
 
 
 
 
 

１．主題について 

（１）主題設定の理由 

子供たちが生きるこれからの時代は，これまで以上に変化が激しく，人口減少，少子高齢化，グロ

ーバル化の進展による社会構造の変化，環境問題など様々な問題に直面している。そのような 21世紀

を生きる子供たちに求められる資質・能力はこれまでの知識の習得と反復，再生といった単純な一方

向のものではない。社会との関わりを意識して課題を追究する力，「社会的な見方・考え方」を働かせ

て物事を選択・判断する力，他者と協働する力，持続可能な社会づくりの観点から諸課題を解決しよ

うとする態度など，多様性を生かしながら，主体的，論理的に問題を解決していく資質・能力が求め

られる。 

この目的の達成のためには，問題解決能力を育成する上で，社会科における「汎用的な概念」形成

が重要な柱となる。“社会科における汎用的な概念”形成には，一見比較できない社会的事象を比較対

象として見出すことができたり，関連性の見えない社会的事象との関連性を見出すことができたりす

ることが必要である。そして，その比較，関連付けができるようにするためには，課題を解決する「過

程や方法」を工夫する必要がある。さらに，他者と協働しながら課題を解決できる「過程や方法」を

工夫することにより，自分の考えを客観的に見つめ直し，新たな発見をし，比較，関連付けができる。 

そこで，本校社会科部では，上記の仮説を基に，社会科における「汎用的な概念」を形成できる「過

程や方法」の工夫を研究の対象とした。 

 
（２）資質・能力の整理 

社会科における「汎用的な概念」は，教え

られて身に付くものではなく，課題追究の中

で何度も活用していくことで，生徒自らが次

第に習得していくものと考える。（図Ⅰ：「深

い学びのイメージ図」）また，資質・能力の

育成には，その単元で生徒に育みたい資質・

能力を教師が明確に持って授業を構想する

必要がある。そのためには，教師が資質・能

力，とりわけ思考力・判断力をひとくくりに

捉えるのではなく，どのような段階があるの

かを教師自身が捉える必要があると考えて

いる。併せて思考力・判断力を育成する際，

それぞれの段階に対応した「問い」が必要と

考えている。生徒の思考にスイッチを入れ，

生徒の思考を方向付けるのが「問い」である。

また，実際の授業においては，生徒たちに，

問題解決能力の育成を目指す社会科学習 

～社会生活を豊かにする「問い」の創造と探究する力の育成～ 

図Ⅰ 深い学びのイメージ図 

 



「問い」に対し主体的に思考・判断させ，その結果として知識を習得させる，といったように，思考

力・判断力は，「知識」とも相互にかかわっている。こうした，「思考力・判断力」と「問い」と「知

識の質」を関連づけて整理したものが，次の表Ⅰ：「育成したい思考力・判断力の分析整理表」である。 

 

表Ⅰ 育成したい思考力・判断力の分析整理表 

発達を意識した思考力・判断力 「問い」の例 知識の質 

○具体的思考力・判断力 

 資料をもとに，事実を考察することができる力。 

 

いつ，どこで，誰が，何を，

どのように， 

何が，どこが，どのように 

個別的知識 

 

 

 

 

 

  

○抽象的思考力・判断力 

個別的知識を比較したり関連づけたりしながら，知識を

構造化できる。社会的事象の本質にせまり，概念を把握す

ることができる力。 

なぜか，どうなるか， 

本質は何か， 

 

概念的知識 

 

  

 

 

○創造的思考力・判断力 

概念的知識を用いて，社会的事象を評価し判断で 

きる。論争場面において，根拠をもって自分の考えを

提案したり，異なる考えを調整したりして，価値判断

できる力。 

成功か・失敗か，良いか・悪

いか・望ましいか・望ましく

ないか，なぜそう言えるの

か 

いかに～すべきか 

価値的知識 

 ○実践的思考力・判断力 

価値的知識を用いて，複雑な社会問題に対して，

対立する概念や価値のすり合わせをすることがで

きる力。 

みんなが納得できる答え 

は何か。 

自分の考えは正しいのか。 

総合的知識 

 

メタ知識 

 なお，図Ⅰ：「深い学びのイメージ図」と，表Ⅰ：「育成したい思考力・判断力の分析整理表」は，

島根県社会科教育研究において松江市内の社会科教員とともに作成したものであり，平成２９年度全

国中学校社会科教育研究大会島根大会にて提案したものである。 

 

２．社会科における「汎用的な概念」形成のための重点項目 

 図Ⅰ：「深い学びのイメージ図」と，表Ⅰ 「育成したい思考力・判断力の分析整理表」をふまえた

上で，社会科における「汎用的な概念」を形成できる「過程や方法」を，以下の３つの視点を柱とし

て研究実践を進めることにした。 

（１）社会科における「汎用的な概念」を形成できる単元構造図の作成 

社会科における「汎用的な概念」の形成には，生徒の習得・活用・探究を見通した教師の明確な単

元構想が重要となってくると考える。とくに抽象度が高い概念であればあるほど，課題追究の中で何

度も活用していくことで，生徒自らが次第に習得していくものと考える。どのような思考力・判断力

(1) 社会科における「汎用的な概念」を形成できる単元構造図の作成 

(2)「単元を貫く問い」と「単元を貫く問いに迫る問い」の単元構造図を踏まえた工夫 

(3) 協働的な学びの場の設定 



を働かせて，どのように知識の質を高めていくのか，事前に教師が単元のグランドデザインを明確に

描く必要があると考え，それを単元構造図として作成し，授業実践を行うこととした。生徒の資質・

能力の育成を図るには，課題追究的に学習を進めることが有効である。そして，生徒による主体的で

協働的な学習であればあるほど，教師の単元構想が重要になると考える。 
 
（２）「単元を貫く問い」と「単元を貫く問いに迫る問い」の単元構造図を踏まえた工夫 

単元構造で中核となるのは「単元を貫く問い」であり，単元目標につながるもので，教師が単元を

構造化する際の柱になるものと考える。生徒には，単元の学習の視点として持たせることで，単元目

標に生徒が迫っていく上での推進力になるものと考える。ゆえに，この「単元を貫く問い」を教師が

明確に持ち，単元を組み立てることが重要と考える。具体的な授業場面では，生徒が持つ「問い」が

重要となり，生徒の思考にスイッチを入れ，生徒の思考を方向付けるのが「問い」であると考える。

生徒の学習活動とも直接関わるので，どのような「問い」を生徒に持たせたいのか，「問い」の質や教

材との出会わせ方等を，教師は十分検討して準備する必要がある。この「単元を貫く問い」に１時間

ごとの「単元を貫く問いに迫る問い」が有機的につながり，社会科における「汎用的な概念」へと知

識の質を高める上で有効かどうかの吟味していきたい。 
 
(3) 協働的な学びの場の設定 

生徒自らが，自分の知識を再構築していくことが社会科における「汎用的な概念」の形成には必要

であると考える。生徒が社会的な見方・考え方を働かせながら，自分の考えを説明したり，他者の意

見を聞き，自分の考えを修正したりしながら知識の再構築を図っていくような協働的な学びの工夫を

行いたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［近世の幕開け：安土桃山時代］  
織豊政権下で行われた「検地」や「刀

狩」によって兵農分離がすすみ、農民の

耕作権を保証する代わりに、中世以来の

横のつながりを分断し、農村を支配組織

の末端に組み込むことで権力者の権力基

盤をかためた。規制緩和で経済を活性化

させる一方で、土地からの石高を規準に

新たな社会体制が築かれた。  
 
 

 

武士による支配の仕組みに関する既習概念  

［中世：室町時代］  
守護大名による領国支配は武士の支配を地方に広げるとと

もに、相対的に将軍（幕府）の力を弱めた。政治権力がゆ

るむ中で、自力救済の風潮が広まり、各地の実力者が自ら

の力で領国支配を行う戦国時代になった。  
 
［中世：鎌倉時代］  
将軍による土地の保証（本領安堵）と、それに対する武士

（御家人）の奉公を基本とする、土地を仲立ちとした主従

関係が確立した。  

                                     

 

                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽象的思考力・判断

大名は幕府に領国支配を認めてもらう代わりに、軍役から普請役までさまざ

まな「役」を負担することで、武士の支配を安定したものにした。身分制度に

基づき人々を管理するとともに、年貢を確実に得るための藩政の安定が求めら

た。  
 
 

単元「武士による支配の完成」  単元目標  

 身分制度を基盤にした幕藩体制により、幕府を頂点とした武家政権が確立し、泰平

の世が築かれていく近世について理解する。  

[単元の学習開始時の江戸幕府の仕組みに関する生徒の認識] 

江戸幕府は、身分制度を基盤に据え、江戸に置いた幕府を頂点に、全国に藩  
を置いて全国を支配する体制をしいた。  

問い  武士による長期政権を可能にした仕組みは何か。  

【概念的知識】  
江戸幕府は身分制度と年貢経済を基盤にすえ、圧倒的な軍事力と経済力を

背景に、軍役から平時の普請役まで、藩を通してあらゆる「役」に人々を絶

えず動員し、将軍を頂点とする武家政権を安定させた。幕府による大名の統

制と藩による領民支配とをたくみに組み合わせた新たな体制の確立により、

２６０年におよぶ泰平の世を築いた。  

単
元
を
貫
く
問
い 

 

