
平成２７・２８年度 新潟県中学校教育研究会指定

社会科教育研究発表会

研 究 主 題

学び合いを通して、自分の考えを再構成する生徒の育成

【期 日】 平成２８年１１月１０日（木）

【会 場】 新発田市立佐々木中学校

【日 程】
13:10 13:40 14:30 14:45 16:30 16:40

受付 授業公開 移動 全体会・授業協議会・指導 閉会

（美術室） （図書室）

【公開授業】 １３：４０～１４：３０ 会場：美術室（３Ｆ）

授 業 者 学 級 領 域 単 元 名

田中 正朗 ３年Ａ組 公民的分野 現代の民主政治と社会

新潟県中学校教育研究会



【全 体 会】 １４：４５～１５：００ 会場：図書室（２Ｆ）

進行：新発田市立川東中学校 教諭 須貝 則明

＜次 第＞

（１）開会の挨拶（来賓紹介を含む）

新発田市立佐々木中学校（会場校）校長 山﨑 智史

（２）研究の概要

新発田市立七葉中学校（研究推進責任者）教諭 神田 武

【授業協議会】 １５：００～１６：４０ 会場：図書室（２Ｆ）

進行：新発田市立川東中学校 教諭 須貝 則明

＜次 第＞

（１）質疑応答（授業説明を含む）

新発田市立佐々木中学校 教諭 田中 正朗

（２）グループ協議

協議題

「身に付けさせたい力を付けるための手立ては有効であったか。」

※ご参会の皆様から付箋にご記入いただき、模造紙に貼りながら意見交換を行います。

（３）グループからの発表

（４）ご指導

下越教育事務所 学校支援第２課 指導主事 若林 靖人 様

（５）閉会の挨拶

新発田市立加治川中学校（新発田市中教研顧問）校長 土屋 和也

（６）諸連絡



研究の概要

１ 研究主題 学び合いを通して、自分の考えを再構成する生徒の育成

２ めざす生徒の姿 ○根拠をもとに自分の考えを説明できる生徒

○自分の考えを多面的・多角的に検討し、修正・深化することができる生徒

３ 主題設定の理由

地区全体の学校で取り組むことを基本方針とし、各校の研究主題を踏まえて、社会科で目指す学び

合う生徒の姿、身に付けさせたい力を具体化するためのファシリテーションを行った。その中で、単

に「自分の考え、意見をもつ」だけでなく、『学び合い、かかわり合い』を通して「自分の考えを広

げたり、深めたりする」ことが大切であると確認した。

社会科で「自分の考えを深める」ためには、社会的事象が多面的であることを理解し、多角的に考

察することが必要である。この多面的・多角的に考察するには、小集団での「交流（拡散的）」の学

び合い、「検討（収束的）」の学び合いが有効であると考え、昨年度（１年目）の研究主題を「学び

合いを通して、自分の考えを深める授業」と設定した。 しかし、実際に研究を進める中で、ファシ

リテーションの形式にとらわれすぎ、活動ありきの授業になる傾向が見られた。そのため、「自分の

考えを深める授業」で育てたい生徒の姿を明確にすることが不可欠であると考え、プレ授業等で共通

して実践することとした。

以上のことから、今年度（２年目）については、めざす生徒の姿を「根拠をもとに自分の考えを説

明できる生徒」、「自分の考えを多面的・多角的に検討し、修正・深化することができる生徒」とし、

研究主題を「学び合いを通して、自分の考えを再構成する生徒の育成」と設定した。

４ 研究の方法と内容

研究推進委員会は、市内すべて 10 校から研究推進委員を選出して組織した。昨年度は、２回の授
業公開を含む６回の研究推進委員会を行った。

今年度は、10 校を３～４校の３グループに分け、それぞれのグループごとに単元構想シート及び
指導案の事前検討会と授業公開及び協議会の２回の部会を開催した。研究推進委員は原則全ての部会

