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「国際社会を生き抜くこれからの生徒を育てる社会科学習の在り方」 

―3 年目の取り組みと課題解決に向けてー  

 

会長 高岡 麻美（東大和市立第二中学校長）  

 

平成 26 年 11 月、次期学習指導要領に向けた諮問が中央教育審議会に出されました。そ

の中で、我が国は、少子高齢化、グローバル化等に伴い、今まで以上に激しい挑戦の時代

の中を迎えているとされています。このような時代を生き抜く子供たちには、こうした変

化を乗り越え、伝統や文化に立脚し、高い志や意欲をもつ自立した人間として、他者と協

働しながら、価値の創造に挑み、未来を切り開いていく力を身に付けることが求められて

います。  

東京都中学校社会科教育研究会（都中社研）では、平成 24 年度より「国際社会を生き

抜くこれからの生徒を育てる社会科学習の在り方」という全体テーマを掲げ、今年度で 3

年目を迎えました。各専門委員会が考えている「国際社会を生き抜く生徒」「国際社会を生

き抜く力」とは、「基礎的・基本的な知識や概念を身に付けている」「自分の意志を自分の

言葉で伝える（主張する）ことができる」「多面的・多角的に判断する力、比較する力」「自

国理解」「異文化理解」「将来を見通す力」等が挙げられています。今後都中社研として、

「国際社会を生き抜く力」について、議論を深め、研究テーマの設定や研究内容について

論議を重ねていく必要はありますが、中教審諮問で明らかにされた新しい教育の在り方と、

現在、都中社研が研究を進めている研究テーマとは、同じ方向性を示していると考えられ

ます。  

今年度の各専門委員会での活動テーマは、以下のとおりです。  

地理専門委員会では、「よりよい地域を形成しようとする生徒を育成する学習指導の在り

方 ―持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の視点を入れることを通してー」をテーマ

にあげ、社会参画を取り入れた学習指導について、研究を進めてきました。また、歴史専

門委員会では、「古代を大観し表現する活動」として、我が国の歴史における「外国との関

係」に着目した実践授業に取り組みました。全国中学校社会科教育研究会滋賀大会では、

その成果と課題を発表させていただきました。さらに、公民専門委員会では、「『対立と合

意』『効率と公正』の概念の確実な習得と、その概念を活用させた政治、経済の授業実践」

を、特に「公正」「効率」の概念の活用について、パネルデスカッション形式を使って授業

実践してきました。  

今後の社会では、学ぶことと社会とのつながりをより意識した教育が求められてきます。

その中で、子供たちが、基礎的な知識・技能を習得するとともに、実生活でそれらを活用

しながら、自ら課題を発見し、その解決に向けて主体的・協働的に探究し、学びの成果等

を表現し、さらに実践に生かしていくことが重要になってきます。このことは、社会科教

育の本質である「公民的資質・能力」の育成につながっていくのではないでしょうか。  

この 1 年間、研究部を中心に各専門委員会が研究を重ね、取りまとめたことに敬意を表

するとともに、昨年度の研究を積み上げ、今年度の研究がまとめられた本冊子を多くの会

員の方々が活用され、各学校での日々の授業に生かされ、課題解決を図ることを強く期待

しています。  
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都中社研研究部会の取り組みについて 

                副会長・研究部長 伊藤 聡保（世田谷区立梅丘中学校長） 

 

１．はじめに 

 東京都中学校社会科教育研究会（都中社研）では、平成２４年度より「国際社会を生き抜く

これからの生徒を育てる社会科学習の在り方」という全体の研究主題に基づき、三分野で研究

を進めている。今までもそうであったが、都中社研では、全国中学校社会科教育研究会全国大

会東京大会（次回は平成３３年度である）を視野に研究部と各専門委員会が連携し、長期にわ

たり研究実践を積み上げている。これは、他府県にない研究の特徴と言える。また、全国大会

では例年、東京都の実践研究を発表する機会をいただいているが、このことも研究を深める上

で大きなプラスとなっている。今年度の滋賀大会では、歴史専門委員会が発表を行った（滋賀

大会での発表も含め、一年間の研究実践については委員会のページを参照願いたい）。 

 

２．研究主題「国際社会を生き抜くこれからの生徒を育てる社会科学習の在り方」に関して 

（１）国際社会について 

中学生が大人になる１０年後、２０年後の社会は、国際化、グローバル化が一層進展するで

あろう。仮に現在より進展の速度が遅くなったとしても日本も世界も今以上に国際社会、グロ

ーバル社会の中に置かれていることには変わらない。解決すべき課題としては、 

○政治・経済・社会・文化等における影響（それぞれのプラス・マイナス両面） 

○地球環境問題、エネルギー・資源の問題、人口の問題 

○民族主義、ナショナリズムの動き（この動きは無くならないであろう）  

○グローバルに考えて、ローカルに行動する（地球規模で考えながら、自分の地域で活動する）。 

あるいは、国内やある特定の地域の立場にたって考えつつも、常にグローバルに行動すると

いった、ローカルに考え、グローバルに行動するということもありえる。いずれにしろ、グ

ローバルな視点、ローカルな視点のバランスが大切となる。 

（２） 国際社会の中で求められる力 ・・・社会科として求められる能力 

地球的規模の課題が山積し、予測困難な社会、正解の無い社会といえる。だからこそ、様々

な資質や能力を身につけさせ社会を生き抜くたくましさを培うことが大切である。具体的には、 

○論理的思考、批判的思考ができる力  ○問題を発見したり解決したり、新しいアイデアや

代替案を生み出す力（創造力）  ○他者と知恵を出し合い（相互理解）や共生・行動でき

る能力  ○社会的事象をとらえ（事実判断、情報分析）、価値判断や意思決定ができる力 

○社会への対応力（他者の文化や価値を理解し、許容し、柔軟に対応する姿勢） 

○持続可能な社会を形成する能力  ○社会的実践力、社会参画力   などが考えられる。 

なお、７月には、研究部員を対象に国立教育政策研究所初等中等教育研究部長の大杉昭英先

生を講師にお願いし、「これからの時代に求められる社会科教育の在り方」について、第二期教

育振興基本計画など、国の施策や経済界の動向なども含め、広い観点からご指導をいただいた。 

今後、研究を進めていくうえで、研究主題については、多少文言等の変更はあるかもしれな

いが、大枠で次年度以降も継続していく方針である。 
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「持続可能な開発のための教育」の視点を取り入れた地理的分野の学習指導 

地理専門委員会 

１．はじめに 

 東京都中学校社会科教育研究会では、平成 24年度より研究テーマを「国際社会を生き抜くこれか

らの生徒を育てる社会科学習の在り方」として各分野に分かれ、学習内容、指導方法の両面に視点を

置き、前者は社会参画や持続可能な社会づくりを重視した授業の工夫、後者は言語活動の充実や習得

━活用━探究の学習過程の工夫を重視した授業の工夫についての研究を進めている。 

地理専門委員会では、これまで「持続可能な開発のための教育」の視点を入れたよりよい地域を形

成しようとする生徒を育成する学習指導に関する研究を進めてきた。また、これらの学習を一層充実

させていくため、課題設定や評価についての研究も進めている。 

 

２．研究の背景 

 （１）平成 20年版学習指導要領と都中社研地理専門委員会の研究とのかかわり 

平成 20 年版学習指導要領では、学び方を学ぶことを重視しつつも世界と日本の諸地域の地域的特

色について学ぶ地誌的な学習を充実させて、世界と日本の地理的認識をより一層養うことができるよ

うになった。この平成 20 年版学習指導要領が求める地誌学習は、静態的な地誌学習ではなく、動態

的にとらえる地誌学習である。動態的な地誌学習とは、地域における課題や顕著にみられる地理的事

象を中心テーマとして、それらと地域の諸事象を有機的に関連づけながら地域的特色を明らかにする

ものである。平成 20 年版学習指導要領では、生徒の視野を広げ、生徒自ら地域的特色をとらえる能

力を育成するとともに、動態的に地域の諸事象や課題を追究する能力を育成することが求められてい

る。このような能力を生徒一人一人が身につけることが、地域をつくる一人一人の基礎的な能力を育

成することになるといえる。 

また、よりよい地域を構築するためには、一人一人が地域的特色をとらえるだけでなく、地域の課

題やその解決策を考えたり、地域の価値を見直したりすることが必要になる。しかし、地域に対する

考え方や地域の課題を解決する方策はさまざまである。したがって、よりよい地域を構築しようと考

えたとき、多様な意見や考えを出し合い、それらを調整することが必要になる。このように、多様な

意見や考えを出し合い、話し合いを通して、意見や考えを調整したり、合意形成を図ったりすること

によって、よりよい地域や社会を構築することが可能になる。つまり、よりよい社会をつくるには、

生徒一人一人が地域的特色をとらえたり、地域の課題を見いだしたり、地域の価値を再認識すること

ができる能力を育成することが必要である。また一方で、個々に異なる意見や考えを調整したり、合

意形成を図ったりする能力が、よりよい地域や社会を構築するために必要であると考えた。地理専門

委員会では、これらの能力の育成を図ることが、地域社会や国家の一員として、正しく判断したり、

行動したりするなど、生きる力をはぐくむことにつながるととらえた。 

 

 （２）東京都中学校社会科教育研究会・研究主題とのかかわり 

 変化の激しい社会、決まった答えがない社会であるからこそ、現在がどのような情勢で、どのよう

な課題があるのかをしっかりととらえることのできる資質や能力、広い視野からよりよい社会を築く

ために考え、判断し、行動する資質や能力を育てていくことが求められている。これらの状況をふま

え東京都中学校社会科教育研究会では、時代背景や各種の法改正及び学習指導要領の改正などを受け

て平成24年度からの研究主題を「国際社会を生き抜くこれからの生徒を育てる社会科学習の在り方」
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とし、三分野での研究を進めている。 

 「これからの社会を生き抜く力」を地理的分野の学習にあてはめてみると、それはそれぞれの地域

的特色をとらえ、その地域の良さや課題を見出し、地域で生活する人々の多様な立場に立って地域の

持続的な発展を考え、行動していく資質や能力ではないだろうか。これこそ、都中社研・地理専門委

員会が研究を進めている「持続可能な開発のための教育」の視点を取り入れた地理的分野の学習指導

によって育まれる資質や能力なのである。つまり、「これからの社会を生き抜く力」とは、「持続可能

な開発のための教育」の視点を取り入れた学習指導によって育まれる資質や能力なのではないかと考

えた。そこで都中社研・地理専門委員会では、平成 23年度に開かれた全中社研全国大会（東京大会）

に向けて研究を進めてきた「持続可能な開発のための教育」の視点を取り入れた地理的分野の学習指

導の研究を続けている。 

 

 （３）持続可能な開発のための教育と地理的分野の学習指導との関連 

人々はこれまで豊かな生活を構築するために経済発展を目指した生活を送ってきた。しかし、資源

やエネルギーは限りがあること、自然には限界があることを人々が自覚しはじめ、従来の生き方や生

活スタイルを変えることが求められるようになってきた。このように従来の生き方や生活スタイルを

変革するには、あらゆる場面で人々の意識を変えることが必要であり、教育そのものの在り方を見直

さなければならない時期にきている。 

このような流れを受けて生まれてきた考え方が、「持続可能な開発のための教育」である。「持続可

能な開発」とは、将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たす

ような社会づくりのことを意味する。このような持続可能な開発は、私たち一人一人が、日常生活や

経済活動の場で意識し、行動しなければ実現しない。そこで、私たち一人一人が現代の世代だけでは

なく将来の世代、また世界の人々や環境との関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革する

ことが必要であり、そのための新たな教育が求められるようになってきた。平成 20 年版学習指導要

領では、このことにかかわって「ウ 日本の諸地域」（エ 環境問題や環境保全を中核とした考察）の

学習内容として持続可能な社会の構築を取り上げている。 

 これを受けて、中学校社会科地理的分野の学習指導では、地域ごとに異なった課題を抱えている状況

の中でそれぞれの地域の状況に則してよりよい地域を形成するにはどのようにしたらよいか、といっ

たことを考える学習を充実させなければならない。そのためには、地域を学習対象とし、地域に則し

て地域の将来像を考える「持続可能な開発のための教育」の視点を取り入れた学習指導を行うことが

有効である。学習指導に「持続可能な開発のための教育」の視点を入れると、各地域の地域的特色を

明らかにするだけでなく、それぞれの地域に内在した課題やその地域がもつ良さを浮き彫りにするこ

とになる。また、それらの課題と問題の解決策やその地域が持つ良さを伸ばしていくことを地域に則

して考えることになり、よりよい地域の在り方を主体的に考える学習指導を展開できる。 

「持続可能な開発のための教育」は、それぞれの価値観に触れ、価値判断を求められるものであり、

よりよい社会に向けての態度や行動への転換を促すことにつながる。そのため、学習のプロセスに、

ものごとを客観的、合理的、論理的に考える、すなわち「クリティカル・シンキング」や「ロジカル・

シンキング」を取り入れることが重要となる。 

これからの時代は、生徒一人一人が多様な情報の中からより適切な情報をとらえて共有したり、さ

らにそれらを班や学級全体で話し合ったりすることによって、よりよい地域の在り方を多様な価値観

に触れながら考える学習指導が求められる。そして、これまでの社会科学習では、変化が激しく価値

観が多様化する先の見えない社会の中で生き抜いていく力を育むことが求められてきた。しかし、こ
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れからは、いかにして持続可能な社会をつくるのかということが目標となり、そのための価値観の転

換や育成をはかることが求められるであろう。その意味で、これからの社会科学習に求められる視点

こそ「持続可能な開発のための教育」ではないかと地理専門委員会では考えている。 

 

３．平成２６年度の研究内容 

 平成 26年度の研究は平成 25年度に引き続き、これまで進めてきた学習指導の研究を継続し、世界

の諸地域の各単元で「持続可能な開発のための教育」の視点を取り入れた学習指導の検討と検証授業

を実施した。検討した内容は以下の表の通りである。 

単元 実施時期 学習主題 ESDの視点 

オセアニア州 昨年度実施 さまざまな結びつき オーストラリアや太平洋諸国に住む人々

が、なぜ他地域との結びつきを強めてい

こうとしたのかを、国土や周辺地域など

の地理的要因との関連から追究し、持続

可能なよりよい地域をつくっていこうと

する人々の努力について考察する。 

北アメリカ州 10月 大規模な産業 資源やエネルギーの大量消費に依存した便

利さや快適さを求める生活のあり方が、日

本をはじめ世界に広がりつつある現象につ

いて持続可能な開発の視点から考える力を

養う。 

ヨーロッパ州 10月 EU統合 ヨーロッパ統合を模索した人々の気持

ちを考えることで、地域の価値を再認識

し、自らもよりよい社会を築こうとする

社会参画の姿勢を育む。 

アフリカ州 12月 貧困と発展 アフリカ州が安定して成長を続けていく

ためには、どの課題から解決していくべ

きかを考えることを通して、地域の特色

を生かしつつ、持続可能なよりよい社会

を作っていくことを考える力を養う。 

南アメリカ州 12月 開発と環境保全 アマゾン地域の開発により経済発展と同

時に環境破壊が進んでいることに対し

て、今後どのようにしていくべきかを考

えることを通して、持続可能なよりよい

地域のあり方について考える力を養う。 

アジア州 2月 経済発展 アジア州が経済発展を続ける要因やそれ

に伴う課題を人口や資源などの地理的要

因から追究し、今後もアジアが持続可能

な発展を続けるために何をしていくべき

かを考える。 

世界の諸地域は、中学校に入学した早い段階である中学１年生を対象に学習指導を行うことになる

ため、生徒の発達段階を考慮して単元の配列を考えて指導を行うことが必要である。学習指導要領や
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地理の教科書にも、世界の諸地域では、アジアが最初に記載されているが、面積が広く多様なアジア

