






は じ め に

　小学校３年生，４年生の社会科は，自分たちの住んでいる

根室市のことを中心に勉強します。

　自分たちのまちの勉強をすることによって，根室市のこと

がよくわかります。そして，自分たちのまちを今以上に好き

になったり，大切にしようと思うようになります。

　３年生では，根室市全体の様子や，毎日通学する校区の様

子，商店街のことや工場のこと，人々のくらしのことを学習

します。

　４年生では，人々のくらしをよりよくするためや，安全で

健康なくらしができるためにどんな施設があるか，住みよい

まちをつくるために昔の人々がどんな苦労をしたのかを学習

します。また，すぐ近くにある日本の領土なのに，そこで暮

らすことができなかったり，その近くで自由に魚をとること

ができない『北方領土』の学習もします。

　この社会科副読本「ねむろ」を使って，しっかりと勉強し，

わかったことをもとにして，どうすればもっと住みよいまち

にすることができるのか，よく考えてみてください。
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（１）高い所に上がって

　　学校のまわりには何があるのか調べてみましょう。

　　小学校のまわりの様子を高い所（屋上など）からながめ

　てみて，発見したことをノートに書いてみましょう。

　「あっちの方では，〜があったよ。」

　「こっちの方では，〜があったよ。」

　　しかし，「あっち」や「こっち」ではどこにあるかすぐ

　にわかりません。東西南北で表す方法を学習しましょう。
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　花咲小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。学校のグラウンドが広がり，

　啓雲中学校が見えます。その奥に牧草地が広がり，明治公

　園のひょうたん池もこの方角にあります。

　　南の方を見てみましょう。栄町の住宅街や，さらに遠く

　には望洋団地が見えます。

　　西の方を見てみましょう。社会福祉協議会や市立根室病

　院，梅ヶ枝町や松ヶ枝町の商店街があり，たくさんの店や，

　大地みらい信用金庫などの大きな建物が見えます。

　　北の方を見てみましょう。根室港（根室港区）があり，

　たくさんの漁船や海上保安庁の船を見ることができます。

　　また，弁天島があり，その奥に根室海峡が広がっていま

　す。
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　北斗小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。学校のグラウンドの向こう側

　に大きな建物が２つ見えます。右の方に見えるのが市役所

　です。左の奥の方には，市立根室病院が見えます。

　　南の方を見てみましょう。ホテルや道営住宅が見えます。

　南東の方には，根室駅（ＪＲ根室本線の終着駅）や駅前商

　店街が見えます。

　　西の方を見てみましょう。家庭裁判所や釧路開発建設部，

　柏陵中学校，コンビニエンスストアやスーパーマーケット

　の看板が見えます。

　　北の方を見てみましょう。住宅街が見えます。その向こ

　う側には根室海峡が広がり，さらにその奥には，知床連峰

　や国後島が望まれます。
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　成央小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。学校の近くに浄水場や光洋中

　学校，公営住宅が見えます。

　　南の方を見ると，ＪＲ花咲線が見えます。近くには，日

　本で最東端の東根室駅があり，線路沿いには緑ヶ丘団地の

　住宅街が広がっています。その向こうには，根室市運動公

　園があります。

　　西の方を見ると，根室市温水プールや根室市総合文化会

　館があります。さらに遠くには，市立根室病院や弁天島，

　根室海峡が望まれます。

　　北の方には，市営住宅や道営住宅，スーパーマーケット

　の大きな建物が見えます。その向こうには，明治公園にあ

　る国内で２番目の古さをほこるレンガサイロ（第２サイロ

　は昭和７年，第１・第３サイロは昭和１１年に建設）が見

　えます。
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　歯舞小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。牧場が広がり，遠くには納沙