に参加することとして、市内すべての社会科部員で研究を進めてきた。これまで３回の授業公開を含

め９回の研究推進委員会を行ってきた。

「社会 学び合い 10」のうち、特に、以下の項目を重点として取り組んできた。

＜手立て１：単元構成の工夫＞

○学び合い 10 ②単元構想シート等の活用

・生徒の理解や認識の状態を把握し、単元レベルで目標や指導計画を立てる。

一時間の授業でファシリテーションの基本プロセスである「拡散」と「収束」の両方を行うこと

は難しい。単元のねらいは何か、単元の流れはよいか、生徒の実態を踏まえた適切な学習課題か、

本時の指導は単元の中でどのような位置付けかなどの指導計画を、単元構想シートでまとめておく

ことが大切である。単元によっては、「拡散」で一時間、「収束」で一時間の学習活動が必要なこ

ともある。グループごとでの単元構想シートの事前検討会で研修を深めてきた。

＜手立て２：生徒の学ぶ意欲を高める課題の工夫＞

○学び合い 10 ③生徒が興味・関心をもつ課題設定

・生徒が好奇心をもったり、学習意欲が高まったりするような課題を設定する。



生徒が自分の考えをもったり、多面的・多角的に検討したりするためには、学ぶ意欲を高める課

題の工夫が必要である。生徒にとって少しでも「切実感」 や「当事者意識」がもてる学習課題を

設定するように工夫した。

新発田市では、すべての学校に学級数分の新聞が毎日配布されている。ＮＩＥ活動の実践校の取

組も参考に、学び合い 10 ⑤日常生活や社会との関連：生活とかかわらせたり、ニュースなどを活
用したりして授業を進めたいと考えている。

＜手立て３：学び合いの学習活動の工夫＞

○学び合い 10の⑦ 考察場面の設定

・根拠をもとに多角的に考察し、様々な方法で表現する場を設定する。

○学び合い 10の⑧ 図・表・資料等の適切な活用

・図・表・資料などを適切に読み取り、事実にもとづいて自分の考えを表現する活動の充実

を図る。

○学び合い 10の⑨ 意見交換の場面の設定

・学び合い 10の⑧との関連を図りながら、他の意見を聞き、自分の考えを深めさせる。

学び合いの学習活動の充実は、生徒が自分の考えを再構成する大切な場面である。本研究では「可

視化」と「三角ロジック（トゥールミンモデル）」の実践を積み重ねてきた。

（１）可視化について

生徒が最初にどのように考えていたか、学び合いを通してどのように自分の考えを修正・深化さ

せて再構成したかが分かるように「可視化」を意識して学び合いを進めてきた。

最初の「個」の場面では、資料をていねいに読み取らせ、根拠に基づいて自分の考えをもたせる。

「拡散」の前に、生徒の考えを分類・整理する。それをネームプレート等で表示することで、一人

一人の生徒の考えを「可視化」し、学習活動を活性化することができた。

また、「拡散」や「収束」の場面では、同じ考えの生徒同士のグループ、異なる考えの生徒が混

在するグループなど、さまざまな考えに触れられるように、グループ分けを工夫することが有効で

あった。活動中は、ワークシートや付箋、ホワイトボードの活用を工夫し、生徒の考えが「可視化」

できるようにした。「収束」から「個」の場面では、新たな気づきと自分の考えを検討し、最終的

な自分の考えを結論づけさせた。ネームプレートの移動やワークシートの記入で生徒の考えの再構

成（＝修正・深化、変容）が「可視化」できるように工夫した。

（２）三角ロジックについて

生徒の発言や意見の中には、直感的、感情的なものも多い。学び合いの学習活動を充実させるた

めには、自分の考えの根拠は何かを明確にさせることが大切である。本研究では、「三角ロジック」

の実践を試みた。

「三角ロジック」は、国語の教科書にも例示されている「主張」と「事実」と「理由付け」の３

つを区別し、この３点を意識して考える思考法である。

根拠のある自分の考え（＝主張）をもつためには、事実

をしっかりと把握することが基となる。多様な資料の準備

主 張 が必要であるが、生徒に何を考えさせたいかを明確にして

資料選定を行いたい。

事実認識が違えば、主張が異なることが多い。しかし、

事実認識は同じでも理由付けが違えば、主張が異なること

事 実 理由付け もある。「拡散」、「収束」の学び合いでは、それぞれの考

え（＝主張）とその根拠（＝事実と理由付け）を意識した

根 拠 話し合いを行うことで、さまざまな考えに触れることがで

きると考えた。



＜めざす生徒の姿を育成するための指導の流れ＞

＜②単元構想シート等の活用＞

③生徒が興味・関心をもつ課題設定

個 ⑧図・表・資料等の適切な活用

⑦考察場面の設定

○根拠をもとに自分の考えを説明できる生徒

拡 ⑦考察場面の設定

散 ⑧図・表・資料等の適切な活用

⑨意見交換の場面の設定

○自分の考えを多面的・多

角的に検討し、修正・深

⑨意見交換の場面の設定 化することができる生徒

収 ⑧図・表・資料等の適切な活用

束 ⑦考察場面の設定

○根拠をもとに自分の考えを説明できる生徒

⑦考察場面の設定

個 ⑩評価・振り返り

・自己の考えを結論づける生徒

５ 今年度の主な研究経過

○ ４月２０日（水） 市中教研一斉部会

・３グループ分け、公開授業計画作成

○ ６月１３日（月） 第１回研究推進委員会 兼 Ｂグループ研修会

・新発田市立東中学校 指導構想シート、指導案の事前検討

○ ７月 ６日（水） 第２回研究推進委員会 兼 Ａグループ研修会

・新発田市立紫雲寺中学校 指導構想シート、指導案の事前検討

○ ７月 ８日（金） 第３回研究推進委員会 兼 Ｂグループ研修会

・新発田市立東中学校 公開授業、協議会

単元名「中国・四国地方」（地理的分野）

指導者：鈴木 理歩 教諭

○ ７月１５日（金） 第４回研究推進委員会 兼 Ａグループ研修会

・新発田市立紫雲寺中学校 公開授業、協議会

単元名「九州地方」（地理的分野）

指導者：海藤 芳樹 教諭

○ ８月２３日（火） 第５回研究推進委員会 兼 Ｃグループ研修会

・新発田市立本丸中学校 指導構想シート、指導案の事前検討



○ ９月１３日（火） 第６回研究推進委員会

・新発田市立佐々木中学校 指導構想シート、指導案の事前検討（１）

○１０月１２日（水） 第７回研究推進委員会 兼 Ｃグループ研修会

・新発田市立本丸中学校 公開授業

単元名「天下泰平の世の中」（歴史的分野）

指導者：大矢 亮 教諭

・新発田市立佐々木中学校 指導構想シート、指導案の事前検討（２）

○１０月２５日（火） 第８回研究推進委員会

・新発田市立佐々木中学校 指導構想シート、指導案の事前検討（３）

６ 成果

（１）ファシリテーションの基本プロセスで「学び合い」を進めると、生徒は自分の考えを多角的に

検討して学習を進めることができる。

・単元構想シートを活用して、単元全体の構成を考える。

（２）意見交換の場面では、「可視化」、「学習形態の工夫」が重要である。

・「可視化」によって、学習活動が活性化する。

・同じ意見のグループ、異なる考えが混在するグループなど、さまざまな考えに触れることが

できるグループ分けを工夫し、話し合いを設定する。

（３）考察場面では、「三角ロジック」などのツールが有効である。

（４）市中教研全体として研究を深めることができた。

・今後求められる授業改善の方向性を理解し、授業実践することができた。

７ 研究組織

役 職 所 属・職 名 氏 名

指導者 下越教育事務所・指導主事 若林 靖人

市中教研顧問 新発田市立加治川中学校・校長 土屋 和也

研究推進責任者 新発田市立七葉中学校・教諭 神田 武

会場校責任者 新発田市立佐々木中学校・教諭 田中 正朗

新発田市立川東中学校・教諭 須貝 則明

新発田市立東中学校・教諭 安達 章子

新発田市立本丸中学校・教諭 大矢 亮

研究推進委員 新発田市立第一中学校・教諭 中村佳代子

新発田市立猿橋中学校・教諭 恩田 久雄

新発田市立紫雲寺中学校・教諭 本間 誠道

新発田市立豊浦中学校・教諭 大山 剛

新発田市立加治川中学校・教諭 淺香有紀子

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ

新発田市立佐々木中学校 新発田市立川東中学校 新発田市立七葉中学校

新発田市立紫雲寺中学校 新発田市立東中学校 新発田市立本丸中学校

新発田市立猿橋中学校 新発田市立第一中学校 新発田市立加治川中学校

新発田市立豊浦中学校



３年Ａ組
授業（単元）構想シート

社 会

教科・領域 年組

田中 正朗

授業者

学び合いを通して、自分の考えを再構成する生徒の育成

①研究主題

・根拠をもとに自分の考えを説明できる生徒

・自分の考えを多面的・多角的に検討し、修

正・深化することができる生徒

③現状

・授業において積極的に自分の考えを発表で

きる生徒は一部であり、あまり積極的に参加

せず、他に任せてしまう生徒も多い。

②めざす生徒の姿

③生徒が興味・関心をもつ課題設定

⑦考察場面の設定

⑨意見交換の場面の設定

適切かつわかりやすい課題を設定し、自分の

考えをまとめる時間を十分に確保すること

で、話し合いに参加する準備を整えて、意見

交換を行わせる。

④解決の手だて（学び合い１０から）

問題

⑦単元のながれ

現代の民主政治

民主主義と政治

・議会制民主主義とはどのような政治

形態かを調べ、ノートにまとめる。

政治参加と選挙①

・日本の選挙制度について、その特色

を調べて用語を使ってノートにまとめ

る。

政治参加と選挙②

・若者が投票に行かない理由、投票に

行かないデメリットについて考える。

政治参加と選挙③

・投票率向上の方策、選挙の棄権に対

しての罰則について考える。

政治参加と選挙④

・選挙の棄権に対する罰則について比

較・検討する。

政党と政治

・政党とその党首を調べ、政党の特色

を比べて自分の言葉でノートにまとめ

る。

マスメディアと世論

・マスメディアが政治とどう関わって

いるかを調べ、その重要性をノートに

まとめる。

⑤単元 ⑥単元のねらい

・選挙の意義について考えることで、民主政治を推進するためには、国民の

政治参加が大切であることに気づかせる。

・選挙の棄権に対して罰則を設けるべきかどうかを検討

することを通して、今後の政治参加への意志を持つこと

ができる。

⑧本時のねらい

⑨本時の流れ

＜流れ＞ ＜ 論点（学習活動）＞

選挙の棄権に対して罰則を与えるべきかどう

かについて個で考えをまとめる。（２次③）

それぞれの考えを班内でまとめ、発表する。

他の意見に対する反論を考え、

討論によって考えを深める。

最終的な自分の考えを、

ワークシートにまとめる。

個

拡 散

収 束

個



３年Ａ組 社会科学習指導案

平成２８年１１月１０日（木）
指導者 教諭 田中 正朗

○研究主題 「学び合いを通して、自分の考えを再構成する生徒の育成」

１ 単元名 「現代の民主政治と社会」 小単元名 現代の民主政治

２ 小単元の目標と評価規準

（１）目標
・選挙の意義について考えることで、民主政治を推進するためには、国民の政治参加が大切であること
に気づかせる。

（２）評価規準
〔社会的事象への関心・意欲・態度〕
・国における現実の政治に対する関心を高め、将来国政に参加する公民として、民主的な政治と政
治参加の方法について考えようとしている。

〔社会的な思考・判断・表現〕
・選挙は、主権を持つ国民の意思を政治に反映させるための主要な方法であることをふまえ、良識
ある主権者として主体的に政治に参加することの意義について多面的・多角的に考察し、その過
程や結果を適切に表現している。

〔資料活用の技能〕
・民主主義と選挙、政党政治、メディアリテラシーなどについての資料の中から、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。

〔社会的事象についての知識・理解〕
・多数決の原理や、選挙の意義、政党政治の仕組みや役割などについて理解し、その知識を身につ
けている。

３ 指導計画（全７時間 本時５／７時間）

時 主な学習活動 評価規準

１ 民主主義と政治 議会制民主主義の仕組みについての知識を身に付
次 ・議会制民主主義とはどのような政治形態か けている。

を調べノートにまとめる。 〔知識・理解〕

２ 政治参加と選挙① 日本の選挙制度の長所や短所についてまとめ、選
次 ・日本の選挙制度について、その特色を調べ 挙の意義と日本の選挙制度のしくみを正しく理解

て用語を使ってノートにまとめる。 し、その知識を身に付けている。 〔知識・理解〕

政治参加と選挙② 投票率が低い原因について、自分なりに考えたこ
・若者が投票に行かない理由、投票に行かな とを説明することができる。
いことのデメリットについて考える。 〔思考・判断・表現〕

政治参加と選挙③ 資料をもとに、選挙の棄権に対して罰則を与える
・投票率向上の方策、選挙の棄権に対しての べきかどうかを考察し、考えをまとめる事ができ
罰則について考える。 る。 〔技能〕

政治参加と選挙④（本時） よりよい形での政治参加のために、どのような方
・選挙の棄権に対する罰則について比較・検 法が適するかを考え、根拠もあわせて説明するこ
討する。 とができる。 〔思考・判断・表現〕



３ 政党と政治 衆議院と参議院に占める政党別の議員数をふまえ
次 ・政党とその党首を調べ、政党の特色を比べ た上で、それぞれの公約やマニフェストについて

自分の言葉でノートにまとめる。 意欲的に調べようとしている。
〔関心・意欲・態度〕

４ マスメディアと世論 マスメディアの重要性を知り、情報を効果的に活
次 ・マスメディアが政治とどう関わっているか 用しながら政治参加への意欲を高めようとしてい

を調べ、その重要性をノートにまとめる。 る。 〔関心・意欲・態度〕

※各評価は、生徒の授業プリント、ノート等で見取る。

４ 小単元の構想と生徒の実態
（１）小単元の構想
この小単元では、民主政治の基本となる考え方と、そのしくみを生徒に理解させることをねらいとして

いる。言い換えれば、憲法における国民主権の概念を理解させることが主なテーマである。国民主権を理
解するためには、国民によって選ばれた代表者によって国が治められるという、議会制民主主義のしくみ
を把握する必要がある。一方で、政治のしくみだけの理解ではなく、主権者として国や地方公共団体の政
治にどのように参加するのかについても、同時に考えさせていく必要がある。
議会制民主主義については「選挙制度」などを通じて理解を深めさせたい。また、主権者としての政治

参加については、「選挙の課題」、「政党」、「世論」の学習を通じて理解させることができる。また、今年 2016
年の参議院議員選挙からは選挙権が１８歳となったことにも留意し、国民の政治参加や社会参画への考察
を深めさせたい。
２次①までは、議会制民主主義のしくみ、選挙の意義や日本の選挙制度についての学習を進めてきた。

２次②ではこれらの学習で得た知識をベースにして、若者が投票に行かない理由を考えさせる。これを受
けて２次③では、投票率向上の方策を考えさせる。そして本時は投票率向上のために選挙の棄権に対して
罰則を設けることの是非を様々な角度から考えさせたい。
政治に関する単元、「現代の民主政治と社会」の終了後、振り返りとして「若者の投票率を上げるため

に」という主題で作文を書かせ、授業で学んだことの総まとめとする。できあがったらそれを新聞に投書
してみる。採用されて掲載されれば、大きな自信と今後への意欲につながるものと思われる。

（２）生徒の実態（男子１０名 女子１４名 計２４名）
比較的学習への意欲が高い生徒が多い。地理、歴史を終えてこの２学期から公民の学習に入ったが、テ

レビのニュースで見たり聞いたりした事例が授業に出てくることが多いため、生徒は身近なものとして感
じているようである。
男女の仲は良く、共に活動する場面においては協力し合いながら課題に取り組むことができる。授業に

も比較的落ち着いて臨んでおり、全体に説明する場面では、静かに集中して話を聞くことができる。授業
において積極的に自分の考えを発表したり、物怖じせずに疑問点を質問したりすることができる生徒はあ
まりおらず、発表場面においては尻込みして自分の考えを言えない生徒が多い。
少人数のグループ活動の場面では、比較的活発に話し合いができる。積極的に自分の考えを述べること