を世界の諸地域学習の最初に学習することは難しい。一方、オセアニアの中心であるオーストラリア

は、比較的生徒の興味・関心も高いうえ、自然環境と人々の生活との関連を図りやすい。そのため、

世界の諸地域学習では、オーストラリアを中心としたオセアニアを最初に学習することが相応しいと

考える。こうした理論をもとに平成 23年度に行われた全中社研全国大会（東京大会）において「オ

セアニア－ヨーロッパ－北アメリカ－南アメリカ－アフリカ－アジアという配列を提案したが、授

業実践を重ねていく中で検討意見がでており、改めてこの配列の有効性について再検討を進めてい

る。今後は授業を進めていく中で見えてきた成果を吟味し、発表していく予定である。 

 また、検証授業を実施していく中で「資料を根拠として論理的に考察する」ことの重要性が明確

になってきた。また、生徒の思考は提示する資料によって大きく変容することも明確となった。こ

ういった点に留意して、より根拠を明確にし、論理的な意見を思考するため「トゥールミン・モデ

ル」（検証授業Ⅱを参照）を活用した実践を試みた。検証結果をみると根拠を明確にした論理的な

思考ができたことが分かる。 

さらにルーブリックの提示やパフォーマンス課題と評価の有効性についてもさらに検証を進め

た。「思考・判断・表現」の観点を評価するにあたっては、単に文章、表や図に整理して表面的な現

象を評価するのではなく、基礎的、基本的な知識・技能を活用しつつ、各教科の内容等に即して思考・

判断したことを、記録・要約・説明・論述といった言語活動等を通じて評価するものとしている。そ

の際に有効な評価方法が「パフォーマンス評価」である。「パフォーマンス評価」とは、観察や対話に

よる評価、実技テスト、自由記述による筆記テストなどさまざまな形態がある。また「パフォーマン

ス課題」とは、パフォーマンス評価を実施する際の具体的な事例を設定して構成された学習課題のこ

とである。さらに「パフォーマンス評価」の信頼性を高めるものとして「ルーブリック」が注目され

ている。「ルーブリック」とは、パフォーマンスの特徴を説明する複数の記述から構成されている評価

基準表のことである。「ルーブリック」を生徒に示すことで、教師が何を学習目標としているのかとい

うことが生徒にも理解することができるようになり、生徒は目標をもって学習活動に取り組める。ル

ーブリックの提示は生徒に思考の基準や方向性を示すガイドの役割を果たし、パフォーマンス課題

は思考の具体性をより促す効果がある。いずれにせよこれらは地域的特色を明確に捉え、それをも

とにより良い地域を創りだす姿勢を育むために有効なツールであると考え、今後もその活用法を探

っていきたい。 

 

４．検証授業Ⅰ 

 

１ 単元名 

（１）世界の様々な地域 ウ 世界の諸地域 （オ）南アメリカ州 主題「開発と環境保全」 

２ 単元の目標  

（１）南アメリカ州の学習を通して、南アメリカ州の地域的特色に対する関心を高め、意欲的に学

習する態度を身に付けさせる。 

（２）「開発と環境保全」を主題に、よりよい南アメリカ州のあり方について多面的・多角的に考

察することを通して地理的な見方・考え方の基礎を養い、南アメリカ州の地域的特色をとら

えさせる。 

（３）様々な資料を読み取り、それらの資料の情報を比較・分類・関連付けを行うことを通して、

南アメリカ州の地域的特色をとらえさせる。 
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（４）南アメリカ州における自然、産業、生活文化、歴史的背景などの学習、「開発と環境保全」

という主題についての考察を通じて、南アメリカ州の地域的特色を理解し、その知識を身に

付けさせる。 

３ 単元の評価規準 

ア、社会的事象への 

関心・意欲・態度 

イ、社会的な 

思考・判断・表現 
ウ、資料活用の技能 

エ、社会的事象につ

いての知識・理解 

・南アメリカ州に暮

らす人々の生活の様

子を、主題「開発と

環境保全」を基に、

南アメリカ州の地域

的特色に対する関心

を高め、それを意欲

的に追究し、捉えよ

うとしている。 

・南アメリカ州の地

域的特色とそこに暮

らす人々の生活の様

子を主題「開発と環

境保全」を基に多面

的・多角的に考察し、

その過程や結果を適

切に表現している。 

・南アメリカ州の地域的特色に関

する様々な資料を収集している。 

・収集した資料から、南アメリカ

州の地域的特色について有用な

情報を適切に選択している。 

・適切に選択した情報を基に、南

アメリカ州の地域的特色につい

て読み取ったり図表にまとめた

りしている。 

・南アメリカ州につ

いて、主題「開発と

環境保全」を基に地

域的特色を理解し、

その知識を身に付け

ている。 

 

 

 

 

４ 単元の指導計画と評価計画（６時間扱い） 

 ねらい 学習内容・学習活動 
学習活動に即した具体的な 

評価規準・評価方法 

第

1

時 

南アメリカ州が南北に長く

様々な地形・気候をもつ点を

確認する。 

 

 

・南アメリカ州の景観 

景観写真等を見て南アメリカ州への関心を高める。 

・南アメリカ州の位置や地形 

国名、熱帯雨林・山脈・平原・高原などの自然地形、アマゾン川やラプラ

タ川の大河の位置を理解する。 

・南アメリカ州の気候 

南北に長いため、気候帯が寒帯から熱帯まであることをとらえる。 

・森林のもつはたらきを小学校の学習から復習する。【小中連携】 

ア：南アメリカ州に対する関心

を高め、意欲的に学習しようとし

ている。 

 

ウ：南北に長い様々な地形・気

候について地図帳や雨温図を使

って白地図にまとめている。 

第

2

時 

南アメリカ州が移民によっ

て形作られたことを歴史的背

景から考察する。 

 

 

・南アメリカ州の人種と民族 

南アメリカ州にはさまざまな人種がいることを資料から読み取る。 

・移民の歴史 

なぜさまざまな人種がいるのかを歴史的背景から考える。 

ウ：南アメリカ州が移民によっ

て形作られたことを資料から読

み取ることができる。 

第

3

時 

南アメリカ州には恵まれた

自然や資源があること、それ

らが以前とどのように変化し

てきたかを理解する。 

 

 

・南アメリカ州の農業の特色 

 南アメリカ州の気候や自然地形に合わせた農業の特色を資料からとらえ

る。 

・南アメリカ州の鉱工業の特色 

南アメリカ州には豊かな資源があるということを資料から読み取る。 

・モノカルチャー経済からの脱却 

モノカルチャー経済から近年は脱却しつつあることを読み取る。 

ウ：南アメリカ州の産業の特色

を資料から読み取ることができ

る。 

 

エ：南アメリカ州の産業の特色

を理解できる。 

第

4

時 

南アメリカ州で開発が進ん

でいる経緯を、経済発展に結

びつけて考察する。 

 

 

・進む熱帯雨林の開発 

熱帯雨林が減少し、大豆やサトウキビ畑が増えていることを資料から読み 

取る。 

・南アメリカ州の経済発展。 

南アメリカ州が経済発展してきていることを資料から読み取り、だいずや 

サトウキビの輸出と関連づけて考察する。 

ウ：南アメリカ州の開発と経済

発展について、資料を関連付けて

読み取ることができる。 

第

5

時 

（本時） 

産業の拡大による開発を進

めるか、環境保護していくか

を考える。 

「環境と開発、どちらを優

先すべきか考える」 

・【フィッシュボーン】と呼ばれるアマゾン横断道路によりアマゾンの熱帯

森林伐採が広がっていることを読み取る。 

森林伐採の原因、森林伐採が進行するとどんな問題が起こるかを復習する。 

なぜ開発は行われるのかを前時の学習から振り返る。 

・“環境と開発、どちらを優先すべきか”資料を基に考える。 

・“アマゾンにある問題をどのようにしていくべきか”双方の立場をふまえ

て考える。 

イ：アマゾンの開発の現状と理

由を諸資料から読み取り、よりよ

い地域を目指すためには今後ど

のようにしていくべきかを開

発・環境の双方の立場から多面

的・多角的に考察している。  

第

6

時 

南アメリカ州がどのような

地域かを白地図にまとめる。 

・白地図に南アメリカ州の地域的特色を書き込む。 

・南アメリカ州とはどのような地域か文章にまとめる。 

ウ：南アメリカ州の地域的特色

をまとめることができている。 

イ：南アメリカ州とはどのよう

な地域かを自分の言葉で説明し

ている。 
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５ 本時 

（１）本時の目標 

   アマゾンの開発の現状と理由を諸資料から読み取り、よりよい地域を目指すためには今後

どのようにしていくべきかを開発・環境の双方の立場から多面的・多角的に考察させる。 

（２）本時の展開 

 学習内容 学習活動 指導上の留意点 評価規準 

導 

入 

・本時の目標

を確認する。 

・写真「フィ

ッシュボー

ン」 

・本時の目標を確認する。 

 

・この写真は何かを考え、ワ

ークシートに記入する。 

 

 

・アマゾン横断道路について

説明し、地上の写真も掲示して

イメージをもたせる。 

 

展 

開 

・環境につい

て 

 

 

 

・開発につい

て 

 

 

 

 

 

・課題１ 

「環境と開

発、どちらが

優先されるべ

きか」 

 

 

 

 

 

・課題２ 

「アマゾン

にある問題は

これからどの

ようにしてい

くべきか」 

・アマゾンの森林伐採面積が

増加している原因は何か、森林

減少が進行するとどのような

問題が起こるかをワークシー

トに記入する。 

・なぜ開発が行われるかを資

料から読み取り、ワークシート

に記入する。 

 

 

 

・アマゾンの開発を行ってい

くのが良いか悪いかを判断す

る。自分の結論の根拠となる資

料を選択し、「なぜその結論に

至ったか」意見を書く。 

・班で意見交換をする。 

 

 

・それぞれの立場を考えた上

で、アアマゾンにある問題はこ

れからどのようにしていくべ

きなのか、意見を書く。 

 

・これまでの授業内容をふま

えて考えさせる。 

 

 

・これまでの授業内容をふま

えて考えさせる。 

・開発をする立場の人の立場

に立って考えさせる。 

 

 

・意見は必ず資料を根拠にす

ることとする。 

・意見を書くのが困難な生徒

には個別指導を行う。 

 

・自分と違う意見にメモを取

らせる。 

 

 

・双方の立場を理解した上

で、よりよい南アメリカ州の姿

について考えさせる。 

 

 

 

 

イ：アマ

ゾンの開発

の現状と理

由を諸資料

から読み取

り、よりよ

い地域を目

指すために

は今後どの

ようにして

いくべきか

を開発・環

境の双方の

立場から多

面的・多角

的に考察し

ている。（枠

外ルーブリ

ック参照） 

ま 

と 

め 

・意見発表 ・課題２における個人の意見

をクラス内で発表する。 

  

課題１ 環境と開発、どちらが優先されるべきか？ 

課題２ アマゾンにある問題はこれからどのようにしていくべきか？ 
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（３）パフォーマンス課題とルーブリック 

・パフォーマンス課題１（パフォーマンス課題１で使用） 

課題１新聞記者になって、アマゾンの開発を行っていくのが良いか・悪いかを判断し、意見を書こ

う。  

自分の結論の根拠となる資料を選び、「なぜその結論に至ったか」意見を書きなさい。 

どちらの意見であっても「どのような人々にとって良いのか、悪いのか」立場を明確にすること。 

・ルーブリック１ 資料から読み取った情報を使って根拠を述べて、結論を導いている。 

・パフォーマンス課題２ 

記 者：「編集長、良いか悪いかだけではなく、どうしたらよいかまで記事にしていいですか。」 

編集長：「おもしろい。やってみろ。」 

課題２ アマゾンにある問題はこれからどのようにしていくべきなのか。 

それぞれの立場の人のことを考えた上で、新聞記者として結論を出しなさい。 

・ルーブリック２（パフォーマンス課題２で使用） 

A 
資料を根拠として南アメリカ州のアマゾン開発について考察し、開発と環境の双方の立場を

理解した上で自分なりの結論を導き出している。 

B 
資料を根拠として南アメリカ州のアマゾン開発について考察し、自分なりの結論を導き出し

ている。 

C 資料を根拠としていない。結論を導き出せていない。 

※C評価の生徒への手立て：根拠としやすい資料を示し、またどのような疑問点がでてくるかを、

机間巡視で周り、ヒントを与えていく。 

（４）成果と課題 

本時は、アマゾンの開発について課題１「環境と開発、どちらが優先されるべきか」について個人

で判断した後、グループで協議を行い、立場の異なった意見を交換した。その上で、課題２「アマゾ

ンにある問題をどのようにしていくべきか」について考えさせた。 

まず、課題１と課題２で生徒の思考がどのように変わったのかについて分析していく。 

その中で、課題１で「環境」の立場を選んだ生徒は全体の 68％、「開発」の立場を選んだ生徒は 30％、

その他は 2％（両方を選択など）であった。グループ協議後、課題２で「環境最優先」の立場を選ん

だ生徒は全体の 19％、「開発最優先」の立場を選んだ生徒は 4％、その他は 5％（結論まで至らなかっ

た生徒など）、残りの 72％は、「持続可能な開発」（環境に配慮しつつ開発も進める。以下 ESD。）と

いう結論に至った。この詳細については以下に述べる。 

生徒の思考の変容をさらに詳しくみると、課題２で「環境最優先」「開発最優先」の立場を選んだ

生徒は、いずれも課題１で選んだ自分の判断を貫いている。例えば、「環境最優先」という結論に至っ

た生徒は、課題１でも「環境」の立場を選んでいる。このような生徒の課題２の内容をみると、開発

の重要性についても理解を示している上で環境が重要であるという判断に至っている生徒が多くみら

れた。このことからも、他者の意見に理解をした上で、地球温暖化や森林破壊の危険性を根拠として

環境を守ることを自分の結論として導き出していることが分かる。 

以上のことから課題１及び課題２において具体的なパフォーマンス課題を提示したことで、アマゾ

ンの開発について当事者意識をもって取り組むことができた生徒が多くみられた。その結果、グルー

プ協議では議論が活発に行われ、生徒は課題に対する答えが１つではなく自分とは異なる意見や様々

な意見があるということを知り、南アメリカ州のもつ課題を「開発と環境保全」という両面の立場か

ら、多面的・多角的に考察し、自分なりの結論に至ることができている。 
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 次に、生徒から生まれたESDの視点について紹介する。先に述べたように、課題２では 72％の生