武
士
に
よ
る
長
期
政
権
を
可
能
に
し
た
仕
組
み
は
何
か
。 

問い 「松江城下町の整備」「お手伝い普請」「若狭土手の建設」は、

松江藩にとってなぜ必要なのか。  

[最終概念につながる知識] 

幕府や藩の基盤は百姓が納める米  
であり、確実に年貢が得ることが  
できるよう百姓を管理統制した。  
大名には藩の運営が一任され、藩  
政の安定が求めらた。  
 
【おもな個別的知識】五人組  村方三

役   島原・天草一揆   

[最終概念につながる知識] 

幕府による支配を確かなものにするた

めに、軍事力と経済力を幕府に集中させ

る必要があった。そのため、大名をはじ

めとしてあらゆるものを管理統制した。 
 
【おもな個別的知識】幕領  武家諸法度  参

勤交代  改易朱印船貿易  出島  朝鮮通信

使  

３.単元構造図 
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実践内容と考察

実践事例１

単元名 国際平和（平和学習）

１．単元のねらい

加納莞蕾の思想を活用して，「国際平和」の実現に向けて，問題そして解決策を考える。

２．単元について

（１）教材の捉え

【一般的な教材観】

現代社会においても、日本を取り巻く国際問題は多くある。とりわけ北朝鮮の核・ミサ

イル問題では、日本領空をミサイルが横断するという恐怖が日本国民に襲いかかっている。

国際連合の安全保障理事会での制裁措置決定後も北朝鮮のミサイル発射に変わりがない。

また、韓国が日本の固有の領土である竹島を不法占拠している竹島問題などがある中，ど

のように平和について考え、語り合うことが大切なのか、学習することが必要な時期であ

ると考え、島根県の偉人加納莞蕾の平和思想を教材として取り上げた。以下は，莞蕾のプ

ロフィールである。

○明治 37年島根県能義郡布部村（現：広瀬町布部）に生まれる。
○岡田三郎助に師事、本郷洋画研究所に学び、前田寛治、佐伯祐三と交友、その影響を受

ける。独立美術協会創立にあたって二科展を脱し、これに参加、出品を続け独立美術協会

会友となる。

○昭和 13 年京城師団指令部付の従軍画家として中国、山西省に渡り山西省の大自然から
「墨に五彩あり」という言葉の真髄を発見する。

○終戦によりフィリピン刑務所に戦犯として収容されていた日本兵 108名の釈放助命嘆願
をおこし、ついに目的を達成させた。

○布部という村からたった一人で送った嘆願の手紙は、キリノ大統領、マッカーサー元帥、

インドネール首相、ローマ法王等へ 300通以上に及び、ついに全員釈放の一助となった。
○キリノ大統領自らが、妻や子や兄弟を日本兵に殺されながら世界の友好・平和という崇

高な宗教的哲学論に根ざした結論は、莞蕾の文章にもあふれており、その往復書簡も作品

と共に公開している。（安来市加納美術館 HPより）

（２）社会科における汎用的な概念を形成するための単元構造

単元名「平和主義」で歴史的分野で形成した概念的な知識である「二度と戦争を起こさ

ず，『国際平和』を実現するためには，自国の受けた被害から来る憎悪や苦しみを引きず

らずに，断ち切ることが大切である。未来の平和に向けて，子どもの人権や生活を守るこ

とである。つまり，負の連鎖を断ち切る国民の力が必要である」を活用して，公民的分野

において「日本国憲法は，国際平和の実現に見本となる憲法か，国内平和の実現のみに見

本となる憲法か」という問い立て平和についての深い学びにつながるように思考，判断，

表現させた。

結果，新たな概念的な知識である「日本国憲法は，大日本帝国憲法と違って，日本国民
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と未来を担う子どものために，二度と政府主導による戦争を起こさない。また，戦争を放

棄することで，負の連鎖が起きないようにしてある。そして，私たちが未来の日本の行方

を判断する時，自国の平和のみでなく，国際社会の中で平和を考える必要がある」に行き

着いた。 それならば，2018 年以降に現実にあるであろう憲法改正の国民投票に目を向
け，「国際平和の実現において，国民投票には，どのような意義があるか」をみんなで考

えみようというパフォーマンス課題を設定した。結果，「憲法改正の国民投票には行かな

い選択肢もある。しかし，自分の考えがあるのであれば，国民投票へ行き，意志の表明を

することが，『世界平和』を実現する一歩になる」という生徒会選挙，住民投票，国民審

査，国会議員・地方自治の選挙などへ活用できる汎用的な概念が形成された。

現代社会の問題を過去の社会的事象から導き出すことで，今まで公民的分野の地方自治

でしか学習しなかった深みのない「住民自治への参加」に深みが出てくると考えた。憲法

学習にしても，「日本国憲法の基本的原則」において「平和主義」を学習するが，その背

景であったり，未来へ通じる憲法なのかという時間軸を公民的分野に取り入れることで，

深い学びが実現できると考えた。特に歴史的分野の時間軸，地理的分野の場所軸は，大い

に公民的分野に取り入れ，現代の日本と比較・関連させることができる視点であると考え

た。

（３）「単元を貫く問い」と「単元を貫く問いに迫る問い」の吟味

「単元を貫く問い」は，「平和学習」の単元終了時に，近現代の問題を解決するのに，

活用できる汎用的な概念の形成する問いでありたい。もちろん「平和学習」の学習内容は，

学習指導要領の公民的分野「日本国憲法の基本的原則」に沿っていなければならない。以

上の理由により，単元の目標を考える。そして単元の目標を「加納莞蕾の思想を活用して，

『国際平和』の実現に向けて，問題そして解決策を考える」と設定した。これにつながる

単元を貫く問いとして，「『国際平和』の実現とは，どのようなことか」と設定した。こ

れは，生徒には単元の学習の視点として持たせることで，単元目標に生徒が迫っていく上

での推進力になるものと考える。国際平和を実現するには，様々な方法が考えられる。そ

の中で，第二次世界大戦後フ

ィリピンと日本の戦犯問題に

関わった島根県安来市加納莞

蕾氏の思想は，普遍的な価値

があると考えた。そこで，19

50年3月15日島根県議会にお

いての莞蕾氏の発言「“今，

皆さんにはっきりと申し上げ

ておきたい。戦犯問題は，児

童問題で解決する”と述べた。

聞いていた議員たちは，戦犯

問題と児童問題が，なぜ関連

するのか，予想外であった。

あなたも議員になったつもり
表１：生徒 Aが行き着いた世界の子どもの権利の保障イメージ
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で考えよう」という問いを設定した。近現代の平和に関する問題を解決するときに，ぜひ

莞蕾氏の思想（表１）を活用してほしいと教師が考えたからである。最後には，パフォー

マンス課題として，「憲法改正の国民投票」をもってきた。

（４）協働的な学びの場の設定

本単元による学びの場とは、社会的な見方・考え方を働かせて行われる場として設定し

た。

1950年3月15日島根県議会においての加納莞蕾氏の発言を単元を貫く課題に迫る発問にし

た。具体的には、莞蕾は「『今，皆さんにはっきりと申し上げておきたい。戦犯問題は，

児童問題で解決する』と述べた。聞いていた議員たちは，戦犯問題と児童問題が，なぜ関

連するのか，予想外であった。あなたも議員になったつもりで考えよう。」とした。

生徒は，まず予想を立てた。「キリノ大統領の家族が殺されたから。家族には愛児もい

たため，児童問題につなげた。」「戦争では，殺人を肯定し，子どもも殺していたから。」

「今から時代を担う子供たちが戦争の残虐さを理解しないと，未来にも戦争は起こるから。」

「今の事より，未来の事を考えないと恒久平和はこないから。」それぞれの生徒の予想は，

生徒によって視点が違っていた。主役が児童に始めからなっていたり，児童の保護者や親

戚になっている生徒もいる。また，時間を視点として，過去の戦争という事象から未来へ

向かって解決策を考えた予想をしている生徒，また場所を視点として，フィリピン，もし

くは日本の立場で予想している生徒，さらには政治，経済の視点から予想する生徒も少数

ではあったがいた。これらの様々な視点をもった生徒が，自分の意見を言う。そして，「な

ぜ，そう思うのか。」という理由を聞き合うことから協働的な学びは始まる。後述します

が，（６）の指導の実際で実践事例を示して説明したい。

さらに，単元を貫く問いに迫る問いは進み，生徒の考えも広がり深まっていった。つま

り，フィリピンのキリノ大統領のことを考えた生徒は，「未来」のことを考えていた生徒

の発言を聞き，自分の考えを再構築している姿が見えた。キリノ大統領は家族を日本人に

殺された。しかし，フィリピンと日本の未来を考えるなら，未来を創る子どもたちに「負

の連鎖」が起きないように，子どもたちの未来を保障する決断が必要ではなかったと再構

築していた。一旦，聞き合う中

で自分の考えを再構築したとこ

ろで補助発問を投げかける。も

う一度，共通の視点を与える方

法である。莞蕾氏は「なぜ，日

本人戦犯を赦すのかと日本人が

思う時，政治家キリノの“大き

な未来に続く偉大な政治家とし

てのモラル”に気づかなければ

ならない」と言っている（表２）。

このモラルとはなにか，と別の

視点を与える。この方法で協働

的な学び場に，お互い意見を出
表２ グループ Aの政治家キリノのモラル
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し合いながら「モラル」とは何かという答えを出す作業が入る。こうすることで少しずつ