のできる生徒がいる一方で、あまり積極的に参加せず、他に任せてしまう生徒もいる。

５ 研究テーマ具現のための手だて
（１）生徒に身に付けさせたい力

・課題について根拠をもとに多面的･多角的に考え、話し合い、自分の考えを再構成する力。

（２）目指す生徒像

・選挙についての話し合いを通して、自己の考えを広げたり深めたりする生徒。

（３）身に付けさせたい力をつけるための主な手だて
① 課題の工夫
・２次②では、今年、平成２８年７月に行われた参議院議員総選挙の年齢別投票率のグラフを提示
し、気付いたことを挙げさせることで興味･関心を持たせる。その中でも特に若者の投票率の低
さに着目させる。既習事項・既有知識を用いて「選挙において若者が投票に行かない理由を考え
る」という課題に取り組ませる。２次①で学習した選挙の意義、すなわち「選挙は、国民が政治
に参加する最も重要な機会であり、政治の方向性を決める上で大切な意味をもっている」という



点を確認しつつ、投票することの大切さを理解させたい。
・２次③は、２次②での話し合いの結果をふまえ、「選挙において投票率を向上させる方策を考え
る」という課題を設定する。その際に生徒から出てくるであろう意見、「棄権に対する罰則」に
ついて取り上げ、その是非を個人で考えさせることで次時につなげる。

・本時２次④は、前時で個々にまとめた意見をもとに、「選挙の棄権に対し、罰則を設けるべきか
どうかを検討する」という課題に取り組ませる。こうして一連の流れで課題を設定することで、
学習内容を自然に受入れ、取り組みやすい状況をつくる。

② 話し合いの場の工夫
・２次②では、１０歳代、２０歳代の若者はどうして投票に行かないのかを個々に考えさせ、付箋
に記入させる。次の班内での話し合いに、自分の考えを持ってのぞませるためである。その際に
は、心情や状況など様々な面から考えるようにアドバイスし、多角的な意見を出させる。また、
出た発言は基本的にすべて認め、自信をもって発言できるようにする。

・２次③では、各班ごとに班長が司会をして、若者の投票率を上げるための方法について、個々の
生徒が考えた意見を発表させ、それぞれの付箋をホワイトボードでまとめていく。単に出た意見
を列挙するのではなく、班内で出た意見を検討して付け足しや修正を加えながら、自分たちの班
の考える方策をまとめて発表させる。

・本時２次④では、選挙の棄権に対し罰則を設けるべきかどうかを軸にして、どんな選挙制度が理
想なのかを前時のうちに個々に考えさせる。その際三角ロジックを利用して理想とする制度を可
視化して整理し、明確な自分の考えを持って本時の話し合いにのぞませる。その際、自他がどの
ように問題をとらえているかが明確になるように、現状のそれぞれの考えを黒板に示す。意見が
変わった場合はネームプレートを動かすことで、変容が見取れるようにする。また、自己の意見
の根拠をなるべくたくさん出させるように留意し、質より量を重視する。また、他の意見に対す
る反論や、自分の意見への反論に対する意見も十分に考えさせることで、自他の考えを見つめ直
させる。その上でどの立場が最も望ましいかを再考して、自己の考えを結論づけることで考えを
深めさせたい。

※三角ロジック：「主張」と「事実」と「理由づけ」の３つを区別し、この３点を意識して考える方法。
「主張」･･････何をどうしたらよいか、何をどう考えるべきか、といった判断や考えを伝える文。
「事実」･･････実際に起こったできごとや、様々な調査などから得られた数値（データ）。
「理由づけ」･･「事実」と「主張」の間をつなぐ考え。

根拠 根拠

③ 振り返りの工夫
・２次②～④の振り返りでは、

○ 授業を振り返って新しく分かったことを確認する。
○ 授業の内容を受けて、選挙の棄権に対する罰則の是非を考える。
○ 選挙の棄権に対する罰則の是非について、検討結果を踏まえて最終的な自分の意見を書く。

②～④の３時間の授業を通じての感想を書く
ことにそれぞれ取り組ませ、ワークシート等でそれぞれの考えを見取る。また投票に行くことの
意義が十分に浸透したかどうかを確認するため、１８歳になったら投票に行くかどうかも理由と
あわせて書かせる。時間に余裕があれば生徒が書いたものの中からいくつかを全体の前で発表す
る。

主張

試合を中止すべきだ

主張

試合を続行すべきだ

事実

雨の中、ずぶ濡

れで試合を見てい

る観客がいる

理由付け

観客の健康に配慮

すべきだから

事実

雨の中、ずぶ濡

れで試合を見てい

る観客がいる

理由付け

試合を見たいとい

う気持ちに応える

べきだから

例



（４）２次②の展開

時間 学習内容と教師の働きかけ 予想される生徒の反応 ○留意点 ●評価

10 ・班の隊形を作る
分 ・選挙における年齢別投票率のグラフ ①６０歳代の投票率が高い。 ○「１０・２０歳代

から、現状を読み取る。 ②若い人の投票率が低い。 の投票率が低い」と
③２０歳代の投票率が特に低 いう点に注目させる。
い。 ●グラフの示す内容
④全体の投票率も低い。 を正しく読み取るこ
⑤７４歳までは、年齢が上がる とができる。〔技能〕
につれて投票率も上がる。
⑥１０歳代の投票率は、やや
高い。

＜課題の工夫＞

25 ＜話し合いの場の工夫＞
分 ・若者が投票に行かない理由を考える。 ①投票に行くより、遊びに行く ○ホワイトボードを

（付箋に記入させる） 人の方が多いから。 使用する
②面倒だし、あまり関心がない ○心情や状況など様
から。 々な面から考えるよ
③投票したくなるような候補者 うにアドバイスし、
がいないから。 多角的な意見を出さ
④どの候補者も同じようなこと せる。

・班内で投票に行かない理由を発表し を言って違いが分からないか ○生徒の発言をすべ
あい、同じような意見をまとめる。 ら。 て認める。
（１０分後に各班ごとに答えさせる） ⑤政治のことがよく分からない ○他の意見を聞いた

から。 上で、さらに新しい
⑥自分１人が投票しても、投票 理由も考えるよう指
しなくても同じだと思うから。 示する。
⑦当日用事・仕事があったか ●若者の投票率が低
ら。 い原因について、自

分なりに考えたこと
・発表後、実際の投票に行かなかった を説明することがで
理由のアンケートの結果を示し、実態 きる。
を把握させる。 〔思考・判断・表現〕

10 ・選挙権獲得の歴史的背景と投票に行 ①選挙権獲得までは多くの苦難 ○２次①で学習した
分 かないことのデメリットについて触れ があったことがわかった。 「選挙の意義」に触

る。 ②選挙で投票に行かないと損 れる。
○投票に行かないと、若者の声が政治 だ。 ○投票することは民
に活かされない。 ③自分の意見を政治に反映させ 主主義の大前提であ
○自分の考えに合わない政治が行われ るには投票した方が良い。 ることをおさえる。
るかも知れない。 ④１８歳になったら自分は投票

に行きたい。

５ ＜振り返りの工夫＞
分 ①自分の考えが、政治に活かさ ●本時の学習内容を

れなくなる。 理解し、それをもと
②一部の人の考えで政治が行わ に投票率が低いこと
れる の問題点について、

・本時を振り返って、投票率が低いこ 自分なりの考えを書
との問題点を書く。 くことができる。

〔知識・理解〕

グラフを見て気づいたことを発表し

よう。

１０・２０歳代の若者はどうして投

票に行かないのかを考えよう。

課題：選挙において若者が投票に行かない理由を考える。

選挙の投票率が低いと何が問題なの

か、自分の言葉で書いてみよう。



（５）２次③の展開

時間 学習内容と教師の働きかけ 予想される生徒の反応 ○留意点 ●評価

５ ・前時に考えた「若者が投票に行かな ①面倒 ②無関心
分 い理由」と「投票に行かないことのデ ③わからない ④変わらない

メリット」を再度確認する。
①考えが活かされない
②一部の考えで政治が行われ

＜課題の工夫＞ る。

20 ＜話し合いの場の工夫＞
分 ①投票日、投票時間や投票所を ○ホワイトボードを

増やす。 使用する
②インターネットや携帯電話で ○１人１つは意見を
投票できるようにする。 出すように指導する。

（付箋に記入させる） ③投票にこない家の人に、係が ○意見の質よりも量
・班内で意見を出しあい、同じような 訪問して投票してもらう。 を出すことを第一に
意見をまとめて発表する。 ④投票しない人から罰金をと 考えさせる。

り、逆に投票した人には景品や
特典を与える。 ●多面的な角度から
⑤選挙の大切さをもっと CM等 考えて意見を出すこ
で訴え、政治に興味を持てるよ とができる。

・実際に行われている方策を説明す うにする。 〔思考・判断・表現〕
る。（1997年の公職選挙法改正） ⑥候補者が若者の意見にもっと
○投票時間が２時間延長された。 耳を傾けるようにする。
○不在者投票の条件が緩和された。
○投票を義務化し、棄権に対して罰則
を設けている国もある。

25 ＜振り返りの工夫＞ ①投票しないと罰金を取られた ○罰則なしでも投票
分 ・他国の選挙制度と投票率を紹介し、 り、投獄される国があるのは驚 率が高い国の現状に

振り返りとして「投票率を向上させる いた。 ついて触れる。
ため、選挙の棄権に対して罰則を与え ②日本は他国より厳しくないの （ベトナムの代理投
ること」の是非を考え、次時の話し合 ではないか。 票の横行、ラオスの
いの準備とする。 ③投票が義務化されている国が 長期にわたる内戦、

あるとは知らなかった。 ルワンダの内戦によ
④投票率９９％は驚異的 る虐殺・独裁、北欧

諸国の福祉政策・選
①罰則を設けた方が、投票率が 挙教育など）

・理由を明記して各自ワークシートに 高くなるので、賛成。 ○三角ロジックを用
書いてまとめる。 ②罰則を設けることは、自由の いて、自分の考えを
・次時に話し合いにより、検討するこ 侵害になるので反対。 整理する。
とを知らせる。 ③強制的でも、投票率が上がる ○理由をなるべくた

ことを優先した方がいいので賛 くさん考えるように
成。 指導する。
④罰則なしでも、投票に行く意 ○日本の投票率は、
思を高めていくことが重要なの 主要国の中では中位
で反対。 程度であることにも

