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学習指導要領全面実施・新しい研究テーマ推進２年目の取り組みと課題解決に向けて 

会長 小林 誠（足立区立第十中学校長） 

 平成 23年の全中社研東京大会・関ブロ中社研東京大会で本研究会は、教育基本法の改正

とそれを受けて示された 21世紀に生きる生徒に求められる資質、知識基盤社会、グローバ

ル化の一層の進展など多岐にわたる課題や時代背景のもとで改正された学習指導要領の趣

旨を十二分に踏まえ、平成 24年４月からの全面実施に向け新しい社会科教育の在り方を模

索してきました。全国・関東ブロック東京大会終了後、平成３３年の全中社研・関東ブロ

ック中社研東京大会へ向けて、研究部から新たな研究テーマが提案されました。これまで

の全ての研究成果を踏まえ、新しい研究テーマは『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』です。平成 24年６月６日の総会で承認を受け、この研究テー

マに沿って研究が開始され、昨年度の三分野合同研究会で１年目の研究成果を発表するこ

とができました。 

学習指導要領全面実施２年目に歩調を合わせ、新しい研究テーマでの研究推進も２年目

となります。今後ますます広い視野から現在の世界情勢や国内情勢を顧みるとともに将来

を見通すことが必要となってきます。次世代の日本を担う中学生も世界を舞台に活躍する

機会や場面が今以上に求められてきます。国際社会に通用する日本人の人材育成が求めら

れる中、国際的に通用する人間像を考えると、我が国と郷土を愛する心や自尊心・誇りを

持ち、日本の伝統と文化を尊重し、多文化社会を生き抜き、協調・共生していける力を有

した国民・市民ということができると思います。この人間像は、社会科教育の本質である

「公民的資質」を有した国民・市民と言い換えることもできます。 

新しい研究テーマでの取り組みについては、今後研究部を中心に深く広く議論を重ね、

研究仮説や研究内容について論議を重ねるとともに、各分野での実際的な取り組みが並行

して行われる必要があります。昨年スタートした各分野での取り組みが、昨年の三分野合

同研究発表会発表資料に以下のようにまとめられています。 

地理的分野では、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こと、こうした学習を一層充実させていく評価

について研究を行いました。 

 歴史的分野では、大項目ごとに、学習した内容を活用してその時代を大観し表現させる

授業を行うことで「各時代の特色をとらえる力を育成」していくことができるという仮説

や考えのもと、学習活動や指導法の工夫を研究実践してきました。 

 公民的分野では、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い、その上で習得した概念を活用させた「政治・経

済」の授業及びその際の評価基準を検討する研究を進めてきました。また、この成果と課

題については、今年度の全中社研大阪大会で発表しました。 

 昨年の研究の成果を生かし、今年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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平成２５年度 三分野合同研究発表会  次第 

 

日時：平成２６年２月２４日（月）１３時３０分～１６時４５分 

場所：東京都教職員研修センター 

 

                  全体司会：研究部 

 

開会のことば   

 

１． 会長挨拶    

 

２．講師・来賓紹介         

 

３．来賓祝辞   

  

４．研究主題について   

 

５．各専門委員会発表 

（１） 地理専門委員会 

（２） 歴史専門委員会 

（３） 公民専門委員会 

（４） 研究協議 

 

６．指導・講評及び講演  １５：４１～  （５５分） 

   講師 筑波大学人間系 准教授  唐木 清志 先生 

 

７．謝辞    

    

８．事務連絡  

 

閉会のことば  
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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あり方」 

 

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

 

 東京都中学校社会科教育研究会（都中社研）では、昨年度より「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あり方」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。 

 

【主題設定の理由】 

現代社会は、国際化が進み、政治・経済・社会・文化等、様々な分野において、地球規模の

影響をもたらしている。とりわけ、日本の社会においても、大都市はもちろん地方の小都市に

至るまでグローバル化の影響を受けており、今後ますますグローバル化は進むと考える。そし

て、中学生が大人になる時代には、多様な文化や考え方、行動をする人々と一緒に生活する多

文化共生社会が一層現実のものとなる。 

また、東日本大震災後を契機とした原子力発電の利用も含めたエネルギー問題、少子高齢社

会の中での日本社会のあるべき姿、中国や韓国、北朝鮮など近隣諸国との関係、ＴＰＰ問題に

代表される各国との貿易・経済関係など、国際社会をとりまく環境や価値観の変化も著しい状

況にある。 

多様な他者と生活する上では、時には意見の対立も生まれ、その中で妥協点を見つけ柔軟に

対応する力が大切であり、変化の激しい時代、決まった答えがない時代だからこそ、お互いに

知恵を出し合い新しいものを創りだしていく能力、あるいは他者と次世代とどうかかわり、繋

がりをもち持続可能な社会を形成していくかといった能力が必要である。そして、現在がどの

ような情勢であり、どのような課題があるのかしっかりととらえることができる社会を見る眼、

広い視野からよりよい社会を築くためにいかに考え、判断し、行動するかといった資質や能力

が求められる。そういった資質や能力を「生き抜く力」ととらえた。 

 

なお、今後の研究にあたっては、「国際社会を生き抜く力」を社会科として、学問的にどうと

らえ、それを培うために、社会科としてどのような実践をしていくのか次の点についても、研

究を進める。 

・これまで都中社研が進めてきた研究 ＝公民的資質を育成するための「自分づくり」や「社

会づくり」の研究・実践、あるいは「自分づくり」や「社会づくり」の学習を通して生徒が

どの資質・能力を身につけ、どの資質・能力が定着していないかをとらえ、それらを育むた

めの研究・実践＝ を踏まえる。※１ 

・平成２５年３月、国立教育政策研究所が出した報告書『社会の変化に対応する資質や能力を

育成する教育課程編成の基本原理』の中で、「２１世紀を生き抜く力」を「２１世紀型能力」

として提案しているが、社会科としてどんな力が求められるのかについても、研究を進める。

※２ 

 

※注１ 

『第４４回 全国中学校社会科教育研究大会 第２９ 回関東ブロック中学校社会科教育研究

大会 東京大会』（平成２３年１１月）の研究冊子、Ｐ１３～２０を参照  

※注２ 

２１世紀型能力：「生きる力」としての知・徳・体を構成する資質・能力から、教科・領域横

断的に学習することが求められる能力を資質・能力として抽出し、これまで日本の学校教育が

培ってきた資質・能力を踏まえつつ、それらを「基礎」「思考」「実践」の観点で再構成した日

本型資質・能力の枠組みである。具体的には、「思考力」を中核として、それを支える「基礎力」、

その使い方を方向づける「実践力」という三層構造で構成されている。  
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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 

 

東京都中学校社会科教育研究会・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あり方」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、評価についての研究も進めている。学習指導を充実させるには、生徒一人一人の学

習状況をとらえる評価内容・評価方法の工夫が必要である。そこで思考力・判断力・表現力を総括的

に測る「パフォーマンス評価」の工夫が特に有効であると考え、この研究仮説のもとに検討を重ねて

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。地誌は地域を学習対象とし、地形・気候・人口・交通・産業・歴史・文化などを重層的

にとらえることを特徴とするため、平板で網羅的な学習の繰り返しになりがちである。また、変動の

激しい今日にあっては、一度覚えたこともすぐに古くなってしまうため、「地誌の学習は役に立たない」

といった批判も少なくなかった。そこで、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が求められるようになった。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。すなわち、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。地理的分

野では、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
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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や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あり方」

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

導の研究をさらに深めている。 

 

 （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。そのため、利

便性や効率性を過度に追求し、資源やエネルギーを大量に消費する生活をつづけてきた。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と考えるようになってきた。 

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。そのため、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。 

  このような状況の中で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
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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、よりよい社会に向けての価値や行動の転換を促し、ことがで

きる。しかし、結論だけを重視した指導を行うと、価値観の押しつけになりかねない。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「批判的思考」を取り入れ

ることが求められる。 

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たり、地域の問題やその解決策、その

地域の良さの伸長を考えたりすることや、さらにそれらを班や学級全体で話し合うことによって、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展開できる。そこで「持続可能な

開発のための教育」の視点からの研究を行った。 

 

３．平成 25 年度の研究内容 

 

 （１）持続可能な地域を形成しようとする生徒を育成する諸地域学習の工夫 

 平成 25 年度は、これまで進めてきた「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、世界の諸地域及び日本の諸地域で扱うすべての地域の学習の中で展開して

いくという考えのもと、各単元での指導内容の整理とそれに基づく指導実践を重ねてきた。各単元で

の指導内容を整理した成果が以下の表である。 

 

◎世界の諸地域 

地域 時

数 

主題 主な学習内容 ＥＳＤとの関連 

オセアニア ５ アジアと

の結び付き 

オーストラリアが多文

化主義をとり、アジアとの

結び付きを強めていった

理由について考える。 

アジアとの結び付きを強めた背

景を考察することを通して、オース

トラリアの人々が、自国の持続可能

なよりよい地域をめざしたことに

触れ、地域の課題解決に向けて考え

る力を養う。 

ヨーロッパ ７ ＥＵ統合

と地域間格

差 

ＥＵ統合の理由と統合

後の問題点について考え

る。 

ＥＵ統合の背景を考えることを

通して、持続可能なよりよい地域を

めざしたことに触れ、地域の課題解

決に向けて考える力を養う。 

北アメリカ ６ 大規模な

産業 

アメリカ産業の特色を

とらえ、世界への影響につ

いて考える。 

世界を持続可能でよりよいもの

にしていくために、大規模産業を展

開するアメリカにできることにつ

いて考えることを通して、地域の特

色を生かしつつ、よりよい世界に向

けてどのようにしていけばいいの

かを考える力を養う。 

南アメリカ ６ 開発と環 アマゾンの熱帯林伐採 アマゾン地域の開発により経済
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境保全 の現状と理由をとらえ、解

決への取り組みについて

考える。 

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。 

アフリカ ５ 貧困と発

展 

アフリカの多くの国々

が貧困に苦しんでいる現

状と背景をとらえ、解決に

向けて考える。 

アフリカが貧困に苦しんでいる

現状に対する解決方法を考えるこ

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。 

アジア １

１ 

経済発展 アジア各地で経済発展

を続けている背景と、同時

に起こっている課題につ

いてとらえ、解決に向けて

考える。 

アジア各地で経済発展と同時に

起こっている課題に対する解決方

法を考えることを通して、地域の特

色を生かしつつ、持続可能な社会へ

向けて考察していく力を養う。 

◎日本の諸地域 

地域 時

数 

中核考察 主な学習内容 ＥＳＤとの関連 

九州 ５ 自然環境 火山や台風などの自然

災害と共存する人々の生

活を考える。 

様々な自然環境の中で、その環境

と共存し、工夫しながら生活する

人々の生活をとらえることで、課題

解決の資質を養うとともに、地域の

価値の再認識をはかる。 

中国・四国 ５ 他地域と

の結び付き 

交通網の発達が地域と、

そこに住む人々の生活に

どのような変化を与える

のかを考える。 

他地域との結び付きによる変化

の中で生活する人々が、地域をより

よくするためにどのような工夫を

しているかを考えることで、課題解

決の資質を養うとともに、地域の価

値の再認識をはかる。 

近畿 ５ 環境問題

や環境保全 

林業や水質問題などの

環境問題に対する人々の

散る組が、地域にどのよう

な変化をもたらすかを考

える。 

環境が人々の生活に与える大き

な影響と、改善や保全への取り組み

を考えることで、課題解決の資質を

養うとともに、地域の価値の再認識

をはかる。 

中部 ６ 産業 様々な環境の中で、それ

を生かして人々がどのよ

うな産業を営んでいるか

を考える。 

地域の産業が様々な条件のもと

に、それを生かして人々が工夫しな

がら営んでいることをとらえ、課題

解決の資質を養うとともに、地域の

価値の再認識をはかる。 

東北 ６ 生活・文 伝統工芸がつくられた 伝統工芸のもつ意義と、世界から
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化 背景をとらえ、これからの