徒が ESD の視点でアマゾンの問題について考えていた。以下に生徒の回答を紹介する。また、それ

ぞれの回答は、『わが国における「国連持続可能な開発のための教育の 10年」実施計画』iのESD関

連記述を基に分類した。 

ESDの視点 生徒の回答 

持続可能、よりよい社会 

「よりよい開発を考え、現状を変えるべきだ」「これからのアマゾンをよりよくするために、焼畑

農業や森林伐採をやめ、環境のことを考えたものを新しく生産したほうがいいと思う。それが世界

に必要なものになったら、世界に売る→お金が入る→ＧＤＰが上がる→豊かになる！」「よりよいア

マゾンにしていく」 

公平、世代間の公平 

「利益にとらわれずに計画性を持つべき。植林を早めにする。未来のために。」 

「今は楽かもしれないけど将来は苦しくなってしまう。だから将来のことも考えて森林をあまり

伐採しないようにする」 

先進国、貧困、経済の発展 

「計画的に進める」「焼畑農業の跡地を上手に使って開発していけばいいと思う」「開発すること

に変わりはないけど、その開発の仕方を考えていけばいいと思う」「みんなが豊かに暮らしていける

国を作る」「森林伐採をやめて労働者に土地を与え生活を保証すればいいと思った」「ブラジルだけ

に環境保護を任せるだけではなく、日本やアメリカなどの先進国も保護するようにすればいいと思

う」「開発をやめさせるのは国なので、国が仕事をあげれば人々は仕事をもらえるし環境も守れると

思う」「アマゾンの問題を解決するには木を取った後の『むだ土地』をできるだけなくしていくべき。

そのために世界の技術をアフリカの人々に教えるなど協力して世界の問題として手を打たなければ

ならない」 

環境問題、環境保全 
「木を切ることで地球温暖化が早くなるから、悪い土でも育つ木を開発すべきである」「自然をつ

くりながら行う」「使い終わった畑を再利用する」 

多面的・多角的 

「アマゾンの開発は進めるべきだが、新しく木を植えるなどしていけばいいと思う」 

「やみくもに木を切らずに、計画的に木を切って豊かにする。豊かになったら環境をよくする技

術を開発すればいい」「アマゾンは守らなきゃいけないが、人々が生活するためには開発も必要」「開

発がないと人間の生活が成り立たない。しかし、自然も大事なので畑を作れなくなったところに木

をもう一度植えるなど自然も育てていけばいいと思う」「開発した土地を無駄にしないように環境に

配慮しながら進めるべき」「開発はやったほうがいい。でも、適度な量を考え、空き地に肥料をまき、

ムダに木を切らない」「お互いの状況を理解し合いながら問題を減らしていく」「環境を整えながら

畑を作れるいい開発をする」「森林は守りながら開発をするという方法があると思います」 

生徒の回答には、環境または開発に重点をおいた解決策を考えたもの、実現可能な可能性を秘めた

解決策を提案するもの、具体策はないが環境も開発も大事だと考えるもの、表現の方法はそれぞれで

はあるものの、アマゾンの問題を「他人ごと」ではなく、「自分ごと」としてとらえているものが多く

あった。このように多くの生徒が「開発と環境保全」の両面の立場から自分の結論を導き出すことが

できたのも、具体的なパフォーマンス課題といえる。南アメリカ州がよりよい地域であるためにどう

するべきか、自分なりの解釈をすることを通してESDの考え方にもある「よりよい社会」「他者・地

域とのつながり」「世代間の公平」「環境問題・環境保全」などについて思考することができたのでは

ないだろうか。また、こうした学習の積み重ねが ESD の視点をもった生徒の育成につながると考え

る。 

第三に、基礎的・基本的な知識、技能の習得の重要性である。本時は主題の追究をするための課題

を設定したが、本時の授業を実りあるものにするためには本時以前の授業で南アメリカ州の地域的特

色についての知識や技能を確実に習得させることが重要であると再認識した。 

本単元では、第１時で南アメリカ州の地形や自然環境について学習し、加えて、小学校の時の資料

集を活用して「森林の働き」について取り扱った。また、第４時で南アメリカ州の開発と経済成長に

ついて学習する時間を１時間設けた。また、本時に使った諸資料もこれまで取り扱った資料を用いて

いる。 

単元を通して追究課題に関する事象を取り上げていくことを通して、生徒自身が南アメリカ州とい

う地域の課題に気が付き、そのよりよいあり方について思考することができたのではないかと考える。 

課題として挙げられることは、諸資料から読み取った根拠を基に自分の考えを論じる指導の難しさ

である。この指導の改善点として二点挙げる。 

まず一つ目は、ルーブリックを提示することである。本時では生徒にルーブリックを提示せずにパ

フォーマンス課題について取り組ませた。ルーブリックを提示しなかった理由としては、ルーブリッ
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クを示すことが生徒の思考を狭めるのではないか、と考えたことにある。しかし、ルーブリックに「資

料を根拠に」ということを生徒に示せば、もっと生徒は意識して資料を活用したのではないかと思う。

また、評価基準を生徒に示していないことで評価の基準がぶれてしまった。これらのことから、生徒

の思考・判断・表現を評価するためにも、パフォーマンス課題にはルーブリックの提示が欠かせない

ということが明らかになった。また、このルーブリックの設定は数人の教師によるチェックをするな

どこれからも引き続き検討が必要である。 

二つ目は、基礎的・基本的な知識、技能の習得である。資料を根拠として活用するためには、最初

の段階として、資料を読み取る技能が必要である。資料の読み取り方や、資料を活用して推察する力

などを今後も日々の授業の中で取り入れていく必要がある。 

この他には、課題２の結論については学級ですべてを共有するのにはどうしても時間がかかってし

まい、個々の意見は教師による簡単な紹介で終わってしまったことも今後の課題である。  

 

５．検証授業Ⅱ 

 

１ 単元名 

  地理的分野 （１）世界の様々な地域 ウ世界の諸地域 （イ）ヨーロッパ州 主題「ＥＵ統合」 

２ 単元の目標 

  （１）生徒に比較的なじみの深いヨーロッパ州の学習を通して、ヨーロッパ州の地域的特色に対

する関心を高め、意欲的に学習する態度を身に付けさせる。 

  （２）「ＥＵ統合」を主題として、なぜ地域が統合に向かったかを多面的・多角的に考察する学習

を行い、ヨーロッパ州の地域的特色をとらえ、かつより良い地域を目指した人々の気持ち

を考えさせる。 

  （３）様々な資料を読み取り、それら資料の情報をまとめていく学習を通じて、ヨーロッパ州の

地域的特色をとらえさせる。 

  （４）ヨーロッパ州に暮らす人々の様子を自然、気候、環境、産業、歴史的背景などを通して大

観して地域的特色を理解させる。 

３ 単元の評価規準 

観 点 ア関心・意欲・態度 イ思考・判断・表現 ウ技能 エ知識・理解 

単元の 

評価規準 

・ヨーロッパ州に暮

らす人々の生活の

様子を、「ＥＵ統合」

を主題に、ヨーロッ

パ州の地域的特色

に対する関心を高

め、それを意欲的に

追究し、とらえよう

としている。 

・ヨーロッパ州に暮

らす人々の生活の

様子を、「ＥＵ統合」

を主題に多面的・多

角的に考察し、その

過程や結果を適切

に表現している。 

・ヨーロッパ州の地

域的特色に関する

様々な資料を収集

している。 

・収集した資料か

ら、ヨーロッパ州の

地域的特色につい

て有用な情報を適

切に選択している。 

・選択した情報を基

に、ヨーロッパ州の

地域的特色につい

て読み取ったり図

ヨーロッパ州につ

いて、「ＥＵ統合」

を主題に地域的特

色を理解し、その知

識を身に付けてい

る。 
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表などにまとめた

りしている。 

 

４ 単元の指導計画と評価計画（６時間扱い） 

 ねらい 学習内容・学習活動 

学習活動に即した具体

的な評価規準・評価方

法 

第
１
時 

ヨーロッパ州

の地形・気候・

宗教からヨー

ロッパ州の共

通点と差異を

とらえる。 

・ヨーロッパの景観 

 様々な写真からヨーロッパ州への関心を高める。 

・ヨーロッパ州の国  々

 ヨーロッパ州には狭い範囲に小さな国々が集ま

っていることをとらえる。 

・ヨーロッパ州の地形 

 ヨーロッパ州の北部と南部の地形の違いをとら

える。 

・ヨーロッパ州の気候 

 ヨーロッパ州の北部と南部で気候が異なること

をとらえる。 

・キリスト教を信仰するヨーロッパ州 

 ヨーロッパ州が宗派の違いはあるが、全体として

キリスト教を信仰していることをとらえる。 

ア：ヨーロッパ州に対

する関心を高め、意欲

的に学習しようとして

いる。（ワークシート） 

ウ：地形・気候・宗教

の差異や共通点を地図

帳を活用して見いだす

ことができる。（ワーク

シート） 

第
２
時 

ヨーロッパ州

の気候の特色

と農業の特色

を理解する。 

・ヨーロッパ州の位置 

 ヨーロッパ州が思いの外緯度の高い位置にある

ことをとらえる。 

・ヨーロッパ州の気候 

 なぜヨーロッパ州が緯度が高い割に気温が低く

ならないのかを資料から考える。 

・ヨーロッパ州の農業の特色 

 ヨーロッパ州の各地域で気候に合わせた農業が

行われていることをとらえる。 

ウ：ヨーロッパ州の気

候の特色を資料から読

み取ることができる。

（ワークシート） 

エ：ヨーロッパ州の農

業の特色を理解でき

る。（定期考査） 

第
３
時 

ヨーロッパ州

がどうして環

境問題に率先

して取り組ん

できたのかを

理解する。 

・環境問題に対応したヨーロッパの都市 

 ヨーロッパ州の都市が様々な形で環境に配慮さ

れていることをとらえる。 

・環境問題とヨーロッパ州の特色 

 なぜヨーロッパ州が環境問題に率先して取り組

んでいるのかを資料を基に考える。 

・原発とヨーロッパ州 

 ヨーロッパ州でなぜ脱原発の動きが大きいのか

を資料を基に考える。 

ウ：ヨーロッパ州の特

色と環境問題がどのよ

うな関係にあるのかを

資料から読み取れる。

（ワークシート） 



  

- 13 -  

第
４
時
（
本
時
） 

なぜヨーロッ

パ州の人々は

ＥＵとして統

合する道を選

んだのか考え

る。 

・ＥＵとはどのような組織か。 

 ＥＵという国家を越えた枠組みがあることをと

らえる。 

・ＥＵ統合の理由を考える。  

 新規・既出の各資料から、なぜヨーロッパがＥＵ

統合したのかを資料の関連づけを行いながら考え

る。 

イ：なぜＥＵ統合が行

われたのかを、資料を

根拠として自分の意見

をまとめることができ

る。（ワークシート） 

第
５
時 

ＥＵ統合によ

り、何ができる

ようになった

のか、またその

課題は何かを

理解する。 

・ＥＵ統合の利点 

 パスポート不要や共通通貨などＥＵが統合した

ことで生まれたメリットをとらえる。 

・ＥＵ統合による課題 

 地域間格差や労働者問題などＥＵ統合によって

生まれたデメリットをとらえる。 

エ：ＥＵ統合のメリッ

ト・デメリットを理解

している。（定期試験） 

第
６
時 

ヨーロッパ州

とはどのよう

な州なのかを

自分の言葉で

まとめる。 

・白地図にヨーロッパ州の地域的特色を書き込む。 

・ヨーロッパ州とはどのような州だと思うか自分の

言葉で表現する。 

ウ：ヨーロッパ州の地

域的特色を表す資料を

白地図に使えている。

（ワークシート） 

イ：ヨーロッパ州の最

も特徴的な地域的特色

を自分の言葉で説明し

ている。（ワークシー

ト） 

 

５ 本時 

（１）本時の目標 

 ヨーロッパ州の地域的特色を示す資料や歴史的変遷およびアメリカ・日本といった他地域と比較し

た資料を活用して、なぜＥＵ統合が行われたのかをその地域を良くしようとしてきた人々の思いをふ

まえて多面的・多角的に考察してヨーロッパ州の地域的特色をとらえさせる。 

 

（２）本時の学習指導 

時
間 

学習内容・学習活動 指導上の留意点 評価規準（評価方法） 

導
入
（
５
分
） 

・ヨーロッパの国々の国旗

から国名をあてる。 

・ＥＵの旗を提示する。 

・ＥＵとは何か。 

・ウォーミングアップなので次々に行う。 

・どこの国のものか想像させる 

・細かい事象は説明せず、「国家を越えた

地域連合」であることと現加盟国、略史の

みを伝える。 
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展
開
（
４
０
分
） 

 

 

・パフォーマンス課題を提

示 

し、発問の解答を考える。 

（枠外課題参照） 

 

 

 

 

 

 

 

【パフォーマンス課題Ａ】 

資料を基に、なぜＥＵ統合

に向かったのかを考える。 

《ルーブリックＡ》 

 

【発表】 

班の代表者が資料を提示

しながら意見を発表する。 

 

【パフォーマンス課題Ｂ】 

最終的な自分の意見をま

とめ直す。 

《ルーブリックＢ》 

【発表】 

何人かの生徒に最終意見

を発表してもらう。 

 

 

 

＜使用資料＞各班ごとに配布 

・「半径５００ｋｍ円記入のヨーロッパ図」 

【この資料を基本資料とし、他資料と関連

させる】 

・「ＥＵ、アメリカ、日本の比較グラフ」 

・「ヨーロッパの宗教分布の図」 

・「ヨーロッパ酸性雨被害範囲の図」 裏

表で 

・「ライン川の水質汚染の図」 

・「ヨーロッパ各国領土変遷図」 

 

【グループ活動】 

・意見は必ず資料を根拠にすることとし、

発表用にホワイトボードに意見をまとめ

させる。（ホワイトボードには細かい内容

まで書かせない） 

 

・各班の意見要旨をメモを取らせる。 

 

 

 

【個人活動】 

・ルーブリックを提示し、資料を根拠に最

終的な自分の意見をまとめさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ：ＥＵ統合の理由

を資料を根拠に思考

している。（枠外ルー

ブリック参照） 

ま
と
め
（
５
分
） 

・ＥＵの歌 

 ＥＵの歌を聴き、その歌

詞からヨーロッパの人々

がなぜＥＵ統合に向かっ

たのか、その気持ちを理解

する。 

・最初は曲名を出さず、何の曲かを当てさ

せる。 

・歌詞を配り、その歌詞からＥＵ統合を行

ったヨーロッパの人々の気持ちの一端を

理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

課題 なぜヨーロッパはＥＵとして統合に向かったのか？ 
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（３）パフォーマンス課題とルーブリック 

・パフォーマンス課題Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ルーブリックＡ（パフォーマンス課題Ａで利用） 

【情報】に対して 
資料から適切な情報を読み取っている。 

回答例）①の資料から、ヨーロッパ州は○○である。 

【根拠】に対して 

「基本資料」とその他資料からの【情報】を関連付けて根拠とし、論理的な文章に

なっている。 

回答例）①の資料と「基本資料」から、○○なので△△が□□である。 

・パフォーマンス課題Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ルーブリックＢ（パフォーマンス課題Ｂで利用） 

Ａ 
基本資料と 2 つ以上の資料を関連させて根拠とし、かつヨーロッパの人々の気持ちを理

解した上で、論理的な意見を述べている。 

Ｂ 
基本資料と資料を根拠とし、ヨーロッパの人々の気持ちを理解した上で、論理的な意見

を述べている。 

Ｃ 
資料を根拠としない意見となっている。論理的でない意見である。ヨーロッパの人々の

気持ちへの理解がない意見である。 

※Ｃ評価の生徒への手だて：関連させやすい資料を示し、根拠となるような文章の作りを示唆する。 

 

 

 

（ヨーロッパのある家庭にて） 

女の子：「おじいちゃん、どうしてちゃんとそれぞれの国があるのに、ＥＵがつくられたの？」 

祖父：「それはね、昔のヨーロッパの人々はヨーロッパは１つにまとまった方が良いと考えたんだよ。 

その理由はね…    」 

 

課題 祖父の立場になって、なぜ昔のヨーロッパの人々はヨーロッパは１つにまとまった方がよいと 

考えたのかを資料から情報を集め、「基本資料」と関連させて根拠（理由）を考えよう。 

（ヨーロッパのある牧草地にて） 

女の子：「ねえねえ、どうしてＥＵがつくられたか、わかる？」 

男の子：「そんなこと僕に聞かれたってわからないよ。君知っているの？」 

女の子：「当然でしょ！その理由はね、、、    」 

 