触れる。
●資料をもとに、選
挙の棄権に対して罰
則を与えるべきかど
うかを考察し、考え
をまとめる事ができ
る。 〔技能〕

選挙の棄権に対し、罰則を設けるべ

きかどうか考えよう。

課題：選挙において投票率を向上させる方策を考える。

投票率を向上させるための方策を考

えよう。

個



６ 本時
（１）本時のねらい

・選挙の棄権に対して罰則を設けるべきかどうかを検討することを通して、今後の政治参加への意志
を持つことができる。

（２）２次④の展開（本時）

時間 学習内容と教師の働きかけ 予想される生徒の反応 ○留意点 ●評価

５ ・前時に書いた「選挙の棄権に対して
分 罰則を設けるべきかどうか」について

のクラス全員の考えを黒板に示し、課
題を提示する。

＜課題の工夫＞

・
本時の流れを説明する。
○同意見のグループで考えをまとめる
○グループごとに発表
○違う意見への反論を考える
○意見交換
○振り返り

＜話し合いの場の工夫＞
10 ①罰則を設けた方がよい。 ○ホワイトボードを
分 ・多くの人が投票に行くことは 用いて、グループご

よいことだし、罰則があった とに考えを整理する。
方が投票率が高くなる。

・同じ考えの生徒同士のグループをつ ・罰則により、政治的無関心者
くり、前時に書いた自分の/考えを発表 も投票に行くようになり、政
しあう。 治への興味関心が高まる。
・他の生徒の主張の根拠（事実と理由） ・投票率が高いということは、
を簡潔に書いておく。 民衆の意思を反映した選挙結
・自グループで出た意見のポイントを、 果であり、民意に沿った政治
それぞれ一言（キーワード）にまとめ が行われる。
る。 ・不正ではなく、罰則を設けて

投票率を上げるべき。
５ ・罰則を設ければ、民主的な政 ○他の意見を聞いた
分 治の中で投票率を上げること 上で、考えを変更し

ができる。 てもよいことを指示
・罰則を設けてでも投票させた する。

・自グループの意見を端的に表すキー 方が、結局はみんなのために ○発表後、ホワイト
ワードを発表し、その内容を簡潔に説 なるから。 ボードは黒板に貼る。
明する。

②罰則なしの方がよい
10 ・教育の充実など、やり方次第 ○自分たちの考えに
分 で罰則がなくとも投票率は上 対して予想される反

げられる。 論への答えも考えて
・罰則を設けることで無理に投 おく。

・反対意見の問題点を簡潔にまとめる。 票率を上げるのは、民主的で
はない。 ●よりよい形での政

・世界的には罰則なしの方が普 治参加のために、ど
通だ。 のような方法が適す

・強制はよくない。投票しない るかを考え、根拠も
自由も認めるべき。 あわせて説明するこ

・政府の仕事が増え、費用がか とができる。
さむのは増税となってくらし 〔思考・判断・表現〕
を圧迫するのでよくない。

同意見のグループ内で発表し合い、

考えをまとめよう。

課題：選挙の棄権に対し、罰則を設けるべきかどうかを検討する。

自グループのキーワードを発表し、

説明しよう。

自分たちとは反対の意見への反論を

考えよう。

拡

散

拡

散

収

束



10 ・適当に投票するのでは投票率
分 が向上しても意味がないし、

適当に政治家を選んだので
は、不適切な政策が実行あれ

・それぞれのグループごとに、相手の る可能性あり。
意見への反論を発表する。 （３分）
※反論に対する意見も発表させる。

（２分）
・５分たったら交代する。

10 ＜振り返りの工夫＞
分 ①投票率を上げるには義務化し ●本時および前時の

て罰則をもうけた方がよい。 学習内容を理解し、
②義務化よりも、まず意識を高 それをもとに自分な
めることが重要だ。 りの考えを書くこと
③投票しない自由もある。 ができる。

・席を元に戻し、最終的な自分の考え ④やはり自分は１８歳になった 〔知識・理解〕
を理由とともに記入する。 ら投票に行きたい。
・考えが変わった場合、黒板のネーム
プレートを移動させるよう指示する。
・１８歳になったら、投票に行くかど
うかも理由とともに書かせる。
・数名を指名して発表させる。
・後に「よりよい政治参加のために」
という主題で短い意見文を書き、それ
を新聞に投書することを伝える。

（８）評価

評価 ・選挙の棄権に対し、罰則を設けるべきかどうかについて多面的・多角的に考察し、自己と他
規準 の意見を比較検討して、明確な根拠に基づいた自分なりの意見を述べることができる。

〔思考・判断・表現〕

評価 Ａ：複数の明確な根拠に基づいて、自分なりの意見を述べることができる。
基準 Ｂ：明確な根拠を１つ示して、自分なりの意見を述べることができる。

Ｃ：根拠は不十分だが、自分なりの意見を述べている。

グループの意見を交換しあい、討論

しよう。

収

束

個

最終的な自分の考えをまとめ、３時

間の授業を通じて、考えたことを書

こう。



社会科 授業プリント①

３年Ａ組 番 氏名

目標：選挙において若者が投票に行かない理由を考える。

１ グラフを見て気づいたことを書こう。

２ １０･２０代の若者は、なぜあまり投票に行か ３ 投票に行かないと、どんなデメリットがある

ないのだろう？ のだろう？

＜振り返り＞ 選挙の投票率が低いと、何が問題なのだろう。自分の言葉で書いてみよう。



社会科 授業プリント②

３年Ａ組 番 氏名

目標：選挙において投票率を向上させる方策を考える。

１ 投票率を向上させるための方策を考えよう。

○ 実際に行われている方策

２ 資料をもとに、選挙の棄権に対して罰則を設けるべきかどうか、事実をもとに理由をつけて主張し

よう。

主張：選挙の棄権に対し、罰則を 設けるべき 設けるべきでない

事実：もとになるデータ 理由づけ（なるべくたくさん）

①

②

③



社会科 授業プリント③
３年Ａ組 番 氏名

目標：選挙の棄権に対し、罰則を設けるべきかどうかを検討する。

自分の主張：選挙の棄権に対し、罰則を････ 設けるべき 設けるべきでない （どちらかに○）

１ 話し合いをとおして、自分たちの意見をより深めよう。

○同意見グループの他の人の考え ○反対意見への反論

事実 理由

２ 最終的な自分の考え

選挙の棄権に対し、罰則を 設けるべき 設けるべきでない

３ 最終意見にいきついた理由

４ 振り返り（３時間の授業を通じて、考えたことを書こう。）

最後に････あなたは１８歳になったら、投票に行きますか？理由も合わせて書いてみよう。



資料Ⅰ
世界の選挙の投票率 （出典：インターネットサイト「ASAGEI＋」より）

自由投票制の国（165ヶ国） 義務投票制の国（31ヶ国）

ラオス 99.69％（2011年） 北朝鮮 100.00％（2015年）････無期限入獄

ベトナム 99.51％（2013年） ナウル 96.91％（2012年）････罰金(金額不明)

ルワンダ 98.80％（2013年） オーストラリア 93.23％（2013年）････罰金(約2000円)

デンマーク 87.74％（2011年） シンガポール 93.18％（2011年）････選挙権剥奪

スウェーデン 83.33％(2014年) ルクセンブルク 91.15％（2013年）････罰金(約１～10万円)

ノルウェー 78.23％（2013年） ウルグアイ 90.23％（2012年）････罰金・権利制限

ドイツ 71.55％（2013年） ベルギー 89.37％（2014年）････罰金(約700～3300円)