主発問の答えが，創り出されていく。結果，１つの答えを創り出す作業になっていく。

３．単元構造図

別紙
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４．単元の評価規準

十分満足できると判断される状況 概ね満足できると判断される状況 努力を要する状況の手立て

「戦犯問題」と「児童問 「戦犯問題」と「児童問題」の 「戦犯問題」と「児童

題」の関連を理解でき， 関連を資料の読み込みや対話から 問題」の意味を理解でき

得た知識が国際平和のた （十分満足できる状況にするための手立て） りょうに資料解説などを

めの考えに活用できる。 得た知識を本時の終末で活用で おこなう。

きるよう問いかけをする。

５．単元の中心となる時間

（１）本時の目標

・戦後のフィリピンと日本の事実関係に基づき，よりよい積極的な関係を築こうとする平

和を希う各々の思想を知り，正しい歴史を理解する。

（２）展 開

学習場面と予想される生徒の反応 指導上の留意点（・）と支援（◎）

１．本時の目標を確認する。 ・資料１絵画「黒牡丹」で画家であること，資料２

・莞蕾氏の絵画とアキノ大統領との写真から 「アキノ大統領との写真」でアキノ大統領が行った

「莞蕾氏の恒久平和思想」を本時で考えるこ 政治的決断を知る。

とを知る。 ◎決して，加納莞蕾氏だけが「すごい人」とならな

・“アキノ氏は 105 人の太平洋戦争の戦犯者 いようにする。
を赦した”を知った。 ◎莞蕾氏の嘆願書（書簡）だけで，日本人の戦犯者

・“アキノ氏の家族は，日本兵に殺害された” 105名がフィリピンから解放された訳ではないこと
を知った。 を理解する。

・“莞蕾氏は，アキノ氏に嘆願書を出していた

”を知った。

２．本時の問いを知る。

３．予想する。

・大統領の家族が殺されたから。 ・資料３「国家総動員法」，資料４「ユダヤ人の迫

・戦争では子どもも殺していたから。 害」，資料５「学徒の遺書」を参考にすることで，

・未来においても，戦争はあるから。 戦犯問題を具体化する。

・今の事より，未来の事を考えないと恒久平 ◎資料６として，「1949 年 10 月 30 日 フィリピ

和はこないから。 ン大統領イディオ・キリノ大統領宛第４書簡」を提

示することで，児童問題へ直結できるようにする。

【本時の問い】

加納莞蕾氏の見方・考え方で，日本国憲法を見てみよう。そして，

２度と戦争が起きない工夫を見つけよう。
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４．補助発問をする。

・莞蕾氏は「なぜ，日本人戦犯を赦すのかと ・資料３～６を参考にして，創り出した個人の考え

日本人が思う時，政治家キリノの“大きな未 を持ち寄ることで，多面的・多角的に補助発問の答

来に続く偉大な政治家としてのモラル”に気 えを導きだすことができる。

づかなければならない」と言っている。「みん ◎資料７「莞蕾の願い」を発表後に提示することで，

なはモラルに気づくことができたか？」 自分に問い直しができるようにする。

・“モラル”の意味がわからん。 ・必要ならば，資料８「1953年 7月 6日キリノ大
・憎しみは連鎖する。だから誰かが遮断しな 統領の声明文」を思考の途中で聞くことにより，さ

いといけない。 らに多面的・多角的に考えを深める。

・あっちこっちで戦争をしている。戦争とは

人権を侵害する。赦せないことを赦すことで

人権保障の大切さを世界に示す。

・戦犯日本人の死刑囚まで赦すという政治的

判断は，次の時代の人権保障なのだ。

６．指導の実際

（１）の検証

「戦争を起こす原因は，自分たち

人権や生活が保障されなくなり，国

家による保障を願う時，国民の大部

分が戦争を肯定的に捉え，国家によ

る戦争を応援する」これは、大部分

の生徒が歴史的分野の第二次世界大

戦の単元前までに形成していた「国

際平和・国際協調」に関連した概念

である。この概念を活かして、第二

次世界大戦の単元終了後に、表３か

らわかるように「二度と戦争を起こ

さず，『国際平和』を実現するため

には，自国の受けた被害から来る憎 表３ グループ Aの話し合い結果

【検証の内容】

（１）三分野を見通した社会科における概念の系統性を考え、それを活

かした単元構造を工夫することで、“社会科における汎用的な概念”の

形成に迫ることができたか？

（２）「単元を貫く問い」と、「単元を貫く問いに迫る問い」を、単元

構造図を踏まえて工夫することで、生徒が思考力・判断力を働かせ、生

徒自ら“社会科における汎用的な概念”へと知識の質を高める学習を展

開できたか？

（３）協働的な学びの場を設定することで、生徒が自分の考えを説明し

たり、他者の意見を聞き、自分の考えを修正したりしながら自分の知識

の再構築を図ることができたか？
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悪や苦しみを引きずらずに，断ち切ることが大切である。未来の平和に向けて，子どもの

人権や生活を守ることである。つまり，負の連鎖を断ち切る国民の力が必要である」を形

成できたと考えた。理由は、義務教育段階での社会科における「平和主義・国際協調」に

関連する概念を「日本国憲法は，大日本帝国憲法と違って，日本国民と未来を担う子ども

のために，二度と政府主導による戦争を起こさない。また，戦争を放棄することで，負の

連鎖が起きないようにしてある。そして，私たちが未来の日本の行方を判断する時，自国

の平和のみでなく，国際社会の中で平和を考える必要がある」と設定したからである。こ

の義務教育の最終段階で「平和主義・国際協調」に関連する概念の形成を設定する場合は、

小中学校の複数の先生方で何度も協議を重ねて設定することが大切である。

このことによって、小学校４年生から中学校３年生の間で、「平和主義・国際協調」に

関係する単元を学習する際に、常に義務教育終了時に形成させたい概念を意識して授業を

作ることができる。こうすることで、学習した内容より形成した概念によって、より社会

生活を豊かにできると考えた。さらに、社会科における汎用的な概念の形成は、「問い」

の存在を欠かすことができないため、次の項目で検証したい。

（２）の検証

「平和主義・国際協調」の社会科における汎用的な概念を「憲法改正の国民投票には行

かない選択肢もある。しかし，自分の考えがあるのであれば，国民投票へ行き，意志の表

明をすることが，「世界平和」を実現する一歩になる」と設定した。表３の概念形成，さ

らに，上記の汎用的な概念を形成する場合に、教材として島根県安来市加納美術館に業績

を残す「加納莞蕾氏」を取り上げた。単元構造図には，「莞蕾の平和思想」「フィリピン

のキリノ大統領のモラル」について段階的に考えられるよう「単元を貫く問いに迫る問い」

を工夫した。（第１段階は，単元構造図参照）

第２段階：なぜ加納莞蕾は，島根県議会で「戦犯問題は児童問題で解決できる」と言っ

たのか。

第３段階：日本国憲法は，

国際平和の実現

ができるか，国

内平和の実現の

みできるか。

第４段階：国際平和の実

現において，国

民投票には，ど

のような意義が

あるか。

表４は，第３段階の問い

のグループ B の話し合いの
結果である。キリノ大統領

のモラルとは，「負の連鎖を断ち切るために，赦しがたきを赦す」である。この第２段階

で獲得した概念を利用して，第３段階の問いの答えを導き出している。さらには第１段階

における日本国憲法第９条の存在意義も反映されている（単元構造図参照）。

そして，単元を貫く問い「『国際平和』の実現とは，どのようなことか」の答えは，社

会科における汎用的な概念から「一人一人が，国際平和について考え，自分の意思が反映

表４ 第３段階のグループ Bの答え
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できる場面でしっかりと自己主張していくことが大切である」「国民主権を自覚し，選挙

権を獲得したならば，選挙や国民投票など自分の意思を国政に反映されることが大切であ

る」「加納莞蕾氏のように，一見無理に思えることも，人とのつながりを大切にして，考

えだけではなく，行動することが大切である」に様々な概念を獲得し，知識の質を高める

ことができた。

（３）の検証

表５は，第２段階の「なぜ加納莞蕾は，島根県議会で「戦犯問題は児童問題で解決でき

る」と言ったのか」に対する話し

合いの様子である。写真の女子の

考え方は，表６の右下の考え方で

ある。つまり「児童問題は，人権

を奪われた児童たちの親や親戚の

怒りを解決することである。そし

て，怒りを解決すれば戦争は起こ

らない」と考えていた。児童問題

の主役が，戦争で殺された児童の

親や親戚になっている。あくまで

も莞蕾は，主役は児童である思想

であった。ところが，グループCの

答えは，「児童の人権を守り，児童

に関わる様々な問題を解決するこ

とが戦争を起こさないことである」

（グループC）と答えている。表５

の女子は，２人の男子と話し合い

ながら，主役が児童の親や親戚で

はなく，児童であることに気付い

たのである。また，「児童に戦争の

悲惨さを伝えていくことが教育と

しても大事である」（グループC)こ

とも答えている。これは，莞蕾が

目指した「戦犯を赦すということ

は，赦された日本人が懺悔しながら戦争で経験した非人道的な出来事を伝えていかなけれ

ばならない。だから，赦されたのだ」という考えとも共通していた。

このような生徒は多く，一例を示した。やはり，協働的な学びの場を設定するだけでは

難しいので，ホワイトボードなどを利用し，思考過程を視覚化する。このことで、生徒が

自分の考えを説明しやすかったり、他者の意見を聞き理解しやすかったりする。このよう

な工夫が成功したならば，自分の考えを修正したりしながら自分の知識の再構築を図るこ

とができると考えた。

表５ 協働的な学習の場（グループｃ）

表６ 協働的な学習の場（グループ Cも含む）
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７．実践のまとめと今後の課題