課題 女の子の立場になって、なぜ昔のヨーロッパの人々はＥＵをつくっていったのかを基本資料と 

その他の資料を関連させて根拠とし、ヨーロッパの人々の気持ちも理解して説明しよう。 

【結論】 

ヨーロッパは１つにまと

まった方がよい。 

【情報】 

（資料から読み取った客観

的事実をまとめる） 
【根拠】 

（「情報」をもとに結論を導

き出す根拠（理由）をまとめる） 
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６ 成果と課題 

ヨーロッパ州の地域的特色として特筆されるのはＥＵの存在である。ギリシア経済危機など課題は

様々にあるものの、世界でも唯一国家を超えた共同体として活動しているＥＵは、やはりヨーロッパ

州を代表する特色といえる。 

今回の授業の内容は、「ヨーロッパ州に暮らす人々はなぜＥＵをつくったのか」を考えることだっ

た。統合を模索してきた人々が、どのような気持ちで地域を良くしていこうとしてきたのかを考える

ことは、その地域の価値を改めて認め、自分たちもよりよい地域を作っていこうとする、社会参画の

姿勢を育むことにつながる。 

今回の授業では、より具体的に思考させるために、特定の立場に立って思考を行う「パフォーマン

ス課題」を設定した。これによりヨーロッパ州の人々の立場に立った思考が可能となった。また今回

はヨーロッパ州の地理的特色を生かした思考を行うため、使用する資料に「基本資料（ヨーロッパ州

は狭い地域にたくさんの国が集まっていることを示す資料）」を設定し、基本資料とその他の資料を関

連させ根拠とすることで、ＥＵの成立を地理的な視点から考察させることを試みた。 

加えて今回試みたのは、「トゥールミン・モデル」（詳細は指導案を参照）の活用である。生徒たち

の意見には、根拠となる資料を提示できなかったり、論理的でなくなってしまったりすることが多か

った。そこで、より根拠を明確にし、論理的な意見を述べることを目指し、思考のモデル化を行う「ト

ゥールミン・モデル」を組み入れた。結果、多くの生徒が資料から得た事実を自分で解釈し、結論に

至るという、根拠を明確にした論理的な意見構築が可能になった。また思考の道筋がモデルにより示

されているので、どのように意見を書けばいいかわからない生徒にも、作業への取り組みやすさが増

した。 

 一方で課題としては、「基本資料」とその他の資料を関係づけることに難しさを感じる生徒が多かっ

たことである。より多くの資料に触れさせる中で、資料活用の技能を高めていく必要性を感じた。 

 また、思考に活用した資料は、単元の中で使用したものが大半だったが、授業での扱いの軽重によ

り、生徒が活用した資料に偏りが出た。具体的には、本時の直前に行った環境問題に関する資料は多

くの生徒が使用したが、大観学習で扱ったヨーロッパの宗教分布の資料についてはほとんどの生徒は

使用しなかった。多様な意見を求めるのであれば、活用させたい資料に軽重がつかないように、単元

の中で計画的に扱っていく必要がある。改善策としては、単元の目標に基づいた単元計画を、最終的

にどのような思考活動を行わせるのか、またそのためにはどのような知識・技能が必要なのかを意識

して綿密に構築していく、「逆向き設計」が必要である。 

 「トゥールミン・モデル」の課題としては、全体の 7割の生徒がモデルの採用により考えやすくな

ったと述べているが、「資料からの事実」と「解釈した意見」を区別できていない生徒も多くおり、繰

り返し作業と指導を加えることで慣れさせていく必要がある。しかしモデルにこだわりすぎることで、

社会科としての内容というよりも、論理学的な見方に寄ってしまいがちになる場合があることには注

意も必要である。「パフォーマンス課題」にしても「トゥールミン・モデル」にしても、その地域の地

域的特色をとらえ、よりよい社会を作っていこうとする姿勢を育む思考力を育てるツールの 1つであ

ることを意識して、活用していくべきである。 

 上記のような課題はあるが、今まで行ってきた「パフォーマンス課題」に「トゥールミン・モデル」

を組み込んだ形での活動は、より具体的に、より根拠を持った意見を作り、結果その地域に対する理

解を深めていくことには成功したと考える。今回の成果と課題を、以後の授業をよりよいものにする

ために生かしていきたい。 
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平成 26 年度  東京都中学校社会科教育研究会  歴史的分野専門委員会  

 

「国際社会を生き抜くこれからの生徒を育てる社会科教育の在り方」  

時代を大観し表現する活動  

－古代までの日本における「外国との関係」に着目して－ 

 

１  これまでの研究経過  

 本委員会では、平成 22年度より現行学習指導要領を中心に研究を進めてきた（下表参照）。まず、

「我が国の歴史の大きな流れ」を理解させるために、学習指導要領で「学習内容の構造化と焦点化」

が示されていることに着目し、通史の部分の指導計画を 104時間で作成した。そして、作成した指導

計画の中の「政治面などの変革の特色を考えて時代の転換の様子をとらえる学習」の授業化を試みた。

この学習は、歴史について考察する力や説明する力の育成を目的としたもので、歴史学習における「言

語活動の充実」の方策を示している。 

平成 23年度からは、「時代の特色をとらえる力の育成」について研究を進めてきた。この学習は、

その時代について学習した内容を活用してその時代がもつ特色を考察してとらえるまとめの学習であ

る。これも、歴史を考えたり説明したりする「言語活動の充実」につながる学習であり、思考・判断

や表現などの過程を通じて、我が国の歴史に対する理解や認識、愛情を深める学習でもある。平成 25

年度までに、全ての時代で時代を大観する実践授業をまとめた。現在は平成 23年度からの研究の流れ

を踏まえつつ、都中社研の研究主題にそって研究を進めている。 

平成 22年度 政治の変革の特色を考えて時代の転換の様子をとらえる授業（宮城大会発表） 

平成 23年度 時代の特色をとらえる力の育成（古代、中世、近世、現代）（東京大会発表） 

平成 24年度 時代の特色をとらえる力の育成（近代） 

平成 25年度 各時代の大観の学習における言語活動の見直し 

平成 26年度 時代を大観し表現する活動（古代）（滋賀大会発表） 

 

 

２  これまでの研究の内容  

（１）歴史専門委員会で考える「国際社会で求められる生徒像」 

○基礎的・基本的な知識や概念を身につけている。 

○広い視野に立って、多面的・多角的に考察できる。 

○自分の意見を自分の言葉で伝える（主張する）ことができる。 

○自分の意見と他者の意見を再考し、新たな考えを見いだすことができる。 

○我が国の伝統や文化を理解し、尊重することができる。 

 

 

（２）言語活動の見直し 

 平成 23年度の全中社研東京大会の成果の上に、上記の生徒像を踏まえて昨年度は「各時代の大観の

学習」における言語活動の見直しを行った。その際に本委員会がまとめた「思考力・判断力・表現力

を育成するために必要な言語活動の種類」は以下の通りである。 
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①作業的・体験的な学習の導入 

 ・年表や歴史新聞、報告書などの作成 

 ・郷土資料館などの公共施設の活用 

 ・歴史的事象に関するロールプレイを取り入れた活動など 

 ・実物資料の活用 

②史的事象を確実に理解させるための教材・資料の活用 

・歴史的事象についての好奇心を喚起する資料 

 ・歴史資料（絵巻物、年表、関係図など）を活用した発問と応答 

③史的事象に関する資料の選択や読み取り 

 ・歴史資料の選択、必要な情報の読み取り、総合的な解釈 

 ・歴史的事象の意味、意義、背景、影響などをまとめたり、説明したりする活動 

④史的事象に関する自分の考えの構築 

・論理的に情報を理解し、自分の考えをもたせる。 

・自分の言葉で表現させる。 

⑤史的事象に関する自分の考えの発信、改善、再構築 

 ・考察したことを発表し合う（論述、学び合い、思考の深化） 

 ・他の意見から自分の意見を改善したり再構築したりする 

 

（３）話し合い活動の工夫（言語活動の一つとして） 

  話し合い活動を行う上で留意すべきこととして、本委員会がまとめたことは、以下の通りである。 

①話し合い活動の前段階として 

・基礎的・基本的な学習内容の理解 

・学習内容の記録 

②  話し合い活動 

・概念や語句を明確にする 

・自分の言葉で説明する 

・思考過程を重視する（自分→他者→自分） 

③全員参加の活動 

・課題設定の工夫 

・発問の工夫 

・形態の工夫 

 

 

３ 本年度の研究 

（１）主題設定の理由 

 本年度は、研究事例を「古代までの日本」に求め、我が国の歴史における「外国との関係」に着目

して研究を進めてきた。「外国との関係」に着目した理由は以下の通りである。 

学習指導要領解説では、「この時期の我が国では、農耕・牧畜が始まって文明がおこり国家が形成

されていったという世界の動きの中で、特に東アジアと深いかかわりをもちながら、農耕の広まりに

よる生活の変化、国家の形成と発展、天皇・貴族による政治の展開、文化の発展などの動きが見られ
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た。」とあり、東アジアとのかかわりを特に強調している。 

 そもそも外国との関係なしに社会が完結する国家はあり得ず、外国とのかかわりはどの地域、どの

時代においても存在してきた。我が国においても外国とのかかわりは現代社会の特色である。さらに、

近現代は言うに及ばず、前近代においても外国とかかわりをもちながら歴史が展開してきた。特に古

代は東アジアとの関係が深く、中国や朝鮮半島との関係を無視しては時代の特色をとらえることはで

きない。例えば、「中国の歴史 06『絢爛たる世界帝国 隋唐時代』（2005）」（講談社）では、「東

アジアの歴史において、中国王朝の変質、崩壊に連動して周辺諸国全体が文字どおり面貌一新するの

は、後にも先にもこのときだけである。おそらく世界史の中でも例をみない状況であろう。隋唐の高

い文化、すぐれた政治制度や豊かな物質力、対する周辺の国々や地域の民度の低さ、政治体制の遅れ

が、周辺をたえず引き寄せ、その模倣や逆の略奪・侵攻に向かわせたことは確かだろう。隋唐側もそ

うした力を背景に、東アジアの中心に君臨することをつよく意識した。」と述べている。 

 このように、東アジアとの深い関係の中で古代の特色をとらえる授業を行うことは、我が国も古く

から外国とかかわりをもち、その中で主体的に対応してきた結果が現代につながっているという理解

を生徒に促し、さらに現代の国際社会にも目を向けるきっかけとなるのではないかと考えた。 

 具体的には、以下のように研究を進めた。 

○学習指導要領中項目（２）－イ以降の学習内容をもとに「大観」の学習を行う。 

○１時間ごとの指導計画を「大観」に向けての展開部と位置づける。 

 ・言語活動を取り入れる。 

 ・古代を特色つける事象（人物・できごと・文化遺産など）をおさえる。 

 ・東アジアとのかかわりを意識した授業を組み立てる。 

○「大観」は古代の学習の終結部として位置づける。 

 ・東アジアとのかかわりの視点から大観する。 

 ・学習のまとめとしての表現活動を行う。 

   自分が考えたことを説明したり発表したりする。 

   作業的活動を行う。（レポート、歴史新聞、人物インタビュー、など） 

                     

 

（２）実践例  

実践１ 

（１）本事例での工夫 

 ①展開部 

  ・大観に至るまでの１時間ごとの学習において、導入でその時間で追求すべき課題を提示し、授

業の最後に課題に対するまとめを発表し合う時間を設定する。 

 ②終結部 

  ・「古代」の全体像をイメージできるように年表形式の一覧表を作成させる。 

  ・一覧表は、縦軸に「飛鳥→奈良→平安」と時代の流れをとり、横軸には「外国との関係」「政

治の流れ」「文化・宗教」「社会・経済」の四つの分野を設け、空欄を埋める形で学習の振り

返りを行わせる。 

  ・「外国との関係」と他の三つの分野との関連を線で結ばせることで、東アジアと我が国のかか

わりを考察させる。 
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（２）指導計画 

時 学習内容 学習活動 指導上の留意点 評価 

１ 聖徳太子の政治 

・隋唐の成立は

周辺の地域に

どのような影

響を与えただ

ろうか。 

○隋唐帝国の成立が

周辺諸国に与えた

影響について調べ

る。 

○冠位十二階や十七

条憲法の制定、遣

隋使の派遣の目的

などについて調べ

る。 

○隋唐帝国の成立が周辺諸国に与えた危機

感が、日本では豪族連合から中央集権的な

国家への模索をもたらしたことを理解さ

せる。 

○冠位十二階（実務を担う役人の登用）、十

七条憲法（役人の統制）、遣隋使、飛鳥文

化（大陸文化の影響）などに触れる。 

知中国の統一が

周辺地域に与

えた影響を理

解している。 

２ 律 令 国 家 の 成 

立過程 

・大王（天皇）

の力はどのよ

うに変わった

だろうか。 

 

○大化の改新、白村

江の戦い、壬申の

乱、大宝律令の制

定などについて調

べる。 

○大化の改新、白村江の戦い、壬申の乱など

の国内外の危機に対処する中でしだいに

天皇を頂点とする中央集権的な政治の仕

組みが形成されたことを理解させる。 

○特に白村江の戦いの敗戦によって唐の侵

攻を受ける可能性が現実的なものとなり、

天智天皇のもとで中央集権化が加速した

ことに留意させる。 

知大王（天皇） 

の力が強くな

っていること

を理解してい

る。 

３ 律 令 国 家 の し 

くみ 

・律令国家の政

治の仕組みは

どのような特

色をもってい

ただろうか。 

○律令に基づく政治

の仕組みについて

調べる。 

 

 

 

 

○天平文化について

調べる。 

○律令制の導入に際して藤原京・平城京が作

られたことや道路が整備されたことなど

に触れ、実際に律令制の実現がはかられた

ことを理解させる。 

○二官八省、国司と郡司、公地公民の原則な

どから天皇を頂点とする政治の仕組みが

できたことを理解させる。 

○大陸文化の影響、仏教の受容、天皇中心の

政治の成立を背景に天平文化が見られた

ことに触れる。その際、日本書紀や古事記、

風土記が編纂された理由が中央集権国家

の建設に関係があることを理解させる。ま

た万葉集にも触れる。 

資律令制の仕組

みが天皇を中

心としている

ことを資料か

ら読み取って

いる。 

資奈良時代の文

化が大陸文化

の影響を受け

ていることを

資料から読み

取っている。 

４ 農 民 の 生 活 と 

律令制の変化 

・律令制の下で

人々はどのよ

うな生活をし

ていたのだろ

うか。 

○農民の負担につい

て調べる。 

 

 

 

○律令制の様々な原

則がどのように変

○戸籍・班田収授・人々の負担などについて

理解させる。特に、成人男子３人に１人と

いう重い兵制は、唐の侵攻に備える軍事態

勢の維持のためであったことを理解させ

る。 

○疫病や自然災害などによって班田収授が

実施困難になり、それに対応する中で公地

資農民の負担に

ついて、資料

から読み取っ

ている。 

知律令体制が変

化していく過

程を理解して
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化していったかを

調べる。 

公民制が崩れていく様子を理解させる。 いる。 

５ 平 安 遷 都 と 平 

安 初 期 の 政 治 

改革 

・どのような政

治改革が行わ

れたのだろう

か。 

○奈良末期から平安

初期（桓武天皇以

降）の政治改革に

ついて調べる。 

○律令の規定と現実の乖離を是正しようと

大規模な政治改革を行い、天皇権力の強化

を目指したことを理解させる。【検非違使

（都の治安維持）、蔵人（天皇の秘書官）、

勘解由使（国司の不正取り締まり）、健児

（農民の負担軽減）など】その際、安史の

乱以来の唐の衰退によって唐の侵攻の可

能性がなくなったことで軍団が廃止され

たことにも触れる。 

○長岡京・平安京の建設、東北地方の征服が

大きな負担になったことに触れる。 

知平安初期の政

治改革の特色

を理解してい

る。 

６ 摂関政治 

・藤原氏はなぜ

力をもったの

だろうか。 

○藤原氏の政治の実

権の握り方を調べ

る。 

 

 

 

○地方政治の様子を

調べる。 

○藤原氏が天皇の外戚となることで政治の

実権を握ったことを理解させる。その際、

平安初期の政治改革で権力が強化された

天皇との私的関係の強さが摂関政治の力

の源であることに気づかせ、前時との関連

を意識させる。 

○国司と郡司の関係などから、地方で新たな

勢力が伸張してきたことを理解させる。後

の時代の武士の発生を見通して指導する。 

資系図から藤原

氏の政権掌握

のようすを読

み 取 っ て い

る。 

７ 仏 教 の 伝 来 と 

その影響 

・なぜ日本は仏

教を取り入れ

た の だ ろ う

か。 

○飛鳥文化、天平文

化などが仏教を素

材とした文化であ

ることを調べる。 

○平安初期の密教、

後期の浄土教につ

いて調べる 

○仏教導入が東アジアの国際秩序に参加す

るという政治的意味合いをもつことに気

づかせる。 

 