フィンランド 67.37％（2011年） 選挙権制限

イギリス 65.77％（2010年） フィジー 84.60％（2014年）････罰金(約11万円)・入獄

アメリカ 59.32％（2012年） キプロス 78.70％（2011年）････罰金(金額不明)・入獄

フランス 55.40％（2012年） タイ 73.91％（2011年）････被選挙権剥奪

日本 52.66％（2014年）

資料Ⅱ
自由投票制でも投票率の高い国の事情

国 名 国 内 事 情

ラオス 長期にわたる内戦が過去にあった。一党独裁的な政治。投票に行か

ないと取り締まりの対象になることも。

ベトナム 代理人の投票が横行。投票に来ない人がいるとその家の人を呼びに

行く。実際は一度も選挙に行ったことがない人も多い。

ルワンダ 過去内戦による８０万人以上の虐殺。大統領の独裁的な政治。やは

り投票に行かないと取り締まりの対象になることあり。

北ヨーロッパ諸国 若者に対する政治教育がさかん。

デンマーク・スウェーデン 老後の福祉政策を充実させるため、働き盛りの世代が高い税金を払

ノルウェー・フィンランド っており、政治のあり方が若い世代に大きく影響する。



罰則を設けるべき

事 実 理 由

・自由投票制の国の投票率は、 ・多くの人が投票に行くことはよいことだし、罰則が

義務投票制の国より低めである。あった方が投票率が高くなる。

・義務投票制の国は全体的に投 ・罰則により、政治的無関心者も投票に行くようにな

票率が高い。 り、政治への興味関心が高まる。

・罰則があった方が投票率が高 ・投票率が高いということは、民衆の意思を反映した

くなる。 選挙結果であり、民意に沿った政治が行われる。

・投票率を高めるために、代理 ・不正ではなく、罰則を設けて投票率を上げるべき。

人の投票などの不正を行う国が

ある。

・罰則なしでも非常に投票率の ・罰則を設ければ、民主的な政治の中で投票率を上げ

高い国には、民主的な政治が行 ることができる。

われていないところもある。

罰則を設けるべきでない

事 実 理 由

・罰則なしでも投票率が高い国 ・教育の充実など、やり方次第で罰則がなくとも投票

がある。 率は上げられる。

・罰則ありの国の中には、投票 ・罰則を設けることで無理に投票率を上げるのは、民

率が高すぎるところもある。 主的ではない。

・自由投票の国の方が多い。 ・世界的には罰則なしの方が普通だ。

・日本は民主主義の国。 ・強制はよくない。投票しない自由も認めるべき。

・罰則を設けると、適用のため ・政府の仕事が増え、費用がかさむのは増税となって

の手間とお金がかかる。 くらしを圧迫するのでよくない。

・罰則で強制したところで、何 ・適当に投票するのでは投票率が向上しても意味がな

も考えずに投票する人が多いだ いし、適当に政治家を選んだのでは、不適切な政策が

ろうと予想される。 実行あれる可能性あり。



全 体 会 ［会場：図書室］

１４：４５～１５：００

○ 開会の挨拶 新発田市立佐々木中学校（会場校）校長 山﨑 智史

○ 研究の概要



授業協議会 ［会場：図書室］

１５：００～１６：４０

○ 質疑応答

○ グループ協議、グループからの発表

研究主題 学び合いを通して、自分の考えを再構成する生徒の育成

協 議 題 身に付けさせたい力を付けるための手立ては有効であったか。



○【 ご 指 導 】

下越教育事務所 学校支援第２課 指導主事

若林 靖人 様

○ 閉会の挨拶 新発田市立加治川中学校（市中教研顧問）校長 土屋 和也



授業観察の視点

［研究主題］

学び合いを通して、自分の考えを再構成する生徒の育成

［協議題］

身に付けさせたい力を付けるための手立ては有効であったか。

＜ ①課題の工夫 ②話し合いの場の工夫 ③振り返りの工夫 ＞

＜授業参観にあたって＞

○協議会では、公開授業を参観しながら、付箋にメモしたものを「ＫＪ法」で整理します。

参観しながら、付箋に記録をお願いします。１枚の付箋に１つの事柄をご記入ください。

青：良かったこと 有効であったこと など

赤：課題が感じられたこと 改善点 など



県中教研指定社会科研究発表会 アンケート

本日はご多用の中、本研究発表会にご参加いただきありがとうございます。

今までの研究の振り返りと、今後の下越地区中教研社会科の研究事業の継続のため、

アンケートにご協力ください。

◆１ どちらの所属ですか。

１ 市内中学校会員 ２ 他郡市中学校会員 ３ 小学校教員

４ 教育委員会 ５ その他（ ）

◆２ 全体会での研究概要の説明は分かりやすかったですか。

１ とても分かりやすかった ２ 分かりやすかった

３ あまりよく分からなかった ４ 分かりにくかった

◆３ 公開授業では、学び合いを通して、生徒は自分の考えを深めたり、再構成した

りしていたと思いますか。

１ とてもそう思う ２ そう思う

３ あまりそう思わない ４ そう思わない

◆４ 研究の概要、公開授業について、ご意見・ご感想等ございましたらご記入くだ

さい。

◆５ 研究会全体を通して、ご意見・ご感想等ございましたらご記入ください。

アンケートへのご協力、ありがとうございました。

お帰りの際に、協議会場出口または玄関の回収箱にお入れください。

本日はありがとうございました。お気を付けてお帰りください。



Ｎｏ 職　名 氏　　　名 所　　属 備　　　考 協議会
1指導者指導主事 若林　靖人 県教育庁下越教育事務所

2 来　賓 校　長 長谷川　敦 新発田市立猿橋中学校 県中教研本部理事,下越地区会長

3 来　賓 校　長 松井　　淳 燕市立燕北中学校 県中教研社会科部長
4 来　賓 主幹教諭 齋藤　宣明 新発田市立猿橋中学校 県中教研下越地区幹事

5 指導主事 東山　泰生 新発田市教育委員会
6 指導主事 伊藤　喜一 新発田市教育委員会
7 教　諭 澁谷　哲 新発田市立本丸中学校 １グループ記録・発表 1
8 教　諭 志田　靖之 新発田市立本丸中学校 2
9 教　諭 大矢　亮 新発田市立本丸中学校 研究推進委員 3
10 教　諭 佐藤　あい 新発田市立本丸中学校 4
11 教　諭 八木　信己 新発田市立第一中学校 5
12 教　諭 藤井　侑希 新発田市立第一中学校 7グループ記録・発表 7
13 教　諭 白井　拓己 新発田市立第一中学校 8グループ記録・発表 8
14 教　諭 中村　佳代子 新発田市立第一中学校 研究推進委員 1
15 教　諭 恩田　久雄 新発田市立猿橋中学校 研究推進委員 2
16 教　諭 石井　仁 新発田市立猿橋中学校 6
17 教　諭 平山　直子 新発田市立猿橋中学校 3
18 教　諭 五十嵐　直樹 新発田市立猿橋中学校 4グループ記録・発表 4
19 教　諭 田島　洋一 新発田市立猿橋中学校 5グループ記録・発表 5
20 教　諭 鈴木　里歩 新発田市立東中学校 6グループ記録・発表 6
21 教　諭 安達　章子 新発田市立東中学校 研究推進委員 7
22 教　諭 須貝　則明 新発田市立川東中学校 研究推進委員・全体司会 8
23 教　諭 神田　武 新発田市立七葉中学校 研究推進責任者 7
24 教　諭 大山　剛 新発田市立豊浦中学校 研究推進委員 4
25 講　師 平野　ルリ子 新発田市立豊浦中学校 1
26 校　長 土屋　和也 新発田市立加治川中学校 市中教研社会科部顧問 5
27 教　諭 淺香　有紀子 新発田市立加治川中学校 研究推進委員 6
28 教　諭 内藤　満 新発田市立加治川中学校 2グループ記録・発表 2
29 教　諭 本間　誠道 新発田市立紫雲寺中学校 研究推進委員 8
30 教　諭 海藤　芳樹 新発田市立紫雲寺中学校 3グループ記録・発表 3
31 校　長 篭島　　洋 村上市立神納中学校 5
32 教　諭 曽川　有紀 村上市立荒川中学校 1
33 教　諭 海老名　崇 胎内市立中条中学校 7
34 教　諭 髙橋　ひろえ 胎内市立築地中学校 6
35 教　諭 大井　和人 小千谷市立千田中学校 2
36 校　長 神田　久子 新発田市立佐々木小学校
37 教　頭 加藤　義孝 新発田市立佐々木小学校 3
38 教　諭 早福　直子 新発田市立佐々木小学校 4
39 校　長 山﨑　智史 新発田市立佐々木中学校 6
40 教　頭 森谷　優子 新発田市立佐々木中学校 5
41 教　諭 田中　正明 新発田市立佐々木中学校 研究推進委員、授業者
42 教　諭 鈴木　伸 新発田市立佐々木中学校 7
43 教　諭 鈴木　桂子 新発田市立佐々木中学校 8
44 教　諭 長谷川一啓 新発田市立佐々木中学校 1
45 教　諭 長谷川　茜 新発田市立佐々木中学校 2
46 養護教諭 川上　淳子 新発田市立佐々木中学校 3
47 補助教員 落合　健一 新発田市立佐々木中学校 4
48 講　師 倉﨑　典子 新発田市立佐々木中学校

＜授業協議会参加者一覧＞



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業（単元）構想シート 社 会 

教科・領域 

２年○組 

年組 

鈴木里歩 

授業者 

学び合いを通して、自分の考えを再構成する生徒の育成 

①研究主題 

・根拠をもとに自分の考えを説明できる生徒 

・自分の考えを多面的・多角的に検討し、修

正・深化することができる生徒 

③現状 

考えを持っているが、説明や発表することに

積極的に取り組めない。自分の考えを検討し

直し、修正・深化することがうまくできない。 

②めざす生徒の姿 

③生徒が興味・関心をもつ課題設定 

⑦考察場面の設定 

⑨意見交換の場面の設定 

 

身近な地域とのつながりに気づかせることで、

興味・関心を高め、その解決策を班で考えてい

くことで、多角的に考えることができる。 

④解決の手だて（学び合い１０から） 

問題 

⑦単元のながれ 

中国・四国地方 

１次 中国・四国地方の自然環境と人々の営み(２ｈ)  

 ○中国・四国地方の自然環境を知る 

 ○中国・四国地方の産業について知る 

２次 都市と農村の暮らしと変化(３ｈ) 

 ○交通網の発展による地域の変化を知る 

 ○都市の役割とその課題を考える。 

 ○高齢化が進む農村と町おこしを知る 

３次 新発田の町おこしを提案する(４ｈ) 

 ○新発田市の人口とその変化を知る 

○豊かな新発田氏にするために有効な方向

性を考える 

 ○中国・四国地方の町おこし・村おこしを調

べる 

 ○新発田の町おこしを考える 

 ○同じ方向性の町おこしを考えた人たちで

発表し合い、それぞれの考えを深める 

 ○さまざまな方向性の提案を聞く 

 ○豊かな新発田氏にするために有効な方向

性を改めて考える 

⑤単元 ⑥単元のねらい 

中国・四国地方の地域的特色を、都市と農村の変化と人々の生活や産業などと関連づけて理

解することができる。過疎・過密地域の抱える課題を理解し、それらの問題を解決するため

の取り組みを考えることができる。 

新発田市でも人口減少と高齢化が進んでいて、過疎化して

いく可能性があるため、地域の収入を維持して公的サービ

スの提供などが充分にされるようにしていかなければな

らないことを理解する。 

それぞれが提案する町おこしの発表を通して、豊かな新発

田市のくらしをするために有効な方向性を改めて考える。 

⑧本時のねらい 

⑨本時の流れ 

＜流れ＞      ＜ 論点（学習活動）＞ 
 

前時に考えた町おこしの計画書を確認す

る。 

 

 
個 

 新発田を豊かにするためにはどの方向性

が有効か考える 

拡散 

収束 

グループに分かれ、それぞれが考えた町

おこしについて発表する。 

個 町おこし・村おこしを行う目的と、取り

組みの内容を考える。 

 

 



２年○組社会科学習指導案（略案） 
日 時 平成２８年７月８日（金）５校時    

授業者 新発田市立東中学校 教諭 鈴木 里歩 

 

１ 単元名  

中国・四国地方 

２ 単元の目標 

  ○中国・四国地方の地域的特色について、都市と農村の変化を人々の生活や産業などと関連づけて理解する

ことができる。 

  ○過疎・過密地域の抱える課題と解決するための取り組みを考えることができる。 

３ 単元の指導計画（全６時間） 

  第１次 中国・四国地方の自然環境と人々の営み（２時間） 

  第２次 都市と農村の暮らしの変化（３時間） 

  第３次 新発田の町おこしを提案する（４時間：本時４／４） 

４ 本時の計画 

 （１）本時のねらい 

   ・さまざまな方向性の町おこしの発表を聞くことを通して、豊かな新発田市のくらしをするために有効な

方向性を改めて考えることができる。 

 （２）手だて 

   ア 中国・四国地方の町おこし・村おこしを参考に作成した計画書をもとに発表を行う。 

   イ 異なる方向性の人が集まるグループをつくり、発表をする。 

 （３）本時の展開 

問題意識 学習活動・学習内容 
授業者の働き掛け（○） 

予想される生徒の反応（・） 
備考 

 ①新発田で町おこしを行う目的を確

認する。 

 