　布岬が見えます。さらに遠くの方には，歯舞群島の島々が

　望まれます。

　　南の方を見てみましょう。歯舞地区の住宅街が広がり，

　さらに遠くを見ると，歯舞漁港やハボマイモシリ島があり，

　太平洋の海が広がっています。

　　西の方を見てみましょう。こちらも牧場が広がっていま

　す。また，遠くには，双沖地区や友知地区が続いています。

　　北の方を見てみましょう。牧場が広がっていますが，天

　気がよいときには，知床の山々や，国後島の泊山や羅臼山，

　爺々岳を見ることができます。
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　花咲港小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。こんぶ干場や住宅，牧草地が

　広がっています。遠くには根室の市街地があり，自衛隊の

　基地や大きなアンテナも見ることができます。

　　南の方を見てみましょう。日本一の水揚げ量をほこる根

　室港（花咲港区）があり，多くの船が行き来しています。

　国の天然記念物に指定されている『根室車石』もこの方向

　にあります。

　　西の方を見てみましょう。下り坂の向こうに住宅街が続

　き，造船所や水産加工場があります。さらに遠くには，風

　力発電の風車が見えます。

　　北の方を見てみましょう。学校のすぐ北側に，「根室市歴

　史と自然の資料館」がたっています。住宅街が広がり，さ

　らに遠くに根室の市街地が見えます。
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　海星小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。牧草地が広がり，遠くの方に

　風力発電の風車が見えます。また，和田屯田兵村の被服庫

　や旧和田小学校もこの方角にあります。

　　南の方を見てみましょう。牧場が見えます。さらに遠く

　を見てみると，長節湖があります。

　　西の方を見てみましょう。林の向こう側には，温根沼漁

　港や幌茂尻漁港（温根沼分区）があります。さらに遠くに

　は，野付風蓮道立自然公園に指定されている風蓮湖・春国

　岱があります。

　　北の方を見てみましょう。学校のグラウンドが広がって

　います。さらに遠くに，根室の市街地があります。
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　落石小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。落石へき地保育所や落石駅が