○奈良仏教が鎮護国家、平安初期の仏教が呪

術的な密教、その後の末法思想と浄土教に

ついて理解させる。その際、いずれもその

当時の中国の最新の仏教であることにつ

いて触れる。 

知東アジアにお

ける仏教の位

置づけを理解

している。 

知様々な仏教の

特色を理解し

ている。 

８ 文化の国風化 

・なぜ仮名文字

が生まれたの

だろうか。 

○日本で仮名文字が

発生したのと同じ

頃に中国の周辺諸

国で発生した独自

の文字について調

べる（西夏文字・

契丹文字など）。 

○ひらがな、寝殿造、

○唐帝国の弱体化により、それまでの国際秩

序が変化し、周辺諸国が独自の動きを見せ

たことが文化にも現れていることを理解

させる。 

 

 

 

○日本で中国文化を消化し、日本風の文化が

知唐の衰退が周

辺諸国に与え

た影響を理解

している。 
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十二単、大和絵な

どの資料から繊細

で柔らかな表現の

特色を読み取る。 

芽生えたことを理解させる。 

９ 時代の特色をと

らえる 

・古代の日本は

どんな時代だ

ったのだろう

か？ 

○一覧表を完成させ

る。 

○一覧表に基づい

て、①外国との関

係、②社会･経済

（生活の様子）、

③政治の流れ、④

文化や宗教、につ

いて意見交換を行

う。 

○以下の項目に沿って一覧表を作成させる。 

・東アジアとの深い関わり 

・国家の形成と発展 

・天皇・貴族による政治の展開 

・文化の発展 

資一覧表から古

代の日本と外

国との関係を

読み取ってい

る。 

関自分の考えを

まとめて発表

し、また他者

の意見を参考

にしている。 

思外国との関係

から日本の古

代の特色を考

えている。 

知古代の日本と

外国とのかか

わりを理解し

ている。 

10 ○意見交換をもと  

に、外国との関係

から見た古代まで

の日本はどんな時

代かレポートにま

とめる。 

 

 

（３）本時の指導案（第９・10時） 

時 学習内容と学習活動 指導上の留意点 評価 

９ ○古代までの日本の学習を振りかえる。 

・一覧表を作成する。 

 

○東アジアの変化と我が国の変化の関係を

知る。 

・一覧表で「外国との関係」と「政治の流れ」

「文化・宗教」「社会・経済」との関連を

とらえる。 

○一覧表の空欄を埋めさ

せながら、その歴史的な

意味を再確認させる。 

○「外国との関係」と関連

する項目を線で結ばせ

る。 

関一覧表の作成に意欲的に

取り組んでいる。 

     （ワークシート） 

資外国との関係を捉えよう

としている。 

     （ワークシート） 

 

10 ○古代の日本の特色を知る。 

・個人で考えたことをワークシートにまとめ

る。 

・自分が考えたことを班内で発表する。 

○古代の日本の特色をまとめる。 

○気づいたことを箇条書

き的にたくさん出させ

る。 

○他者の意見は必ず記録

させる。 

思古代の特色で気づいたこ

とを書き出している。      

（ワークシート） 

関他者の意見をしっかり記

録している。 
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論題「日本は東アジアの国際情勢にどのよ

うに対応してきたのだろうか」 

・他者の意見も踏まえて自分の考えをレポー

トにまとめる。 

○疑問に思ったことを質

問させる。 

○授業と意見交換をもと

に、根拠を明らかにして

理由を記述させる。 

（ワークシート） 

思資自分の意見を理由を明

確にして記述している。     

（レポート） 

知古代の日本の特色をつか

んでいる。（レポート） 

 

 

（４）レポートの評価 

○評価規準 

  古代の日本では、東アジアと深いかかわりをもちながら，律令国家の形成と発展，天皇・貴族に

よる政治の展開，文化の発展などの動きがみられたことを理解している。 

○評価基準 

Ａ：東アジア（中国）の変化（隋唐帝国の盛衰）と日本の変化とのかかわりが具体的に記述され

ている。 

① 唐帝国の成立、白村江の敗戦と日本のかかわり 

      推古朝の政治、大化の改新、藤原京・平城京、大宝律令、など 

    ②唐帝国の衰えと日本のかかわり 

        律令制の変質（軍団の廃止、令外官など）国風文化の芽生え、遣唐使の廃止、など 

Ｂ：東アジア（中国）と日本とのかかわりが具体的に記述されている。 

      ①、②のどちらかが記述されている  

Ｃ：東アジア（中国）と日本とのかかわりが具体的に記述されていない。 

 

（５）考察                                                                       

○レポートの集計 

評価 人数（割合） 

Ａ ８ （13.3％）  

４７ （78.3％） Ｂ ３９ （65.0％） 

Ｃ １３ （21.7％）  

計 ６０ （100％） 

○レポート６０本のなかでＡ評価、Ｂ評価の計４７本（78.3％）が「東アジア」と「日本の律令国家

の形成と発展、天皇や貴族の政治の展開、文化の発展」とのかかわりを具体的に記述していた。 

○具体的な記述のないＣ評価の１３本のレポートの内訳 

 ・大陸文化の影響に触れているもの           ８ 

 ・律令制の導入に触れているもの            ２ 

 ・古墳時代の事象（倭の五王や渡来人）に触れているもの ２ 

 ・東アジアの影響に全く触れていないもの        １ 

これらのことから、Ｃ評価のレポートも表現は不十分ながら、古代の日本が東アジアと深いかかわ 

りをもっていたことは捉えていると判断できる。 
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実践２ 

（１）本事例での工夫 

 ①展開部 

  ・大観に至るまでの１時間ごとの学習において、授業の最後にまとめとして授業内容を踏まえて

生徒に「タイトル」をつけさせて発表し合う時間を設定する。 

 ②終結部 

  ・大観の学習においては「タイトル」を並べて「古代」の全体像をつかむようにする。 

 

（２）指導計画 

時 学習内容 学習活動 指導上の留意点 評価 

１ 「広がる国際交

流」 

・隋・唐 

・イスラム帝国 

○イスラム帝国や隋・唐

を世界地図に色分けを

する。 

○唐を中心とする国際関

係を図式化する。 

○東アジアの唐が律令制を確

立したことに注目させる。 

○大陸から移住してきた人々

が我が国の社会に果たした

役割に気づかせる。 

知中国を中心とした国際

関係を理解している。 

関隋・唐の関係に注目し

て、最後に「タイトル」

をつける。 

例）唐を中心とした世界 

２ 

 

 

 

 

 

「聖徳太子の政

治」 

・聖徳太子 

・十七条の憲法 

・遣隋使 

○６世紀の朝鮮半島の情

勢を色分けする。 

○聖徳太子と蘇我馬子が

行った政治を具体的に

あげる。 

○遣隋使の派遣など、東アジ

アの立場を有利にし、外国の

制度や文化を取り入れたこ

とに気づかせる。 

○留学生が政治制度や仏教な

どを学んで日本に帰国した

ことに気づかせる。 

知聖徳太子の政治を理解

している。 

関遣隋使など東アジアと

の関係に注目して「タイ

トル」をつける。 

例）外国にならった新し 

い政治 

３ 「律令国家への歩

み」 

・大化の改新 

・大宝律令 

○唐とその周辺の地域を

色分けする。 

○大化の改新後、律令政

治のしくみを図解す

る。 

○山城や水城など外国からの

防御に備え、遷都した点に気

づかせる。 

○唐の律令を習い、大宝律令

や政治のしくみを理解する。 

知中央集権国家の成り立

ちを理解する。 

関唐から学んだ大宝律令

に注目し「タイトル」を

つける。 

例）唐にならった中央集 

権国家 

４   「奈良の都と天平 

文化」 

・平城京 

・遣唐使 

○平城京のつくりを図解

する。 

○遣唐使のルートを確認

し、五弦琵琶の絵につ

いて考える。 

○都の長安城と比較し、平城

京が唐の長安にならったこ

とに気づかせる。 

○遣唐使が西アジアやインド

からの影響を受けているこ

とに気づかせる。 

思聖武天皇が仏教を作っ

た理由を考える。 

関唐との関係から平城京

や天平文化に注目し、最

後に「タイトル」をつけ

る。  

例）国をまとめる仏教の  

  力 

５ 「律令制下の人々 ○木簡や計帳の資料か ○計帳から戸籍のしくみを考 技木簡や計帳の資料を読
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のくらし」 

・班田収授法 

・戸籍、租・調・   

 庸 

ら、税の仕組みを理解す

る。 

○墾田永年私財法から公

地・公民制が崩れた理由

を考える。 

えさせる。木簡を読み解き、

唐から学んだ租・調・庸の

しくみを考えさせる。 

○口分田を捨て、逃亡したこ

とに気づかせる。 

み解く。 

関奈良の人々や暮らしに

注目し、最後に「タイト

ル」をつける。 

例）貴族と農民の暮らし

の違い 

６ 「平安京と摂関政

治」 

・平安京 

・摂関政治 

 

○平安京へ都を移した理

由を考える。 

○藤原氏がなぜ繁栄した

のか考える。 

○桓武天皇が、貴族や僧の争

いをさけるために、遷都し

たことを理解させる。 

○律令制が崩れて荘園が生ま

れ、皇室との関係から藤原

氏が摂関政治を行ったこと

を理解させる。 

知律令制の立て直しや、

荘園や摂関政治を理解

している。 

関律令制の崩壊から摂関

政治に注目し「タイト

ル」をつける。 

例）世の中をあやつる藤

原氏 

７ 「国風文化の誕

生」 

・遣唐使の廃止 

・国風文化 

 

○なぜ遣唐使を廃止した

のか理由を考える。 

○日本独自の文化を資料

集で調べる。 

 

○最澄と空海の新しい仏教を

理解し、唐の衰退後の日本に

ついて考えさせる。 

○かな文字の発達により、日

本独自の文化が生まれたこ

とを理解させる。 

思遣唐使廃止後の状況が

説明できる。 

関遣唐使の廃止から国 

風文化に注目して「タ

イトル」をつける。 

例）国風文化で変化する

日本 

８ 「古代がどんな時

代であったのか」 

・授業ごとにつけ

た「タイトル」

から古代を自分

の言葉で表現す

る学習 

 

○授業の最後につけた

「タイトル」を一覧表に

する。 

○歴史事項や時代ごとの

特色を班で話し合う。 

○一覧表から古代の特色

をとらえ、意見を交流さ

せる。古代の特色を自分

の言葉でまとめる。 

○授業ごとの「タイトル」か

ら、古代を大観させる。 

○タイトルから大切な歴史事

項を関連づけさせる。 

○歴史事項から、時代の特色

を班で考えさせる。 

○「タイトル」「歴史事項」「時

代」を関連させて、古代全

体を「外国との関係に焦点

化」させて自分の言葉でま

とめさせる。 

関古代を時代ごとに並べ

ることができる 

知「タイトル」から歴史

事項を導き出すこと

ができる。 

思古代を「外国との関係」

に注目して、「時代」ご

とにまとめ、お互いに

交流しながら、自分の

言葉で表現することが

できる。 

 

 

（３）本時の指導案（第８時） 

 学習活動 指導と留意点 評価 

前

時 

 

○古代を３つの時代に、年代順 

にならべる。 

○前時までに授業ごとに作った

・１古代を３つの時代に区分させる。 

・２授業ごとにつけた「タイトル」を、ワーク 

 シートに記入させる。 

知古代の歴史ごと

に分類できる。 

関意態・授業を通し



- 26 - 

 

自分の「タイトル」を一覧表に

まとめる。 

○「タイトル」から授業ごとの

重要キーワード文２つにまと

める。 

 

 

・７つの分類を班ごとに分担し、班ごとに「ベス

トタイトル」を選んで、黒板に記入させる。 

１つ目は指導者がお手本を示す。他の班が記

入したタイトルをワークシートに記入させ

る。 

・ ３「タイトル」から連想される歴史事項が何

なのか、２つ重要キーワード文にして班で考

え、代表者が板書する。他の班の重要キーワー

ド文をワークシートに記入させる。 

て、タイトルを

記入し、一覧表

にまとめること

ができる。 

知授業でおこなっ

た歴史事項を理

解している。 

■上記までを時間の都合上、前時までに終わらせる。 

 学習活動 指導と留意点 評価 

導

入 

５ 

分 

○前時までにまとめた「１時

代」「２タイトル」「３重要

キーワード文」を代表者が板

書する。 

・授業者が前時でまとめたワークシートの言葉 

を整理し、ポイントをまとめる。間違った言葉

があれば訂正し、歴史事項の不足部分があれば

補う。 

関意態これまでの

事項をワークシー

トにまとめられて

いる。 

展

開 

・ 

35 

分 

○ワークシートの「１時代」「２

タイトル」「３重要キーワー

ド文」を参考に、「４３つの

時代」ごとに、時代の特色を

自分の言葉でまとめる。後に

班で共有し、最後に代表者が

板書する。 

○「５古代の最初のまとめ」と

して、各自で古代の特色を考

え記入する。 

○「最初のまとめ」を生徒同士

が交流し、「５古代の友達の

メモ」に記録する。 

・外国との関係をふまえながら、これまでまとめ

てきたワークシートの言葉、「１時代」「２タ

イトル」「３重要キーワード文」をそれぞれ関

連づけて、古代を「４３つの時代」ごとにま

とめさせる。大切な言葉やヒントが、ワーク

シート内にあることに気づかせる。 

・ワークシートのすべての言葉を参考に「５最初

のまとめ」として「古代の特色」を自分の言

葉で考え、まとめさせる。 

・「５最初のまとめ」を自分の言葉として、友達

に根拠をもって説明できるように、自由に交

流させる。自分にない意見は、「５友達のメモ」

に書き込ませる。 

思判表一覧表をも

とに、時代ごとに

まとめることが

できる。 

ま 

と 

め 

・ 

10 

分 

○これまでの内容をふまえ、古

代の特色を自分の言葉で考え

る。 

○古代の特色をクラスで発表 

する。 

・これまでまとめたワークシート（一覧表）をも

とに、「友達のメモ」も自分の言葉としてとら

え、「５古代を自分の言葉で表現する」をまと

める。 

・自分の言葉をクラスで発表して共有させる。 

思判表２古代の特

色を自分の言葉で

表現できる。           
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（４）評価 

  ①今回の評価はワークシートの項目ごとに１〜５に分類されている。 

 

 １［知識１］ ・古代を時代ごとに分類できる。 

 ２［関意態］ ・授業を通して、タイトルを記入し、一覧表にまとめることができる。 

 ３［知識２］ ・授業でおこなった大切な歴史事項を理解している。 

 ４［思判表１］・一覧表をもとに、時代ごとにまとめることができる。 

 ５［思判表２］・古代の特色を自分の言葉で表現できる。 

 

②ワークシート５［思判表２］・「古代をまとめて自分の言葉で表現する」の評価は以下の通りであ

る。 

○評価規準 

    古代の日本では、東アジアと深いかかわりをもちながら，律令国家の形成と発展，天皇・貴

族による政治の展開，文化の発展などの動きがみられたことを理解している。 

○評価基準 

Ａ：①東アジア（中国）から影響を受けていること  

    例）シルクロードを通しての東西の交流  

      遣唐使などによって多くの文物が伝わった  

  ②東アジアの影響を受けながら日本が変化し、独自の文化を生み出したこと  

    例）大宝律令など中央集権が成立した  

      遣唐使を廃止し、かな文字などの国風文化が栄えた  

Ｂ：①（中国）、②（日本）のどちらかが具体的に記述されている。  

Ｃ：①の記述、②の記述が具体的に記述されていない。  

 

 

（５）結果と考察 

   

      授業の最後に生徒が重要だと考える歴史事象にスポットをあて、授業の「タイトル」をつける。     

   そして時代を大観し表現する活動で、その「タイトル」から重要な歴史事象を導き出し、最後に

生徒同士が交流しながら、古代を自分の言葉で表現する。 

 

② 授業計画 →東アジアとのかかわりを意識しながら授業を展開する。 

  ②基礎的・基本的な知識・技能を活用する学習活動に言語活動を取り入れる。 

    →授業の最後に自分が重要だと考える歴史事象にスポットをあて、授業の「タイトル」        

をつける。 

     →生徒が考えた「タイトル」を一覧表にして、次の授業の導入に活用する。 

      （授業者がその授業の重要な歴史事象を整理し、生徒同士の「タイトル」を見ること         

ができる。） 
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    ○「タイトル」で表現する言語活動について 