 

 

【５分】 

 

 

 

 

②新発田の町おこしをグループに分

かれて発表をする。 

 

 

 

 

【２５分】 

③豊かな新発田市のくらしをするた

めには、どの方向性の町おこしが有

効か改めて考える。 

 

 

 

 

 

 

 

【１５分】 

④振り返り 

【５分】 

○新発田市で町おこしが必要だと考えた

のはなぜでしたか。 

・地域の収入(税金)を増やし、公的サービ

スの提供をするため。 

・新発田の人口が減っていて、収入も減少

しているから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○豊かな新発田市のくらしをするために

は、どの方向性の町おこしが有効でしょ

うか。発表を参考に考えましょう。 

・３つの方向性すべてが有効 

・ものを売るや来る人を増やすが手軽でや

りやすい 

○書き終わった人からネームプレートを

動かしましょう 

○自分の考えを発表しましょう。 

・前の位置と理由、発表後の位置と理由を

発表する 

○町おこしについて、その目的や取り組み

の内容について分かったことを書こう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 回 発

表する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）本時の評価 

   ・発表において、自分の班の町おこし・村おこしプランをしっかりと発表することができている。 

ねらい 

町おこしの発表を聞くことを通して、豊かな新発田市のくらしをするために有

効な方向性を改めて考える。 

指示 

グループごとに発表会をします。発表を聞いて、良いと思った取り組みなどをメ

モしましょう。また、発表後は質問や意見を必ず１人１つは言いましょう。 



５ 豊かな新発田市のくらしをするために           氏名                 

①さまざまな方向性の取り組みを聞き、良いと思ったことをメモしよう。 

【人を増やす】       【来る人を増やす】       【ものを売る】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②調べ学習や発表を通して、新発田市の収入を増やすためには、次の３つのうちどの方向性が有効

か改めて考えてみましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③振り返り 町おこし・村おこしを行う目的と取り組みの内容について分かったことを書こう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来る人を増やす 

人を増やす ものを売る 

丸をつけた方向性を選んだ理由を書こう 

                                                              

                                                        



＜流れ＞      ＜ 論点（学習活動）＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

示された資料を受け身的に調べる生徒が多いた

め、自分の考えが広がるような追究ができない。 

１次 九州地方の生活の舞台（１ｈ） 

  ○九州地方の地形・自然環境 

２次 九州地方の人々の営み（３ｈ 本時３/３） 

  ○気候と地形に応じた農業 

  ○九州地方ではなぜ畜産がさかんなのか 

３次 環境問題・環境保全に向き合う人々の暮ら

し（２ｈ） 

  ○豪雨がもたらす土砂くずれや水害 

  ○工業化がもたらす地域の課題 

  ○環境と開発の両立 

４次 九州地方のまとめ（１ｈ） 

・九州地方で畜産がさかんな理由を、根拠を用いて説明する。 

・学び合いを通して畜産がさかんである根拠を、トゥールミン

モデルを用いて表現する。 

 

 
←九州地方で畜産が盛んな根拠を、トゥールミンモデ
ルにあてはめる（個人。） 個 

 

拡散  

授業（単元）構想シート 社 会 

教科・領域 

２年○組 

年組 

海藤 芳樹 

授業者 

学び合いを通して、自分の考えを再構成する生徒の育成 

①研究主題 

・根拠をもとに自分の考えを説明できる生徒 

・自分の考えを多面的・多角的に検討し、修正・深

化することができる生徒 

③現状 

②めざす生徒の姿 

③生徒が興味・関心をもつ課題設定 

⑦考察場面の設定 

⑨意見交換の場面の設定 

 

 根拠を見つけやすい課題を設定し、課題の根拠と

なる資料を自主的に探し、みつけることで理解を深

める。 

④解決の手だて（学び合い１０から） 

問題 

収束 

⑦単元のながれ 

九州地方 

⑤単元 ⑥単元のねらい 

・九州地方の地域的特色について、環境問題や環境保全を地域開発の動向、人々の生活

などと関連づけて考察させる。 

・九州地方の地域的特色に関する資料をよみとったり、まとめたりすることができる。 

⑧本時のねらい 

⑨本時の流れ 

 
個 

 

←個人で考えた根拠を、グループで発表し合い、わか
りやすい根拠をグループで考える。 

←根拠を自然的条件と社会的条件に分けて整理し、全
体で共有する。 

←本時の学習を振り返り、気づいたことや考えたこと
を振り返りシートに書く。 



２年○組社会科学習指導案（略案） 

日 時 平成 28 年７月 15 日（金）６校時 

授業者 新発田市立紫雲寺中学校 教諭 海藤 芳樹 

 

１ 単元名  環境問題や環境保全の視点からとらえる九州地方 

２ 単元の目標 

  ○ 九州地方の地域的特色について、環境問題や環境保全を産業や地域開発の動向、人々の生活などと関

連づけて考察することができる。 

  ○ 九州地方の地域的特色に関する資料をよみとったり、まとめたりすることができる。 

３ 単元の指導計画（全７時間） 

  第１次 九州地方の生活の舞台（１時間） 

  第２次 九州地方の人々の営み（３時間：本時２／３） 

  第３次 環境問題・環境保全に向き合う人々の暮らし（２時間） 

  第４次 九州地方のまとめ（１時間） 

４ 本時の計画 

（１）本時のねらい 

  九州地方の農業に関する資料図から、なぜ九州地方では畜産が盛んなのか根拠を見つけ、その根拠を

学び合いを通して深めることができる。 

（２）手だて 

ア 畜産の資料から、九州地方で畜産が盛んである理由に注目させる〈課題の工夫(学び合い 10-３)〉 

イ 畜産が盛んな根拠を発表し（拡散）、根拠を自然的条件・社会的条件にまとめる（収束）。〈図・表・

資料等の適切な活用(学び合い 10-８)〉 

ウ 生徒自身が考えた根拠を班で発表し合い、様々な視点から考える姿勢を身に付けさせる〈意見交換の

場面の設定(学び合い 10-９)〉 

（３）本時の展開 

学習活動・学習内容 
授業者の働き掛け（○） 

予想される生徒の反応（・） 
備考 

①前時を振りかえり、めあてを確認する。

（３分） 

 

 

 

②九州地方で畜産が盛んである根拠をワー

クシートにまとめる。（７分） 

 

 

 

③個人が考えた根拠をグループで発表し合

い、よりよい根拠を考える。（20 分） 

 

 

 

 

○前時を振りかえさせ、盛んな根拠

は複数あることを確認し、本時の

めあてを伝える。 

 

 

○前時に示した資料を掲示し、考え

る際のヒントとすることを伝え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本時のワークシ

ートを配布する。 

 

 

 

（個人） 

 

 

 

 

（ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

 

 

 

 

 

指示１ 九州地方で畜産が盛んな根拠を、ワークシートの枠の中に書きましょう。 

めあて なぜ、九州地方で畜産が盛んなのか、グループ活動を通して根拠を深めよう。 

指示３ 班でまとまった根拠は、Ａ３の紙に書きましょう。 

指示２ 個人で考えた根拠をグループで発表し合い、その根拠についてワークシートに

沿ってグループで話し合いましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

④班でまとめた根拠を自然的条件、社会的

条件にわけて整理し、全体で共有する。

（15 分） 

 

 

⑤本時の学習を振り返り、気付いたことや

考えたことを振り返りシートに記入す

る。（５分） 

 

 

 

 

・シラス台地（水もちが悪く、稲作、

畑作に適さない） 

・飼料に生産が盛んなさつまいも

を使っている。 

・ダム建設後にさつまいの栽培が盛

んになった。 

・1960 年ころから牛肉や豚肉の消

費量が増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・シラス台地や火山の影響の他に

も、さつまいもの栽培などが関係

していることに気付いた。 

・○○さんの意見で、ダム建設の影響

や肉の消費量の増加が間益してい

ることに気付いた。 

 

 

(一斉) 

 

（４）本時の評価 

  ・ 個人で調べた畜産が盛んな根拠を、グループとの交流を通して考えなおし、その根拠を増やしたり深

めたりしている。（ワークシートへの記述） 

指示４ 班でまとめた紙を自然的条件と社会的条件に分けて黒板に貼りましょう。 

   

指示５ グループでの話し合いを通して気付いたことや考えたこと、わかったことを書

きましょう。 

   



- 1 -

２年 組 番 名前

「なぜ九州地方では畜産が盛んなのだろう？」

～なぜ九州地方で畜産が盛んなのか、グループ活動を通して根拠を深めよう～

①【個人】前時の調べたことや気づいたことの中から、「九州地方は畜産が盛んな地域

である」という根拠を選び、その根拠を下の枠に書きましょう。

根拠① 根拠② 根拠③

根拠④ 根拠⑤ 根拠⑥

畜産の産出額

【都道府県別】鹿児島県（２位）

宮崎県 （３位）

【地方別】 九州地方（１位）

九州地方は畜産が
盛んな地域である。

その根拠（資料から読み取れること）は･･･



- 2 -

②【班】・班で根拠を発表し合いましょう。

・発表し合った根拠の中で、よりよい根拠を下の枠に書きましょう

・根拠を自然的条件(自)と社会的条件(社)に分けＡ３の紙に書きましょう。

※自然的条件･･･地形や自然環境などの自然環境が要因となって関わっている条件のこと

社会的条件･･･年代の動きが要因となって関わっている条件のこと

本時の振り返り

○：わかったこと ×：わからなかったこと ？疑問に思ったこと

根拠① 根拠② 根拠③

根拠④ 根拠⑤ 根拠⑥

畜産の産出額

【都道府県別】鹿児島県（２位）

宮崎県（３位）

【地方別】 九州地方（１位）

九州地方は畜産が
盛んな地域である。

その根拠（資料から読み取れること）は･･･



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業（単元）構想シート 社 会 

教科・領域 

2年○組 

年組 

大矢 亮 

授業者 

学び合いを通して、自分の考えを再構成する生徒の育成 

①研究主題 

・根拠をもとに自分の考えを説明できる生徒 

・自分の考えを多面的・多角的に検討し、修

正・深化することができる生徒 

③現状 

・課題にはまじめに取り組むが、学び合い活

動に対しては消極的な姿勢がみられ、自分の

考えの修正、深化に至らない。 

②めざす生徒の姿 

③生徒が興味・関心をもつ課題設定 

⑦考察場面の設定 

⑨意見交換の場面の設定 

 