更なる発展についてのア

イディアを考える。 

の評価などをふまえながらこれか

らの発展を考えることで、課題解決

の資質を養うとともに、地域の価値

の再認識をはかる。 

北海道 ５ 歴史的背

景 

明治以降の開拓の歴史

の中で、人々がどのような

生活の工夫をしてきたか、

またアイヌの人々の文化

をいかに受け継ぐかを考

える。 

開拓生活の中での工夫やアイヌ

の人々の文化をいかに残していく

べきかを考えていくことによって、

課題解決の資質を養うとともに、地

域の価値の再認識をはかる。 

関東 ７ 人口や都

市・村落 

人口動態によって生じ

る過密や過疎への対策を

考え、地域全体がよりよく

なる方策を探る。 

過密や過疎の要因やその解決策

を考えていくことで、課題解決の資

質を養うとともに、地域の価値の再

認識をはかる。 

 

 また今年度は世界の諸地域の単元ではアジア州で、日本の諸地域の単元では東北地方で検証授業を

行い、理論と成果を検証した。検証授業についてはこの後にある４及び５に指導案を掲載しているの

で参照いただきたい。 

 

 （２）持続可能な地域を形成しようとする生徒を育成する学習指導を充実させる評価の工夫 

平成 14 年度から、集団に準拠した評価（いわゆる相対評価）から目標に準拠した評価（いわゆる

絶対評価）や個人内評価に評価方法が大きく変わった。相対評価による学習指導は効率よく学習内容

を理解させることに主眼がおかれるため一斉形態の指導が多く、生徒を相対的にランク付けしてきた

側面がある。このような学習指導では生徒一人一人の生徒の理解度に対してあまり目が向けられず、

そのために学習内容の理解が不十分な生徒に対する手立てがほとんど行われないこともあった。しか

し、目標に準拠した評価では、あらかじめ設定した目標に各生徒がどれだけ到達できるようになった

か、ということが重視されるため、学習意欲が高い生徒に対しては、より高次の指導を行うことがで

きるとともに、つまずいた生徒に対しては、教師の適切な指導が可能になる。 

また、平成 22 年の指導要録改訂では、「習得」レベル（基礎的・基本的な知識・技能の習得）は、

観点３「資料活用の技能」と観点４「社会的事象についての知識・理解」であり、「活用」レベル（知

識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力）は観点２「思考・判断・

表現」となり、さらに「学習意欲」は観点１「社会的事象への関心・意欲・態度」として設定された。

「表現」の位置づけが変わったのは、平成 20 年版学習指導要領が打ち出そうとする教育評価の新し

い考え方を示すものである。「思考・判断・表現」として、従来の「思考・判断」に「表現」を加えた

趣旨は、この観点に関わる学習活動を、言語活動を中心とした表現にかかわる活動や生徒の作品等と

一体的に行うことを明確にしたものである。したがってこ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
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態がある。この「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度に取り組むことがで

きる。 

「持続可能な開発のための教育」の視点を取り入れた学習活動は、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し、それらの課題や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主体的な学習指導である。このため多面的・多角的な考え方がある

ため解答を正誤判定するようなペーパーテスト的な評価はなじまない。地理専門委員会では、「持続可

能な開発のための教育」の視点を取り入れた学習活動を正しく評価する方法を先行研究にもあたりな

がら検討した結果、この「パフォーマンス評価」にたどりついた。学習内容が知識の蓄積を求めるも

のからよりよい地域を目指して考えるものへと大きく変化する中、その評価方法も大きく変化するこ

とが必要であろう。 

 

４．検証授業Ⅰ 

 

（１）単元名：第３章 日本の諸地域  ６節 東北地方  

（２）単元の目標 

 日本の諸地域について、それぞれの地域の特色ある地理的事象や社会的事象を取り上げ、関連付け

追究する学習活動を通して、日本の諸地域の地域的特色をとらえさせたい。その際、地域ごとに様々

な面から地域的特色を大観させ、我が国の国土認識を深める上で効果的な観点から設定した中核テー

マを通して地域的特色を理解させるようにしたい。また、地図帳や景観写真、統計資料などをもとに、

生徒自身が生活して得た体験的知識を活用しながら、地域間の比較を通して、諸地域の地域的特色を

とらえさせたい。あわせて、諸地域を持続可能且つより良い社会にするためにはどうすべきか、自分

の考える判断理由を明確にして発表できるようにしたい。 

 また、東北地方については、“生活・文化”という中核テーマをもとにして、その地域的特色つかむ

ための地理的見方・考え方を理解させ、同時にその中核テーマから地方の概容をとらえさえたい。例

えば、生活に根付いた祭りはどのような背景（人々の生活文化）から生まれて継承され、現在の東北

地方にどのような影響を与えているのか。そして、災害というものとの関わりやそこで暮らす人々や

地域の変容はどうなのか。また、伝統工芸の現状と存続している意義、そしてこれからの在り方など

を多面的多角的に考察させることで、地域的特色をとらえさせることを目標としている。その際、伝

統工芸という日本の技術の高さを学習することで、あらためて「和」「ニッポン」のこころ、スタイル

を再認識し、日本をより好きになってもらえれば嬉しい。同時に、どの単元においても意識をさせて

いる“持続可能”な社会づくりという考え方を継続して指導の中に取り入れたい。 

（３）東北地方の学習 

①学習の目標 

“生活・文化”という中核テーマをもとに、主題図や地図帳などの様々な資料から東北地方はどの

ような特色をもった地域なのかを理解する。同時に、そこで浮き彫りになる課題について、“持続可能”

な社会づくりのためには何をどのようにしていくべきなのかを“伝統工芸”を中心に多面的多角的に

考察し、自分の言葉で表現できるようにする。 
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②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：社会的事象への 

知識・理解 

単
元
の
評
価
規
準 

東北地方の地域的

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。 

「生活・文化」を

中核テーマとして、

その地域に暮らす

人々の生活の変容を

多面的・多角的に考

察し、自分の言葉で

表現している。 

東北地方の地域的

特色に関するさまざ

まな資料（主題図）

から、適切な情報を

読み取ったり、図表

などにまとめたりし

ている。 

「生活・文化」を

中核テーマとした考

察の仕方をもとに、

東北地方の地域的特

色を理解し、その知

識を身につけてい

る。 

③単元指導計画（全６時間） 

 関・・・社会的事象への関心・意欲・態度     思・・・社会的な思考・判断・表現 

 技・・・資料活用の技能             知・・・社会的事象への知識・理解 

  
学習活動・学習内容 指導上の留意点／教材 

評価の観点 

（評価方法） 

第１時 

東北地方の大観 

・東北地方の景観写真や地図帳をみて、そ

こで暮らす人々の生活や自然環境に関心を

もち、大まかな様子をとらえようとする。 

・東北地方の雨温図など資料を適切に読み

取る。 

 

 

 

 

・東北地方における人口の偏りなど、トレ

ースした資料を用いて地域的特色を読み取

る。 

（奥羽山脈との交通網の関係、過疎化） 

地図帳を活用して、交通網や地域の変容

を読み取る。 

・教科書にある自然環境をト

レースする。その際、奥羽山

脈を赤、平野を緑で着色す

る。また、県庁所在地も転記

する。 

＊自然環境と伝統工芸の関

連性は、中部地方で既習済み 

 

 

・教科書にある“東北地方の

人口”の高速道路を赤、新幹

線を青でそれぞれ着色する。

それに作成した写しを重ね

合わせる。 

 

・関 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

第２時 

東北地方の 

災害と生活文化 

・東北地方の災害について、様々な資料か

らその特色を適切に読み取る。 

・防災教育など災害への対策はどうだった

のかを、資料から読み取る。（伝承や石碑な

どの資料活用） 

・災害と生活文化（祭り）の関わりを多面

的多角的にとらえ、自分の言葉で表現する。 

＊六魂祭に込められた思いやその存在意義

について多面的多角的に考察する。 

・既習事項である自然環境と

災害を関連させる。 

・地図帳の“⑦津波への対策

と被害”の浸水地域以外をト

レース（宿題）。明治 29年の

浸水地域を青、平成 23 年の

それを赤で着色する。 

＊災害対策に不備があった

とならないように留意。 

 

 

・技 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

 

・思 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

 

＊トレースにより、奥羽山脈の位置、リアス式海岸の様子を体感的に理解する。 
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第３時 

東北地方の人々

の営み① 

・東北地方に関連する様々な資料（食事や

習慣、伝統や祭り）から、そこで暮らす人々

の生活の様子に関心をもっておおまかにで

もとらえようとする。  

・東北地方の伝統産業（第一次産業：農業

や漁業）の特色をつかむ。 

・地図帳の活用。 

 

 

 

・伝統工芸品は深追いしない

ようにする。 

・関 

 

 

 

・知 

 

第４時 

東北地方の人々

の営み② 

・東北地方の産業はどのように変化したの

か、工業の特色を理解する。 

・出稼ぎの減少 

 

・交通網との関連性を考察する。 

・上記の写しを用いて、地図

帳の“東北地方の工業”と重

ね合わせる。 

・労働力の流出に留意。 

 

・知 

 

・技 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

 

第５時 

東北地方の 

伝統とこれから 

（本時） 

・東北地方の伝統産業について、関心をも

って大まかにでもとらえようとする。 

（例：東北地方の伝統的工芸品など） 

・伝統工芸の成り立ちやその意義、現状や

課題点などを多面的多角的に考察し、より

よい東北地方の在り方を提案する。 

 

 

 

 

・存続後継者問題（外国人や

体験教室）や経済的な問題な

ど 

 

 

 

 

 

 

 

 

・思 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

第６時 

東北地方の 

特色をまとめ 

（まとめ学習） 

・東北地方の特色を、様々な資料を活用し、

白地図にまとめる。 

・東北地方の特色をまとめ、知識のさらな

る定着をはかる。 

・トレースした写しを貼るな

ど活用してまとめてもよい。 

・技 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

・知 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

（４）本時の展開（５／６） 

①本時のねらい 

 ・伝統工芸品を通して、東北地方のよりよい持続可能な在り方を多面的多角的に考察し、自分

の言葉で表現する。 

②本時の展開 

 学習内容 学習活動 指導上の留意点／教材 評価 

導
入 

(

８
分)) 

★目標の確認★ 

伝統工芸品の確認 

 

目標を赤ペンでなぞり、音読する。 

伝統工芸品について、 

・どのようなイメージがあるか 

（高い、手作り、仕事が大変そうなど） 

・伝統工芸とはどのようなものか、 

国が定める条件を確認する。 

・伝統工芸が長年受け継がれてきたこ 

とをしっかりと踏まえる。 

＊電子黒板の準備 

＊パソコン 

＊ホームページからの諸資料 

・商品現物を見せ、値段を予想

させる。 

＊昨日今日では成り立たない

“伝統”の重さを認識させる。 

 

伝統工芸を通して東北地方が持続可能でよりよい社会になっていくための

提案を各自が行う（構造化⇒文章化） 
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展 

開 

①
（
１
５
分
） 

１ 伝統工芸の 

課題を読み

取り、解決策を

考える 

（グループ作業） 

 

１ 伝統工芸の抱える課題を、諸資料

から読み取る。 

   

 

  読み取った課題の解決策を自分の

言葉で表現する。 

・従業者の人数変化（３０歳未

満の従業者割合）、ライフスタ

イルの変化などが読み取れる

よう、伝統工芸が抱える課題に

あった資料を用意する。 

・伝統工芸のこれからを考える

際、既習事項も意識させる。 

 

展 

開 

②
（
２
２
分
） 

２ 東北地方をよ

りよくしてい

くための考察 

（個人作業） 

 

 

 

 

 

 

 

２ ⇒東北地方の特色や課題、解決策

など、関連するキーワードをつな

げて構造化する。 

  ⇒構造化したものを、文章化する。 

 

