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研究主題

探究的な学習活動を通して、
高次の能力を育むことを可能とする

単元構成とは

予測できない社会の変化に対し、主体的に判断し、課題
を解決していく力の重要性。
選挙権年齢や成年年齢が引き下げられ、
公民としての資質・能力を育むことの重要性。 2



資質・能力の要素（目標の柱）

能力・学習活動の階
層レベル（カリキュ
ラムの構造）

知識 スキル 情意（関心・意欲・態
度・人格特性）

認知的スキル 社会的スキル

教
科
等
の
枠
づ
け
の
中
で
の
学
習

知識の獲得と
定着（知って
いる・でき
る）

事実的知識、技能
（個別的スキル）

記憶と再生、機械的実行と
自動化 学び合い、知識の共同構

築

達成による自己効力感

知識の意味理
解と洗練（わ
かる）

概念的知識、方略
（複合的プロセ
ス）

解釈、関連付け、構造化、
比較・分類、帰納的・演繹
的推論

内容の価値に即した内
発的動機、教科への関
心・意欲

知識の有意味
な使用と創造
（使える）

見方・考え方（原
理と一般化、方法
論）を軸とした領
域固有の知識の複
合体

知的問題解決、意思決定、
仮説的推論を含む証明・実
験・調査、知やモノの創発
（批判的思考や創造的思考
が深く関わる）

プロジェクトベースの対
話（コミュニケーショ
ン）と協働

活動の社会的レリバン
スに即した内発的動機、
教科観・教科学習観
（知的性向・態度）

学
習
の
枠
づ
け
自
体
を
学
習
者
た
ち

が
決
定
・
再
構
成
す
る
学
習

自律的な課題
設定と探究
（メタ認知シ
ステム）

思想・見識、世界
観と自己像

自律的な課題設定、持続的
な探究、情報収集・処理、
自己評価

自己の思い・生活意欲
（切実性）に根差した
内発的動機、志やキャ
リア意識の形成、

社会関係の自
治的組織化と
再構成（行
為システム）

人と人との関わり
や所属する共同
体・文化について
の意識、共同体の
運営や自治に関す
る方法論

生活問題の解決、イベン
ト・企画の立案、社会問題
の解決への関与・参画

人間関係と交わり（チー
ムワーク）、ルールと分
業、リーダーシップとマ
ネジメント、争いの処
理・合意形成、学びの場
や共同体の自主的組織化
と再構成

社会的責任や倫理意識
に根差した社会的動機、
道徳的価値観・立場性
の確立

学校で育成する資質・能力の要素の全体像を捉える枠組み（出典：石井英真『今求められる
学力と学びとは―コンピテンシー・ベースのカリキュラムの光と影』日本標準、2015年。）

※太字部分は、それぞれの能力・学習活動のレベルにおいて、カリキュラムに明示され中心的に意識されるべき目標の要素。

※認知的・社会的スキルの中身については、学校ごとに具体化すべきであり、学習指導要領等で示す場合も参考資料とすべきだろう。情
意領域については、評定の対象というより、形成的評価やカリキュラム評価の対象とすべきであろう。 3



高次の学力とは何か？
・「見方・考え方」を働かせて、思考・判断・表現する力

・批判的思考力や創造的思考力

・メタ認知をする力

なぜ探究的な学習活動か？
「見方・考え方」を働かせて、思考・判断・表現する力や

批判的思考力、創造的思考力など育むためには、正解がすぐ
分かる問ではなく、正解のない探究的な学習活動が必要。
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研究内容

ア 新科目「公共」について、目標・学習活動・評価につい
ての理論研究を行い、授業を行う際の目標・学習活動・評価
の具体を明らかにする。

イ 新科目「公共」についての理論研究の結果に基づいて、
学習指導要領を踏まえ、目標を設定し、目標に基づき「主体
的・対話的で深い学び」の視点からの学習活動を組織し、評
価の在り方を検討した上で、単元開発を行う。

ウ 作成した単元計画と学習指導案をもとに、授業を実践し、
生徒の振り返りやワークシート等の記述を分析することで手
立ての有効性を検証する。
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研究の成果