生徒が興味を持ちやすい課題を設定して自分

の意見をもたせ、資料を基にグループで学び合

い、自分の考えを深める。 

④解決の手だて（学び合い１０から） 

問題 

⑦単元のながれ 

天下泰平の世の中 

１次 身分制社会でのくらし（１h） 

 〇江戸時代の身分制度について 

２次 新田開発と特産物の広がり（１h） 

 〇農業と諸産業の発達について 

３次 各地を結ぶ陸の道・海の道（１h） 

 〇都市の発達と交通の発達について 

４次 徳川綱吉の政治（２h 本時２／２） 

 〇多くの災害、財政難、貨幣の改悪、文

治政治についてとらえる。 

 ○生類憐みに令について考える。 

 ○綱吉政権下の幕府政治と社会の特色を

理解する。 

５次 上方で栄えた町人の文化（１ｈ） 

 ○元禄文化について 

 

⑤単元 ⑥単元のねらい 

 大きな戦乱のない世の中になったことが人々の生活や文化に与えた影響を考

察し、理解を深める。 

生類憐みの令を支持するか、支持しないかについて、資

料を根拠に考えたり、意見交換したりする活動を通して、

綱吉政権での幕府政治の移り変わりと社会の特色につい

て、理解することができる。 

⑧本時のねらい 

⑨本時の流れ 

＜流れ＞      ＜ 論点（学習活動）＞ 

 

 
資料をみて生類憐みの令について考え、自分

なりの意見をもつ。 

班で意見交換を行い、他の意見を聞き、自分

の考えを修正したり、深めたりする。 

個 

拡散 

収束 
生類憐みの令について学習したことを基に、

綱吉が築こうとした社会はどのような社会

か考える。 

個  
最終的な自分の意見をもつ。 



２年○組社会科指導案（略案） 

日 時 平成 28年 10月 12日（水）５校時 

授業者 新発田市立本丸中学校 教諭 大矢 亮 

１ 単元名  天下泰平の世の中 

２ 単元の目標 

 ○ 大きな戦乱のない世の中になったことが人々の生活や文化に与えた影響を考察し、理解を深めることが

できる。 

 ○ 江戸時代の社会の特色や人々の生活について意欲的に追究することができる。 

３ 単元の指導計画（全６時間） 

  第１次 身分制社会でのくらし（１時間） 

  第２次 新田開発と特産物の広がり（１時間）     

  第３次 各地を結ぶ陸の道・海の道（１時間）     

  第４次 徳川綱吉の政治（２時間：本時２／２）  

  第５次 上方で栄えた町人の文化（１時間） 

４ 本時の計画 

（１）本時のねらい 

・ 生類憐みの令を支持するか、支持しないかについて、資料を根拠に考えたり、意見交換したりする活

動を通して、幕府政治の移り変わりと綱吉政権下の社会の特色について理解することができる。 

（２）手だて 

ア 生類憐みの令はどのような法令か、一般的な説を基に個人の意見をもたせ、課題を捉えやすくする。 

イ 犬ばかりではなく、あらゆる生き物、人間をも大切にしていたことがわかる資料を示し、グループで

意見交換を行うことで、考えを修正、深化させる。 

ウ 学習した内容を基に、綱吉はどのような社会をつくろうとしていたのか考えさせる。 

 

（３）本時の展開 

学習活動・学習内容 
授業者の働き掛け（○） 

予想される生徒の反応（・） 
備考 

①前時の振り返りをし、本時のめあてを確

認する。 

 

【３分】 

 

 

 

 

②資料をみて個人で考える。 

 

 

 

 

 

○支持する側、支持しない側に分けた

ネームプレートを貼っておく。 

○前時に個人で考えた内容を確認させ

る。 

 

 

 

 

○資料１～９の法令を読み上げ、それ

ぞれについて支持するか、支持しな

いか考えさせる。 

○法令全体について支持するか、しな

いかもう一度考えさせる。 

・ワークシートに自分の考えとその理

○前時の資料を

配布する。 

 

 

 

 

 

 

○資料とワーク

シートを配布

する。 

 

 

 

指示１ 生類憐みの令を支持するか、支持しないかについて、資料をみてもう一度考えよう。 

めあて 綱吉は｢生類憐みの令」を何のために出したのか考えよう。 



【７分】 

③自分の意見を班で発表しあう。 

               【８分】 

④最終的な意見を記入する。 

               【２分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

⑤個人で考える。 

【５分】 

⑥班で話し合う。 

 

 

 

 

 

【10分】 

⑦班で話し合った内容を発表して全体で共

有する。 

【７分】 

⑧発表を聞いてわかったことをワークシー

トに記入する。       【５分】 

⑨授業の振り返りを記入する  【３分】 

 

由を記入する。  

 

 

〇考えが変わった人はネームプレート

を移動させる。 

○クラスの意見を確認する。 

【支持しない意見】 

・刑罰が重すぎる。 

・犬よりも人間のほうが大事にされる 

べきだ。 

・人々を苦しめた。 

【支持する意見】 

・犬だけでなく多くの動物を大切にし 

ている。 

・捨て子や病人、囚人も大事にされて

いる。 

 

 

・ワークシートに自分の考えを書く。 

 

・命を大事にする世の中 

・秩序のある社会 

・戦国時代以来の命を軽くみる風潮を

変えたかったから。 

・力ではなく儒教などで道徳心を高め

て平和な時代をつくろうとした。 

 

○発表させる。 

○各班のボードを黒板に貼っていく。 

〇ポイントを板書してまとめる。 

 

○何人かの生徒に発表させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ホワイトボー

ドを配布する。 

（４）本時の評価 

  ・ 生類憐みの令について自分の考えを持ち、グループでの意見交換を通じて見方や考え方を深め、徳川

綱吉政権下の社会の特色をつかむことができる（ワークシートへの記述）。 

【参考文献】 

  松井秀明 『エピソードでまなぶ日本の歴史 近世への旅』 地歴社（2012） 

  板倉聖宣 『生類憐みの令』 仮説社（2007） 

  塚本 学 『生類をめぐる政治』 講談社学術文庫（2013） 

指示２ 綱吉はなぜこんな法令をだしたのだろう？ 



天下の悪法！？「生類憐みの令」について考えよう 

               組   番 氏名                  

第５代将軍 徳川綱吉   

※あだ名は犬将軍 

多くの人が考えている説によると・・・ 

 世継ぎを病気で失った将軍綱吉は、なんとか子供がほしいと思っていた。

すると、隆光さんというお坊さんが、「上様に子供ができないのは、前世に

殺生したむくいです。ですから、生類、つまり生きものをあわれんで殺さ

ぬようにするのが一番よいのです。上様は戌年生まれですから、特に犬を

大切になさいませ」とすすめた。綱吉はそれにしたがって、生類憐みの令

という法令をだして、犬を殺したり傷つけたりするものを厳しく処罰した。 

 

例えば・・・ 

                                  「お犬様」がのったかご 

〇犬にかみつかれた武士が、その犬を切り殺した罪で切腹となるなど 

厳しい処罰があった。 

 

〇犬を保護するために、犬の戸籍簿のようなものを作らせ、「どの家には

犬が何匹いて、その犬の色などの特徴は何か」などを届け出させた。 

 ※もし犬がいなくなったりしたら、「飼い犬を殺したのではないか」と

疑われるのをおそれて大騒ぎで犬を探さなくてはならなかった。 

〇人々は犬を恐れ、さけて歩くようになった。ほえられてもかみつかれても犬に手出しをすることはで

きなくなった。逆に犬は人間を恐れず、次第に凶暴になっていった。 

 

〇幕府は東京の中野などに野犬を収容するために犬小屋をつくった。面積は東京ドーム 21個分。ピーク

時には約１０万頭の犬が収容された。専門の役人と医者もおかれた。 

※犬小屋の建設にのべ約１００万人が動員され、約４４億円の費用がかかった。 

また、犬のえさ代（１日に米３合、いわし、みそ）などの費用の一部は人々の税金が使われた。 

 

○あなたはこの法令についてどう思いますか？ 

 

支持する・支持しない 

＜理由を書こう＞ 



【ワークシート】 生類憐みの令について考えよう！   

      年  組 氏名               

めあて 綱吉は「生類憐みの令」を何のために出したのか考えよう 

① 資料をみて「生類憐みの令を支持するか、支持しないか」もう一度考えよう 

 

 

② 班での意見交換               ③ 最終的な意見は？ 

 

 

④ 綱吉はなぜこんな法令をだしたのだろう？（どんな社会をつくろうとしたのだろう？） 

 

⑤ 班の人の意見など 

最初の意見は【支持する・支持しない】 → 今の意見は【支持する・支持しない】 

＜考えが変わった（変わらなかった）理由を書こう＞ 

自分と違う意見や参考になった意見など 

 

 

 

【支持する・支持しない】 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのように考えた理由は？ 

 

 

 



⑥ まとめ（授業を通して新しくわかったこと、他の意見を聞いて思ったことなどを書こう） 

※文章で書いてみよう。 

 

 

⑦ 振り返り  

（Ａ：十分にできた  Ｂ：まあまあできた  Ｃ：あまりできなかった  Ｄ：全くできなかった）  

 

 

①生類憐みの令について自分の考えを持つことができましたか。    

【 Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 】 

②グループでの意見交換を通じて見方や考え方を深めることができましたか。  

【 Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 】 

③綱吉の政治について理解することができましたか。 

    【 Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 】 

 

