
県中教研社会科部研究発表

３年１組 社会科（公民的分野）学習指導案

平成２６年１０月３０日（木）

授業者 教諭 仙田真紀子

１ 単元名 わたしたちがつくる社会

２ 目標

・現代社会をとらえる見方や考え方の基礎としての、対立と合意、効率と公正などを

理解するため、身のまわりの生活と関連付けながら、意欲的に追求する。

（関心・意欲・態度）

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

きまりの意義について考える。 （思考・判断・表現）

・社会生活における物事の決定の仕方、きまりの意義、村上市の少子化対策に関する

資料などから、必要な情報を適切に読み取ることができる。 （技能）

・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、具体的な事例をもとに理解する。 （知識・理解）

３ 指導の構想

( ) 指導の構想1
これまでは、本単元で取り上げる対立と合意、効率と公正について、教科書記

述から知識として理解させていた。しかし、２１世紀型学力として挙げられる、

論理的、批判的思考能力、問題解決能力、コミュニケーション能力などから考え

ると、これまでのような教科書記述からの知識の獲得に重点を置くのではなく、

他の生徒と関わりながら思考させていく必要がある。さらに指導要領では、現代

社会をとらえる見方や考え方の基礎を身に付けるにあたって「社会生活に見られ

る具体的な事例を取り上げて考えさせていくなどの工夫が必要」としており、そ

れによって「対立」と「合意 「効率」と「公正」という考え方を理解させる」、

必要があるとしている。そのため本単元では、村上市の少子化対策を例に、他の

生徒との意見の交流から、対立から合意へ導く方法や効率と公正といった判断基

準を理解させる。

( ) 「授業ナビ」との関連2
①学び合い１０

本単元では、県中教研が策定した「学び合い１０（社会 」を、以下のように）

活用する。まず、単元の指導では、次の４項目の順に進める。

③生徒が興味・関心をもつ課題設定

⑧図・表・資料等の適切な活用

⑦考察場面の設定

⑨意見交換の場面の設定

その際、

⑤日常生活や社会との関連

④学習形態の工夫

⑥話し合いの目的やルールの明確化

の３項目に留意する。

②学び合いの種類と視点

以下に挙げる生徒の実態より、本単元では、学び合いの種類として 「教え合、

い 交流 の段階にとどめる また 学び合いの視点としては 単元で 習」、「 」 。 、 、「 」「

得」のために「小集団」活動を行う。



４ 単元の指導計画

( ) 単元観1
「対立と合意 「効率と公正」は、現行指導要領から取り入れられた、現代」、

社会をとらえる見方や考え方の基礎である。これは、現代社会における様々な問

題が、二律背反の側面をもっており、解決するためには、効率、公正の基準をも

とに、話し合いによって対立から合意へ導かなければならない。以上の考え方を

理解させるのが本単元である。指導要領では、理解させるにあたり、具体的な事

、 、例を取り上げて考えさせるとあるが 教科書等が取り上げる架空の事例ではなく

身近な問題を取り上げたいと考えた。そこで、地理で学習し、生徒も関心をもっ

ていた少子化の問題を、身近な村上市レベルで取り上げる。そして、解決策の一

つである婚活支援事業にスポットを当て、効率、公正の観点からその有効性を検

証することで、対立と合意、効率と公正の考え方を理解させたい。

「対立と合意 「効率と公正」の考え方を図示すると、以下のようになる。」、

話し合い、多数決

対立 合意

効率

妥当性の判断基準

話し合いの基準 ・手続の公正

公正 ・機会の公正

・結果の公正

( ) 生徒の実態2
男子１４人、女子１５人、計２９人である。

１学期の授業アンケートでは、

①授業が分かると答えた生徒が８８．４％

②授業で、考えながら聞いたり、自分の考えを書こうとしたりした

と答えた生徒が９６．２％

③授業に興味、関心がもてたと答えた生徒が９２．３％

という結果であった。①の「授業が分かる」については、他クラスが９０％を超

えていることから比較すると、数値がやや低い。授業中、ニュースの話題を取り

上げても反応があまりないところから、世の中についてあまり興味がない生徒が

多く、そのため理解できないところがあると考えられる。