 

 

 

 

 

  持続可能でよりよい社会を作って

いくために、東北地方はどのよう

なことが必要かを多面的多角的に

考察する。 

・評価の基準（ルーブリック）

を提示し、生徒に意欲的に取り

組ませ、学習内容を明確にさせ

る。 

 

 

 

 

 

 

・既習事項である“祭り”や“災 

害”など様々なキーワードと今

回の学習テーマである“伝統工

芸”を関連させる。 

・思 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

ま 

と 

め 

（
５
分
） 

３ 東北地方の確

認 

 

３ 中核テーマを確認し、本時の学習

を再確認するとともに、その地域

的特色について理解を深める。 

・宿題であるまとめ学習につな 

げられるように、要点をまとめ 

ながら単元の整理をする。 

 

③本時の評価 

  ＜ルーブリックの設定＞ 

・東北地方の地域的特色をおさえながら、持続可能な社会をつくるための具体的な提案をする際に… 

A：事象におけるプラスマイナスの両面を考察し、どうするべきかという価値判断を根拠をもってして

いる。 

B：どのようにしていくことが東北地方にとってよりよいものかを、根拠をもって価値判断している。 

C：どうしていくことが望ましいと単純な価値判断だけをしている。 

 

５．検証授業Ⅱ 

 

（１）単元名・教材 

   中学校社会科地理的分野（１）世界の様々な地域「ウ 世界の諸地域（ｱ）アジア州」 

（２）単元の目標 

   アジア州に暮らす人々の生活を、「経済発展」を主題として多面的・多角的に考察し、 

  アジア州の地域的特色を理解させる。 

（３）単元の評価規準 

主発問：経済産業省が“伝統工芸”の衰退を危惧している。東北町おこし会議の一員であ

る君に、伝統工芸を通して東北地方が持続可能でよりよい社会になっていくための提案をし

てほしいと連絡があった。既習事項と伝統工芸を関連させて、様々な点から考えよう！ 
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観

点 

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 エ社会的事象への知識

・理解 

 

評

価

規

準 

アジア州の地域的特色

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。 

アジア州の地域的特色

を、経済発展を主題と

して多面的・多角的に

考察し、その過程や結

果を適切に表現してい

る。 

アジア州の地域的特色

に関する様々な資料を

収集し、有用な情報を

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。 

アジア州について経済

発展を主題として地域

的特色を理解し、その

知識を身につけている

。 

（４）単元の指導計画【１１時間】 

 学習内容  学習活動  指導上の留意点 

第１時 

アジア州を大観する① 

・映像資料 

「アジア州の自然環境」 

「アジア州に集中する

人口」 

○アジア州はユーラシア大

 陸の大部分を占め、地形や

 気候などの自然環境が変

 化に富んでいる地域であ

 ることを理解する。 

 

 

○アジア州は世界人口の約

６割を占めることを理解

し、その大部分が降水量の

多い地域に分布している

ことを読み取る。 

・アジア州の中央部に位置するヒマラヤ山脈

とチベット高原、そこから流れ出す大河な

どの地名を地図帳から理解させる。 

・アジア州の各地の気温と降水量のグラフか

ら、季節風の影響が強く年降水量が多い地

域と乾燥した地域に大きく分かれること

に気付かせる。 

・アジア州の人口分布を表す地図中に人口密

度の高い日本、中国東部、インドを含む直

線を記入させ、その地域が年降水量1000m

m以上の地域とほぼ一致することを読み取

らせる。 

第２時 

アジア州を大観する② 

・映像資料 

「アジア州の宗教と文

化」 

「アジア州の変化」 

○アジア州の文化は中国や

 インドなどの影響や宗教

 によって多様であること

 に関心を持つ。 

 

 

○アジア州の工業化が進ん

 でいることを理解し、その

 理由をキーワードを使っ

 て表現する。 

・アジア州の主な宗教の分布を地図帳から読

み取らせ、それぞれの宗教の特色について

簡単に触れる。 

・それぞれの地域で人々の生活と宗教が結び

ついて多様な文化を形成していることに

気付かせる。 

・世界の鉱工業生産の統計資料を読み取らせ

て、アジア州の国々が多く登場することに

気付かせる。 

・アジア州の工業化について「労働力・外国

企業・輸出」の語句を使って表現させる。 
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第３時 

中国の経済成長 

・映像資料 

「中国の農業」 

「中国の工業」 

○中国の民族と世界最大の

人口、その人口を支える農

業について理解する。 

 

 

○中国の工業化が沿海部を

中心に進んでいることを

理解した上で、経済成長に

伴って起きている問題に

ついて考察する。 

【ＥＳＤの視点】 

・中国の民族分布と人口密度の主題図から東

部に漢民族が集中していることを読み取

らせる。 

・気候と農業地域の主題図から、中国を大き

く３つの地域に分類させる。 

・経済成長を支える経済特区が、外国企業を

受け入れやすい沿海部につくられている

ことに気付かせる。 

・沿海部と内陸部の経済格差、都市部への人

口集中や環境の悪化など経済成長に伴う

課題について考えさせる。 

第４時 

朝鮮半島とのつながり 

・映像資料 

「朝鮮半島」 

○朝鮮半島の生活・文化や歴

史について、日本と比較し

たり関連づけて興味を持

たせる。 

 

 

 

○韓国と日本のつながりに

ついて、交通の発達や文化

の交流、貿易などの資料か

ら読み取らせる。 

・朝鮮半島の生活や文化について、生徒の知

識を手がかりに理解させる。 

・朝鮮半島が日本と同じ温帯から亜寒帯であ

り、冬は寒冷であることを雨温図から読み

取らせる。 

・日本による植民地支配と、その後の南北分

断の歴史について簡単に触れる。 

・日本の各都市からの直行便があるだけでな

く、韓国が東アジアの玄関口になっている

ことにも気付かせる。 

・日本と韓国の文化交流から、これからの両

国の関係について考えさせる。 

・韓国の輸出品目の変化から、日本と競合す

る加工貿易型の工業国に成長したことを

読み取らせる。 

第５時 

インドの工業の成長 

・映像資料 

「インドの工業」 

○南アジアの自然と歴史を

大まかに捉え、インドの農

業や工業との関係を理解

する。 

 

○インドのＩＴ産業が急成

長した理由を理解して、今

後の経済発展のための課

題を考察し表現する。 

【ＥＳＤの視点】 

・南アジアの歴史と宗教の特色について、簡

単に触れる。 

・季節風など自然環境、豊かな資源の他に植

民地支配の歴史が産業に与えている影響

にも気付かせる。 

・乗用車の急速な普及など都市の発展と、人

口の多くが暮らす農村の生活水準の低さ

について触れる。 

・英語や数学の教育水準の高さや欧米との時

差、労働者の賃金が安いことを関連づけて

説明させる。 
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第６時 

東南アジアの変化 

・映像資料 

「東南アジアの工業」 

「東南アジアの農業」 

○東南アジアの産業の発展

 に伴って起きている課題

 に関心を持たせる。 

 

 

 

○東南アジアの歴史と宗教

分布を大まかに捉えた上

で、農村に起きた変化を捉

えて表現する。 

【ＥＳＤの視点】 

・東南アジア諸国の輸出品の変化から、急速

に工業化したことを理解させるとともに、

地域間に生じた格差を取り上げる。 

・アブラヤシのプランテーション拡大による

熱帯林減少の問題を、日本のパーム油消費

に結びつけさせる。 

・多民族国家のマレーシアを例に、宗教が伝

播した道筋と、生活や文化に見られる植民

地支配の名残について取り上げる。 

・若者を中心とする労働力が農村から都市に

移動して、様々な都市問題が起きているこ

とを考察させる。 

第７時 

資源の豊富な西アジア 

・映像資料 

「西アジアの資源」 

○西アジア・中央アジアの地

形と気候、宗教の分布を大

まかに捉える。 

 

 

○ペルシア湾岸の産油国に

みられる経済発展の特色

を資料から読み取る。 

・西アジアと中央アジアの気候が主に乾燥帯

であることを理解させる。 

・中央アジアから北アフリカにかけてイスラ

ム教徒が多い国々が分布することを理解

させる。 

・西アジアから世界中に石油が輸出されてい

ることを読み取らせ、ＯＰＥＣを通じた産

油国同士の結びつきを取り上げる。 

・アラブ首長国連邦を例に、金融や観光など

鉱産資源に依存しない産業を発展させて

いることに気付かせる。 

第８時【本時】 

アジア州の経済発展に

ついて説明しよう 

○「経済発展」に関連したア

ジア州の地域的特色につ

いてまとめる。 

 

 

 

 

○アジア州の経済発展に関

連する地理的事象を選ん

で、それらを表現した地図

の題名および地理的事象

の説明文を考える。 

【パフォーマンス課題】 

・数人のグループに分けて、「東アジア」「東

南アジア」「南アジア」「西アジア」の４つ

の地域から１つを選ばせ、それぞれの地域

に見られる経済発展の特色を表すキーワ

ードを出させる。 

・経済発展の特色について話し合った結果の

発表を聞いて知識を共有させる。 

・発表を聞いて、アジア州の経済発展を表す

事柄として何を取り上げるかを考えさせ

る。 

・地図の題名および説明文に関する判定基準

を提示して、意欲を高めるとともに、より

質の高い考察を促す。 
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第９・10時 

アジア州の特色を地図

にまとめよう 

○前時の活動をもとにアジ

ア州の経済発展に関連し

た地域的特色を白地図に

表現する。 

・地名などの基礎的・基本的な事項が定着し

ているかを、生徒の地図から把握して適切

に助言する。 

・地図中の記号や階級区分については、必ず

凡例をつけさせる。 

・文字の大きさや彩色、イラストやグラフの

記入などを工夫させる。 

第11時 

世界の諸地域の学習を

振り返って 

○世界の６つの州を大観す

るページを振り返って、各

州の特徴を理解する。 

○世界の６つの州の学習を

振り返り、それぞれの主題

を簡潔に説明する。 

・それぞれの州に関する特徴を人口、文化、

産業などの項目に分けてまとめさせる。 

 

・それぞれの州の地域的課題に関する語句を

適切に使って州の特色を表現させる。 

・次時の「世界の様々な地域の調査」につい

て予告する。 

 ※「映像資料」は、帝国書院『世界の諸地域②アジア州』を利用している。 

（６）本時の展開 

①単 元   中学校社会科地理的分野（１）世界の様々な地域「ウ 世界の諸地域（ｱ）アジア州」 

②本時の主題 「アジア州の経済発展について説明しよう」 

③本時の目標 

・アジア州の経済発展について、それぞれの地域の特色に関するキーワードを理解している。知 

・アジア州の経済発展に関する事象を地図や統計資料などから適切に選択し、表現している。思 

④展 開 

  学習活動  学習内容  指導上の留意点  評価（観点） 

 

導

入 

 

前時までの 

復習 

（１０分） 

   

 発問１：アジア州の中には、どんな地域があるだろうか。  

  

・それぞれの地域について、主

な国名を答えさせる。 

 

○アジア州が「東アジア」

「東南アジア」南アジア」「

西アジア」に分けられること

を確認する。 

知アジア州の地

域区分と主な国

を理解している

。 

 

展

開 

 

班の活動と 

発表 

   

 発問２：アジア州は、どのように経済発展しているだろうか。  
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（２０分） 

 

 

 

 

 

 

 

評価の説明

 と個人活動 

（１５分） 

○班ごとに「東アジア」「東

南アジア」「南アジア」「西ア

ジア」から１つの地域を選び

、経済発展の特色を表すキー

ワードについて話し合う。 

・班の中で出し合ったキーワー

ドはホワイトボードに記 録さ

せ、代表に発表させる。 

・発表を聞いてワークシートに

記入させる。 

知それぞれの地

域の経済発展の

特色を表すキー

ワードを理解し

ている。 

 発問３：キーワードをもとに 、アジア州の経済発展を説明しよう。  

  