（１）研究の成果

○ 単元構造図の作成を通して授業実践を重ねた結果，教師が獲得させたい社会科にお

ける"汎用的な概念"の形成に迫ることができた。ただし，３年間を見通した概念の形成の
ため，社会科における"汎用的な概念"の形成は，３年生の時に効果性が高いという結果が
見られた。これは，発達段階もあるが，近現代の社会問題に当てはめて，学習する時に初

めて既習事項を活用して，いかに豊かな社会生活を営むことができる考える時に，"汎用
的な概念"が形成されると考えるからと思われる。
○ 考えを視覚化する工夫や，相手の考えの根拠になっている資料や統計，既習事項を質

問することで，「社会的な見方・考え方」を働かせた協働的な学びの場を生み出すことが

できた。

○ 「平和学習」という単元の中で歴史的分野で形成した概念的な知識を，公民的分野の

「日本国憲法の平和主義」の単元で活用する授業づくりができた。その上で，「平和を維

持するために，国民の公正な判断力が必要であり，その意思表示の際には投票等に行くこ

と」が大切であるという"汎用的な概念"の定着が見られた。

（２）研究の課題

● 現実に起こっている社会問題を解決しようとする場合，形成しようとする"汎用的な
概念"が高次な概念のため，生徒全員が低次の概念を獲得していないと単元が作成できず，
既習事項の到達度に個人差があることが多い。

● 協働的な学びの場だけで社会科における低次の概念を再構成しても，必ずしも高次の

概念の形成へとつながらない傾向が見られた。これは，全ての生徒自身が形成された高次

の概念であることを認識していないため，高次の概念習得に意味を見出ださないためと思

われる。

● 三分野における“社会科における汎用的な概念”の再検討と，パフォーマンス課題を

取り入れることで，“社会科における汎用的な概念”を形成できたかという評価方法を構

築する。



【総合的知識】＜公民的分野 中三 単元名：憲法・法律のしくみ＞ 

憲法改正の国民投票には行かない選択肢もある。しかし，自分の考えがあるのであれば，国民投票へ行き，意志の表明をすることが，

「世界平和」を実現する一歩になる。 

【価値的知識】 
日本国憲法は，大日本帝国憲法と違って，日本国民と未来を担う子どものために，二度と政府主導による戦争を起こさな

い。また，戦争を放棄することで，負の連鎖が起きないようにしてある。そして，私たちが未来の日本の行方を判断する

時，自国の平和のみでなく，国際社会の中で平和を考える必要がある。 

抽象的思考力・判断力 

創造的思考力・判断力 

創造的思考力・判断力 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

画家 加納莞蕾（安来市 加納美術館ＨＰ）より 

明治 37 年島根県能義郡布部村（現：広瀬町布部）に生まれる。 
岡田三郎助に師事、本郷洋画研究所に学び、前田寛治、佐伯祐三と交友、その影響を受ける。独立美術協会創立にあたって

二科展を脱し、これに参加、出品を続け独立美術協会会友となる。 
昭和 13 年京城師団指令部付の従軍画家として中国、山西省に渡り山西省の大自然から「墨に五彩あり」という言葉の真髄

を発見する。 
終戦によりフィリピン刑務所に戦犯として収容されていた日本兵 108 名の釈放助命嘆願をおこし、ついに目的を達成させ

た。 
布部という村からたった一人で送った嘆願の手紙は、キリノ大統領、マッカーサー元帥、インドネール首相、ローマ法王等

へ 300 通以上に及び、ついに全員釈放の一助となった。 
キリノ大統領自らが、妻や子や兄弟を日本兵に殺されながら世界の友好・平和という崇高な宗教的哲学論に根ざした結論は、莞蕾の文章にもあふれており、その往

復書簡も作品と共に公開している。 

単
元
を
貫
く
問
い 

「
国
際
平
和
」
の
実
現
と
は
，
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。 

実践的思考力・判断

問２：なぜ加納莞蕾は，島根 
県議会で「戦犯問題は児童問 
題で解決できる」と言ったの 
か。 

 

問４：国際平和の実現において，国民

投票には，どのような意義があるか。 

単元：「国際平和」 単元目標：加納莞蕾の思想を活用して，「国際平和」の実現に向けて，問題そして解決策を考える。 

 

【価値的知識】＜歴史的分野 中三 単元名：それぞれの敗戦へ＞ 
二度と戦争を起こさず，「国際平和」を実現するためには，自国の受けた被害から来る憎悪や苦しみを引きずらずに，断

ち切ることが大切である。未来の平和に向けて，子どもの人権や生活を守ることである。つまり，負の連鎖を断ち切る

国民の力が必要である。 
  

問３：日本国憲法は，国際平和

の実現ができるか，国内平和

の実現のみできるか。 
  

 

問１：なぜ，戦争は起こるのか。

もしくは続くのか。 
  

【歴史的分野の個別的知識】 
・満州事変    ・５・１５事件 
・２・２６事件  ・日中戦争 
・学徒動員    ・太平洋戦争 
 

【地理的分野の個別的知識】 
・欧米による貿易支配 
・ＣＯ２等，国家枠を越えた環境問題 
・ＥＵ等の組織の変容（地域主義の変容） 
 
 

【概念的知識】＜歴史的分野 中三 単元名：第二次世界大戦へ＞ 
戦争を起こす原因は，自分たち人権や生活が保障されなくなり，国家による保障を願う時，国民の大部分が戦争を肯定的

に捉え，国家による戦争を応援する。 
  
 

既習事項や経験知より 

具体的思考力・判断力 

日本国憲法は，国の安全と生存を保持しようと願

い，国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄

し，陸海空軍，その他の戦力を保持しない。 

＜公民的分野＞単元名：日本国憲法－平和主義－ 

基本的人権は，国民主権のもと実現すべきであり，民主

主義は，第９条，天皇の地位の憲法条文を守る。 

  

＜歴史的分野 中三 単元名：それぞれの敗戦へ＞ 
○中国残留日本人孤児 ○世界児童憲章 
○加納莞蕾の思想（安来市加納美術館） 

 



実践内容と考察 

実践事例１ 

 単元名  アジア州の地球的課題を解決しよう～情報通信技術は中国の地域格差を是正するか～ 
指導者 中尾 文 

 
１．単元のねらい 

 巨大な人口を抱え，近年急速に経済発展を遂げるアジア州の地域的特色を理解する。 

 

２．単元について 

（１）教材のとらえ 

 「世界のさまざまな地域」の学習では，「州ごとにさまざまな面から地域的特色を大観させ，その上

で主題を設けて地域的特色を理解させる」ことを主なねらいとしている。アジア州は，人口が 10億を

超える中国とインドが含まれ，人口急増が地域の人々の生活や国の現状と結びついているとともに，

世界でも急速な経済発展を進めている地域である。このことから「巨大な人口と急速な経済発展」と

いう視点が，アジア州の特色をつかむことができる地理的事象といえる。 

アジア州は豊富な労働力や資源を背景に，近年，多くの国が経済発展を進めている。その一つ中国

では，急速な経済発展にともなって地域格差が拡大し，都市部への人口流出が問題となっている。こ

のような地域格差の是正は中国に限った課題ではなく，急速な経済発展を遂げた他の国や地域におい

ても同様である。東京への一極集中の是正と地方創生を進める日本における都市と地方，南北問題に

見る国際社会における先進工業国と発展途上国のように，地域間に見られる格差の是正は解決すべき

地球的課題といえる。このことから，本単元で中国における地球的課題の解決を追究することで得た

概念は，他の国や地域の課題解決を考える足がかりとして学年や分野を越えた学習に活かすことがで

き，さらに汎用性のある概念に高めていくことができると考えた。 

 