ＮＲＴの結果も、偏差値平均で他クラスより約２ポイント低い。前述した世の

中への興味・関心の低さが学習意欲にも影響していると思われる。

この学年は、１年生の時に現行の学習指導要領に変わった学年であり、１年生

時は、地理的分野で「州を大観する」として、アフリカ州の単元で資料を自作し

てレポートを作るという学習を行った。また、２年生時は、歴史的分野で「時代

を大観する」として、教科書のイラストを基に、安土・桃山時代を文章でまとめ

るという学習を行った。日々の授業では、グラフや分布図といった資料や教科書

の読み取りに力を入れ、事象間の因果関係を捉えることに重点を置いてきた。し

かし、個人作業が中心で、話し合ったり、関わったりという活動はあまり行って

こなかった。



( ) 指導計画3
年間指導計画では、本単元は９月に実施することになっているため、以下の指

導計画の１，２時間目は、計画どおりに９月に実施した。しかし 「効率 「公、 」

正」といった見方、考え方は一朝一夕に身に付くものではないため、国の基本法

である憲法の学習を終え、政治単元に入る前に改めて具体的な事例を取り上げ、

考えさせることとした。

時 ◎ねらい ○学習内容 ・学習活動 評価規準、方法

１ ◎ルールに込められた意味と、ルールの必要性につい 知 ル ー ル に 込 め ら れ た 意 味

・ て考え、それを理解する。 と、ルールの必要性について

２ ◎ルールを考える際の見方や考え方を、自分なりに把 理解している。

握する。 知ルールを考える際には、効

○ワークシートを利用し、教科書の内容を理解する。 率と公正にもとづいた見方や

・なぜルールが必要かを教科書から読み取る。 考え方が必要であることに気

・ルールを考えていく上で大切なことは何かを教科 づいている。

書から読み取る。

３ ◎村上市の少子化の現状とその対策について理解す 関ワークシートの課題に熱心

る。 に取り組んだ。

○村上市の少子化 資村上市の人口についてまと

・ 村上市の人口ピラミッド から特徴を読み取る めることができた。「 」 。

１－１－（３）・ 村上市出生数の推移」の変化を読み取る。 ワークシート「

○村上市の少子化対策 思具体的な対策がどのように

・村上市人口減少問題対策「チャレンジプラン」よ 人口増に結びつくのかを考

り、どのような対策をとろうとしているのかを読 え、書くことができる。

み取る。 ワ１－２

４ ◎「村上市婚活支援事業補助金」の目的を理解し、ど 関ワークシートの課題に熱心

のような視点から計画された事業が良いのかを考え に取り組んだ。

る。

○村上市の少子化対策 資資料から必要な情報を読み

・ 村上市婚活支援事業補助金 の目的を読み取る 取ることができた。「 」 。

○支援事業を審査する際のチェックポイントを考え ワ２－１

る。 思審査する際のチェックポイ

・ 村上市婚活支援事業補助金」の目的を達成する ントを考えることができ「

ためには、どのような視点から計画された事業が た。

良いのかを考える。 ワ２－２

・考えた視点が、効率、公正の考え方であることを 知効率と公正の考え方を理解

知る。 する。

５ ◎提出された５つのプランを、効率、公正の観点から 関自分の考えをもとに、話し

検討し、最も良いプランを選ぶことで、効率と公正 合いに参加した。

本 の考え方を理解する。

時 ○５つのプランを各自検討する。

・前時に考えたチェックポイントを手がかりに、効

率と公正の見方で考える。 思最も良いプランを選び、理

○班員の考えをまとめ、班として最も良いと思われる 由を書けた。

プランの決定を行う。 ホワイトボード

・班員の検討結果を集約し、話し合って、どのプラ

ンが最も良いかを決定する。 思効率と公正の考え方を理解

・ワークシートに他の生徒の考えを赤で記入する。 した。

○振り返り 振り返り用紙

・改めて、どのプランがいいかを考える。



５ 本時の計画

( ) 本時のねらい1
・５つのプランについて効率と公正の観点から検討することを通して、効率と公

正の考え方を実感を伴って理解する。

・５つのプランを自分なりに検討してワークシートに書き、班員の考えや他の班

の考えを聞くことで、様々な見方があることに気づく。

( ) 手だて2
①効率と公正の考え方を理解し、習得させるための交流の工夫

・自分なりの検討結果をワークシートに書かせてから話し合いを行う。

→自分の考えを発表しやすい。自他の考えを比較できる。