成果１ 高次の能力の中身を吟味し、目標として具体化する
ことができた。（スライド15）

成果２ 目標を達成するために、学習活動を設定し、生徒が主体的に
取り組む追究活動を組織することで「主体的・対話的で深い学び」を
実現し、生徒の資質・能力の育成につながった。（スライド16‐22）

成果３ ＩＣＴを活用して生徒の振り返りを保存・集約する
ことで形成的評価を行うことができた。（スライド23‐30）

成果４ 生徒の振り返りをもとに、形成的な評価の際のルー
ブリックを作成することができた。（スライド3１）
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具体的な研究活動 ア 目標について

育成を目指す資質能力の三つの柱
中央教育審議会『幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の
改善及び必要な方策等について(答申)』より 7



具体的な研究活動 ア 目標について

学習指導要領目標（平成30年告示）解説 公民編 公共

目標（１）

「現代の諸課題を捉え考察し，選択・判断するための手掛かりとなる概念や理論について理解」

「諸資料から倫理的主体などとして活動するために必要となる情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能」の獲得

目標（２）（３）より

「多面的・多角的に考察」することの重視

目標（２）より「現実社会の諸課題の解決に向けて、選択・判断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間における基本原理」
を活用し、「事実を基に多面的・多角的に考察し、公正に判断する力」

「合意形成や社会参画を視野に入れながら、構想したことを議論する能力」の重視

目標（３）より

「よりよい社会の実現を視野に，現代の諸課題を主体的に解決しようとする態度」

「多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される，現代社会に生きる人間としての在り方生き方についての自覚」

「公共的な空間に生き国民主権を担う公民として、自国を愛し、その平和と繁栄を図ることや、各国が相互に主権を尊重し、
各国民が協力し合うことの大切さについて自覚」などを深めることをめざす
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具体的な研究活動 ア「見方・考え方」とは

「社会的な見方・考え方」とは

課題を追究したり解決したりする活動において，社会的事象
等の意味や意義，特色や相互の関連を考察したり，社会に見
られる課題を把握して，その解決に向けて構想したりする際
の「視点や方法（考え方）」

→「社会科、地理歴史科、公民科としての本質的な学びを促し、深い
学びを実現するための思考力・判断力の育成はもとより、生きて働く
知識の習得に不可欠であること、主体的に学習に取り組む態度にも作
用することなどを踏まえると、資質・能力全体に関わるものである」
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具体的な研究活動 ア 「公共」の内容構成

公共の内容構成

・大項目Aで学ぶ「社会に参画する際の選択・判断するための手掛かり
となる概念や理論」「公共的な空間における基本原理」などの「見
方・考え方」の理解をＢ・Cへつなげる

・大項目Bでは、現実社会の諸課題から「主題」や生徒の学習意欲を高
める具体的な「問い」を設定し、これを追究したり解決したりする学
習展開を重視する

・大項目Cでは、「現代の諸課題を探究する活動」に将来世代の利益を
代表する意見を取り入れ、現在世代と将来世代との協働関係をいかに
構築するかを検討する。

10



具体的な研究活動
ア「主体的・対話的で
深い学び」とは

主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善の視点について
国立教育政策研究所 2020.6
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具体的な研究活動 イ 単元開発

授業実践の実際

①実践者 福井県立若狭高校 松村一太朗 教諭
実施学年：1年生 現代社会

単元名 「持続可能な社会の形成に向けてあなたはどのような経済システムを構想するか？」（１０時間配当）

「現代社会」：大項目（２）（エ）現代の経済社会と経済活動の在り方 に該当

「公共」：大項目Ｂ（３） に該当

※令和2年9月29日 福井県主権者教育ワーキンググループ 研究授業にて発表

② 実践者 福井県立若狭高校 宮川正興 教諭
実施学年：1年生 現代社会

単元名 「資本主義経済は正義を実現できるのか」（１１時間配当）

「現代社会」：大項目（２）（エ）現代の経済社会と経済活動の在り方 に該当

「公共」：大項目Ｂ（３） に該当

※令和2年11月5日 教育課程研究指定校事業 研究授業として発表 12



①令和2年9月29日
福井県主権者教育ＷＧ 研究授業

②令和2年11月5日
教育課程研究指定校事業 研究授業
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授業実践②における単元計画