　あり，根室市内に行く道が続いています。落石漁港（浜松

　分区）があるのもこの方角です。

　　南の方を見てみましょう。学校のグラウンドの奥には，

　太平洋が広がっています。

　　西の方を見てみましょう。スケートリンクや落石中学校

　が見えます。落石漁港や落石漁業協同組合，商店，落石岬

　もこの方角にあります。

　　北の方を見てみましょう。ガソリンスタンドや踏切が見

　えます。また，厚床などにつながる道が延びているのもこ

　の方角です。
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　厚床小学校のまわりの様子

　　東の方を見てみましょう。林が広がり，根室市街へ続く

　国道４４号線（釧路市〜根室市）が見えます。

   　南の方を見てみましょう。国道４４号線をはさんで，コ

　ンビニエンスストアやレストラン，ＪＲ根室本線（根室駅

　〜滝川駅）の線路があります。（根室駅〜釧路駅の間を，通

　称『花咲線』と呼んでいます。）

　　西の方を見てみましょう。教員住宅，厚床会館，厚床へ

　き地保育所，パークゴルフ場などがあります。また，ＪＡ

　道東あさひ厚床事業所，株式会社明治根室工場などがあり

　ます。

　　北の方を見てみましょう。旧標津線跡や牧草地が広がっ

　ています。
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絵地図づくり

　高い所から学校のまわりをながめたり，校区めぐりしてき

て見つけたものをかいた絵カードを大きな地図にはって，絵

地図をつくりましょう。

【絵地図のつくり方】

紙の上を北にして，学校を中心にしてかく

おもな道や鉄道をかく

病院や役所など，大きな建物をかく

商店や住宅の多い所をかく

　　※おもな建物をかくときには，色や形をかえて工夫した

　　　り，記号を使うと見やすくなります。

A 駅

商 店 食 堂

国道44号線

すずらん学園

学　校

郵便局

警察署

交　番

消防署

市役所

病　院

神　社

　寺

鉄道（ＪＲ）

おもな地図記号

変電所

（株）明 治
　根室工場

コンビニA小学校



（２）まちたんけんに出かけよう（校区めぐり）

【調べること】

土地の様子

大きな建物

道の様子や人と車の行き来の様子

商店，住宅，工場の多い所

【たんけんのポイント】

目で見たものだけでなく，音やにおいなどを発見して

　　みよう。

めずらしいもの，ふしぎなもの，びっくりしたものな

　　どを見つけよう。

自分の住んでいるところと，くらべてみよう。

　まちたんけんに出かける前に，たんけんに

行く場所や日にちを決めて，しっかり計画を立て

　　　　て行きましょう。



（３）校区めぐり

【校区めぐり】〜花咲小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと市立駒場保育所があり，そのすぐ横には

　　明治公園のひょうたん池があります。信号をこえて行く

　　と啓雲中学校があり，反対側には駒場町の住宅街が広が

　　っています。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，根室交通，栄町の住宅街や市営住宅の

　　赤レンガのアパートが続き，明治公園や根室市総合文化

　　会館があります。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，つくし幼稚園，市立根室病院，社会福

　　祉協議会，保健所などの建物が続きます。緑町商店街が

　　あり，ＦＭねむろの放送局もあります。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，根室港（根室港区）へつきあたります。

　　根室漁業協同組合，製氷工場や市場，根室海上保安部，

　　水産加工場などがあります。また，住宅が多く，しらか

　　ば保育園があります。
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【校区めぐり】〜北斗小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　国道を東に歩いて行くと常盤台公園があり，国道沿い

　　に根室市役所や根室消防署，根室振興局や根室警察署，

　　根室地方合同庁舎（根室公共職業安定所（ハローワーク）

　　や税務署，法務局）などの公共施設があります。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　南に歩いて行くと，根室駅や駅前商店街があります。

　　線路をはさんで住宅街が続き，奥には牧草地が広がって

　　います。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　国道を西に歩いて行くと，家庭裁判所や釧路開発建設

　　部，柏陵中学校や根室市総合運動公園があります。その

　　向こうには，西浜団地が広がり，大きなスーパーやホー

　　ムセンターなどの商業施設があります。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　北に歩いて行くと，住宅街や商店街が広がり，やがて

　　根室湾が見えてきます。海の近くには，水産加工場がた

　　くさんあります。
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【校区めぐり】〜成央小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，近くには浄水場があり，さらに行くと

　　光洋中学校があります。その奥の方には，航空自衛隊根

　　室分屯基地や，公営住宅などの住宅地が広がっています。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，昭和町の緑ヶ丘団地があります。花咲

　　街道沿いには，自動車関係の会社や工場，水産関係の工

　　場などがあります。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，根室市温水プールや根室市総合文化会

　　館があります。毎年小学生が水泳学習で利用したり，水

　　泳教室や学習会，発表会や集会など多くの市民に利用さ

　　れています。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，スーパーマーケットがあり，買い物に

　　利用されています。道道をはさんで向かい側には，明治

　　団地があります。納沙布の方へ向かうと，北海道根室高

　　等学校や青少年センター，市営球場があります。
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【校区めぐり】〜歯舞小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，根室市歯舞会館（コミュニティセンタ

　　ーあさひ）があります。さらに進むと歯舞漁港があり，

　　太平洋を望むことができます。道道根室半島線を納沙布

　　岬方向に５ｋｍほど行くと，郵便局や商店，旧珸瑤瑁小

　　学校があります。さらにその先には，納沙布岬があります。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，歯舞地区の住宅街があります。郵便局

　　や大地みらい信用金庫，歯舞診療所や歯舞歯科診療所な

　　どがあります。また，旧華岬小学校もあります。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　道道根室半島線を根室方向に６ｋｍ行くと，双沖や友