（２）社会科における汎用的な概念を形成するための単元構造 

社会科における汎用的な概念は，様々な分野や単元で繰り返し活用することによって形成されてい

く。そこで，アジア州の学習がどのような見方・考え方につながっていくのか，また，これまでに形

成されてきた見方・考え方をより成長させるためにはどうしたらよいのかを意識して，以下の視点か

ら単元の構造化を図った。 

①３年間の学習との関連を見据えた単元構造 

中学校第 2学年では，「世界から見た日本の人口」で日本の過疎・過密問題を学び，過疎・過密地域

が抱える問題とその対策について考察する。さらに，第 3学年では，「国際問題とわたしたち」で世界

の人口の増加や貧困問題ついて学び，貧困をなくすために国際社会や日本が果たす役割を考える。こ

れからの学習を見据え，本単元では何を学ばせておくことが良いかを考えたとき，人口分布の地域的

な偏りの要因を多様な視点から考え，地域格差の拡大は様々な問題を引き起こすことを理解させるこ

とが重要と考えた。 

そこで，本単元では，中国の人口分布や経済発展における地域格差に着目させ，その要因や背景を

地理的要因と政策的要因から考えさせる。次に，沿岸部への人口流出によって都市部と内陸農村部で

はどのような問題が起こっているかに気付かせることで，単元を貫く問い「中国の地域格差の問題を

解決しよう」に迫るための基礎的・基本的な知識を身に付けさせ，以降の学習でさらに発展・深化さ



せていきたいと考えた。 

②これまでに身に付けた社会的な見方・考え方を働かせて問題解決する力を育む単元構造 

本単元がねらいとするアジア州の地域的特色の深い理解は，生徒が経験や体感を通して理解してい

る日本と他の地域での暮らしとの比較や関連付けによって生まれると考える。日本の暮らしについて

は，小学校第 5学年社会科「社会を変える情報」において，日本の国土や産業の様子と国民生活との

関連を学習する。この単元では，情報ネットワークがさまざまな産業分野でサービスの向上のために

利用され，国民生活の向上に大きな影響を及ぼしていることを学習する。そこで，本単元では情報通

信技術（ICT）の活用という視点で課題の解決策を考えさせようと考えた。 

小学校での既習内容，アジア州の地理的事象，生徒の生活経験などを考え合わせ，中国における地

域格差の解決策を考えることで，情報通信技術（ICT）が果たす役割が，国や地域を越えた地球的課題

の解決の足がかりとなることを理解させていく。このような情報と社会との関わりを系統的に学ぶ単

元構造のもと，問題解決に必要な汎用的な概念の形成を目指したいと考えた。 

（３）単元の構造化と「単元を貫く問い」の設定 

本単元では，巨大な人口を抱え，近年急速に経済発展を遂げるアジア州の地域的特色を，工業化や

経済発展にともなう変化と関連づけて理解することを目標としている。また，生徒がこれまでに身に

付けた社会的な見方・考え方を活用して課題解決を図ることをねらい，単元を貫く問いとして「中国

の地域格差の問題を『情報通信技術（ICT）の活用』 視点から解決しよう」を設定した。 

中国における地域格差は，多様な自然環境，気候，豊かな労働力や資源などの地理的要因と経済開

発区の設置などの政策的な要因から考える必要がある。また，生徒が課題意識をもって主体的に追究

する姿を目指し，３つの段階で単元を貫く問いに迫る問いを設定した。 

①「アジア州にはどのような地域格差があるだろう。また，なぜ，そのような地域格差が見られるの

だろう」（第 1段階） 

 まず，アジア州の多様な自然環境や気候の様子を統計資料や地図の読み取りから大観させる。人口

の分布や農業の発達の様子が地域によって大きく異なることをとらえさせた上で，なぜ，このような

地域格差が見られるのかを考え説明させる。この学習を通して，人口の分布や産業の発達の様子と関

連付けて，アジア州の自然環境や気候の多様性を理解させていきたい。 

②「なぜ，中国には沿岸部と内陸部との間に地域格差が見られるのだろう」（第 2段階） 

 次に，近年，急速な経済発展を遂げている中国に焦点をあて，人口の分布と所得の分布の資料から

沿岸部と内陸部との格差の現状をとらえさせる。その上で，なぜ，このような格差が見られるのかを，

自分たちで適切な資料を見つけ出し，地理的要因と政策的要因から説明させる。この学習を通して，

交通の便や物流がさかんな地域にはどのような自然環境が広がっているのかということや，工業化と

関連付けて経済発展の様子を理解させたい。 

③「中国の地域格差は，どのような問題を引き起こしているのだろう」（第 3段階） 

生徒が単元を貫く問い「中国の地域格差の問題を解決しよう」を意識し，主体的に追究していくた

めには，地域格差が引き起こす問題を理解させる必要がある。そこで，資料を読み取ったり既習内容

や経験値をもとにしたりしながら人口が集中する都市部や農村部ではどのような問題が発生している

のかを明らかにする。このように地域格差が引き起こす問題を学習することを通して，「地域格差を是

正しなければ」や「地域格差を是正するにはどうしたらよいのだろう」という課題意識のもとで，生

徒が主体的に解決を図ろうとする姿を目指したい。 



３．単元構造図 



４．単元の思考力・判断力の評価規準 

評価基準 
評価資料 

（Ｂ評価） 手立て 

 中国の急速な発展にともな

って発生した問題（沿岸部と内

陸農村部の地域格差）の解決策

を，中国の地域的特色に着目

し，「情報通信技術の活用」と

いう視点から考え説明するこ

とができる。 

 中国の地域的特色から情報

通信技術をどのように活用す

るかを考えられていない生徒

には，地域格差の要因となって

いる地理的事象を示す資料を

確認させる。 

発表 

ホワイトボード 

ワークシート 

 

５．単元の中心となる時間（本時） 

（１）本時の目標 

 中国の急速な経済発展にともなって発生した地域格差を是正するために，「情報通信技術の活用」と

いう視点から，より良い解決策を考えることができる。 

（２）本時の展開 

 学習活動 指導上の留意点 

導

入 

１ 前時の学習をふり返る。 

 ・中国の急速な経済発展にともなう地域格差の都市部

の現状と問題点 

  →人口集中による問題 

・中国の急速な経済発展にともなう地域格差の内陸農 

村部の現状と問題点（※資料『山岳農村部の村に暮

らすリンさんの暮らし』） 

  →生活・交通・就業・教育などの問題 

・人口が集中する都市部の問題を確

認する。 

・内陸農村部の現状を紹介し，本時

の問いにつなげる。 

展

開 

２ 本時の課題を把握する。 

 

 

 

 

 

 

３ 情報通信技術（ICT）の果たす役割を理解する。 

 「農村淘宝」 

  ・情報通信技術（ICT）の活用によって農村部の暮

らしを大きく変えた。 

 「情報通信技術（ICT）の役割」 

  ・時間や距離を縮めることができる 

  ・大量の情報を収集・管理することができる 

  ・自分の情報を発信することができる 

 

 

 

 

・問題点（教育，交通，従業，医療，

留守児童など）を発表させ，解決

すべき課題を共有する。 

 

・視点「情報通信技術（ICT）の活

用」を明確にし，課題解決に関わ

る知識の共通理解を図る。 

 

 

 

 

 

 

「『農村淘宝』の情報通信技術（ICT）を活用して，リンさんの生活をより良いものにしよう。」 



４ 「情報技術の活用」によって地域格差を是正するた

めの解決策を考える。個人→グループ 

 

 

 

 

５ 各グループの意見をもとに，最も有効な解決策を理

由とともに考える。 

 

・「どの問題について」「何が原因で」

「情報通信技術（ICT）をどう活

用すると解決できるか」を，既習

内容，配布資料，経験値を根拠に

して論理的に説明させる。 

 

・新たな解決策を考えても良いこと

とする。 

ま

と

め 

７ 本時のまとめとふり返りをする。 

 ・「なぜ，『農村淘宝』は中国の農村部に広がっていっ

たのか」について自分の考えを記入する。 

・情報通信技術（ICT）活用による

地域格差是正の取組を紹介する。 

・アジアの他の地域や日本国内にお

いても地域格差の是正が課題と

なっていることにふれ，今後の学

習につなげる。 

（３）期待される生徒の姿 

・今まで習得した知識・概念を活用しながら，中国の地域格差を是正するための解決策を，情報通

信技術の活用という視点から考えることができる。 

・中国の地域格差を是正するための解決策を，この国の地域的特色を理解した上で説明することが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
表１ グループ１の発表の内容 

 

 
表２ グループ２の発表の様子 

 