・評価の判定基準（⑤）を予め

示すことによって学習意欲を持

たせるとともに、多面的・多角

的に表現させる。 

 

○いくつかのキーワードを

関連づけてアジア州の経済

発展の特色を説明する文を

考える。 

【パフォーマンス課題】 

思経済発展の特

色を多面的・多

角的に考え、適

切に表現してい

る。 

 

ま

と

め 

 

次時の準備 

（５分） 

   

 発問４：アジア州の経済発展をテーマにした地図を考えよう。  

  

・記号や階級区分には凡例をつ

けること、グラフやイラストな

どの活用を指示する。 

 

○自分の考えたアジア州の

経済発展の説明文を特色を

適切に表現する地図を考え

る。 

思説明した文を

地図で表現しよ

うとしている。 

⑤本時の判定基準 

 ※次の判定基準(ルーブリック)をあらかじめ生徒に示した上で、アジア州の経済発展の特色を 

  表現する「説明文」を考える学習課題に取り組ませる。 

 評価レベル  パフォーマンスの特徴（評価する際の判定基準） 

   Ａ 

（すばらしい） 

アジア州の経済発展について、４つの地域のうち２つ以上の地域に共通する特

色を取り上げるか、２つ以上の地域の特色を表すキーワードをお互いに関連づけ

て説明している。 

   Ｂ 

 （合格です） 

アジア州の経済発展について、４つの地域のうち１つの地域の中でよくみられ

る特色を表すキーワードを使って説明している。 

   Ｃ 

 （もう一歩） 

アジア州の経済発展について、アジア州の中の一部の地域でしか見られない特

色を表すキーワードを使って説明している。 

⑥本時の評価 

 知：アジア州の経済発展について、それぞれの地域の特色に関するキーワードを理解しているか。 

 思：アジア州の経済発展に関する事象を地図や統計資料などから適切に選択し、表現することが 

  できたか。【パフォーマンス評価】 

 



 

 

 

 

 

歴史専門委員会 
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歴史的分野研究発表  

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  

大観の授業における言語活動の工夫 
           

練馬区立大泉中学校   彦坂  好郎  

東久留米市立南中学校  松本   賢                                  

１．言語活動の充実に関する基本的な考え方 
（１）我が国の現状より  

新学習指導要領が完全実施されて２年目が経過した。その改訂の趣旨では「知識基盤社会化やグロ

ーバル化が進む時代にある今こそ、世界や日本に関する基礎的教養を培い、国際社会に主体的に生き、

公共的な事柄に自ら参画していく資質や能力を育成すること」があげられている。そしてそのために

「基礎的・基本的な知識、概念や技能の習得に努めるとともに、思考力・判断力・表現力等を確実に

はぐくむため言語活動の充実を図り、社会参画に関する活動を重視することが必要である」と述べら

れている。 

しかし、平成 21年度に実施された経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）のＰＩＳＡ調査では、情報相互の

関係性を理解して解釈したり、自らの知識や経験と結びつけたりすることが苦手であることが指摘さ

れた。そして平成 22年度の全国学力・学習状況調査では、資料や情報に基づいて自分の考えや感想を

明確に記述したり、筋道を立てて考えたり、思考力・判断力・表現力等といった「活用」に関する記

述式問題に課題があげられている。 

 

（２）求められる生徒像  国際社会を生き抜く生徒とは 

変化の激しいこれからの国際社会を生き抜く生徒として、人との関わりの中で課題を解決し、社会

にとって意味のある解を提案できる人。社会自体をよりよい方向へと変化させていくことができる人。

問題を共有する者が知識やアイデアを出し合って、不完全にせよ解を出して実行し、結果を見ながら

解とゴールを見直すことができる人。そして、コミュニティーの中で、ＩＣＴを駆使し、一人ひとり

が自分の考えや知識を持ち寄り、交換して考えを深め、統合することで解を見出し、その先の課題を

見据えることのできる人。つまり、他者と関わりながら、情報を的確に入手・分析・統合し、新しい

アイデアを生み出す人が、求められている。そのために身につけるべき力として、問題解決能力、批

判的思考力、コミュニケーション能力、コラボレーション能力、ICT 活用能力などがあり、それらを

備えた人材が、今、国際社会に求められている。歴史専門委員会では、それらの力を身につけるため

には、しっかりとした基礎基本となる知識を身につけさせたうえで、課題となっている思考力・判断

力・表現力等を育むことが急務であり、その手段として歴史の授業においても言語活動を充実させて

いくことが必要であると考えた。 

 

本委員会で考えた国際社会に求められる生徒像 

・基礎的・基本的な知識や概念を身につけている。  

・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。 

  ・他者の意見を聴き、尊重することができる。 

・自分の意見及び他者の意見を再考し、第三案を見出すことができる。  

・広い視野に立って、多面的・多角的に考察できる。 

・我が国の伝統や文化を理解し、尊重することができる。 
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２．歴史専門委員会の研究内容 

 
（１）これまでの研究経過 

 歴史専門委員会では、新学習指導要領で「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、平成 20 年度より学習指導要領の研究に取り組んできた。まず、学習指導要領『解説』（４）近世

の日本のイ 幕藩体制の確立の学習の内容の構造化図をもとに、全ての中項目について「事項」と「個

別事象」をあげて、通史の部分の指導計画を 104 時間で作成した。 

 平成 22 年度には、この指導計画の中の「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」の授業案を作成し、その検証授業を行った。すなわち、中世では「武家政治の特色」、近

世では「江戸幕府の政治の特色」、近代では「新政府による改革の特色」、現代では「大戦後の諸改

革の特色」と、おもに政治面の変革に着目させ、「前の時代とどこが違うのか」を考察させた。この

学習は、歴史について考察する力の育成を目的としたものであるが、同時に自らの言葉で根拠を持っ

て説明する活動を取り入れ、「言語活動の充実」を図ったものであった。 

さらに平成 23 年度の全国中学校社会科教育研究会東京大会に向けて、「時代の特色をと

らえる力の育成～時代を大観する学習」をテーマに研究と発表の準備を進め、「（２）古代までの日

本」「（３）中世の日本」「（４）近世の日本」「（６）現代の日本と世界」と研究実践を行ってき

た。また昨年度は、通史の学習の中で残された「（５）近代の日本と世界」の大項目で、「時代の特

色をとらえる力の育成～時代を大観する学習」の最後の実践を研究テーマとして取り上げ、研究に取

り組んできた。 

 

 

（２）今年度の研究について 

言語活動の充実に関する基本的な考え方で述べてきたとおり、本歴史専門委員会では、今年度「言

語活動の充実」に向けてより一層の研究を進めていく必要があると考えた。 

また、学習指導要領の歴史的分野における改訂の要点では、「言語活動の充実」について「学習

した内容を活用してその時代を大観し表現する活動や、各時代における変革の特色を考えて時代の

転換の様子をとらえる学習などを通じて、歴史的事象について考察・判断しその結果を自分の言葉

で表現する学習を行うようにした」とある。歴史的分野では、時代の大観や転換をとらえる学習に

おいて「思考力・判断力・表現力等を養う」とともに、各時代の特色を生徒が自分の言葉で表現でき

るための基盤となる「確かな理解と定着を図る」ことが重要であると考えた。その上で今年度まず取

り組んだことは、歴史的分野の学習における言語活動にはどのようなものがあるか、すなわち言語

活動の種類を明らかにすることであった。次にこれまでの本委員会の研究実践をふまえ、各時代の

まとめとして提起された「大観の学習」での言語活動に着目し、その充実を目指した。とりわけ個々

の生徒が焦点や脈略をもって、かつ自分の言葉で表現できるよう、発問や発表形態、授業の組み立

てなどに工夫を重ねた。 
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（３）歴史的分野における言語活動 

 歴史的分野における、思考力・判断力・表現力の育成を育むために必要な言語活動の種類を以下の

ように考えた。 

 

①作業的・体験的な学習活動の導入 

○年表、歴史新聞や報告書の作成  ○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 ○実物資料の活用 
 

②歴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歴史的事象に関する資料の選択や読み解き 

○歴史資料の選択、必要な情報の読みとり、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歴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歴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） 

○他の意見から自分意見を改善したり再考察したりする 

 

 

 

（４）大観の学習における言語活動の工夫 

時代を大観する学習での言語活動の工夫として、以下の点があげられる。 

 

○話し合い活動の前に行う学習内容の理解 

・適切・豊富な資料の提示や教師の説明により学習内容を振り返る。 

 

○話し合い活動の前段階での準備 

・それぞれの単元で、考えや分かったことの記録を残しておく。 

（振り返って書く活動を習慣化する。） 

 

○しっかりとした言語活動の実施 

 ・概念や語句を明確にする。 

（単語を並べるだけでなく、説明する。・難しい語句はわかりやすく言い換える。） 

 ・思考の過程を重視する。・・第三案を考える場の設定 

「①個人内→②個人外→③他者に対して」という思考サイクルの繰り返し。 

   ①個人内・・自分の考えをもつ。②個人外・・考えを書き留める。 

      ③他者に対して・・自分の考えを表現する。最終意見を表現する。 

・思考の過程を明確にする。（付箋やホワイトボードなどを利用する。） 

  

○言語活動の場面の工夫 

 ・全員が参加できる手だてとして、発問や課題の工夫をする。 

 （疑問や比較などの気付きや小さな意思表示を自由に想起させるといった発問から、資料などの

根拠に基づいて発言しなければならない課題まで、全体に対して様々な思考レベルの発問をす

ることにより、全員が参加できる言語活動の工夫を行う。） 
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・少人数のグループ編成を行う。（主体的な活動を促す） 

・ICTおよび図書館等の活用をする。 

・新聞やレポート、リーフレットなどを活用したまとめの学習を行う。 

 

 

 

 

以下、今年度授業研究で検証することができなかったが、授業プランで試みた言語活動に関する

改善点をあげてみた。 

 

① 古代 

話し合い活動の前段階において、大観の学習の準備をしておく展開。意見交換の学習に入る

前に、それぞれの単元で、キーワードを「カード」にまとめ、大観の授業において年表形式に

配置し、意見交換を行った。最後のまとめの展開での意見交換を重視した案。 

 

②中世 

時代の特色を自分なりにまとめ発表する展開から、さらにその活動を繰り返し、連続的な思

考・判断を促す活動を取り入れた展開。時代の全体像を話し合う活動を重視した案。 

 

③近世 

毎時間の授業で使用した資料を再編集して、生徒が根拠をもって近世の歴史をさまざまな角  

度からとらえられる展開。多面的・多角的な資料を提示し、より深い理解の上での、より質の

高い言語活動を図る案。 

 

④近代 

思考の過程を記入できるようなワークシートの工夫により、「個人の内で行われる言語活動」

を「個人の外に表現される言語活動」として記録し、さらに「他者に対して表現される言語活動」

につながる展開。この３つの場面を繰り返すことで、思考・判断の充実を図る案。 

 

⑤現代 

大観の学習としてその時代の「リーフレット」を作成し、各自の「リーフレット」を資料と

して、思考を固めていく展開。「リーフレット」にまとめるという活動（個人の外に表現され

る言語活動）にとどめた案から、「リーフレット」を元にさらにグループや学級で意見を共有

したり、交換したりという言語活動の工夫を図る案。 
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３．指導事例 