　　知地区の住宅街があります。また，旧共和小学校も見る

　　ことができます。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，見渡す限り牧場地が広がっています。

　　また，８ｋｍほど行くと，旧温根元小学校があります。

　　学校の近くには，根室市水産研究所やウニ種苗生産セン

　　ターなどの施設があります。

じゅうたく がい

しんりょうじょ

か　こう

ふた おき とも

しり

かぎ

おん ね もと

しゅびょう

きょう わ

ゆう びんきょく

ぎょ こう

の さっ ぷ

ご よう まいみさき



【校区めぐり】〜花咲港小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，住宅街があり，その奥にはこんぶ干場

　　があります。オワッタラウスには，昔，クジラの解体場

　　がありました。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，住宅街があります。さらに進むと，根

　　室港（花咲港区）と花咲灯台があり，『根室車石』を見

　　ることができます。さんまや花咲ガニ，サケやマスなど

　　の水産物が水揚げされる根室港（花咲港区）には，たく

　　さんの船が入港します。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，住宅街が広がり，坂道を下ると郵便局

　　や食堂，商店などがあります。さらにその先には，花咲

　　水産物地方卸売市場や水産加工場，造船所があります。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと住宅街が広がり，花咲駐在所やガソリン

　　スタンド，コンビニエンスストアなどがあります。

じゅうたく がい

あ

にゅうこう

おろしうり し じょう

ちゅうざい しょ



【校区めぐり】〜海星小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，広い牧草地が広がっています。さらに

　　進むと，旧和田小学校があり，そのすぐ横には，和田屯

　　田兵村の被服庫があります。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　落石街道を南に進むと，長節の集落や長節湖がありま

　　す。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　西の方に歩いて林をすぎると，旧幌茂尻小学校があり

　　ます。そこから，幌茂尻漁港（温根沼分区）や温根沼大

　　橋，春国岱が望めます。さらに西に進み国道４４号線沿

　　いに，温根沼簡易郵便局や温根沼漁港，根室湾中部漁業

　　協同組合や温根沼大橋，根室市春国岱原生野鳥公園ネイ

　　チャーセンターがあります。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　国道４４号線を進むと，幌茂尻漁港（温根沼分区）や

　　根室市じんかい焼却場があり，根室の市街地へ続きます。

ひ ふく こ

かい どう ちょうぼし

ほろ も しり

かん い

おん ね とう

おん ね とう

しゅんくに たい



【校区めぐり】〜落石小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，グラウンドがあります。道はありませ

　　んが，さらに進むと林の向こうに，風車やユルリ島・モ

　　ユルリ島が望まれます。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，スケートリンクがあり，落石中学校が

　　続き，さらに進むと落石消防団員詰所や落石駐在所，落

　　石簡易郵便局があります。坂を下ってさらに進むと，商

　　店や落石漁港，落石漁業協同組合や落石水産物地方卸売

　　市場があります。その先には，三里浜や落石無線局跡，

　　落石岬灯台へ続く道がのびています。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　ガソリンスタンドからさらに西へ進むと，ＪＲ花咲線

　　のふみきりがあります。そこからは，両側に森が広がり，

　　別当賀や厚床方面に向かう道が続いています。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，落石へき地保育所があります。次に見