６．指導の実際 

（１）三分野を見通した社会科における概念の系統性を考え，それを活かした単元構造を工夫する

ことで，「社会科における汎用的な概念」の形成に迫ることができたか。 

（２）「単元を貫く問い」と「単元を貫く問いに迫る問い」を，単元構造図を踏まえて工夫すること

で，生徒が思考力・判断力を働かせ，生徒自ら「社会科における汎用的な概念」へと知識の質を

高める学習を展開できたか。 

（１）社会科における汎用的な概念を形成するための単元構造 

本単元の学習では，①３年間の学習との関連を見据えた単元構造，②これまでに身に付けた社会的

な見方・考え方を働かせて問題解決する力を育む単元構造として，アジア州の地域的特色を地球的課

題である地域格差に常に着目しながら学び，その問題の解決を「情報通信技術（ICT）の活用」という

視点から考えることで理解することを目指した。単元を貫く問い「中国の地域格差の問題の解決を考

えよう」を常に意識しながら学習を進めることで，自然環境，産業の様子，人口の分布，経済発展の

様子を，生徒自身が「地域によってどのような違いがあるのか」，「その違いの要因や背景にはどのよ

うなことがあるのか」という視点をもってとらえるようになっていった。 

 単元の中心となる時間には，小学校 5 年生での既習概念である情報通信技術（（ICT）の果たす役割

を活用して，中国における地域格差の問題の解決策を「情報通信技術（ICT）の活用」という視点か

ら考えた。中国では，数年前より「タオバオ（淘宝）」という企業が農村部に設置した店舗を通じて，

この地域に情報通信技術（ICT）を活用したサービスの提供を始めた。このサービスの提供により，

農村部でも国内外あらゆる場所と商品の売買が可能となっただけでなく，新たな雇用や産業を生み出

し農村部の暮らしを大きく変えている。政府もタ

オバオの農村部開設の支援に乗り出し，政府に代

わってタオバオが公的なサービスを提供していく

ことが期待されている。 
授業では，タオバオの情報通信技術（ICT）を活

用して，内陸農村部における地域格差の問題をど

のように解決するかを考えさせた。生徒たちは内

陸農村部の解決すべき問題として，教育，就業，

交通，医療，留守児童の問題を挙げ，①原因，②

解決策（情報通信技術（ICT）を活用してどのよう

に解決するか）をグループで考えた。 

 グループ１は，働く場所がなく都市部に人が流

出している問題について，山岳部の交通の便を原

因に挙げた。そこで，都市部と農村部とを情報通

信技術（ICT）を活用して結び，技術を学ばせるこ

とで内陸農村部でもできる ICT関連の仕事で雇用

を増やすことを提案した。（表１）グループ２は，

山岳部にない道路の代わりを果たすのが情報通信

網であり，これを整備することによって，あらゆ

る距離や時間の問題を解決できるのではないかと

説明した。グループ３は，内陸農村部は工場を作



 
表３ グループ３の考え 

 
表４ グループ４の考え 

るには不利な条件が多いことから，

情報通信技術（ICT）を使って他の地

域とつながることができれば，この

地域にしかないものを作って販売す

る新しい産業を生み出せると提案し

た。（表３） 

 一方で，グループ４のように，情

報通信技術（ICT）の活用といえばイ

ンターネットショッピングというイ

メージから離れられず，就業，教育，

医療の問題をすべてインターネット

上での商品の売り買いで解決しよう

と考える意見も多く見られた。（表４）

地域格差の是正を情報通信技術（ICT）の活用という視点で考えさせるためには，その地域の特色の理

解だけでなく，改めて情報通信技術（ICT）の役割とタオバオ仕組みを十分に理解させる必要があった。

そのため，生徒の思考が地域格差の問題の解決という視点ではなく，個人の生活を便利にするという

視点にとどまってしまった。 
 また，情報通信技術（ICT）が国民生活に果たす役割についても，これまでの学習状況や生徒自身の

情報通信技術（ICT）の活用状況によって理解に大きな差があることが明らかとなった。小学校第 5

学年社会科の学習では，販売業，運輸業，観光業，医療や福祉の５つより選択して，情報が国民生活

に果たす役割を考えさせることになっている。そのため，中学校で活用するにあたっては，改めて生

徒の学習状況や実態把握の上で既習概念を明確にし，共有させる必要があった。 

（２）「単元を貫く問い」と「単元を貫く問いに迫る問い」の工夫 

①「アジア州にはどのような地域格差があるだろう。また，なぜ，そのような地域格差が見られるの

だろう」（第 1段階，1・2時間目） 

まず，アジア州を大観する学習のはじめに，世界人口のおよそ６割を占めるアジア州の人口分布の

様子を示す主題図を提示した。人口分布が地域によって大きく偏っていることを読み取らせた上で，

どのような社会的事象が関係しているかについて考えさせた。生徒たちは「大きな川や降水量がある

こと」「資源が豊富で工業が発展していること」「農業に適した気候であること」など，これまで学習

した知識をもとに様々な視点から考えていた。 

次に，自然環境，気候，農業，資源の分布という視点からアジア州のようすを明らかにした結果を

もとに，人口分布の地域格差との関連を説明する活動を行った。グループで話し合った結果，グルー

プ１「大きな山や砂漠などが広がる地域に比べ，平地は交通の便もよく住みやすいことから人口が集

中している」，グループ２「暖かく降水量が多いところは農業が発達するから多くの人が集まっている」 

という意見に見られるように，どのグループも適切な資料を活用しながら人口分布の地域格差の要因

や背景を考えることができていた。また，「工業がさかんな地域ではないかと考え，資源の分布との関

連を調べてみたが必ずしも資源の分布と人口の分布は一致しなかった」ことに気付き，工業化の進展

には交通の便など他の要因があることを指摘していたグループもあった。 

②「なぜ，中国には沿岸部と内陸部との間に大きな格差が見られるのだろう」（第 2段階，3時間目） 

 次に，中国に焦点をあて，急速に発展をとげた様子を学習した上で，人口の分布，所得の分布に着



 
表５ 

目させ，沿岸部と内陸部との間に

見られる格差について，前時まで

と同様の学習を行った。前時まで

と異なったのは，要因や背景を考

える視点を提示せず，関連する複

数の資料の提示のみを行い，生徒自身に必要な視点と資料の選択を行わせたことである。各グループ

の発表では，自然環境や気候の地域による違いとの関連からだけでなく，沿岸部への経済開発区の設

置による工業化との関連から地域格差の要因を説明できていた。（表５）  

③「中国の地域格差は，どのような問題を引き起こしているのだろうか」（第 3段階，4・5時間目） 

まず，人口が集中する都市部ではどのような問題が発生しているのかについて明らかにした。この

学習では，生徒たちは資料を読み取ったり既習内容や経験値をもとにしたりしながら主体的に取り組

む様子が見られた。そして，環境問題や経済格差の拡大について現状を知ると，中国の解決すべき課

題について「人口集中をなんとかしなければならない」や「これ以上格差が拡大すると新たな問題が

発生するのでは」という意見があがった。中には，地域格差の問題が「島根の問題に共通している」

「日本の大都市や工業地域でも見られる問題だ」ということに気付く生徒もいた。 

 

７．実践のまとめと今後の課題 

（１）研究の成果 

〇三分野を見据えた学習の発展や見方・考え方の成長を意識することで，アジア州の学習で形成され

た見方・考え方がこのあとの学習にどうつながっていくのか，これまでに形成された見方・考え方を

より成長させるためにはどうしたらよいのか，それぞれの内容との関連を図りながら単元の流れを意

識した学習を進めることができた。 

〇小中の社会科における系統的な学習を意図した単元構造の開発と，それに基づく授業を開発・実践

することができた。 

〇単元の問いに迫るための問いを３つの段階で設定し，見方・考え方を活用した学習をくり返すこと

で，地域格差の要因や背景を考えるために必要な見方・考え方を生徒自身が判断するようになった。

第 2段階では，これまでに習得した見方・考え方では説明がつかない事象に気付かせることで，生徒

が主体的に知識を広げたり深めたりしながら見方・考え方を成長させようとする学びの姿が見られた。 

 

（２）研究の課題 

●社会科全体を通した見方・考え方の成長を意識した単元構造として，小中の学習の連続性を「国民

生活における情報の役割」に見出して単元を構造化した。実践を通して浮かび上がった課題点から，

公民的分野で最終的に目指す社会科における概念をより明確にした上で，どのような単元を「情報」

の視点で学習するのか，各単元のねらいに迫るためにその視点で単元が効果的であるかを見直し，小

中をつないだ社会科学習の展開を考える必要がある。 

●三分野を見据えた単元構造を考える場合，それぞれの分野における単元の関連性を見出すだけでな

く，どのような段階を踏んで学習を進めていくかという観点からアジア州や他の単元の位置づけを行

っていく必要がある。 

●習得した概念的知識の汎用性を高め，説明できる段階にするには，資料の読み取りや追究過程で

の資料の活用を，小学校を含めた社会科学習全体で意図的に組み込んでいく必要がある。 



実践内容と考察 

実践事例１ 

単元名  武士による支配の完成（近世）～武士による長期政権を可能にした仕組みは何か～ 
指導者 前島 美佐江 

１．単元のねらい 

 身分制度を基盤にした管理統制社会の実現により，幕府を頂点とした武家政権が確立し，泰平の世

が築かれていく近世について理解する。 
 
２．単元について 

（１）教材のとらえ 

本単元は，幕藩体制のしくみを通して，武士による支配が確立したことを理解することをねらいと

する。近世の基礎となったのは，豊臣政権下の兵農分離であり，江戸幕府はその基礎を受け継いだ。

幕藩体制は，鎌倉時代以来の幕府の原理である御恩と奉公を全国支配に発展させたものであり，幕府

による大名の統制と藩による領民支配とをたくみに組み合わせた新たな体制といえる。こうした体制

の実現により，江戸幕府は中世以来の自力救済の克服を果たし，２６０年に及ぶ泰平の世を築いた。

幕藩体制の縮図ともいえる城下町は，海岸の埋め立てや川の切り通しといった大規模な普請により明

確な目的のもとつくられ，現代までその町並みを多く残している。また地縁的つながりの強い慣習や

風習は，現代こそ薄れつつあるが日本社会に強く残っている。日本社会の特質が形作られたといって

も良い近世社会を理解することは，現代社会の深い理解をうながすものと考える。 

江戸時代は，全国に支配が行きわたり，地方の歴史から全国史をみることができ，松江藩も同様で

ある。幕府による武断政治が行われる中，松江藩も幕藩体制のもと体制づくりが急務であった。「松江

城下町の整備」，「御手伝い普請」，「治水事業」は，いずれも大変な労力と財力を必要とするものであ

り，かつ松江藩の存続のために重要な意味をもっていた。それらの政策の意義を，松江藩の立場から

考えることは，いったん捉えた「幕府と大名」，「大名と藩」の視点を使っての追究が可能であり，幕

藩体制を複数の視点を関連づけてとらえさせるものと考える。 

（２）社会科における汎用的な概念を形成するための単元構造 

生徒に汎用性の高い知識を身につけさせるためには，その単元（時代）で，もっとも教えたいこと

は何か（本質）を十分吟味する必要がある。そして，その本質は，他の単元（中世や近代）との違い

を明らかにし，構造化することでとらえることができると考える。今回は，本単元を含み，中世から

近代までを見据えて構造化した。現代社会の特色である民主主義と市場経済が確立する近代につなげ

ていくため，社会の仕組みに着目して構造化した。（後述） 
近世（江戸時代）は，中世の自力救済を克服し，武士による平和と安定した社会を実現していく。

それに支えられ，開発の進行や人口の増加，貨幣経済が進展した。そして，貨幣経済の進展や庶民の

台頭，世界情勢はやがて幕府の基盤をゆるがしていくことになる。このように近世をとらえたとき，

とりわけ，本単元では，「安定した社会とはどのような社会なのか」，「中世とは何が違うのか」，「どの

ような問題がおこってくるのか」と幕府の基盤を多面的・多角的に捉えていくことが，今後の学習を

進めるうえで重要と考えた。幕府は，大名に領国支配を認める代わりに，軍役から普請役までさまざ

まな「役」を課した。また，大名には領国の管理のみならず，民生の安定化のための才覚が求められ

た。力で人々従えることには限界があり，いかにして人々を納得させていくのか，安定した社会のた

めには「秩序ある社会」や「民生の安定」が必要だという概念は，今後繰り返し活用できる重要な概

念と考える。 



中世から近代にかけての知識の構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[近代] 