（１）時代の特色をとらえる授業「古代までの日本」 

①言語活動の工夫 

 古代を大観するために、授業の終わりにキーワードを「カード」にまとめた。授業の中で何が大切

であったかを、生徒は言葉でまとめ、知識を整理していった。そして古代の大観の授業では「カ

ード」を年表形式に配置し、「古代までの日本」を自分の言葉でまとめた。次に自分がまとめた言葉を

生徒同士で自由に伝えあわせた。その注意点は、古代までの特徴をしっかりとらえ、根拠をもって「自

分の言葉」を相手に説明できるように伝えることである。言語活動をただ書くことに終わらせず、相

手にしっかり説明できることで、「自分の言葉」になると考えたからである。さらに、生徒同士でお互

いの言葉を共有し、自分に無い言葉を「友達のメモ」に書きとめていった。人に伝える難しさや聞き

取る力を養い、最後にもう一度「自分の言葉」と「友達のメモ」を合わせて、新たに「自分の言葉」

に変換して「古代までの日本」をまとめることにした。 

 東京都で行われた全国大会では、図１のワークシートで大観の授業をおこなった。その反省点

として、生徒が記入する欄に重みを持たせて、「最初のまとめ」は少なめに、「友達のメモ」や最

後の欄を段階的にたくさん書けるように、図２の△のように言葉を傾斜的に増やすようにワーク

シートを作り直した。また「最後のまとめ」は、「最後に古代を自分の言葉で表現する」に変え最

後が重要であることを明らかにした。その結果「最初のまとめ」では、「他国の文化を取り入れて

日本流の文化をつくりだした」という表面的な言葉だったが、「友達のメモ」では「外国との貿易

がさかん」「かな文字などの文化が生まれた」など、具体的な意見を共有して、「最後のまとめ」

に厚みを持たせることができた。課題としては、「友達のメモ」は間違いの可能性もあるので、交

流の場では共有する他に、話し合いで内容を深める工夫も必要であることが確認できた。 

 

② 指導計画（１時間扱い） 
 学習活動  指導と留意点 評価 

導

入 

○時代を大観するために授業 

 の終わりに、まとめたカード

時代・人物・外国をそれぞれ

年代順にならべる。 

・古代の出来事を「時代・人物・外国」ご

とに分類し、おのおのの関連性を考え、

古代を振りかえさせる。 

・それぞれの関連性やかかわりを指導 

 者が解説し補足説明させてメモを 

 とらせる。 

知歴史事象を

関連づけ、古

代をカードで

配列し、ワー

クシートにま

とめる。 

展

開 
○カード外国との関係が深い

を時代順に配列する。 

○それぞれのカードが正しく 

 配列されているか確認する。 

○古代がどんな時代であった

か自分の言葉でまとめる。 

◯自分が書いた言葉を友達に 

 伝え合い、お互いの言葉をメ 

 モする。 

・「外国との関係が深いカード」を積極的に

黒板に貼らせる。 

・カードの配列を確認し、外国との関係に

注目しながら、関連性を教師が説明する。 

・外国との関係に注意しながら、「古代まで

の時代」を自分の言葉で表現させる。 

・自分の言葉を友達にしっかり伝えさせる。 

 自分にない言葉は、積極的にメモをとらせ

る。 

思判表 

古代とのつな

がりを外国と

の関係をふま

えながら、自

分の言葉をま

とめる。 

 

ま

と

め 

○友達のメモをふまえ古代の

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。 

・自分の言葉と友達の言葉をあわせて考え

を深めさせる。 

・ 自分の考えをクラスで発表して共有さ

せる。 

思判表 

古代の特徴を

自分の言葉で

表現する。 
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③ 資料 

図１：東京都大会で使用した「古代までの日本」の大観のワークシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：言語活動の工夫を施した「古代までの日本」の大観のワークシート 
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（２）時代の特色をとらえる授業「中世の日本」 

 ①言語活動の工夫 

  時代の特色をとらえる学習においては、基礎的・基本的な知識の習得を踏まえて、「自分の考えを

まとめる。→発表し合って他者の考えを理解する。→自分の考えを再構成する。」という過程をとっ

てきた。 

 以前の指導計画では自分の考えをまとめた後に、同じ考えをもつ３～６人程度のグループを作って

発表原稿を作成し、屋台村方式で意見交換を行った。これはクラス全体で行うよりも質問等が出やす

いのではないかと考えたためである。しかし、①発表原稿をまとめるのに時間がかかり、時代の全体

像を振り返る時間が十分にとれないこと、②グループで意見をまとめることで必ずしも自分の意見が

そのまま活かされないこと、③屋台村方式という少し改まった場であるために意外と意見交換がなか

ったこと、などの反省点があげられた。 

 そこで今回は、同じ考え同士のグループを作らずに、いわゆる生活班で発表する小規模な改善を考

えてみた。これによって、①時代の全体像を振り返る時間を十分にとり、②自分の考えを自分の言葉

で発表し、③意見交換をよりやりやすくすることができるのではないかと考えた。 

 

 ②指導計画（２時間扱い） 

時 学習内容・活動 指導上の留意点 評価 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中世の学習を振り返り、

 中世の特色をとらえる。 

・時代を大観する年表を完

 成させる。   （30） 

・自分が着目した分野（政

 治、人々の生活、対外関

 係、文化など）から中世

 とはどんな特色をもつ時

 代かを個人でまとめる。 

         （20） 

 

 

・年表の空欄をクラス全体で埋めながら、中世の全体像を

振り返らせる。その際必要に応じて補足説明を加える。 

・「この分野から見ると中世全体の時代の特色がうまく説

明できる」という分野を一つ選ばせる。 

・着目した分野から見通した中世の特色を、短い言葉で表

現させる。 

・その特色を考えた理由を箇条書き的にできるだけたくさ

ん挙げさせる。 

思資既習の知識を活用 

して考え、自分の言葉でま

とめている。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

本

時 

 

 

 

 

 

 

 

○中世の特色をまとめる 

・自分が捉えた中世の特色

 を発表する   （20） 

 

 

 

・発表を踏まえて個人でレポ

 ートをまとめる   （３０） 

 

 

 

 

・発表時には自由に意見交換させる。 

・他者の考えを聴いて記録をとる。その際、質問したいこともメモさせ

る。 

・全ての班にはない少数意見については、班での発表が終了した後で、

教師が指名して全体で発表させる。 

・最終的に自分の意見をまとめさせる。その際、自分の着目点以外のこ

とも参考にすること、理由を明確にすることの２点に留意させる。 

・最初に考えた特色や理由と異なってもかまわない。 

 

関協力しながら発表に取

り組んでいる。他者の発表

をきちんと記録にとって

いる。 

思学習で知り得た知識を

用いて自分の考えをまと

め、自分の言葉で表現して

いる。 

知中世の特色を根拠をも

って自分なりにつかんで

いる。 
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（３）時代の特色をとらえる授業「近世の日本」 

 ①言語活動の工夫 

  前回の「近世の時代の特色をとらえる授業」（東京大会）では、生徒に「近世とはどのような時代

だったのか」を自分の言葉で表現させようと考えた。そこで、「疑問形」の学習課題を設定した授業

を毎時間重ね、学習課題に対する自分なりの答えを「近世まとめプリント」（大観表）に書かせてい

った。しかし実際はじめてみると、授業内では書ききれない生徒もいた。また授業後、提出した生徒

の「近世まとめプリント（大観表）」をみると、誤った認識をしている者もいて、その都度フォロー

が必要となった。そこでこの毎時間の言語活動を続けるとともに、生徒が根拠をもって歴史的事象を

とらえられる方法を考えてみることにした。今回は２時間の指導計画のうち、１時間目の授業を改良

した。近世の毎時間の授業で使用した資料を再編集して、近世の歴史をさまざまな角度からとらえさ

せ、２時間目の意見交換につなぐようにした。 

 

②指導計画（２時間扱い） 

 時       学習活動       指導上の留意点        評 価 

 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近世の毎時間の授業で使用した

７つの資料を読み解かせる。 

（20分） 

 

 

○７つの資料をどのように読み解

いたのかを発表させる。 

（25分） 

○本時のワークシートをもとに「

近世を武士か、町人・農民どち

らがささえたのか。」、自分の

意見をまとめる。  （５分） 

・資料の読み取りについては、以下

の点に気をつける。 

①どの単元で使われたものか。 

②何をあらわしているか。 

③その資料から何が分かったか。 

・今までの学習をもとに自分の判断

で意見をまとめさせる。 

 

・ワークシートの１～７までのすべ

ての資料に武士がささえた事象と

考えたなら赤のシールを、町人・

農民がささえた事象と考えたなら

青のシールを貼る。 

思資  近世の授業で使用

した資料を読み解き、自分

の言葉で表現している。 

 

 

関思資  資料を自分はど

うとらえたのか、意欲的に

文章にしている。 

関思資  自分の考えで意

欲的に資料を貼っている。

どちらがささえたのか、根

拠をもって説明できる。 

 

 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近世は「武士がささえた時代」

か「町人・農民どちらがささえ

た時代」か、２つの意見をまぜ

た班を６つ作り意見交換する。 

（15分） 

○「武士がささえた時代」派、 

「町人・農民ささえた時代」派に

分け、全体討論する。（20分） 

○全体での意見交換後、最終意見

を書き、発表する。 （15分） 

 

 

 

・「何故、そう考えたのか。」、前

時のワークシートの１～７を根拠

に、自分の意見を述べているか。

（友人の意見で気づいたことをメ

モさせる。） 

・全体討論の司会は、教師がする。 

 

 

・自分のグループの立場を一度はな

れ再度、結論を出させる。 

・「武士」、「町人・農民」の他、

「どちらもささえた時代」も可とす

 る。 

関思  自分の意見もはっ

きり言え、相手の意見を理

解しようとしている。 

 

 

思資  根拠を明確に自分

たちの考えを述べている。 

 

思資  近世の特徴を自分

の言葉で考え、まとめてい

る。 
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（３）時代の特色をとらえる授業「近代の日本と世界」 
 

①言語活動の工夫 

 昨年度の研究は、学習した内容をまとめることにより、近代の特色を考える授業であったが、既習

の知識の確認や並べ替えが中心となり、生徒の思考があまり深まらないのではないかと考えた。その

ため、今回は、資料の読解を根拠としたり、話し合い活動の中での他者の意見を参考としたりする活

動を取り入れ、思考・判断を深め、多面的・多角的に特色をまとめる展開案を考えてみた。また、思

考の過程を記入できるようなワークシートの工夫により、「個人の内で行われる言語活動」を記録し、

話し合い活動を通して「個人の外に表現される言語活動」が行われ、さらに「他者に対して表現され

る言語活動」につながる。この３つの場面が繰り返させることで、連続的な思考・判断が促され、思

考力・判断力が深まり、その結果、外への言語活動が充実していくと考えられる。 

 

②指導計画（２時間扱い） 

 

時 

 

具体的な学習活動 

 

指導上の留意点・配慮事項 

 

評価内容と方法 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「外国との関係」「政治の流れ」「社

会・経済」「文化や宗教」の４つの分

野を縦軸に、「幕末・明治」「大正」

「昭和初期」の３つの時期区分を横軸

にしたワークシート①を配布する。 

○８班に分け、４つの分野をそれぞれ２

班ごとでまとめる。各分野ごとの資料

を配布する。 

○班ごとに、資料を読み取り、時期区分

ごとに分類したものをワークシート①

に書き込む。それに基づいて、近代の

変化・流れを考え、ワークシート②に

文章で説明する。 

 

・資料に基づきながら、既習事

項や教科書等を参考にして、

生徒たちの考えをまとめさせ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思資 資料を読み取

り、その特色を説

明できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

○同じ分野の２つの班で話し合い、ワー

クシート②に分野の特色をまとめ、発

表する。 

○４つの分野の発表内容をもとに、近代

とは、どのような時代であったかを自

分の言葉でまとめる。 

 

 

・各分野ごとに、自分たちの説

明の理由を、資料などを根拠

に説明できるようにする。 

・なぜ、そのようなまとめにな

るのか、理由や根拠も説明で

きるように指導する。 

 

 

知 近代を大きな流

れでとらえること

ができる。 

思 近代の特徴を自

分の言葉で考え、

まとめている。 
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（３）時代の特色をとらえる授業「現代の日本と世界」 