      ・最初は、何を書けばわからない生徒が多く、１０分間かけても書けない状態だった。 

      ・一言で「タイトル」にまとめる活動は、一年生には難しい作業である。非常に思考力

が試される作業であることがわかった。 

       

   ＜タイトルをつける為に工夫した指導＞           ・「タイトル」をつける時間が授業ごとに短縮された。 

   ○本の「タイトル」をつけるように書いてみる   ・創造力が増すユニークな「タイトル」が生まれてきた。 

   ・中身が何か、一言で表現できる言葉。      例）「たいしたものだな聖徳太子」 

   ・売れそうな面白いタイトル。           「仏教にすがった、今にも残る天平文化」 

・授業のポイントがずれていない言葉。      ・外国との関係を意識したタイトルが作られていた。                                                                            

                            例）「唐と世界の国々の交流」 

「唐の文化でなく、日本の文化」  

                                                          

    ○自分がつけた「タイトル」から重要な歴史事象を導き出し、古代を時代ごとにまとめる。 

 

   ・２「タイトル」→ ３「重要キーワード文（歴史事象）を２つ」→４飛鳥・奈良・平安の「時代」 

ごとにまとめる 

 

    ③大観における話し合い活動（交流）と、自分の言葉で表現すること 

       (５の記入欄を△に配分し、重要度を明確にした。 はワークシートの番号） 

 

      ２「タイトル」            ５「最初のまとめ」 

      ３「重要キーワード文」         相手に説明できるように根拠をもって古代を 

      ４ 飛鳥・奈良・平安の「時代」      自分の言葉でまとめる。 

 

                 

                  ５「友達のメモ」 

                      ・５分間自由に教室を回り、「最初のまとめ」を伝えあう。 

                      ・「自分の言葉」とは、相手にきちんと説明できる言葉」という 

ことであると説明した。 

                                    ・自分にない言葉は、「友達のメモ」欄にメモをさせた。 

                      ・人に伝えることや人の話を聞き取るとる作業は、非常に難しい。 

 

   ５「最後に古代を自分の言葉で表現する」 

    ・「最初のまとめ」と「友達のメモ」を合わせて、新たに「自分の言葉」として変換して古代を「自分の言葉」

で表現させた。 
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４  まとめ  

 昨年度まで時代の特色をとらえる「大観」の学習を行ってきたなかで、以下のことが確認できた。 

①大観の学習には、大観に至るまでの 1時間ごとの授業の組み立てが大切ある。 

②１時間ごとの学習では、何を学習するのかねらいを明確にする必要がある。 

③生徒は、今回のような７～８時間の学習ではその全体像をとらえることは難しく、直近の授業の印

象に強くとらわれやすい。そのために学習全体を振り返って時代の全体像をつかませる必要がある。 

③ 他者の考えを聞くことは、多面的・多角的な考察をさせる上で必要不可欠である。 

⑤レポートなどの作成においては、結論とその理由（結論を導き出す根拠となった歴史的事象）を明

確に記述させる。 

 

以上のような成果を踏まえて本年度の実践となった。工夫した点は以下の通りである。 

①については、大観の学習に向けてどのような内容をどのような資料に基づいて学習するかを明確に

した。 

②については、今回の実践では、「授業の始めに学習課題を明示して、最後にまとめる」「授業の最

後にタイトルを考えさせる」などを行った。 

③については、今回の実践では、「年表形式の一覧表の作成」「タイトルを一覧にする」などを行っ

た。 

④については、班やクラスでの発表、意見交換の時間を設定した。 

⑤については、レポートで、結論と理由の記述欄を分け、理由も同じ内容ごとに分類してまとめさせ

た。 

 

本委員会では、今後も各時代の特色をとらえる「大観」の学習において研究を重ねていきたい。古

代以降、中世、近世、近代と学習時間も増え、近代に至っては 40時間ほどになる。学習内容も多くな

るため、生徒が時代の全体像をとらえて特色を考えることが難しくなってくる。また、古代では「東

アジアとのかかわり」に着目したが、他の時代ではどのような点に着目することが時代の特色を考察

する上で有効であるか、など取り組むべき課題が出てきている。 

さらに、都中社研の研究テーマである「国際社会を生き抜くこれからの生徒を育てる社会科

学習の在り方」に迫るために、歴史専門部会として「大観」の学習以外にどのような研究テーマが

設定できるかについても検討していきたい。 
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「国際社会を生き抜くこれからの生徒を育てる社会科教育の在り方」 

平成２６年度 東京都中学校社会科教育研究会 公民的分野専門委員会 研究のまとめ 

 

１ 研究の経緯 

 平成１２年度全中社研東京大会（江東区）では「学校・家庭・地域社会でつくる社会科教育」とい

う主題で研究実践を行った。その際の研究副主題であった「学ぶ社会科・かかわる社会科・社会をつ

くる社会科」というテーマは、平成１６年度関ブロ中社研東京大会（杉並区）での副主題「自分づく

り・社会づくりをめざして」へと引き継がれた。 

 そして、平成１６年度の関ブロの視点が、社会科の教科目標である「国家・社会の形成者として必

要な公民的資質の基礎を養う」ことや、学習指導要領が目指している「生きる力の育成」や「２１世

紀を担う生徒に求められている様々な資質・能力」を社会科として具現化していく際の指針となると

考え、平成２３年度全中社東京大会では、「『自分づくり』『社会づくり』を通して生きる力を育む

社会科学習」という研究主題を設定した。 

このような背景と経緯を受けて、都中社では平成２４年度から「国際社会を生き抜くこれからの生

徒を育てる社会科学習の在り方」という研究主題が設定された。 

この主題が設定された理由は、「自分づくり」「社会づくり」を通して生きる力を育んできた次の

課題として、国家・社会の形成者から国際社会の形成者の担い手へ向けての資質や能力の基礎を育む

ような取り組みが必要になってくると考えたからである。 

 

２ 平成２６年度の取り組みについて 

 （１）都中社の目標とのかかわり 

２１世紀に入り、国際社会はグローバル化やボーダーレス化が加速している。人類は常により良

い暮らしを求めて進歩してきた。 

 より良い暮らしの豊かさを担う経済の面では、自給自足の暮らしを行っていた原始時代から、分

業と交換という方法を見いだしたり、貨幣というツールを手に入れたりしながら、現在の市場経済

というしくみを築いてきた。課題はあるものの、人類が現在たどり着いている経済の原則である。 

 一方、より良い暮らしの安心で安全な面を担う政治の面では、平等な社会から徐々に指導者が生

まれ、独裁政治や非民主的な政治を経験しながら、現在の民主政治のしくみを築いてきた。課題は

あるものの人類が現在たどり着いている政治の原則である。 

 こうした背景のもと、民間企業が得意の分野でより良い商品（もの・サービス）を安く消費者に

提供しようと競争している中で、グローバル化やボーダーレス化の傾向がはっきりしてきた。 

 そもそも、現在のようなグローバル化の進展の始まりは、変動相場制への移行や東西冷戦構造の

崩壊などがきっかけとなっている。例えば、社会主義諸国の崩壊による、資本主義陣営の拡大は、

市場経済における市場の拡大を意味した。 

これによって、利潤を求めて分業と交換を効率よく行うことを原則としている市場経済では、よ

り良い資本の調達場所や生産拠点を探していく現在のグローバル化の流れは予想できたことであ

る。こうして、現在のような、お金（資金）、もの（商品・生産拠点等）、人（労働者）が世界中

を動き回る世界が出現してきたのである。いわば、市場経済の特徴と戦後の東西冷戦構造の崩壊に

始まる資本主義陣営の拡大と市場経済における市場の拡大により、現在のグローバル化は必然とな

ったのである。これは単に鉱工業の分野にとどまらず、農業や水産業などあらゆる分野に及ぶこと
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が予想される。 

 また、もう一方で、インターネットの普及をはじめとする情報化の進展もグローバル化の進展を

進める要因となった。一国の人権侵害が瞬く間に世界中に知れ渡るようになり、それまでは国内問

題であったものが民間レベルで世界の目にさらされるようになった。政治や社会のあり方の面でも

グローバル化の影響が表れ、世界各地で民主化運動が盛んになっている。今後もこの波は続くと考

えられる。 

 つまり、このようなグローバル化が進む国際社会の中で、これからの生徒たちは生きていくこと

が予想されるようになったわけである。 

 そこで、「国際社会を生き抜くこれからの生徒を育てる社会科学習のあり方」を研究主題として

研究実践を進めていくこととなった。 

上記のように、今後、生徒たちはグローバル化した国際社会で異なる文化を背景に生きている

人々とさまざまな関わりを持ちながら仕事や生活をし、その中で自立した人間として生き抜いて

いかなければならない。 

当然、日本人の中で生きるよりもより深刻な「対立」状況が待ち構えている。この状況の中で社

会を形成し、かつ生き抜くためには、これまでよりもより真摯に「公正」を意識しながら、また「効

率」を考慮して「合意」形成をしていかなければならない。そのためには、生徒が「国際人」とし

て生きていく上で、「対立」する状況から「効率」と「公正」の視点をもちながら「合意」してい

く力を、習得し活用できるようにしていくことが、「これからの国際社会を生き抜くこれからの生

徒を育てる社会科教育」に必要である。 

 

（２）公民的分野専門委員会の取り組み 

 都中社の目標にせまるため、公民的分野専門委員会では、平成２４年度から、研究方針を「大項

目（１）中項目（イ）において『対立と合意』『効率と公正』という概念の確実な習得を行う。そ

の上で、習得した概念を活用させた政治、経済の授業を行う。」と設定した。 

 これは、大項目（１）中項目イで理解、習得させる事項は、今後、国際社会の形成者として生き

ていく生徒には欠かすことのできない内容であると考えたからである。 

 その際、留意すべき事として、以下の２点を考えた。 

(ア) 「合意」「効率」などの言葉が生徒から出ることだけを目的とするのではなく、その概念を

理解させることを主目的とする。 

(イ) 「対立と合意」「効率と公正」を生徒がどのように表現することができたら概念を理解して

いると見なすのか、評価規準を検討する。 

 ねらいに迫る実際の授業形式として、ここ数年は、ディベートとワークショップを組み合わせ

るという授業方法について研究してきた。ディベートとワークショップを組み合わせ、特にディ

ベート→ワークショップという順序で授業を設計することにより、生徒の思考が深まるという結

果を得ることができた。 

ディベート、ワークショップを組み合わせた授業で一定の成果を得たと判断し、平成２４年度

からは、授業方法としてパネルディスカッション形式を用いた。パネルディスカッション形式を

用いた理由は次の２点である。 

（ア）多様な立場の設定 

パネルディスカッション形式では、ディベートと違い、より多様な立場を設定することが
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できる。多様な立場を設定することで、社会的事象に対する自らの立場と反対の立場だけで

なく、同じ立場であるが違う論点から見るグループや、どちらともいえない立場を設定する

ことが可能となる。このように設定を工夫することにより、対立からどのようにすれば合意

に至るかを考える思考や、合意するための手順や方法についてどのようにすれば「効率」的で

「公正」であるかという視点の習得、活用ができると考えた。 

（イ）多面的、多角的な思考の獲得 

立場が増えることにより、社会的事象に対して多面的、多角的な思考が可能になる。立場

を３つ以上にすることにより、社会的事象をより多面的、多角的にとらえ、そして思考し、

判断して表現する資質、能力を高めることができると考えた。 

 

平成２４年度は大項目（３）中項目イ「国民の生活と政府の役割（地方自治）」、平成２５年度は

大項目（１）中項目イ「現代社会をとらえる見方や考え方」、大項目（３）中項目イ「国民生活と

政府の役割（国政・司法権）」の検証を行った。 

本年度（平成２６年度）は、これまでの研究を継続し、未だ取り組んでいない新しい単元での検

証を行った。 

大項目（３）中項目ア「人間の尊重と日本国憲法の基本原則（平等権）」において、人権の意義

を理解させるとともに、「効率」と「公正」の視点から、平等権を実現しよりよい社会を築くため

にはどうしたらよいか考えさせる授業を実践した。テーマを「男女差別」「障害者差別」「同和問題」

として、パネルディスカッションの準備と実行を通して考えさせる内容とした。 

大項目（３）中項目イ「国民の生活と政府の役割（司法権）」において、裁判員制度についてパ

ネルディスカッション形式で検討させる授業を実践した。「国民のよりよい司法参加」はいかにあ

るべきかを考えさせ、さらに「効率」と「公正」の視点から検討させた。これは平成２５年度にも

取り組んだが、さらに内容を吟味し、指導案を改善して実践した。以下の「３ 実践事例」にその

詳細を記述する。 

 

（３）研究主題に対する取り組み 

公民専門委員会では、昨年度の研究を通じて浮かび上がった「国際社会を生き抜くこれからの生

徒に必要と考えられる資質・能力の案」について、検討中であることを前提に示した。今年度研究

部会において国立教育政策研究所の大杉昭英先生のご講演をいただき、研究主題に対する理解を深

める機会をいただいた。そこで、内容の検討を進めていくうえで、研究部会での大杉先生のご講演

内容も参考にさせていただいた。 

大杉先生のご講演では、次のような示唆を受けた。「グローバル人材の育成」について、教育振

興基本計画－基本施策１６－において、「グローバル化が加速する中で、････（中略）････豊かな

語学力・コミュニケーション能力、主体性・積極性、異文化理解の精神等を身に付けて様々な分野

で活躍できるグローバル人材の育成が重要」と位置づけ、「このため、『社会を生き抜く力』の確実

な養成を前提とし、････（中略）････外国語教育の強化････（中略）････国際的な高等教育の質の

保証 ････（中略）････。」という方向性が示されている。 

そして、「グローバル人材に限らずこれからの社会の中核を支える人材に共通して求められる資

質としては、幅広い教養と深い専門性、課題発見・解決能力、チームワークと（異質な者の集団を

まとめる）リーダーシップ、公共性、倫理観、メディア・リテラシー等を挙げることができる。」
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と方向性が示されている。」（グローバル人材戦略－グローバル人材育成推進会議 審議のまとめ－

平成 24 年６月４日－） 

また、「国際バカロレア（世界各国の大学入試資格が得られる教育プログラム）では、次のよう

な要素が挙げられている。『コミュニケーション力・語学力（英語）』、『異文化に対する理解と思考

の柔軟性』、『批評的・批判的思考力』、『分析的思考力』、『プレゼンテーション力』、『主体性・リー

ダーシップ』、『クリエイティブシンキング』、『日本人としてのアイデンティティー』」 

さらに、「文科省も、『何を学んだ』から『何ができるようになったか』へという資質・能力育成

重視へと構造転換が検討されようとしている。」ということである。 

こうしたご助言を受けて、公民専門委員会での研究を通じて浮かび上がり、検討を進めようとし

ている「国際社会を生き抜くこれからの生徒」に必要と考えられる資質・能力の方向性については、

改めて間違ってはいないことが確認できたと考えている。そのうえで、「国際社会を生き抜くこれ

からの生徒」に必要と考えられる資質・能力には多様性が求められるものであるから、短期間では

決定していくことが難しいことや、用語として、公民専門委員会の考え方を定義する適切な表現に

なっているのかを吟味していく過程も、時間をかけていくべき案件であることが確認された。そこ

で、平成３３年度の全中社研東京大会までに全ての中項目で検証授業を進めて分析し研究していく

過程と、平行して進めていく方法が望ましい手順であると考えた。 

 こうしたことから、今年度においては、大杉先生にご助言いただいた内容なども加味して、昨年

度の内容から以下に示したような内容に修正した。今後は、内容を確定していくうえでも、ここで

あげられた資質・能力について、授業分析における生徒の変容からもその妥当性や有効性を探って

いきたいと考えている。 

 

「国際社会を生き抜くこれからの生徒」に必要と考えられる資質・能力の案（ｖｅｒ．２） 

 