　　えるのは，落石駅です。道の両側に針葉樹が広がり，さ

　　らに先に進むと，浜松地区へ下りる道があり，落石漁港

　　（浜松分区）や住宅が広がっています。

しょうぼう だん いん つめ しょ

かん い

おろしうり

し じょう さん り はま

しん よう じゅ

む せんきょくあと



【校区めぐり】〜厚床小学校〜

　東コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，左手に林が広がり，根室市街へ続く国

　　道４４号線（釧路市〜根室市）があります。

　 　南コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと国道４４号線があり，手押しボタン式信

　　号を渡ると，コンビニエンスストアやレストランがあり

　　ます。また，ＪＲ花咲線（根室駅〜釧路駅）の線路があ

　　り，その向こう側には牧草地が広がっています。さらに

　　行くと，隣町の浜中町厚陽になります。この厚陽地区か

　　らも，厚床小学校と厚床中学校に児童・生徒が通学して

　　くることもあります。

　 　西コースをたんけんしよう。

　　　歩いて行くと，厚床会館や市立厚床へき地保育所，パ

　　ークゴルフ場，ＪＡ道東あさひ厚床事業所や株式会社明

　　治根室工場などがあります。さらに行くと，コンビニエ

　　ンスストアや郵便局，ガソリンスタンドなどがあります。

　　また，厚床駐在所や厚床分遣所（消防団第６分団），す

　　ずらん学園などがあります。

　 　北コースをたんけんしよう。

　　　グラウンドがあり，その奥には林が広がっています。

て　お

せん ろ

ぼく そう

となりまち はま なかちょうこう よう

じ どう

ゆう びんきょく

ちゅうざい しょ ぶん けん しょ しょうぼう だん ぶん だん

せい と



（４）根室市の様子と人々のくらし

　市の人口を調べて

　　　根室の昔の様子は，どんな様子だったのでしょうか。

　　　「道路は，今のようにほそうされていたのかな。」「た

　　くさんの家や大きな店は，昔からあったのかな。」「鉄

　　道は，いつごろしかれたのかな。」など，いろいろなぎ

　　もんが出されました。

　　　はじめに，市の人口のうつりかわりを調べてみましょ

　　う。

　　　下の表とグラフを見ると，どんなことがわかりますか。

どう　ろ

よう　す

はっ てん

がっ ぺい

（人）

鉄道がしかれて，まちはだん

だん発展していきました。

しかし，戦争が始まって兵隊

に男の人が行ったり，空しゅ

うで死んだりして，人口がへ

　　　　　　　　　　　　　りました。

　　　戦争が終わり，１９５７年（昭和３２年）に根室町

　　は，和田村と合併して根室市になりました。２年後に

へい たい



　　は歯舞村とも合併し，根室市の人口はどんどん多くな

　　りました。

　　　しかし，１９７７年（昭和５２年）ころから２００

　　海里問題で魚があまりとれなくなり，人口も次第にへ

　　ってきました。

　今の根室市の様子と人々のくらし

　　　空からとった根室市の写真です。根室市のほかの場

　　所はどんなふうになっているのでしょうか。

　　　場所によって，土地の様子や人々のくらし方がどの

　　ようにちがうのか，調べてみましょう。

　土地の様子

　　　根室市は，北海道の東のはしにあります。市全体の様

　　子を知るために，根室市の地図を見てみましょう。

　　　地図を見るときには，やくそくがあります。みどり色

　　のところは，土地が低くて平らなところです。黄色とだ



　　いだい色のところは，小高い丘がつづいているところで

　　す。水色は，湖や沼や川を表しています。

　　　市の多くは平らな土地ですが，半島中央部の土地は少

　　し高くなっています。

　　　また，根室半島には，温根沼，長節湖，白鳥で有名な

　　風蓮湖や沼もあり，観光客もよく訪れます。

おか

おん　ね　とう ちょうぼし　こ
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少し高いところ

高いところ
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◎札幌◎札幌

◎東京◎東京

標津町

中標津町

標津町

中標津町

別海町別海町 根室市根室市
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落石

温根沼

幌茂尻