①言語活動の工夫 

以前に「現代の日本と世界」を大観する学習としてリーフレット形式にまとめる活動を示した。現

代の日本と世界の学習を通して考えた「時代を特徴づけるできごと」やそれらを簡潔にまとめた「キ

ャッチコピー」の作成、「時代の特色」を４００字程度で表現する活動をさせるものである。  

 今回は、その３時間構成で大観する学習に１時間加えた実践をする。他の人に内容を発表したり他

の人の発表を聞いたりして学び合い、現代の日本と世界の特色についての考えをより深める。そのこ

とにより、発表をする側にとっては自分の意見や思考をより確固たるものにすることができる。また、

発表を聞く側にとっては自分とは違う考え方に触れることができ、より思考を深めることができる。  

そもそもリーフレットという表現方法は多くの人に読んでもらうことが前提である。そしてこの単

元は歴史学習の最後であり、現代の日本と世界の特色への理解や思考を深めることは、歴史を学びや

がて国際社会を生きていくためにも大切である。よって、言語活動の充実として１時間の追加実践を

する。 

 

②指導計画（４時間扱い） 

時 学習活動 指導上の留意点 評価 

１ 

○各項目の代表的な事柄、象徴す

る資料を選び、理由とともにワ

ークシートに記入する。 

（項目） 

国内政治、外国との関係、経済の

発達、生活文化の特徴、世界の状

況、その他 

・現代の時代設定や、リーフレットのイメ

ージ・目標を各自が持つようにする。  

・なぜ「時代を代表する」と考えたかを解

説の中に書き込ませる。 

・選定できなかった生徒も他の発表を聞い

て選定し、修正させる。 

関思知時代を代表する事

柄を、根拠を持って判断

し、適切な資料を選択して

いる。 

２ 

○前時の内容から、現代の時代を

象徴するキャッチコピーと文章

を考える。 

 

・最後にグループ協議をさせ、キャッチコ

ピーや文を発表させて、他の生徒の意見を

参考にさせたり意識を深めさせたりする。 

思資選んだ資料をもとに

時代の特色を自分の言葉

で表現している。 

３ 

○第１時の内容をふまえ、第２時

の内容を書き込んで、リーフレ

ットを完成させる。 

・事実の羅列になってしまう生徒に留意す

る。 

資「特色」が明らかになる

ように表現されている。 

４

（本

時） 

○リーフレットをもとに発表す

る。「現代の日本と世界の特色」

ついての考えを深める。 

 ・リーフレットを見せながら、

「時代を象徴する項目」を選

んだ理由や「時代の特色」と

して考えたことを発表する。 

 ・他の生徒のリーフレットの内

容に関心を持って、質問をす

る。 

 ・数人が全体で発表する。他の

人の発表を聞いて考えたこと

をメモする。 

 ・リーフレットの「社会とどの

ようにかかわっていくか」の

欄に意見を記入する。 

・ほかの人の発表に耳を傾けるような雰囲

気をつくる。４人のグループで実施する。 

・１人５分程度で、交代して発表をさせる。 

・他の人がどのように現代をとらえている

のか、自分がリーフレットにまとめた内容

と比較して考え、ワークシートにメモをさ

せる。 

・各グループの発表を見て回り、時代の特

色が特徴的な人を選び、全体で発表をする

人を決める。 

・リーフレットの修正はさせない。他の人

の発表と、自分の考えた現代の特色との違

いや異なる捉え方に気付かせる。 

・簡単でも書かせるようにして、社会の一

員として未来の創造に意欲を高めさせる

ように意識づける。 

関積極的に発表準備をし

ている。また、他の人の発

表を聞き、質問をしてい

る。 

思ワークシートに他の人

の発表内容を書き、自分が

考えた現代についての特

色と比較している。 

 

 

思自分の考えをまとめて、

自分の言葉で表現してい

る。 
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公民専門委員会 
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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ありかた」 

平成２５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「２

１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あり方」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２５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 

 上記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で
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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、上記の内容を「震災がれきの受け入れ」「外国人労働者の受け入れ」をテーマに

授業を行い検証した（平成２４年度三分野合同発表会 公民専門委 当日配布資料参照）。 

本年度は、昨年度の研究を継続し、より内容を深めようとこころみた。 

まず、大項目（１）「私たちと現代社会」中項目イ「現代社会をとらえる見方や考え方」において、

「対立」と「合意」、「効率」と「公正」の概念を習得させる授業を設計し、実践、検証した。「サッ

カー場の割り振り」をテーマとし、複数の立場を設けてそれぞれの立場に立った主張を考え、それ

を発表しあいながら、合意を形成していく内容となっている。その際、費用や時間などの「効率」

を考慮することや、話し合いが「公正」であるか（あったか）を考えさせる工夫をした。 

また、大項目（３）「私たちと政治」中項目イ「民主政治と政治参加」において、大項目（１）中

項目イで習得した概念を活用しながら単元の目標を理解させる授業を設計、実践した。「裁判員制度

は継続させるべきなのか」をテーマとし、「現代社会をとらえる見方や考え方」で習得した概念を活

用しつつ、「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」等の単元の目標を習得させる授業を実践した。以下の「３ 実践事例」にその詳細

を記述する。 

 

「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 

 

◇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 

 ◇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 など 

 ◇聞く力：言語力、集中力、自制力、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：協調力、市民性 など 

 ◇予察力：将来を見通す力、危機管理力 など 

 ◇持続力：継続力、予察力、共生力 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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３ 実践事例 

（１） ロールプレイングによるパネルディスカッション形式の話し合いを通じての「サッカー場

の利用スケジュール」の決定 

目黒区立東山中学校  三枝 利多 

ア 単元 大項目(１)｢私たちと現代社会｣ 中項目イ ｢現代社会をとらえる見方や考え方｣ 

イ  単元の目標 

① 人間は本来社会的な動物であることに着目させ、社会生活における物事の決定の仕方

や決まりの意義について考える。 

② 身近な事例を通して、対立と合意、効率と公正などが現代社会をとらえる見方や考え

方になっていることを理解する。 

③ 社会の一員として、決まりの重要性やそれを守ることの意義及び個人が果たすべき責

任に気付く。 

ウ 指導計画 

時 ☆目標     ◇学習内容        生徒の学習活動    指導上の留意点等   

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆立場による対立が生

まれるという課題を理

解する 

◇市営のサッカー場の

新設に伴う利用方法に

ついて考える 

 

◇場面設定の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇市営のサッカー場の新設について、提示された

場面設定について理解する。 

【設定条件 施設に関して】 

  全面：縦１０５ｍ×横６８ｍ 

  半面：縦６８ｍ×横４８（Ａ・Ｂコート） 

  利用料金：３時間単位 全面３万円 

                        半面１．５万円 

  夜間照明料金：１時間単位 ３千円 

  利用時間帯 ① ９：００～１２：００ 

              ②１２：１５～１５：１５ 

              ③１５：３０～１８：３０ 

              ④１８：４５～２１：４５ 

【設定条件 立場に関して】 

立場１：小学生（Ｕ－１２以下）のチーム 

の指導や保護者 

        ＊半面での利用でＯＫ 

    ＊主に土日の昼間を希望 

立場２：中学生（Ｕ－１５以下）のチーム 

の指導者 

    ＊全面での利用を希望、使用回数が 

増えるなら半面での利用も可 

    ＊土日の昼間、平日の夜間を希望 

立場３：大学生のチームのメンバー 

 

 

 

◇導入として、実際に経験した

サッカー場の利用方法につ

いて説明する。 

 

◇実物投影器を利用して、サ

ッカー場の利用に関する設

定条件がわかりやすく示す。 

 

 

 

 

 

◇ワークシートを利用して、

今回の授業の場面設定にお

ける立場ごとの希望や願い

を理解しやすいように整理

する。 
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◇立場の選択 

 

 

 

◇立場の決定 

 

 

        ＊全面での利用を希望 

    ＊平日の昼間、平日の夜間、できれ 

ば土日も希望 

立場４：社会人のチームのメンバー 

    ＊全面での利用を希望 

    ＊土日の昼間、平日の夜間を希望 

立場５：マスターズのチームのメンバー 

    ＊半面での利用を希望、できれば全 

面の利用日も希望  

        ＊平日の昼間、できれば土日も希望

立場６：レディースのチームのメンバー 

    ＊新しくチーム組織を結成し、この 

公営グランドの使用を希望 

    ＊全面での利用を希望、半面の利用 

も可 

    ＊平日の昼間、できれば土日も希望

立場７：グランドを管理している市の担当者 

    ＊利用者が公平に利用できることを 

めざす 

     ＊利用しない時間帯をつくらない 

◇それぞれの班がどの立場を選ぶかを話し合

う。 

 

 

◇それぞれの班がどの立場を選ぶかを決める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ロールプレイング的な話

し合い活動を行っていくこ

とを説明し、立場を選択させ

る。 

◇それぞれの立場で利用時

間を考えていくことを示唆し

ておく。 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

☆対立を合意に導く

方策を考える。 

◇市の仮利用時間の割

り振りの案を理解する。 

 

◇決まった立場での主

張点を考える。 

 

 

 

◇市の仮利用時間の割り振りの案を理解する。 

 

 

◇矛盾点を理解したうえで、決まった立場での主

張点を考える。 

 

 

 

◇ワークシートを利用して、

敢えて矛盾がある利用時間

の案を提示する。 

◇使う時間帯に無駄がないか

という効率の視点もあるこ

とに気付かせる。 

３ 

 

 

 

 

☆対立から合意への過

程を経験する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇司会の立場で話し合いを

進行させていく。また、グラ

ンドの管理者の立場で、使う

時間に無駄がないかという

効率の視点もあることに気
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◇６つの立場に分かれ

てパネルディスカッシ

ョン形式での話し合い

を行い、サッカー場の利

用スケジュールを検討

する。 

 

 

 

 

 

 

◇６つの立場ごとにそれぞれの主張点を発表し、

利用したい時間帯を発表する。 

 

 

 

 

◇それぞれの立場の主張を聞いて、対立している

立場と話し合って利用したい時間帯の調整を行

う。 

 

付かせる。 

 

◇お互いの主張点を良く理解

し、対立する点や合意できる

点を整理させる。 

 

 

 

◇対立する点がある立場と個

別に話し合いをさせるなど、コ

ーディネーターとして、支援す

る。 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆対立と合意につい

て考える。 

◇最終合意案を評価

する。 

 

 

 

 

◇対立から合意を形成

していくうえで注意す

る点や大切な点を考え

る。 

 

 

◇話し合いによって合意した利用スケジュー 

ルの最終案を評価する。 

【評価の視点】 

  ① 意見の違う人に配慮したか 

  ② 無駄がないか 

  ③ 不利になる立場（チーム）はないか 

◇話し合いによって対立から合意を形成する経

験をもとに、対立から合意を形成していくうえで

注意する点や大切な点を考え、ワークシートにま

とめる。 

 

 

◇ワークシートを利用して、

話し合って決めた最終合意

案を効率や公正の視点から

振り返らせる。 

 

 

◇実際に経験した話し合いの

過程を振り返りながら考えさ

せる。 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

☆世の中のルールを評

価する。 

◇関心のある法律や条

令を評価してみる。 

 

 

 

 

 

◇パソコンルームで、関心のある実際の法律や条

について調べ、意義や評価できると考えられる点

や課題と考えられる点をまとめ、レポートを作成

する。 

   

 

 

◇生徒が取り組みやすいよう

な法律などを例示しながら、調

査に取り組ませる。 

◇レポートの完成は課題と

して行わせる。 

エ  単元の目標 

① 人間は本来社会的な動物であることに着目させ、社会生活における物事の決定の仕方

や決まりの意義について考えることができたか。 

② 身近な事例を通して、対立と合意、効率と公正などが現代社会をとらえる見方や考え

方になっていることを理解することができたか。 

③ 社会の一員として、決まりの重要性やそれを守ることの意義及び個人が果たすべき責

任に気付くことができたか。 
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（２） ロールプレイを活用した「サッカー場の使用方法におけるトラブル」の解決 