◇市民性：倫理観、責任感、公共性 など  

 ◇理解力：課題発見、課題解決能力 など 

 ◇教養力：社会の仕組みを中心に総合的な知見、自国理解  など 

 ◇思考力：論理的な思考、分析的な思考、創造的な思考 など 

 ◇判断力：自国理解、多面的・多角的に判断する力、比較する力 など 

 ◇表現力：言語力、自己の意思を伝える力 プレゼンテーションの能力・技術 など 

 ◇対応力：課題発見、課題解決、チームワーク など 

 ◇主体性：積極性、自立心、リーダーシップ など 

 ◇聞く力：言語力、集中力、自制心、対面力  など 

 ◇交渉力：言語力、対立から合意へ導く力 対峙力 など 

 ◇受容力：自国理解、相互理解、国際理解、異文化理解  など 

 ◇共生力：協調性、市民性 など 

 ◇予察力：将来を見通す力、危機管理力 など 

 

 ＊専門委員会の研究を通じて浮かび上がり、現在検討中の育成したい資質・能力 
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（４）今後の取り組みについて 

平成３３年に東京で全国大会が開催される。公民的分野専門委員会では全国大会に向け、都中社

の目標に則り前述の通り実践を重ねている。東京の研究の特色は「継続性」である。このよき伝統

を引き継ぐ意味でも、平成３３年の全国大会までにすべての中項目について検証を行う計画である。

研究と検証を積み重ね、全国の社会科教員に自信を持って成果を発表できるよう、今後とも目標が

意図するところをよく吟味し、研究を重ねていく。 

 

３ 実践事例 

（１）司法権１（裁判員制度） 

（ア） 単元名 

公民的分野 大項目(3)『現代の民主政治とこれからの社会』 

中項目(ｲ)「民主政治と政治参加」（うち司法権について） 

 

（イ） 単元の目標 

① 法に基づく公正な裁判によって国民の権利が守られ，社会の秩序が維持されているこ

とを理解させる。 

② 司法権の独立と法による裁判が憲法で保障されていることについて理解させる。 

③ 裁判員制度について触れながら国民の司法参加の意義について考えさせる。 

④ 国民が刑事裁判に参加することによって，裁判の内容に国民の視点，感覚が反映され

ることになり，司法に対する国民の理解が深まり，その信頼が高まることを期待して裁

判員制度が導入されたことに気付かせる。 

※ 今回のパネルディスカッションの学習では、特に③・④について取り扱う。 

 

（ウ） パネルディスカッションについて 

 今回のパネルディスカッションでは、「国民の司法参加をよりよく進めるためには」につい

て行う。ただ、このテーマについて唐突に話し合うことは困難であるため、3 つの小テーマを

こちらで用意をし、その小テーマの議論を通して「国民の司法参加をよりよく進めるために

は」について考えてもらうようにした。3 つの小テーマは以下のとおりである。 

・「国民の権利を保障するためには」 

・「刑事裁判による社会秩序の維持のためには」 

・「裁判員制度が他の裁判制度と比較して効率的で公正なのか」 

 

このテーマにおいては、学習指導要領解説の大項目(３)わたしたちと政治中項目イ民主政治

と政治参加に示されている内容に基づいて作成したものである。 

 

（エ） パネルディスカッションの立場設定 

・人権の観点からのパネリスト 

Ⅰ 国民(被告人の立場や人権の伸張等) Ⅱ 国民(裁判員経験者の人権上の意見) 

・制度面からのパネリスト 

Ⅰ 法曹関係者(弁護士・日弁連) Ⅱ 法曹関係者(法務省・最高裁判所) 
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・他国との比較からのパネリスト 

Ⅰ 陪審制(アメリカやロシア等)を参考にする学識経験者 

Ⅱ 参審制(ドイツ・フランス等)を参考にする学識家権者 

 

※各班一つの立場を選び、班内で小テーマごとに担当を決め、調べ活動を行う。調べた内容

を班内で発表し、班内全員で各テーマについての主張を理解したうえでパネルディスカッシ

ョンに臨む。 

 

（オ） 効率と公正の視点について 

 多面的な思考を要求されるパネルディスカッションであるが、それぞれパネリストの立場

でなりきり主張内容を構築していく際に、効率と公正の視点を持って考えることを生徒たち

には指導してきた。授業者自身が、対立が生じた場合にそれを合意形成へ導く担保となるも

のが、効率と公正という考え方であると念頭に置いて授業実践を行った。 

 効率の考え方とは、社会全体で無駄を省けているか、誰かの利益を損なうことなく、社会

全体の利益が向上しているかというものである。具体的には、裁判員の選定から判決までの

さまざまな事務的手続きの存在、分かりやすい裁判の実践のための努力、国民の負担増（休暇

の取得等）、裁判員の日当など、裁判員制度に費やされる資源（費用・時間）は適切なのかと

いうことを考えさせたい。 

 それに対して公正の考え方とは、一部の人間が不利益をこうむっていないかというものであ

る。具体的には、抽選による公正な裁判員の選出、さまざまな立場の意見の反映など、裁判官

にさらに一般の人々が加わって判断を下すということの意味について考えさせたい。 

 

（カ） 指導計画（全６時間） ※「司法権」のみの計画である。 

次 時 ねらい 学 習 活 動 学習の評価 

第

一

次 

１ 

 

司法制度におけ

る基礎的・基本的

な概念を理解で

きる。 

(模擬裁判) 

※事前に出した司法単元の宿題の確認を行う。 

模擬裁判を行おう 

①事前に模擬裁判における役割分担を決める。 

（一斉学習・講義） 

②簡単なシナリオに基づいて模擬裁判を行い、裁判における

様々な役割について理解する。 

（一斉学習・体験） 

 

【観点１】 

授業観察・ワー

クシート  

【観点４】 

定期考査 

第

二

次 

２ 

～ 

４ 

自分たちの立場

に関する適切な

資料を収集して

パネルディスカッションの立場を決めよう 

①グループで話し合い、立場を決定する。 

 （グループ学習・話し合い） 

【観点１】 

授業観察・ワー

クシート  
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正しく考察し、論

を構築したり、ま

とめたりできる。 

自らの主張を裏付ける資料を集めよう 

②自分たちのグループの立場についての資料を、教科書や資料

集等の資料を中心に収集・分析する。 

 （グループor個別学習・調査） 

③収集した資料にもとづいて、調査項目や内容などをワークシ

ートに記入する。 

 （グループor個別学習・作業） 

④パネルディスカッションにおいて使用するレジュメを作成す

る。 

 

【観点２】 

ワークシート  

 

【観点３】 

ワークシート  

・レジュメ 

 

自らが主張するべき内容を話し合おう 

⑤自らの立場に立ち、その立場の主張する点をグループ内で話

し合ってまとめ、箇条書きにする。 

 （グループ学習・話し合い） 

第

三

次 

５ パネルディスカ

ッションに意欲

的に参加し、調査

した社会的事象

を多面的・多角的

にとらえ、主張を

分かりやすく表

現できる。 

 

パネルディスカッションをしよう （本時）  

①各立場(パネラー)が、順次主張を展開する。 

②パネラー同士の質疑応答をおこなう（フリー討論）。 

③代表生徒に質問をして、まとめとする。 

（①～③一斉学習・討論） 

④授業者が本時の討論の講評をおこなう。    

（一斉学習・講義） 

⑤各自の考えをまとめ、ワークシートに記入する。 

 （個別学習・作業） 

※時間内で終わらなかった場合は次の時間の前半まで行う。 

【観点１】 

授業観察 

 

【観点２】 

ワークシート 

 

【観点３】 

授業観察・ワー

クシート 

第

四

次 

６ 学習した社会的

事象について、

正しい知識を身

に付けている。 

パネルディスカッションのまとめ 

①パネルディスカッションを振り返り、論点の整理、間違いの

修正を行う。※それぞれのパネリストの立場をはずして。 

（一斉学習・講義） 

②法に基づく公正な裁判や国民の司法参加について、自らの考

えの記入を行う。 

（個別学習・作業） 

【観点１】 

授業観察・ワー

クシート 

【観点２】 

ワークシート 

＊観点１…関心・意欲・態度 ２…思考・判断・表現 ３…技能 ４…知識理解 

（キ） 本時の指導（５／６時） 

ア ねらい 

① パネルディスカッションに意欲的に参加し、論題に関わりのある社会的事象に対

する関心を高める。 

② パネルディスカッションを通して、構築した自らの考えを多面的・多角的に考察

し、疑問点を解決している。 
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イ 本時の展開 

 学習項目 活 動 内 容 教師の支援と留意点 評価規準 

導 

 

入 

パネルディ

スカッショ

ンの説明・準

備 

（５分） 

＜一斉学習 ・ 講義＞ 

① パネルディスカッションの実施にあたって、学習課

題や本時の流れの確認をする。（机等の配置は、休

み時間にすませておく。） 

② 司会である授業者がテーマと各グループの立場につ

いて簡単に説明する。 

① 討論が活性化するよう

に、和やかな雰囲気作り

に努める。 

② 教師の説明によって、生

徒の活動への興味関心を

高める。 

【ア－②】 

授業者の話をしっかりと

聞き、パネルディスカッ

ションへの意欲を高めて

いる。 

（生徒観察） 

展 

 

 

 

 

 

 

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６つの立場

によるパネ

ルディスカ

ッション 

（40 分） 

＜一斉学習 ・ 討論＞ 

パネルディスカッションのテーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下記の①～③の流れを２回〔視点Ⅰ・Ⅱ〕繰り返す。 

① 各班の主張担当の生徒が、自分の立場の考えを発表

する。（持ち時間各班２分） 

  ※２分で発表できるように、事前練習をしておくよ

うにする。 

② パネラー同士で意見交換をおこなう。 

  ※各班の発表に対して質問がでるように、事前に意

見を構築しておく。 

③ 全体でのフリー討論をおこなう（意見交流）。 

  ※「私の意見は…の意見に～です。その理由は、…

…」といった言い方で発言する。 

  ※『司法制度をよりよい方向に進ませる』という共

通理解のもとの討論をおこなう。 

④ 話し合いのまとめとして、パネルディスカッション

全体を通した意見や感想を、代表生徒が発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① パネラーの発表に対して

多くの意見が出るよう

に、他班の生徒にメモを

取らせる。 

② 意見交換の際は、一つの

立場に対して、また一つ

の立場のみからといった

偏りがないように配慮す

る。 

③ 特定の生徒に偏ることな

く、多くの生徒の意見が

聞けるように、指名など

で配慮する。 

④ 論点がずれたり、話し合

いが行き詰まったりした

ときは、授業者が修正・

助言をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ア－②】 

パネルディスカッション

に意欲的に参加し、論題

に関する社会的事象への

関心を高めている。 

（生徒観察・発言の様子・ワ

ークシート） 

 

【イ－①～④】 

視点について多面的・多角

的にとらえて、適切な質問

をしている。 

（生徒観察、発言の様子、ワ

ークシート） 

ま 

 

と 

 

め 

教師の講評・

補足 

[まとめ] 

（５分） 

＜一斉学習 ・ 講義、作業＞ 

① 授業者による本時のパネルディスカッションの総評

を聞く。 

② パネルディスカッションを通しての感想や生じた意

見を、ワークシートにまとめる。（自らの意見のま

とめは次回の授業でおこなう。） 

① 意見が言えなかった生徒

たちの感想等を、後日発

表する機会を持つ。 

② 新たに構築した自らの考

えをしっかり記述するよ

う、生徒に伝える。 

【イ－③】 

自分自身の考えや意見を

再構築している。 

（ワークシート） 

【視点】Ⅰ国民の権利を保障するためには？ 

Ⅱ刑事裁判による社会秩序の維持のためには？ 

「国民の司法参加をよりよくすすめるためには」 
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評価規準 

 
ア 社会的事象への関心・意

欲・態度 
イ 社会的な思考・判断・表現 ウ 資料活用の技能 

エ 社会的事象についての知

識・理解 

単 

元 

の 

評 

価 

規 

準 

①法に基づく政治や法の意

義に関心を持つことができ

る。 

②裁判員制度に関心を持

ち、意欲的に調べることが

できる。 

①法の意義や裁判の重要性について

多面的・多角的に考えることができ

る。 

②国民の司法参加の意義について考

えることができる。 

①わが国の裁判や司法権に

ついての資料を適切に活用

している。 

②裁判員制度についての資

料を適切に活用している。 

 

①法に基づく裁判の重要性

を理解している。 

②司法権の独立と憲法によ

る裁判の保障のあり方を理

解している。 

 

学 

習 

活 

動 

に 

即 

し 

た 

具 

体 

的 

な 

評 

価 

規 

準 

①裁判の制度について意欲

的に学習し、パネルディス

カッションの論題への関心

を高める。 

②パネルディスカッション

の準備の話し合いや立論の

作業、本番の学習などに、

意欲的に参加し、論題に関

わる社会的事象に対する関

心を高める。 

③パネルディスカッション

のふり返りを意欲的に行

い、社会的事象の確認をし

ている。 

①パネルディスカッションの論題に

ついての社会事象を多面的・多角的

に考察し、適切な論拠を考えて論を

展開している 

②パネルディスカッションによる学

習を通し、それぞれの立場を多面

的・多角的に考えている。 

③パネルディスカッションの論題に

ついての自分なりの認識を持つこと

ができている。 

④パネルディスカッションの相手や

判定者に、わかりやすく自らの主張

を表現できている。 

①論題に関する十分な資料

収集を行い、論を立てるた

めの資料を適切に選択・分

析している。 

②パネルディスカッション

の論題に関する社会的事象

を適切にレジュメなどにま

とめている。 

 

①裁判官，検察官，弁護士

などの具体的な働きを通し

て、わが国の裁判の制度に

ついて理解している。 

②具体的な例を通して、裁

判の憲法による保障を理解

している。 

③裁判員制度の是非を題材

に、法に基づく公正な裁判

の意義について理解してい

る。 

 

（２）人権（平等権） 

（ア） 単元名 

公民的分野大項目（３）「私たちと政治」 

中項目 ア 「人間の尊重と日本国憲法の基本原則（平等権）」 

  

（イ） 単元の指導目標 

ア 民主主義は個人の尊厳を基礎とし、すべての国民の自由と平等が確保されて実現するも

のであることについて理解を深める。 

イ 基本的人権の理念が、自由で幸福な人間らしい生活を願う人々にとって、広く支持され

得る普遍的な内容を持っているので社会生活を具体化する有効な指針であることを理解

する。 

ウ 平等権についての課題を発見し、追究する。 

エ 平等権について、資料を根拠として多面的・多角的に調べて思考し、表現する。 
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オ 平等権の意義について考え、かつ自分の生活や将来の社会などに結び付けて考える。 

カ 効率と公正の観点から平等権を考え、かつ提言をする。 

 

（ウ） 単元の指導計画と評価計画（６時間扱い） 

時 学習活動・学習内容 学習活動に即した具体的な評価規準[評価方法] 

第

１ 

時 

・授業の概要を理解する。 

・「Ａ 男女の差別」「Ｂ 障害者に対する差

別」「Ｃ 同和問題」の３つのテーマを提示し、

１つのテーマに対して具体的な課題の事例を

調べ、その改善案を追究することを理解す

る。なお、パネルディスカッションを実施す

る際に議論がかみ合うよう「Ａ」については「男

女別姓」、「Ｂ」については「障害者雇用」、

「Ｃ」については「雇用問題」の事例を必ず調

べることを理解する。 

・１つのテーマに対して２つの班が調査を行

うよう割り振りをする。 

・教科書や資料集（副教材）、「お助けシート」

を活用し、情報の収集を行う。 

・ 平等権に関する資料を様々な情報手段を

活用して収集している。[ワークシート] 

・ 収集した資料の中から、学習に役立つ情

報を適切に選択して、読み取ったり図表など

にまとめたりしている。[ワークシート] 

第

２ 

・ 

３

時 

・教科書や資料集（副教材）、「お助けシート」

や自ら収集した様々な資料から事例を集め、

かつ、その問題を解決しよりよい社会づくり

を目指す「改善案」を追究する。 

・発表する際に利用するレジュメを作成す

る。第３時終了時に原稿を提出する。 

・ 平等権に関する資料を様々な情報手段を

活用して収集している。[ワークシート] 