④授業の感想を書こう 



県中教研指定社会科研究発表会 アンケート 集計（回答数２８）

◆１ どちらの所属ですか。

１ 市内中学校会員・・・・・・・２２

２ 他郡市中学校会員・・・・・・ ４

３ その他・・・・・・・・・・・ ２

◆２ 全体会での研究概要の説明は分かりやすかったですか。

１ とても分かりやすかった・・・２２

２ 分かりやすかった・・・・・・ ５

３ 無回答・・・・・・・・・・・ １

◆３ 公開授業では、学び合いを通して、生徒は自分の考えを深めたり、再構成した

りしていたと思いますか。

１ とてもそう思う・・・・・・・２１

２ そう思う・・・・・・・・・・ ７

◆４ 研究の概要、公開授業について、ご意見・ご感想等ございましたらご記入くだ

さい。

・「再構成」とは？「深まる」とは？「広まる」とは？と難しいお話を、詳しく説明し

ていただいたり、実践していただいた。

・（プレ授業について）今回はグループごとに授業を参観しましたが、欲を言えば他の

グループの授業も参観したかった。

・拡散から収束に向かわせるための手立てを探していた２年間の研究は、参加していく

中で、新しい考え方を学ぶことができた。

・研究の概要がしっかりとまとめられて、新発田市の先生方の苦労や協力を感じた。

・研究推進委員 10人は多かったと感じた。

・罰則は必要かという課題について、自分の考えをもち、同様の考えをもつグループで

多くの角度から自分の意見を深める話し合いの場がもたれていたと思います。その中

で、投票率だけ上げればいいのか？ 政治参加することへの意欲が少しずつ芽生えて

いたと思います。良い授業を見せていただきありがとうございました。

・生徒が素晴らしく、活発に授業に取り組んでいた。

・とても活発な話し合いで、生徒のよさを感じました。

・活発に発言する生徒、的確な指示で生徒を導く先生、すばらしい授業を参観させてい

ただきました。

・あっという間の 50 分でした。生徒が生き生きと話し合い、本当に一生懸命、いろん
なことを思い出しながら考えていました。これまでの学習の積み重ねの成果と思いま

す。

・とても良い授業でした。プランニング、指導案、よく練られ準備をしっかりした成果

でした。最後の振り返りの時間不足が惜しい。

・とても勉強になりました。参考になることがたくさんありました。

・普段からの指導が生徒のすばらしい姿なんだと思いました。

・生徒の良い姿、先生のすばらしい様子がよかった。



◆５ 研究会全体を通して、ご意見・ご感想等ございましたらご記入ください。

・授業者からのコメントは不要だと思う。質問のみを受けて、すぐにファシリテーショ

ンに入った方がよい。

・指導者の詳しいお話で勉強になりました。

・学びある会でした。

・たくさん学ぶことができて、とても有意義な時間でした。

・たいへん学ぶことの多い授業、研究会でした。

・他市町村との調整が必要。せっかくの下越地区指定がもったいない。
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平成２７・２８年度 新潟県中学校教育研究会指定

平成２８年１１月１０日（木）

新発田市中学校教育研究会 社会科部

会場校 新発田市立佐々木中学校

社会科教育研究発表会
研究推進委員会の基本方針

・市内全１０校から研究推進委員を選出する。

・会場校だけでなく、市全体の指定研究とする。

指導案の
事前検討会

公開授業 授業協議会→ →

１年次の取組
研究推進委員自身がファシリテーションを経験する。

社会科が学び合いでめざす生徒の姿とは？

第１回研究推進委員会 １年次の取組 研究主題

学び合いを通して、
自分の考えを深める授業

研究の内容

２回の授業公開を含め、６回の研究推進委員会を実施

１ 生徒の学ぶ意欲を高める課題の工夫
２ 学び合いの学習活動の工夫

１年次の実践 新発田市立加治川中学校の公開授業

２年 地理的分野 「身近な地域を調べよう」

１ 生徒の学ぶ意欲を高める課題の工夫

１年次の実践 新発田市立佐々木中学校の公開授業

３年 公民的分野 「政治参加のあり方」

２ 学び合いの学習活動の工夫
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１年次の実践 新発田市立佐々木中学校の公開授業

３年 公民的分野 「政治参加のあり方」

２ 学び合いの学習活動の工夫

１年次の課題
（拡大）研究推進委員会
・市中教研一斉部会

全員参加で
研究を進める

１年次の成果

１ 生徒の学ぶ意欲を高める課題の工夫

研究推進委員会

生徒の実態を踏まえた資料から課題を
設定することで生徒の意欲が高まる。

「可視化」によって、生徒の学習活動を
活性化することができる。

２ 学び合いの学習活動の工夫

１年次の課題

１ ファシリテーションの形式にとらわれすぎている。

研究推進委員会

＜研究主題の再検討＞

活動ありきの授業

自分の考えが深まった生徒の姿とは？

２ 育てたい生徒の姿が明確になっていない。

１年次の課題

３ 話し合いが「拡散（＝交流）」で終わり、
「収束（＝検討）」にまで至らない。

研究推進委員会

＜研究内容の見直し＞

・「個」で根拠のある自分の意見をもたせる。
（資料、ワークシートの工夫）

・単元全体を見通し、「収束」までの指導過程
を構想する。（単元構想シートの活用）

２年次の取組

研究主題
学び合いを通して、

自分の考えを再構成する生徒の育成

研究推進委員会

めざす生徒の姿

・根拠をもとに自分の考えを説明できる生徒
・自分の考えを多面的・多角的に検討し、

修正・深化することができる生徒
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２年次の取組
１ 研究の内容

２ 市内１０校を３グループに分け、授業実践を積み重ねる。

１ 単元構成の工夫
２ 生徒の学ぶ意欲を高める課題の工夫
３ 学び合いの学習活動の工夫

研究推進委員会

Ａ 紫雲寺中学校、佐々木中学校、猿橋中学校
Ｂ 東中学校、川東中学校、第一中学校、豊浦中学校
Ｃ 本丸中学校、七葉中学校、加治川中学校

事前検討会
（単元構想シート、指導案）

→ 公開授業→授業協議会

２年次の実践 新発田市立本丸中学校の実践

２年 歴史的分野 「天下泰平の世の中」

１ 単元構想の工夫

２年次の実践 新発田市立本丸中学校の実践

２年 歴史的分野 「天下泰平の世の中」

２ 生徒の学ぶ意欲を高める課題の工夫

２年次の実践 新発田市立東中学校の実践

２年 地理的分野 「中国・四国地方」

２ 生徒の学ぶ意欲を高める課題の工夫

２年次の実践 新発田市立東中学校の実践

２年 地理的分野 「中国・四国地方」

３ 学び合いの学習活動の工夫

① 可視化

２年次の実践 新発田市立東中学校の実践

２年 地理的分野 「中国・四国地方」

３ 学び合いの学習活動の工夫

① 可視化
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２年次の実践 新発田市立紫雲寺中学校の実践

２年 地理的分野 「九州地方」

３ 学び合いの学習活動の工夫

① 可視化

２年次の実践
３ 学び合いの学習活動の工夫

② 「三角ロジック（トゥールミンモデル）」

主 張

事 実

主張する根拠が分からない

何となく・・・

理由は？

２年次の実践
３ 学び合いの学習活動の工夫

② 「三角ロジック（トゥールミンモデル）」

主 張

事 実 理由付け

根 拠

＜論理的思考力を鍛える＞

２年次の実践
３ 学び合いの学習活動の工夫

② 「三角ロジック（トゥールミンモデル）」

主 張

事 実 理由付け

玄関のドアは、
欧米では内側に開く。

欧米は、外来者を
客として受け入れる文化だ。

「いらっしゃいませ」
というように開くから。

２年次の実践
３ 学び合いの学習活動の工夫

② 「三角ロジック（トゥールミンモデル）」

主 張

事 実 理由付け

玄関のドアは、
欧米では内側に開く。

欧米は、外来者を
敵として拒む文化だ。

外部からの侵入を
防ぎやすいから。

２年次の実践 新発田市立紫雲寺中学校の実践

２年 地理的分野 「九州地方」

３ 学び合いの学習活動の工夫

② 「三角ロジック（トゥールミンモデル）」
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２年次の実践 新発田市立東中学校の実践

２年 地理的分野 「中国・四国地方」

３ 学び合いの学習活動の工夫

③ 学習形態の工夫

研究の成果
１ ファシリテーションの基本プロセスで「学び合い」

を進めると、生徒は自分の考えを多角的に検討し
て学習を進めることができる。

・「拡散（＝交流）」で終わらせるのでなく、 どのように「収束（＝
検討）」させるか。

○単元構想シートを活用して、単元全体の構成を考える。

・どのようにして「根拠のある自分の考え」をもたせるか。

・生徒が興味・関心をもつ課題設定か。

研究の成果
２ 意見交換の場面では、「可視化」、「学習形態の

工夫」が重要である。
○「可視化」で、学習活動が活性化する。

○「学習形態の工夫」で、さまざまな考えに触れる場面を設定する。

・目的を明確にして、ネームプレート、ホワイトボード、付箋など
のツールを有効に活用する。

・「学び合い」を通して、どのように生徒の考えが変容したか、
自分にも分かる、仲間にも分かる、教師も見取ることができる。

・同じ意見のグループ、異なる考えが混在するグループ

研究の成果

４ 市中教研全体として研究を深めることができた。

○今後求められる授業改善の方向性を理解し、授業実践する
ことができた。

３ 考察場面では、「三角ロジック」などのツールが
有効である。

○直感的、感情的な主張でなく、論理的な主張を考えさせる。

研究の課題

本日の研究協議会
今後の研究推進委員会で
振り返り、検討します！

指定研究後も
継続して取り組めるかが

最大の課題かもしれません

ご静聴いただき
ありがとうございました。

活発な意見交換をよろしくお願いします。

付箋の準備は、よろしいでしょうか？

新発田市中学校教育研究会 社会科部
研究推進責任者 新発田市立七葉中学校 神田 武

協議会は、ファシリテーションで行います。










	０１要項
	０２研究の概要
	０３構想シート
	０４指導案
	０５ワークシート
	０６資料
	０７要項
	０８観察の視点
	０９参加者名簿
	１０構想シート
	１１指導案
	１２ワークシート
	１３構想シート
	１４指導案
	１５プリントtd
	１６構想シート
	１７指導案
	１８ワークシート
	１９アンケート集計
	２０中教研
	バインダー
	定期券サイズ (9)
	L (4)
	DSC (4)