杉並区立向陽中学校 金城 和秀 

ア 単元  大項目(１)私たちと現代社会 中項目イ 「現代社会をとらえる見方や考え方」 

イ 指導目標 

・人間は本来社会的存在であることに着目させ、社会生活における物事の決定の仕方や決

まりの意義について具体的に考えさせる。 

・身近な事例を通して、対立と合意、効率と公正などが、現代社会をとらえる見方や考え

方の基礎となっていることを理解させる。 

・社会の一員として、決まりの重要性やそれを守ることの意義及び個人が果たすべき責任

について気付かせる。 

ウ 指導計画(全４時間) 

時 学習目標・内容 生徒の学習活動 指導上の留意点 

１ 

時 

・場面設定の理解 

 

 

 

 

・ロールプレイによ

る話し合い 

・「サッカー場の使用のトラブル」に

ついて内容を理解する。 

 

 

 

・ロールプレイの内容を理解する。 

 

・各班、誰がどの役割演技をおこなう

か、以下の団体の中から決定する。 

〔５つの立場〕 

・中学生の指導者(代表者) 

・大学生チームの代表者 

・マスターズの代表者 

・レディースチームの代表者 

・グラウンドの管理者 

 

・自分の役割に立って、「とある週の

利用状況」やセリフの中から自分が主

張したい点を考える。(３分) 

 

・班の中で各立場の主張を行う。(１

分×５) 

・他の人の主張を理解する。 

 

・それぞれの班で解決策を話し合う。

(７～10 分) 

 

・班で話し合った解決策を班長が発表

・トラブルの概要のプリントを

配り拡大した「とある週の利用状

況」を黒板に貼る。 

 

 

・プリントを配布しロールプレ

イの内容を説明する。 

・教師がそれぞれの立場の意見

が入った封筒を用意し、各班の

班長に渡し班員に配らせる。 

 

 

 

 

 

 

・封筒の中を確認させ、自分の

立場と主張を理解させる。 

・封筒の中身をワークシートに

貼らせる。 

・あらかじめ、どの立場から主

張させるか決めておく。 

・他の人の主張をワークシート

に書かせる。 

・それぞれの立場を演じさせ、

各立場がなるべく納得できるよ

うな解決案を出させる。 

・各班にミニホワイトボードを

「土曜日②の時間帯のグラウンド使用について良い解決案を考えよう！」 
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する(２分×６) 

 

・６つの解決案の中から、クラスでの

解決案はどれにするか考える。(５～

７分) 

配り、解決案を書かせ、発表の

際に前の黒板に掲示する。 

・いくつかの解決案を組み合わ

せて新しいものを出してもいい

ようにする。 

２ 

時 

・前時の振り返り 

 

・解決方法について

検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会生活における

問題解決のあり方を

考える。 

・5 つの立場の主張内容を確認する。 

 

・ルールが適切かどうか検証するにあ

たって、いくつかの視点があることを

理解する。 

・前回、決定した解決案について、次

の視点から評価してみる。 

ア．意見の違う人に配慮したか 

イ．無駄がないか 

ウ．不利になるチームはいないか 

 

・クラスで決めた解決案は自分の立場

から見て受け入れられるものかどうか

考え、ワークシートに記入する。 

・受け入れることができない立場の人

はその理由を発表する。 

・ロールプレイをとおして、解決案を

つくる上で大切なことはどんなことか

をワークシートに記入する。 

・振り返りを行うことによっ

て、対立点を再度認識させる。 

 

 

 

・評価を通して、ア「手続きの公

平性」、イ「効率」や「公正」ウ

「平等性」の概念を意識させる。 

 

 

 

・解決案(ルール)の評価の視点

を考えながら、自己の意見を適

切に表現することができたか。

(ワークシート)〈思考・判断・表

現〉 

 

・解決案(ルール)の評価の視点

を理解しているか。(ワークシー

ト)〈知識・理解〉 

３ 

時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・よりよい決定の仕

方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前時の内容を踏まえ、次のシチュエ

ーションの場合、何がいけないのか考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・シチュエーション１を黒板に

貼る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シチュエーション１(手続の公平性が欠けている事例) 

キャンセルした社会人チームの方に夫がおり、その妻がレディースチームの代表者であ

る。夫が「せっかくグラウンド取ったけど仕事で行けなくなったから、レディースチームで利

用しなよ！」と言った。 

妻「でも、対戦相手の大学生チームはどうするの？」 

夫「こっちの方から断りの電話入れておくよ！大学生チームはいつもグラウンド使っている

回数が多いから納得してくれるでしょ。」 

妻「でも、他の団体も利用したいかもしれないし・・・」 

夫「大丈夫！もともと俺たち社会人チームがグランド使用する権利があったんだから、俺ら

が他に譲っても問題ないでしょ！」 

妻は「それもそうね！じゃあ、遠慮なく使わせてもらうわ。」といい、レディースチームが

土曜日の②の時間帯にサッカーを行った。 
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・ルールやきまりを

つくる時の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ワークシートに問題点を書く。 

・ワークシートに書いたことを発表す

る。 

 

☆予想される生徒の答え☆ 

・市の管理者に報告していない。 

・特定の人だけで使用団体が決まって

いる。 

・他の団体の意見を聞いていない。 

 

・次のシチュエーションの場合、何が

いけないのか考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ワークシートに問題点を書く。 

・ワークシートに書いたことを発表す

る。 

☆予想される生徒の答え☆ 

・グラウンドが使われていないので、

もったいない。 

・管理者が他の人の意見を聞いていな

い。 

・今後、争いごとにならないようにル

ールをつくるとしたら、どのようなル

ールにするか考える。 

・作ったルールを発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・効率と公正などの見方や考え

方を踏まえて、事例から問題点

を読み取り、書き出すことがで

きたか。(ワークシート)〈技能〉 

 

・手続きの公平性や平等性が損

なわれている点を理解させる。 

 

 

 

・シチュエーション２を黒板に

貼る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・効率と公正などの見方や考え

方を踏まえて、事例から問題点

を読み取り、書き出すことがで

きたか。(ワークシート)〈技能〉 

 

・手段の相当性や効率が損なわ

れている点を理解させる。 

 

・机間巡視を行いながらそのル

ールの理由などの設定意図を聞

き、助言を行う。 

・発表したルールに対して、他

の生徒がどのように思ったのか

聞く。 

・生徒が作ったルールを例に、

ルールの評価の視点である「明確

性」や「手段の相当性」を理解さ

 シチュエーション２(評価の視点２が欠けている事例) 

各団体の代表者が集まり、土曜日の②について話し合いをしていた。意見が対立し、各団

体の代表者は一歩も譲らなく、話し合いが平行線をたどっていた。気付けば話し合った時間

は３時間半にものぼっていた。各団体の代表者ともストレスがたまり、爆発寸前。これを見

かねたグランド管理者が 

「このままではらちがあかないので、今回はどこの団体にも使わせません！みなさんお帰

りください。」と言い、土曜日の②の時間帯は誰も使わないこととなった。 
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４

時 

 

 

 

 

 

・ルールやきまりの

意義や重要性 

 

・ルールをつくる際に、どのようなこ

とに気をつけたのか、ワークシートに

記入する。 

 

・今までの授業を振り返り、どうして

きまりやルールが作られるのか考え

る。 

 

 

・社会では個人や社会集団の対立が起

こり、なんらかの合意形成をすること

を理解する。 

 

・みんなが決めたルールに対して、守

らない人が出てきたらどうするか考え

る。 

 

・今までの授業の内容を踏まえて、ル

ールやきまりの目的や守る意義などを

考える。 

・みんなが決めたルールやきまりを守

ることによって私たちの社会は成り立

っていることに気付く。 

 

 

〈宿題〉 

・世の中にあるルールやきまり・出来

事の中から自分が興味あるものを選

び、授業で学習した評価の視点を活用

し、ルールやきまりを評価する。 

せる。 

・ルールをつくる際、いくつか

の評価の視点を考慮して作るこ

とができているか。(ワークシー

ト)〈思考・判断・表現〉 

・対立や合意、効率や公正とい

った概念を意識させる。 

・ルールには秩序維持機能と紛

争解決機能があることを理解し

ているか。〈知識・理解〉 

・人間は社会集団を形成する

が、根本的には個人として尊重

されること、男女平等が基礎と

してあることを気付かせる。 

・罰則に関しては、個人の権利

を損害するものであり、状況を

解決する最終手段であることを

補足する。 

・きまりの重要性や個人が果た

すべき責任について気付かせ

る。 

・ルールを守ることによって、

それぞれの権利や利益が保障さ

れることに気付かせる。 

・ルールやきまりは、変更でき

ることを理解させる。 

 

・宿題から、授業で獲得したル

ールの視点の概念が一般化でき

ているか。〈技能〉 

エ 評価の観点 

①自ら進んで役割を演じ、課題に取り組めたかどうか。〈関心・意欲・態度〉 

②具体的な事例を通して、対立や合意、効率や公正といった観点から多面的・多角的に

考察することができたか。〈思考・判断・表現〉 

③具体的な事例を通して、現代社会をとらえる見方や考え方を理解するために、必要な

情報を適切に選択し、ワークシートにまとめることができたか。〈技能〉 

④社会生活における物事の決定の仕方、きまりの意義と必要性、現代社会をとらえる見

方や考え方の基礎として対立と合意、効率と公正などについて、社会の形成者としての

立場から理解し、その知識を身につけることができたか。〈知識・理解〉 
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（３） パネルディスカッション形式による「司法権」の学習 

文京区立第一中学校 田中 繁広 

ア 単元  大項目(3)中項目(ｲ)「民主政治と政治参加」（うち司法権について） 

    イ 指導目標 

・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。 

・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。 

・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。 

・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、特に上記の３番目・４番目について取り

扱う。 

ウ 指導計画 （全６時間） 

次 時 ねらい 学 習 活 動 学習の評価 

第一

次 

１ 

～ 

２ 

司法制度における

基礎的・基本的な

概念を理解でき

る。 

日本の政治のしくみをとらえよう 

①法に基づく公正な裁判の保障について理解する。 

 （一斉学習・講義） 

【観点１】 

授業観察・ワー

クシート  

【観点４】 

定期考査 

第

二

次 

３ 

～ 

４ 

自分たちの立場に

関する適切な資料

を収集して正しく

考察し、論を構築

したり、まとめた

りできる。 

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  

 

【観点２】 

ワークシート  

 

【観点３】 

ワークシート  

・レジュメ 

 

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） 

自らが主張するべき内容を話し合おう 

④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） 
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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 

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） 

【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。 

（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 

第

五

次 

７ 

裁判制度について

考えそのしくみに

ついて理解する。 

模擬裁判（必要に応じておこなう） 

①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 

【観点４】 

定期考査 

エ 評価の観点 

 
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 

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

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

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
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価 
規 
準 

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。 

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。 

の意義について理解してい

る。 

 

４ 授業を実施しての考察 

（１） 評価の数的分析 

＊数字は視点の番号。ABC は評価 

↑三枝実践                      ↑金城実践 

 

視点（１）「A：人間は本来社会的存在であることに着目させ、社会生活における物事の決定

の仕方や決まりの意義について具体的に考え、かつ、自分の生活や将来の社会などに結びつ

けて考えている。」 

「B：人間は本来社会的存在であることに着目させ、社会生活における物事の決定の仕方や

決まりの意義について具体的に考えている。（思考判断）」 

B 評価以上の生徒が９割以上を占めており、ほぼ全員が指導目標に達していることがわか

る。また、A 評価が１１名と約３割を占めている。学級の３割の生徒が、物事の決定の仕方、

決まりの意義について、自らに引きつけて、また将来の自分の生き方に引きつけて思考する

ことができている。 

 