②自分の考えと比較しながら「聞き 、関連づけて「書く」活動のための工夫」

・前時のチェックポイントを掲示する。

→効率と公正の考え方の具体的な視点が分かり、自分なりの検討結果をワー

クシートに書くことができる。

( ) 本時の展開3

学習活動 ◎教師の働きかけ○生徒の活動・生徒の反応 評価、方法

導入 前時の確認 ◎前時で作ったチェックポイントの確認

本時の目標と ◎本時はチェックポイントをもとに５つのプ

流れ ランの審査を行うことを伝える。

５分 ◎ワークシートの配付

展開 ５つのプラン

の審査 「村上市婚活支援事業補助金」に応募し

（個人） てきた５つのプランについて、効率と公

１５分 正の見方から良いか悪いかを判断し、そ

の理由を書き出そう。

◎書き方の説明をする。

○５つのプランについて、効率と公正の見方 関効率と公正の見方

から、良いか悪いかを考え、その理由を記 から良いか悪いか

入する。 を記入できた。

・５効率－市内散策はお金がかからない。 ワークシート

・４効率－市内カフェを使えば、町が賑や

かになる。

・３公正－スポーツが苦手な人は参加しに

くい。

・１公正－汐見荘を使うことで汐見荘だけ

が儲かる。

班員の考えの

集約 班として、どのプランが最も良いかを考

えよう。

班として最も ◎班に２枚ホワイトボードを渡し、大きい方

良いと思われ に班員の効率、公正の観点からの検討結果

るプランの決 をすべて書くように指示する。

定 ◎班として、最も良いと思うプランを決め、

（班） 結果と理由を小さいホワイトボードに書く

１５分 よう指示する。



○順に自分の考えを発表する。 思他の生徒と話し合

○効率、公正の面からの理由を総合して、最 って、どのプラン

。も良いと思うプランを決定する。 がよいかを決めた

○記録担当は、ホワイトボードにまとめて書 話し合い

く。 知自分とは違う考え

◎ホワイトボードを提出させる。 方に気づいた。

ワークシート

発表 ◎大きいホワイトボードを黒板に掲示する。 思最も良いプランをまとめ

まとめ ○小さいホワイトボードを使って、最も良い 選び、理由を書け

と思われるプランとその理由を発表する。 た。

◎各班の違いを明らかにする。 知思効率と公正の考

。振り返り ◎振り返り用紙を配付する。 え方を理解した

１５分 ○改めて、どのプランが良いかを考える。 振り返り用紙

( ) 本時の評価4
・前時のチェックポイントをもとに、５つのプランについて効率と公正の観点か

ら検討することができたか。

・最も良いプランを選び、理由を書くことができたか。

・自分の考えをもとに、班での話し合いに参加できたか。

・効率と公正の考え方を理解したか。





















県中教研社会科研究会（下越）アンケート（平成 26 年 10 月 31 日）32 名参加 

※アンケート回収 17 名 

（１）勤務先 ①郡市中学校 １４ ②郡市外中学校 ３ ③小学校・その他 

（２）公開授業 ①とてもよい １０ ②よい ６ ③少し改善が必要 １ 

（３）分科会・全体会 ①大変参考になった １２ ②参考になった ５  

 

（４）意見・感想 

〇興味を引き付ける取り組みやすい課題であり、意見を出しやすいものであった。 

〇多面的・多角的なとらえをもたせる資料が、どう効果的に準備・提示できるかが必要と

考えた。 

〇今後の授業実践にとても参考となる研究会でした。 

〇授業を考える上でとても参考になった。 

〇指導や説明がとても分かりやすく今後の授業の参考にしたい。 

〇「社会科にとっての学び合い」が協議会のテーマに出されて考えさせられた。 

〇題材設定、課題設定の大切さを改めて感じさせられた。 

〇生徒がしっかり顔を上げて、先生が他の意見をしっかり「聞いて」いる姿が、とても素

晴らしいと思いました。 

〇他の意見を聞いたうえで、まとめたり、話し合ったりして、考えを深めていたと思う。 

〇効率と公正を真正面から取り組み、教材開発された先生に敬意を表します。 

〇最近の授業では、「効率」が重視されすぎないでしょうか。本時は「効率」と「公正」の

バランスがとれた優れた授業だったと思います。 

〇公開授業も協議会も有意義で、大変参考になりました。 

〇本単元「効率と公正」を選んだことは大変意義があったと思います。 




