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　工場の多いところ

　　わたしたちの市は，港を中心に発展してきました。

　　地図を見ると，根室港の周辺や花咲港の近くに工場が集

　まっていることがわかります。

　　船からおろした魚介類をすぐ加工したり，れいとう工場

　や船を修理したりつくったりする造船所など，漁業に関係

　のある工場がみなさんの近くにたくさんあります。

北斗小学校
市
役
所

振
興
局

けいさつ署

合同庁舎

ゆうびん局

花咲小学校

成央小学校

根室港

弁
天

島

造船所

かんづめ工場・水産加工場

れいぞう工場・れいとう工場

その他の工場

花　咲　港



　牧 場 の 多 い と こ ろ

　　市の土地の様子で調べたように，市の大部分は，低くて

　平らな土地です。

　　けれども，気温が低く，霧が多いために根室では，農作

　物があまり育ちません。そのため，田や畑はほとんど見ら

　れません。

　　それでは，平らな土地の多くは，どのように使われてい

　るのでしょうか。土地の多くは，牧草地として利用され，

　そこで牛や馬をたくさん飼育しています。

　　どんなところに牧場が多いのでしょうか。下の地図を見

　てみましょう。

　　牧場は，牧の内から東の方と，西側の少し土地が高くな

　っている和田地区と厚床の近くに多くあることがわかりま

　す。和田地区は，昔，屯田兵が開拓したところです。

ひく きり

わ　 だ　ち　 く

とん でん へい かい たく

牧草地

市街地

風蓮湖
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茂
尻

花
咲
港

根室

歯
舞
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床

し　いく
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　官庁の多いところ

　　官庁は，どんなとこ

　ろに多くあるのでしょ

　うか。 

　　官庁の多くは，国道

　４４号線沿いに多くあ

　ります。

　　このあたりには，根室市役所・根室消防署・根室振興

　局・根室警察署・根室地方合同庁舎（税務署・法務局・

　根室公共職業安定所（ハローワーク））・根室海上保安部・

　根室市総合文化会館・根室市温水プール・市立根室病院な

　ど，わたしたちの暮らしにかかせない建物が集まっていま

　す。

　　官庁の多いところは，交通が便利であることがわかりま 

　す。

花咲小

啓雲中

根室港

成央小

光洋中

北斗小

柏陵中
根室駅

：国の施設

：道の施設

：市の施設



工場は市のどこに多いか。

牧場はどこに多く，どんな土地の

　ところに広がっているか。

店や官庁はどこに多いか。

住宅はどんなところに

　多いか。

　住宅の多いところ

　　住宅は，市のど

　のあたりに多いで

　しょうか。

　　港の近くや店，

　官庁の多いところ

　には住宅が多くみ

　られます。また，店や官庁の多いところから，少し離れた

　ところにも住宅が広がっています。

　　根室市役所から東の方を見ると，明治団地があります。

　東根室駅の近くには，緑ヶ丘団地や光洋町の住宅がありま

　す。

　　また，西の方の国道の近くには西浜団地があり，北の　

　方には望洋団地が広がっています。

　市全体のようす

　　根室市のようすについて，次のようなことについてまと

　めてみましょう。



　店の多いところ

　　店は，どんなところに多く

　あるのでしょうか。地図を見

　て調べてみましょう。

　　店は，港の近くから常盤町・緑町にかけての商店街と大

　正町，駅前に多くあります。スポーツショップや靴屋，電

　気屋などの商店やスーパーマーケット，日用雑貨を取り扱

　う大型店などがあります。

　　また，最近では，西浜地区にショッピングセンターがで

　きました。そこには大型店が集まり，便利に買い物をすま

　せることができるようになりました。  

しょうてんがい

くつ   や

にち ようざっ  か

べん  り

とき  わ ちょう

店の多いところ

花咲小

啓雲中

成央小

北斗小

根室駅

光洋中

柏陵中



は じ め に

（１）買い物調べをしよう

◎　いろいろなお店

【総合スーパー・デパート】

　　広い売り場にいろいろな商品が整理されてならべてあり，

　食料品や日用品，衣料品など，一軒でいろいろな買い物が