視点（２）「A：身近な事例を通して、対立と合意、効率と公正などが、現代社会をとらえる

見方や考え方の基礎となっていることを理解し、かつ、自分の生活や将来の社会などに結び

つけて考えている。」 

「B：身近な事例を通して、対立と合意、効率と公正などが、現代社会をとらえる見方や考

え方の基礎となっていることを理解している。（知識理解）」 

B 評価以上の生徒が９割を占めており、ほぼ全員が指導目標に達している様子がわかる。

「現代社会をとらえる見方や考え方」を習得できている生徒が大多数を占め、この授業が概

念の習得に効果があることがわかる。A 評価は三枝授業２名、金城授業４名で、「現代社会を

とらえる見方や考え方」を習得し、なおかつ自らに引きつけて思考できている生徒が他の観
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点に比べて低い。これは、やはり概念そのものが難しかったこともあるかもしれない。また、

題材が仮の設定であるため、現実感に乏しかった面も考えられる。しかし、概念はおおむね

習得できているので、これ以降の単元で、現実社会の様子を学ぶ中で、更に具体的な思考を

することができると考えられる。 

 

視点（３）「A：社会の一員として、決まりの重要性やそれを守ることの意義及び個人が果た

すべき責任について気き、かつ、自分の生活や将来の社会などに結びつけて考えている。」 

「B：社会の一員として、決まりの重要性やそれを守ることの意義及び個人が果たすべき責

任について気づいている。（思考判断）」 

この目標においても、ほぼ全員が B 評価以上で、多くの生徒が単元の目標に達しているこ

とがわかる。また、A 評価も３割を超える生徒が獲得している。この授業が、生徒の思考を

深めていることがうかがえる。 

すべての視点において、B 評価が多数を占めており、生徒は単元の目標を達成することが

できている。A 評価に関しては、視点（１）と（３）の人数が多い。検証授業が、ルールに

関する意義を理解させることに関して効果的であったことがわかる。視点（２）は A 評価が

少ない。「対立状況から、効率や公正を考慮して合意に至る」ことが大切であることを理解・

習得させる工夫がよりいっそう必要と考えられる。しかし、「現代社会をとらえる見方や考え

方」はその後の単元を通じても習得、活用させる概念なので、この後に取り組む単元でも、

引き続き意識して指導していく必要があると考えられる。 

（２） ワークシートの記述分析 

ア【三枝授業 ワークシートからの分析＊当日資料参照】 

イ【金城授業 ワークシートからの分析＊当日資料参照】 

  

５ 平成２５年度の研究の成果 

今年度の研究においては、まず、改めて大項目（１）中項目イ「現代社会をとらえる見方や考え

方」を習得させる授業を設計、実施、検証した。 

前述の通り、この単元の目標である「現代社会をとらえる見方や考え方」の概念を習得し、これ

をその後の単元で繰り返し活用させ、かつ確実に習得させることは、これからの日本、さらに国際

社会を形成する一員となる生徒を育成するために大きな意味がある。今年度の研究で、その方向性

や手段の方向性がより一層明確になったと考える。 

（１） 学習内容の確実な習得 

今回の大項目（１）中項目イの授業では、「中学生の代表者」「大学生チームの代表者」「マスタ

ーズの代表者」「レディースチームの代表者」「グラウンドの管理者」という立場を設定し、生活

（給食）班単位でそれぞれの立場から対立する課題に取り組ませた。 

授業は「各立場の条件を与えて、最適なグラウンドの割り振りを検討させる」（三枝授業）、「検

討するに当たって、不合理な条件を与えてその解決策を考えさせる」（金城授業）の２つを設計し

ている。どちらの形式でも、生徒は「対立」から「合意」を導き出す手順を模擬的・体験的に理

解することができていた。また、話し合う際に考慮すべき「公正」「効率」の概念を習得している

とうかがえる記述を多数みることができた。 

「公正」という概念は多様な意味をもっている。学習指導要領解説では「手続きの公正さ」「機
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会の公正さ」「結果の公正さ」が例示され、「『公正』には様々な意味合いがあることを理解させた

上で、『合意』の手続きについての公正さや、『合意』の内容の公正さについて検討することを意

味している」と記述されている。 

生徒の記述を分析すると、「話し合いの大切さ」という表現で、「機会の公正さ」「手続きの公正

さ」をとらえ、理解している様子がうかがえる。対立状況が起きたときに、各立場で「話し合う

こと」の大切さをワークシートに記述している例が多く見られた。「…それぞれの考えを話し合う

ことが大切だと思います。」「…話し合いをしていくうちにゆずったり、納得することが必要…」

等の記述は、「機会の公正さ」を理解していることを示している。 

また、「…自分の要望を忘れずに、少しだけがまんしながら議論に参加することが大切だ…」「…

自分の要求も主張し、相手の主張を聞くことが大切…」「自分たちの考えを通そうとするのではな

く、周りのことも考えた方がいいと考える。」などの記述が多数みられた。これらの記述は、「手

続きの公正さ」の視点も獲得していると考えることができる。 

「結果の公正さ」に関しては、達成することの難しさとともに、「結果の公正さ」を考慮するこ

との大切さを理解できているとうかがえる記述が多くみられた。「自分の要望、相手の要望、すべ

ての要望を不利なく受けれ、平等にすることはとても大変なことだと思います。」「…みんなの意

見が取り入れられ、全員が納得できる、最良の案を作ることができると思います。」「ゆずり合え

ば、いろいろな人の主張をすべて受け入れられるような解決策ができると思います。」「…ゆずり

合うことができれば、みんなが平等に使うことができると思います。」「公正な結果にしたいとこ

ろですが、公正に、公平にすることはとても難しいことです。なので、なるべく皆の意見が反映

されるようなものにするため、努力することが大事だと思います。時間をかけて、全員一致で決

まれるよう、そして、誰かが文句を言ったり、嫌な思いにならないよう、最大級の努力をすべき

だと思います。」これらは、「結果の公正さ」を達成すべく努力が必要であることを記述しており、

これはすなわち、「結果の公正さ」の大切さを理解しているということである。 

さらに、「…最終的に決められたルールなどは自分の意見と少し違っていても、国民みんなの意

見によって決められたものだから、それに対して合意することが、全員が納得できる結果だと思

う。」という発展的な意見の記述もあった。一例だけであるが、思考を発展させることができてい

る生徒もあらわれている。 

また、「相手を理解することは自分の立場を理解することにもつながり、自分たちの考えを見直

すきっかけにもなった。」「自分とは関係ない２つのチームが対立したときに、自分には関係ない

と思って話を聞かないということをせず、公平な立場として、一緒に考えることが大切…」と記

述する生徒もいた。これは、「対立」から「合意」に至る過程で付随する、または結果として必要

な、大切な考え方である。単元の目標を超えて、授業者側の意図を凌駕する思考をすることがで

きた生徒がいたということの表れである。 

「効率」に関しても、理解が深まった様子がうかがえる。学習指導要領解説において「効率」

とは「社会全体で『無駄を省く』という考え方である。すなわち、『合意』された内容は無駄を省

く最善のものになっているかを検討することを意味しているのである。」と記述されている。 

ワークシートの記述には「…時間に限りがあり、その中で決める…」「話し合いをするときは、

なるべく早く解決をし、無駄なく終えられるとすごく効率が良くなります。」というものがあった。

これらは話し合いの時間について思考したものである。また、「（グラウンドが）一つ残らずすべ

てうまっている。」「すべての日に効率よく入れた。」「日曜日以外は使用できている。」「すべての
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時間帯にどれかのチームが入れた。」など、グラウンド使用に関しての「効率」を配慮することが

できたことを重視する記述がみられた。 

以上のことから、「対立」から「合意」を導き出す手順の体験的な理解を通して、話し合う際に

考慮すべき「公正」「効率」の概念の習得が達成されたと考える。 

（２） 学習内容の確実な習得を踏まえた活用 

ワークシートでは、自分の立場の意見をまとめる欄、他者の意見を書き留める欄を設けた。こ

れにより、生徒は自らと他者の意見を比較することができていた。 

また、パネルディスカッション（ロールプレイ）の後で「ア 意見の違う人に配慮したか」「イ 

無駄がないか」「ウ 不利になるチームはないか」という設問に取り組ませた。これらはアは「機

会・手続きの公正」、イは「効率」、ウは「結果の公正」を意識させる設問である。公民専門委員

会の方針で、直接的に「公正の観点から…」等、「対立」「合意」「効率」「公正」という言葉を使

わなかったが、この設問を設けることにより、生徒はこれらの概念を意識し、思考することがで

きた。理解させるべきは「対立」等の用語ではなく、「概念」であるが、これは設問の工夫により

達成されたと考える。 

また、授業の最後に、実際に存在する法律や条例を調べさせ、その法律・条例が、習得した概

念からどのように評価できるか、という設問を設けた。この記述からも、習得した「現代社会を

とらえる見方、考え方」をもって法律・条例を評価している様子がうかがえる。これらの記述は、

習得した概念を活用しようとしていると考えられる。 

概念の習得から活用を意識し、その方向性を基礎として工夫したワークシートを使用すること

で、習得した概念を活用させるという単元の目標を達成することができた。 

（３） ロールプレイ（役割演技）の有効性 

今回の授業では、「それぞれの立場から資料を集め、その資料に基づいて多面的・多角的に考察

する」ことはできない。架空の立場では資料を集めることができないからである。そのため、大

項目（１）中項目イの授業に関しては、「与えられた立場に基づき、意見や主張を考える」ロール

プレイとなった。与えられた条件とはいえ、そこから自らの意見や主張を考えて発表し、また他

の立場の意見を聞くという活動を通して、多面的・多角的な考察を促すことを達成することがで

きた。 

また、この単元は公民的分野の学習の初期に行う学習である。ここで、それぞれの立場に立ち、

意見や主張を考える経験は、その後に取り組む単元で「パネルディスカッション」形式にスムー

ズに取り組むよいステップとなった。 
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平成２５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 小林 誠 足立区立第十中学校長 

副会長 室木 忠雄 足立区立栗島中学校長 

副会長 境田 聡 練馬区立光が丘第一中学校長 

副会長 高山 知機 小平市立小平第五中学校長 

副会長 伊藤 聡保 世田谷区立梅丘中学校長 

副会長 高岡 麻美 東大和市立第二中学校長 

 

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 室木 忠雄 足立区立栗島中学校長 

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 

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 墨田区立吾嬬第一中学校 

委員 石坂 克己 練馬区立大泉北中学校 

委員 西田 修一 練馬区立光が丘第四中学校 

委員 寺町 敏朗 杉並区立富士見丘中学校 

委員 池田 康二 葛飾区立奥戸中学校 

委員 藤田 淳 港区立高松中学校 

委員 鈴木 拓磨 練馬区立豊玉中学校 

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 泉宮 一喜 渋谷区立笹塚中学校 

 

<歴史専門委員会> 

担当副会長 境田 聡 練馬区立光が丘第一中学校長 

担当研究副部長 入子 彰子 文京区立音羽中学校 

委員長 彦坂 好郎 練馬区立大泉中学校 

副委員長 高田 孝雄 台東区立上野中学校 

委員  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 新坂 大輔 北区立王子桜中学校 

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 

委員 

今村 吾朗 

猪  智朗 

杉並区立高円寺中学校 

文京区立茗台中学校 

委員 安倍 通孝 江東区立深川第四中学校 

委員 一刎めぐみ 港区立青山中学校 

委員 塚田 重範 墨田区立寺島中学校 

委員 来栖 佑介 中野区立第三中学校 

 

 

 

  

<公民専門委員会> 

担当副会長 高山 知機 小平市立小平第五中学校長 

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 小金井市立小金井第二中学校 

副委員長 松村 洋 杉並区立天沼中学校 

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 板橋区立高島第二中学校 

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 杉並区立向陽中学校 

委員 伊藤 賢治 江東区立第二砂町中学校 

委員 関根 賢之 町田市立鶴川中学校 
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