・欧米では，議会政治による民主主義や市場経済が発達し，主権・国民・領土の国家の三要素を明確に

意識した近代国家が形成される。国力を強めた欧米諸国は市場を求め，アジアやアフリカを植民地支

配していった。 

・アジア情勢の中で，日本の独立を守るため，明治政府主導により上からの近代化が進められた。 

・近代の世界や日本は，植民地政策や不平等な富の分配など，多くの矛盾を抱えており，それらの

解決が求められていく。 

単元名： 社会の変化と幕府の対応 

[習得させたい知識] 

・貨幣経済の浸透は，「身分制度」，「封建制」，「米中心の経済」，「鎖国」といった幕府の基盤をゆる

がすものであり，幕府の改革には限界があり新たな社会の仕組みがもとめられるようになった。 
[おもなねらいとする思考力・判断力] 

・幕府を立て直すために自分たちが考えた政策について，江戸幕府の基盤を根拠に話し合い，社会

の変容と幕府政治の行き詰まりに気づき，新しい時代を想起する。 

[実践単元] 

単元名： 武士の支配の完成  

[習得させたい知識・概念] 

江戸幕府は身分制度と年貢経済を基盤にすえ，将軍

を頂点とする武家政権を安定させた。幕府による大

名の統制と領民支配とを組み合わせた新たな体制

の確立により，２６０年におよぶ泰平の世を築い

た。 
[おもなねらいとする思考力・判断力] 
武士による長期政権を可能にした仕組みを，室町

時代との差異に着目し，管理統制の側面と民生の安

定の側面から，事象を関連づけて，自分の言葉で説

明している。 
 

 
単元名： 天下泰平の世の中 

[習得させたい知識・概念] 

幕藩体制のもと，道路や河川の改修，新

田開発等の社会資本が充実した。さらに，

武士の城下町集住は，消費者層を抱えるこ

とになり，商品経済を促していった。商品

経済の担い手となる町人や豪農が台頭して

くるとともに，貧富の差や幕府や藩の財政

難といった問題が深刻になる。 
[おもなねらいとする思考力・判断力] 

町人の台頭の背景を，幕藩体制と関連づ 
けながら，商業の発達交通網の発達に着目

して説明している。 
 

単元：戦乱から全国統一へ 

[習得させたい知識]  

織豊政権下で行われた「検地」や「刀狩」によって兵農分離がすすみ，農民の耕作権を保証する代 
わりに，中世以来の横のつながりを分断し，農村を支配組織の末端に組み込むことで権力者の権力基

盤をかためた。 
[おもなねらいとする思考力・判断力]  

中央集権体制を確立する上で，古代・中世のシステム（枠組み）を克服する必要があったことを，

信長・秀吉の政策を通して説明するこができる。 

近世とはどのような時代なのか、近世学習に向けての問いをもつ 

概念形成  仕組み・政治 概念形成   経  済 

[中世] 

・中世後期は，政治権力が衰え，飢饉や戦乱が相次ぐ中，経済的に力をつけてきた民衆が団結し，一

揆を起こすなど，民衆の成長が見られた時代であった。 

[近世] 



（３）単元の構造化と「単元を貫く問い」の設定 

 本単元は，幕府を頂点とした武家政権が確立し，泰平の世が築かれていく近世の特色を，幕府によ

る大名支配と藩による領国支配とを関連づけて概念形成を図っていきたい。江戸時代の特色にせまる

ことができる単元を貫く問いとして，「武士による長期政権を可能にした仕組みは何か」を設定した。

そして，この単元を貫く問いにせまるために，３つの段階で知識の構造化を図っていきたい。まずは，

泰平の世をもたらした新たな支配体制ができたという事実認識をもつとともに，それはどのようなも

のかといった追究にむけての方向性を生徒が見出す段階。 

第二段階は，安定した政権のために幕府が行った政策を，資料からその特色を読み取り意義を考察

しながら構造化していく段階。幕府による管理統制政策は，大名支配や朝廷との関係，対外政策から

思想の統制にいたるまであらゆるところに通じている。それゆえ，単元前半では網羅的で並列的な扱

いはさけ，中心事例を取り上げて，幕府による大名支配に関連づけ知識を構造化していく。 

第三段階は，それまでに習得した知識・概念を活用する段階。松江藩に視点をあてることで，幕府

が長期政権になり得た要因を，幕府による管理統制の側面と大名による民生の安定の側面から捉え直

すと考える。いったん習得した見方・考え方を働かせて松江藩の政策を藩の立場から追究することは，

より説明力の高い質の高い知識につながるものと考える。 

思考力・判断力を育成し，概念形成を図るためには，生徒による主体的な学びが不可欠である。生

徒の既習概念を揺さぶる手立てをとりながら，「なぜだろう」「どうしてだろう」と毎時間の問いをつ

なげていきたい。そして，武士による安定した政権運営に各事象がどのように関連しているのか，生

徒自らが政策を分析し説明しながら，単元の学習を進めることで，探究的な学習を習慣化させたい。 

 
（４）協働的な学びの場の設定 

思考力・判断力を働かせ知識の質を高めるためには，生徒が自分の考えを説明したり，他者の意見

を聞き，自分の考えを修正したりしながら自分の知識を再構築していく協働的な学びが有効である。

本時では，前時に分担して調べた松江藩の政策について，松江藩の家老の立場からその政策の重要性

について説明させる。それぞれについて質問し合いながら，関連性を見いだし構造図にまとめ，近世

についての認識を深めていく。松江藩の家老の立場から考えることで，すべての生徒が同じ視点にた

つことができ，思考の練り上げを可能にするものと考える。 

また，それまでに習得した知識・概念を見方・考え方として働かせながらの思考を促すため，学習

を通して，前単元の「室町時代」の構造図や，各単元の武士の支配に関するキーワードを掲示してお

くこととする。 

このような，今まで学習したことを活用し，他者の意見を取り入れながら時代の本質にせまる学習

は，自分たちが生きている現代社会をとらえる視点を育てるもので，主体的に取り組む態度の育成に

つながるものと考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．単元構造図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙です。 



４．単元の思考力・判断力の評価規準 

 

５．単元の中心となる時間（本時） 

（１）本時の目標 

松江藩は，藩の存続のために何が求められたか追究することで，大名支配と大名による領国支配と

を関連づけて考察し，幕藩体制の本質を理解することができる。 
（２）本時の展開 

 学習活動 指導上の留意点 
導入 ○前時のふりかえりから本時の学習の見通しをも

つ。 
○幕府による武断政治が行われる

中，松江藩も体制作りが急務であ

ったことから，本時の問いにつな

げる。 
 
 
 
 
 
 
 
展開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
○自分たちが調べた政策に対して，松江藩の家老の

立場から松江藩存続のためにその政策の重要性を

説明する。 グループ→ 全体 
「松江城下町の整備」 

・武士の支配を確かなものにするためには，身分制度を徹底

する必要がある。政治をする武士と武士の生活を支える町

人を集住させ，防衛機能をもつ新たな都市をつくるために

は，大規模な普請もやむをえない。 

 

[お手伝い普請] 

・松江藩が行う大阪城や江戸城の普請は負担は大きいが，幕

府に逆らうと改易等の厳しい処罰がある。松江藩存続のた

めには，何としてもやる必要がある。 

・領国支配を認めてもらうかわりに，幕府には奉公しないと

いけない。それが，武士の支配を安定させる。 

 

［若狭土手］ 

・斐伊川は大雨がふるとしばしば洪水をおこした。水害がお

こると年貢が減り，藩の財政が厳しくなる。幕府への「役」

を果たすためにも，水害を減らして年貢を確保することは

 
 
○学習の流れがわかるように黒板

に示す。 
 
○今まで学習した知識・概念を活用

できるように黒板に今までの学

習が振り返られるようにする。 
 
○政策の関連性に気づかせるため

に，それぞれがホワイトボードに

キーワードを使って構造的にま

とめながら説明させる。 
 
○全体での意見交流を交えながら，

黒板に構造的にまとめることで，

それぞれの政策の関連生に気づ

かせる。 
 
○聞き手は，「武士による長期政権

につながったこと」「自分が調べ

た政策との関連性」「疑問に思っ

評価規準 評価資料 
（B 評価） 手立て 
武士による長期政権を可能にした仕組みを，室町

時代との差異に着目し，幕府による大名支配と大

名による領国支配の側面や，管理統制と民生の安

定の側面を，事象を関連づけて自分の言葉で説明

している。 

関連づけていない生徒には，

武士の生活や，大名が行う

「役」はどのようにして成り

立っていたのかに着目させ

る。 

発言 
ワークシート 

問い：松江藩は、存続するために何が求められたのか。 



 
 