・ 収集した資料の中から、学習に役立つ情

報を適切に選択して、読み取ったり図表など

にまとめたりしている。[ワークシート・レジ

ュメ] 

第 

４

時 

本 

時 

・パネルディスカッションを実施する。 

Ａ～Ｃのテーマについて、現状の課題、それ

に対する自分たちの改善案をそれぞれ発表す

る。 

①各班ごとに発表・提案。 

１班３分以内（３分×６） 

②各班への質問や意見。 

１班２分以内（２分×６） 

③各班は自分の班に対して出された質問や意

見を整理・記録し、再検討する。（１５分） 

・ 平等権の考え方と、現実の差別問題との

関連から課題を見いだし、対立と合意、効率

と公正などの視点から多面的・多角的に考察

し、その過程や結果を適切に表現している。

[発表] 

・ 平等権の意義について考え、かつ自分の

生活や将来の社会などに結び付けて思考し、

提言することができる。[ワークシート] 

・ 平等権の考え方などに対する関心が高ま

っている。[ワークシート] 

第

５

時 

・改善案の発表をする。 

前回の質問、意見を受けて、各班から再検討

した改善案の発表。 

各班３分以内（３分×６） 

・各班の発表を聞いて、個人で各班の提案に

・ 平等権を尊重することにより、よりよい

社会づくりはいかにあるべきかについて意欲

的に追究している。[発表・ワークシート] 

・ 平等権の考え方と、現実の差別問題との

関連から課題を見いだし、対立と合意、効率
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ついて評価する。個人作業２５分 

・教師によるまとめ。 

と公正などの視点から多面的・多角的に考察

し、その過程や結果を適切に表現している。

[ワークシート] 

・ 平等権の考え方などに対する関心が高ま

っている。[ワークシート] 

第

６

時 

・前回までの内容を振り返り、「よりよい社会

を築くためにどのように平等権を実現してい

くべきか。」を考えレポートを作成する。個人

作業３０分。 

・平等権について教師がまとめる。 

・ 民主主義は個人の尊厳を基礎とし、すべ

ての国民の自由と平等が確保されて実現する

ものであることについて理解し、その知識を

身に付けている。[ワークシート・定期考査] 

・ 基本的人権の理念が、自由で幸福な人間

らしい生活を願う人々にとって、広く支持さ

れ得る普遍的な内容を持っているので社会生

活を具体化する有効な指針であることを理解

し、その知識を身に付けている。[ワークシー

ト・定期考査] 

・ 平等権の考え方と、現実の差別問題との

関連から課題を見いだし、対立と合意、効率

と公正などの視点から多面的・多角的に考察

し、その過程や結果を適切に表現している。

[ワークシート] 

・ 平等権の意義について考え、かつ自分の

生活や将来の社会などに結び付けて思考し、

提言することができる。[ワークシート] 

 

（エ） 本時 

ア 本時のねらい 

①  平等権の考え方と、現実の差別問題との関連から課題を見いだし、対立と合意、効

率と公正などの視点から多面的・多角的に考察し、その過程や結果を適切に表現して

いる。 

②  平等権の意義について考え、かつ自分の生活や将来の社会などに結び付けて思考し、

提言することができる。 

③  平等権に関する資料を様々な情報手段を活用して収集している。 

④  収集した資料の中から、学習に役立つ情報を適切に選択して、読み取ったり図表な

どにまとめたりしている 

⑤  平等権の考え方などに対する関心が高まっている。 

 

 

 

 

イ 本時の展開 
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 学習活動 指導上の留意点・配慮事項 評価規準（評価方法） 

導

入

5

分 

・パネルディスカッションの

流れと本時の概略を理解す

る。 

・プリントを利用して、パネ

ルディスカッション形式の発

表について説明する。 

・他班の発表に対して質問を

する際「効率」「公正」の視点

を持つよう指導する。 

 

展

開 

40

分 

・発表  

班の形に机を直す。 

Ａ～Ｃのテーマについて、現

状の課題、それに対する自分

たちの改善案をそれぞれ発表

する。 

①班ごとに発表・提案。 

１班３分以内（３分×６） 

②各班への質問や意見。 

１班２分以内（２分×６） 

③各班は自分の班に対して出

された質問や意見を整理・記録

し、再検討する。（１５分） 

・３分ずつタイマーを利用し

て時間を知らせる。 

・集中できない生徒がいれば

指導する。 

・質問が出づらいようであれ

ば、教員が疑問点を指摘し、

生徒の課題追究を促す。 

・平等権の考え方と、現実の

差別問題との関連から課題を

見いだし、対立と合意、効率

と公正などの視点から多面

的・多角的に考察し、その過

程や結果を適切に表現してい

る。[発表] 

・平等権の意義について考

え、かつ自分の生活や将来の

社会などに結び付けて思考

し、提言することができる。

[ワークシート] 

・平等権の考え方などに対す

る関心が高まっている。[ワー

クシート] 

ま

と

め

５ 

分 

・発表の中で出た課題を整理

し、次回再検討した改善案を

発表することを理解する。 

・板書で課題をキーワード化

して示す。 

・再検討が終わらなかった班

は次回までの宿題とする。 

 

４ 平等権授業のワークシート分析ワークシートの記述分析 

 視点①に関して、「公正」の概念を習得し、活用して課題をとらえることができている記述

をみることができた。「障害者だけに協力してはよく思わない人もいると思う」「差別が当たり

前の世の中になってしまったら一部の人がとても苦しみ辛い人生を送ってしまう…」「『いじめ

をするな』という大人が差別をしているのはおかしいと思います」など、これらの記述は「公

正」の概念を習得・活用して思考することができている例である。特に、この記述からは、「不

当に不利益を被っているひとがいないか」という機会の公正さ、「みんなが同じようにする」

という結果の公正さを確実に習得し、その概念を活用して事象を捉えることができていること

を表す記述である。 

 「効率」に関しては、「マスメディアを使って広めるので効率が良い」「コストがかかるかも

しれないけれど、差別が消え少しでも皆が住みやすい社会、よりよい社会をつくる事が出来る

ならば安いと感じた」「改善案が企業頼みなので、効率・公正ともに悪いと思う」「教育問題は

すぐに準備できるし意識もすぐできるので効率が良い」との記述がみられた。これらの記述は

「効率」の概念を習得・活用して思考することができている例である。 

「社会全体で『無駄を省く』」という概念を活用し、学校教育の場で人権の考え方を教える

ことで効率よく人権の考え方を社会生活に具体化することができるという発想が生まれてい

る。また、差別が消えることが、結果として多くの人が納得できる社会をつくることにつなが
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るので、「コスト」をかけることが無駄ではないという発想も生まれている。 

 視点②に関して、「どの差別問題でも同じです。互いに理解しようとしないから差別がなく

ならないと思います」「1 人の人間として接し、皆が人権を尊重することでよりよい社会が築け

ていけると思う」「一人一人が男（が子育てをすること）も当たり前というふうに思わなけれ

ばいけない…」「まずはどんな障害をもっていても、どこの出身でも同じ日本人であり、…助

け合おうと言う気持ちに変わっていくと思います。…自分自身がそうなっていたかもしれませ

ん」「差別の現状や嫌な思いをしている人々がいるということを広め、国民全体で解決するこ

とが大切です。…自分たちが社会に出た時には、しない、させないことを基本にして、最終的

には、日本から差別や偏見の問題をなくすという大人になりたいです」などの記述は平等権の

意義について考えることができている記述である。 

また、「法律を作り罰することだ」「テレビで放送したり新聞で広めたりして、まずはメディ

アをうまくつかった平等権の認知を拡げ…」「僕たちの班やもう一つの班は、相談する施設を

もうけたり、自分の意見を行けるようにしたり、罰金をとったりなどの案を出しました」「こ

のような人権課題を解決するには教育課題を明らかにすることが大切だと思いました」「マタ

ハラについてなら、相談センターをつくったりして立場の保護をするといいと思う」「相談セ

ンターなどの相談機関をつくるべきである。これらのためにはお金がかかる。しかし、それは

損ではなく、価値があると思える。他にお金をかけるのだったら、この問題を解決すべきだと

思う」などの記述から、授業を通して平等権の意義を理解しているだけでなく、よりよい社会

づくりのための提案をすることができている生徒がいることがわかる。 

  

５ 平成２６年度の研究の成果 

 昨年度の研究は「現代社会の現代社会の見方や考えかた」における「対立」から「合意」、「効率」

「公正」といった概念を確実に習得させる研究を行った。本年度は、その概念を繰り返し活用させつ

つ、各単元の学習内容を確実に習得させる方法の研究を行い、成果を見ることができた。 

(１) 学習内容の確実な習得 

「平等権」の学習では、検証授業において生徒が単元の内容を確実に習得している様子を見

ることができた。学習指導要領解説では大項目（３）中項目ア「人間の尊重と日本国憲法の基

本原則（平等権）」において「基本的人権の理念が…価値あるものであること、自由で幸福な

人間らしい生活を願う人々にとって、広く支持され得る普遍的な内容をもっているので社会生

活を具体化する有効な指針となること」を理解させることとなっている。「４ 授業を実施し

ての考察 平等権授業のワークシート分析」において記述したが、平等権が価値あるものであ

ることを確実に習得した事がうかがえる記述を多く見ることができた。また、「社会生活を具

体化する有効な指針となること」の理解については、平等権を推し進めるための方策、平等権

が実現していない状況を改善するための具体的な提言が多く記述されていたことから、確実な

理解がなされたと考えられる。 

「司法権（裁判員制度）」の学習では、主権者として司法権に参加することの意義を理解さ

せることができた。学習指導要領解説では、大項目（３）中項目イ「民主政治と政治参加」に

おいて、司法権について「国民の権利を守り、社会の秩序を維持するために、法に基づく公正

な裁判の保障があることについて理解させる」、また「国民が刑事裁判に参加することによっ

て、裁判の内容に国民の視点、感覚が反映されることになり、司法に対する国民の理解が深ま
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り、その信頼が高まることを期待して裁判員制度が導入されたことに気付かせる」と記述され

ている。ワークシート分析や数的な分析においても、おおむね目標を達成していることがわか

る。 

また、主権者として、立法権や行政権だけでなく、司法権にも関与する権利や必要があるこ

とにも気づいている記述がワークシートにみられた。 

 

(２) 「効率」「公正」の概念の習得と活用 

 「現代社会の見方や考え方」で習得した概念を、各単元の学習を通して繰り返し活用するこ

とができた。ワークシート等で、各単元の学習内容やパネルディスカッションを通して生徒が

考えた提言を「効率」や「公正」から評価させた。これにより、「効率」や「公正」の概念を

より具体的で現実に即した課題に当てはめ考える機会を多くもうけることとなった。具体的な

課題を検討することで、習得した概念を活用し、確実な概念の習得が可能となった。 

 

(３) パネルディスカッションの有効性 

 昨年度から引き続き、パネルディスカッション（ロールプレイング）形式での授業を実践し

ている。司法権の単元では、裁判員制度を通して「国民のよりよい司法参加」を課題として追

究を行った。「裁判員制度」をめぐり、「国民」「法曹」「専門家」の立場だけでなく、さらにそ

の立場を「裁判員経験者・被告人」「弁護士・最高裁判所（法務省）」「陪審制度を研究する学

者・参審制度を研究する学者」とわけた。このことにより、多面的・多角的な課題追究が可能

となった。裁判員制度を追究する様々な角度を用意することにより、生徒の思考をより深める

ことができた。 

 人権（平等権）の授業では、６つの立場を用意し、平等権をめぐる多くの課題を浮き彫りに

することができた。この授業では、各立場からの提案に対しての議論を活発にするために、必

ず「雇用」をテーマとする提案をすることとした。この新しい工夫により、生徒の議論をより

深めることに成功した。 

 今後も、パネルディスカッション方式による授業方法をさらに吟味し、生徒の課題追究活動

を豊かにする工夫を積み重ねていく。 

 

６ 課題 

 本年度、検証を積み重ねるなかで浮かび上がってきた課題は、「効率」「公正」の概念を活用させる

際に、各単元において扱う課題によって多少の「取り組みやすさ」「取り組みにくさ」があるという

ことである。 

 例えば、「平等権の意義を考える」という課題においては、「効率」の概念を活用することが生徒に

とっては「取り組みにくい」と感じている様子がうかがえる。 

 もちろん、「人権」を考える上でも「効率」の概念は重要である。今後は、各単元において、どの

概念を活用させやすいのか、あるいは活用が難しく感じられるのか、その特性を吟味しながら検証を

重ねていきたい。また、活用しにくい概念を、どのような発問やテーマ設定によって理解を容易にで

きるかについても検討していく。 
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平成２６年度 東京都中学校社会科教育研究会 専門委員会名簿（敬称略） 

 

会長 高 岡 麻 美 東大和市立第二中学校長 

副会長 伊 藤 聡 保 世田谷区立梅丘中学校長 

副会長 戸 部 範 一 文京区立茗台中学校長 

副会長 市 村 扶二夫 八王子市立第四中学校長 

副会長 田 口 克 敏 小平市立小平第三中学校長 

 

研究部長 

 

伊 藤 聡 保 

 

世田谷区立梅丘中学校長 

 

〈地理専門委員会〉 

担当副会長 市 村 扶二夫 八王子市立第四中学校長 

担当研究副部長 池 下   誠 練馬区立開進第一中学校  

委員長 中 野 英 水 板橋区立赤塚第二中学校 

副委員長 藤 田   淳 港区立高松中学校 

委員 木 村 雅 英 お茶の水女子大学附属中学校 

委員 柴 田 啓 之 葛飾区立本田中学校 

委員 鈴 木 拓 磨 墨田区立両国中学校 

委員 千 葉 一 晶 練馬区立南が丘中学校 

委員 渡 邊 智 紀 東京学芸大学附属竹早中学校 

委員 西 川 路蘭奈 北区立浮間中学校 

委員 近 藤 沙耶香 江戸川区立小岩第五中学校 

委員 泉 宮 一 喜 渋谷区立笹塚中学校 

委員 小 坂 千 明 足立区立千住桜堤中学校 

委員 白 澤 保 典 練馬区立南が丘中学校 

 

<歴史専門委員会> 

担当副会長 戸 部 範 一 文京区立茗台中学校長 

担当研究副部長 入 子 彰 子 文京区立音羽中学校 

委員長 高 田 孝 雄 足立区立竹の塚中学校 

副委員長 松 本   賢 東久留米市立南中学校 

委員 関   裕 幸 都立小石川中等教育学校 

委員 河 合   仁 練馬区立八坂中学校 

委員 長 井 利 光 江東区立大島西中学校 

委員 中 村   豊 大田区立大森第四中学校 

委員 山 口 有紀子 多摩市立落合中学校 
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＜歴史専門委員会＞ 

 

委員 関   眞規子 足立区立花畑北中学校 

委員 猪   智 朗 文京区立茗台中学校 

委員 島 貫 勝 義 北区立堀船中学校 

委員 今   隆 史 武蔵村山市立第四中学校 

 

 

 

  

<公民専門委員会> 

担当副会長 田 口 克 敏 小平市立小平第三中学校長 

担当研究副部長 三 枝 利 多 目黒区立東山中学校 

委員長 藤 田 琢 治 板橋区立板橋第二中学校 

副委員長 松 村   洋 
武蔵村山市立武蔵村山第一中

学校 

委員 仲 村 秀 樹 江東区立辰巳中学校 

委員 斉 藤 行 弘 江東区立第二砂町中学校 

委員 島 田 一 郎 町田市立町田第三中学校 

委員 平 松 秀 子 品川区立荏原第一中学校 

委員 松 井 敏 孝 北区立王子桜中学校 

委員 田 中 繁 広 文京区立第一中学校 

委員 種 藤   博 墨田区立本所中学校 

委員 金 城 和 秀 品川区立豊葉の杜中学校 

委員 伊 藤 賢 治 江東区立第二砂町中学校 

委員 関 根 賢 之 八王子市立城山中学校 
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