　できるので便利です。

　　また，食堂やもよおしものがあり，家族で楽しみながら

　買い物をすることができます。

【スーパーマーケット】

　　毎日使う食料品や日用品などをセルフサービスで，みじ

　かい時間で買えるようにしたお店です。スーパーマーケッ

　トの名前は，英語で「市場」を意味する『マーケット』に，

　「超える」という意味の『スーパー』をつけて「市場を超

　えるほどの商店」という意味があります。

　わたしたちの家には，いろいろなもの

があり，わたしたちは，それらの品物を

使って毎日くらしています。そこで，毎

　　　　　　　日のくらしに必要なもの

　　　　　　　を，どこでどのように買

　　っているのか調べてみましょう。

せい  り

いっけん

いち  ば

こ



　　食品スーパーのほかに，衣料スーパーもスーパーマーケ

　ットのなかまです。

【専門店】

　　くつやかばん，時計など，同じ品物だけを売っている店

　で，いろいろな種類の商品がそろっているので，気に入っ

　たものをえらんで買い物をすることができます。

【コンビニエンスストア】

　　便利さ（コンビニエンス）の意味がある小型のスーパー

　マーケットです。日本では，「コンビニ」の名前でよばれ

　ています。食料品や日用品を中心に豊富な品ぞろえをし，

　年中無休，長時間営業（２４時間営業が多い）などの便利

　さがとくちょうです。

 ((２）買い物調べ

　①①　わたしたちの家の買い物

　　　わたしたちは，家ぞくの人に聞いて調べたことから，

　　家での買い物の仕方について気がついたことを発表し合

　　いました。すると，いろいろなところへ行って，いろい

　　ろな買い物をしていることがわかりました。また，話し

　　合っていくうちに，買い物の仕方について友だちの家と

　　にていることもわかりました。

せんもんてん



は じ め に

　　そこで，気がついたことを次のようにまとめてみまし

　た。

　　　○○小学校３年生の家の買い物調べ（１週間分）

   

　②　お店を調べに行こう

　　　わたしたちは，スーパーマーケットに，たくさんの人

　　が買い物に行くわけを知りたくなりました。そこで，ス

　　ーパーマーケットの店の様子やお客さんの様子，お客さ

　　んが多く来るひみつを調べることにしました。

　　　そこで，話し合いをして，予想をしたり，調べ方を考

　　えたりしました。

①　食べ物を買った回数がだんぜん多い。毎日使うものだから，ほとんど

　毎日買い物に行く。

②　ふだんは，近所のスーパーマーケットやコンビニエンスストアで買い

　物をしているようだ。

よう  す

よ  そう

回



　　次に，じっさいにスーパーマーケットを調べるための計

　画をたてることにしました。 

　    

買いやすさのひみつ

　○わたしたちのはっけん

　　わたしたちは，売り場の様子や，品物のならべ方をかん

　さつしました。

しな もの

・家の人に聞いてみる。

・チラシを調べてみる。

・スーパーマーケットに行って見学する。

・お店の人やお客さんにインタビューする。

どうやって調べたらいいかな？

たくさんの品物がきれいに
ならべられているよ。

これらの写真からどんな工夫が
わかるかな？



は じ め に

　わたしたちは、働いている人の様子を調べるために、店の

人にインタビューしてみました。

【インタビュー記事】

　やさいやくだものの売り場では，ダンボール箱やねふだに，

品物がつくられた場所が書いてありました。品物の仕入れ先

や，えらび方について，店長さんにインタビューしました。

・お客様が買いやすいように品物をならべています。手に取りやすく，えらび

　 やすいように心がけています。（品物をならべる人）

・お客様がすぐに料理に使えるように，大，中，小の大きさで切り分けていま

   す。○○用というラベルもはっています。（お肉を切る人）

・お客様に安心して買ってもらうために，食品のせんどをたしかめています。

   売り場の温度を調べたり，食品の色や形，消費期限・賞味期限に気をつけた

　りするなど，すべての食品を一つひとつ見ています。（せんどをたしかめる

　人）

・お客様のために，親切，ていねい，お待たせしないことを心がけて仕事して

   います。大きく，元気な声であいさつしています。（レジを打つ人）

【はってんコーナー】

　総合スーパー・デパート，専門店，コンビニエンスストア

が工夫していることも調べてみましょう。

しょうひ き げん しょうみ き げん