ま と

め 

重要である。 

・百姓の生活を保証することは，安定した藩政のために必要

なことだ。 

 

○意見交流をふまえ，松江藩は，存続するために何

が求められたのか，自分の考えをまとめる。 
大名には幕府に領国支配を認めてもらう代わり

に，軍役から普請役までさまざまな負担が求めら

れた。幕府への「役」を大名が果たすためには，

身分制度に基づき人々を管理し，年貢を確実に得

るための藩政の安定が求められた。 

 

○自分の考えを相互に説明し，自分が見つけていな

い視点や参考になった視点を評価し伝え合う 

たこと」の３点に絞ってメモをと

らせる。 
 
 
○構造的にまとめた黒板を使い，幕

府による大名支配と，大名による

領国支配とを組み合わせた新た

な体制が幕藩体制であることを

確認する。 

（３）期待される生徒の姿 

・今まで習得した知識・概念を活用しながら，自分たちが調べた政策に対して，松江藩の家老の立場

から松江藩存続のためにその政策の重要性を説明している。 

・松江藩の立場から，幕府との主従関係や領国支配とを関連づけて説明している。 

 
 
６．指導の実際 

（１）追究の視点を生徒自身がみつけ，生徒自身による追究をうながす手立て 

 生徒自身による追究をうながすために以下の２点をおこなった。 
①「単元を貫く問い」を生徒にもたせる手立て  （１時間目） 

時代の特色につながるものを単元の最初に提示し，生徒に追究の方向性としてもたせる。 
近世は，安定した社会のもと，幕府や藩主導により今でいう公共事業がおこり，大規模な開発の進

行や人口の増加，貨幣経済が進展した。それにより，産業の発達がみられる一方，開発による弊害が

みられはじめた時代でもある。まさに現代社会につながる特色がみられた時代であり，いかのその本

質を生徒につかませていくかが，醍醐味と考えた。そした近世全体の学習を考えたとき，本単元では，

とりわけ政治・社会の仕組みに着目させることが重要と考えた。年表や資料を用いて，江戸時代が室

町時代と比較して戦乱が少なく長く続いたことを読み取り，今までの武士の政治との共通点や違いに

着目し，支配の仕組みを中心に追究していという，大きな方向性をもたせた。単元を貫く問いは，直

接学習活動につながるものではく，方向性としてもたせることで，“社会科における汎用性の高い知

識”に向かう道しるべと考える。 
②生徒自らが問いをもち，時代を分析しながら学習をすすめる手立て   

（ⅰ）レーダーチャートの作成 （２時間目）     

生徒自らが，「武士による長期政権を可能にした仕組みは何か」という「単元を貫く問い」を意識し，

追究していくためには，追究の視点を生徒にしっかりともたせる必要がある。「武士による安定した政

権のためには何が必要なのか」「前の時代と社会がどう変わるのか」という視点で，生徒に有効なもの

を出させ，それをレーダーチャートにまとめていった。これが歴史的な見方・考え方を働かせる追究

の視点になり，幕府や社会の仕組みを生徒自らが分析しながら，単元の学習を進めていくようにした。 



具体的には，本単元の学習前に「今までの学習を振り返って，武家政権の安定のために有効だと思

うものは何か」という視点で生徒にアンケートをとった。（図１・図２） 
 
 
 
 
 
 

 

 そして，「武士による安定した政権のためには何が必要なのか」「前の時代と社会がどう変わるのか」

という視点で，生徒に有効なものを出させ，グルーピングしていった。（図３）以上をもとに，幕府の

政策や藩の政策を分析するレーダーチャートにまとめていった。（図４） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

図３ グループで意見を出し合い、学級全体でまとめていく。 

  

図１ ある生徒のアンケートへの回答 

 

図２ 集計結果 

きまりをつくる（御成敗式目など） ８０％ 
商工業を発展させる・貿易 ６０％ 
土地を通じた主従関係（ご恩と奉公） ６０％ 
身分をはっきりさせる（兵農分離） ５０％ 
朝廷・天皇との関係 ２１％ 
大名による各地の支配 １７％ 

 

図４ 学級でレーダーチャートにまとめる。 

 
 



(ⅱ)レーダーチャートを用いた追究   （３・４時間目） 

 １時間ごとの「問い」は，生徒の既習概念をくつがえすような資料を提示して思考をゆさぶり，「な

ぜだろう」「どのようにして」といった問いを生徒にもたせるように努めた。そして，その問いを追究

する際に，武士による安定した政権運営に各事象がどのように関連しているのか，生徒自らがレーダ

ーチャートのもと分析し，シートにまとめていった。（図５） 
 その際，友だちと情報交換を

し，自分とは違う考えにふれる

ことで，自分の考えを広げ深め

ることができるようにした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）松江藩を考察することで，習得した知識・概念を活用する学習の設定      
松江藩に視点をあてることで，幕府が長期政権になり得た要因を，幕府による管理統制の側面と大

名による民生の安定の側面から捉え直すと考える。いったん習得した見方・考え方を働かせて松江藩

の政策を藩の立場から追究することは，より説明力の高い質の高い知識につながるものと考えた。 

今回は，「松江城下町の整備」，「御手伝い普請」，「治水事業」をとりあげた。いずれも大変な労力と

財力が必要なだけに，「松江藩存続のために，なぜ必要だったのか」「松江藩には何が求められたのか」

と生徒の問いにつなげた。 

①ジグソー学習により一人一人の主体性が高まる学びの場をつくる。（５・６時間目） 

 エキスパートとして，それぞれの政策が，松江藩にとってなぜ必要だったのか，立論し，説明す

る場を設けた。これにより，生徒一人一人に知識の活用場面を保障したいと考えた。以下は，それぞ

れのテーマについて，教師から渡した追加資料と，調べてまとめた一例である。（図６・図７・図８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 生徒の政策分析シート 

 
 

図６ 「松江城下町の整備」 資料 松江城下町絵図 松城下町形成の歴史   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 松江藩にとって，なぜその政策が必要なのか，資料をもとに調べ，武士の支配が安定することに関

連づけてまとめることができた。また，その際，キーワードにまとめることで，より焦点化できるよ

うに努めた。ただ，まだ一面的な理解にとどまっているので，これらの関連性について考えるため，

本時を設定した。 

 

②各政策の共通点や関連性を見出すことで，より汎用性の高い知識へと高める学習(７時間目：本時) 

本時では，前時に分担して調べた松江藩の政策について，松江藩の家老の立場からその政策の重要

性について説明させた。（図９）その際，キーワードを用いながら，ホワイトボード上で構造図として

まとめ認識を深めていった。（図１０）そして，それぞれの政策に共通点や関連性について話し合い，

「問い」に対する答えを，それぞれが自分の言葉手でまとめていった。（図１１） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図９ 政策の重要性を説明する場面 

 

図７ 「御手伝い普請」 資料 大坂城普請丁場割之図  土佐藩の御手伝い普請 

 

図８ 「若狭土手の建設」 資料 家老による斐伊川視察 斐伊川の流路変遷図 

 

図１０ 構造図の一例 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記の振り返りから，３つの政策を関連づけ，「秩序ある社会」と「民生の安定」による全国的な発

展をとらえることができている。 
 
７．その後の学習 

 近世の学習の最終単元において，「幕府政治が行き詰まった要因は何か」という単元を貫く問いのも

と，どのような政策を幕府はすべきか提案することで，総合的に近世を捉え，次の時代を生徒自身が

想起する学習を行った。以下は，生徒が考えた政策の例である。（図１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

この単元では，生徒が考えた政策を実現するためには，幕府の基盤をどのように変えないといけな

いのか話し合わせることで，近世の学習で一旦習得した知識を活用する学習と位置づけた。また，新

しい時代には，議会政治や資本主義経済といった新たな仕組みが必要になってくることを生徒自身が

図１１ 生徒の振り返りの例 

 

 

図１２ 生徒が考えた幕府への提言 

                          
      



気づき，近代の学習につなげていくことができた。近現代史は，「民主主義」と「市場経済」を基軸に

据え，その時代の特色に迫りたいと考えている。 

 

８．実践のまとめと今後の課題 

（１）研究の成果 

 その単元で教えたいことを，その前後の時代や公民的分野の学習までも見据えて設定できたことは，

生徒の習得・活用・探究を見通し，より単元構造を明確にすることができた。また，１つの単元や１

時間で生徒に資質・能力を育むことはできず，意図的・計画的な授業を繰り返すことが重要であるこ

とからも，長いスパンで教師が授業のグランドデザインを描くことの重要性を実感した。また，単元

構造を作成することで，単元のねらいに迫る基軸となる問い（「単元を貫く問い」）とそれに迫る問い

とを教師が整理することができた。そうすることで，その問いを生徒に持たせるための手立てを具体

的に準備することができた。こうした，事前の準備をすることではじめて，生徒による主体的で対話

的で深い学びができ，生徒の確かな資質・能力の育成につながると考えた。 

（２）研究の課題 

 生徒がそれまでに学んだことを活用しながら，学び合いの中で，高めていくためには，今まで以上

に，生徒の発達の段階や個々の生徒の到達度を教師が把握し，授業における様々な手立てや働きかけ

に生かす必要があると感じた。そのためにも，評価規準の妥当性，生徒の発言や変容を把握し，整理

し生徒の学びに生かす方法のさらなる工夫をしていきたい。 
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