単元名 「資本主義経済は正義を実現できるか」

第1～2時 正義とは何か

第3～4時 国民所得と経済成長

第5時 現代の経済社会の変容

第6時 経済の仕組みと企業の働き

第7時 市場経済の仕組み

第8～10時 政府の役割と財政・租税、社会保障

第11時 金融政策

14

具体的な研究活動 イ 単元開発の工夫①



具体的な研究活動 イ 単元開発の工夫①

成果１）目標について
授業実践における単元の目標は、「公共」の大項目Ｂ「自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち」の（内容の取扱い）を踏
まえて設定した。（ただし現行学習指導要領上の指導内容にも準拠する）

授業実践②における単元の目標の例

【知識及び技能】

・経済についての様々な資料から収集し、読み取り、まとめる技能を身につける。

・公正かつ自由な経済活動を行うことを通して資源の効率的な配分が図られること、市場経済システムを機能させたり、国民福祉の向上に寄与したりする役割を政府
などが担っていること及びより活発な経済活動と個人の尊重を共に成り立ったせることが必要であることについて理解する。

・「見方・考え方」を働かせる際に着目する視点である「幸福・正義・公正」について理解する。

【思考力・判断力・表現力等】

・経済についての具体的な主題について「幸福・正義・公正」を用いて多面的・多角的に考察し、社会の変化や多様な立場、考え方を踏まえて公正に判断し、その過
程や結果を適切に表現する。

・思考したことを説明したり、それを基に議論したりする力を養う。

・議論を通じて他者の価値観を理解し、自分の考えを再考して表現する。

【学びに向かう力、人間性等】

・異なる価値観をもつ他者との議論や協働において、他者を尊重しつつ（寛容性）、よりより社会の実現に向けて粘り強く対話をすることができる。
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具体的な研究活動 イ 単元開発の工夫②

新科目「公共」を見据えた単元開発の学習活動において特に工夫した点

その１「社会的な見方・考え方」を働かせる手立てとして、「思考実験など概念的な枠組みを用いて考察する活動」を単元
の学習活動に取り入れること。（第1～2時）

大項目A（２）アの（ア）では「幸福」や「公正」の理解、イの（ア）では「思考実験など概念的な枠組みを用いて考察
する活動を通して、人間としての在り方生き方を多面的・多角的に考察し、表現すること」を重視

大項目Ａ（３）アの（イ）では「公共的な空間における基本原理」についての理解、イの（ア）では「思考実験など概念
的な枠組みを用いて考察する活動を通して、個人と社会との関りにおいて多面的・多角的に考察し、表現すること」を重視

その２ 現実社会の諸課題を追究したり解決したりする活動を通して、「社会的な見方・考え方」を働かせること。そのた
めに生徒にとって時事的かつ身近で切実な学習課題を設定すること。（第9時 研究授業）

思考する必然性を生み出し、学びの意味を実感させる「実際に生活や社会で直面するような状況に即して問題場面を考え
る」（「真正性（authenticity）」）が重要。

→「コロナ禍における経済の自由と規制」「北陸新幹線の小浜への延伸に伴うまちづくり構想」など時事的かつ身近で切実
な学習課題を設定した。

・現行の「現代社会」での研究であるため現行の「現代社会」と新科目「公共」で重なる「幸福・正義・公正」の「見方や
考え方」（見方・考え方）を働かせるよう学習活動を配置した。
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具体的な研究活動 イ 単元開発の工夫②

学習活動の工夫 その１について

【思考実験など概念的な枠組みを用いて考察する活動】を取り入れる

例：「特効薬は誰に投与する？」について

「新型インフルエンザのパンデミックという状況下で、苦しんでいる次の10名の
患者の内3名しか特効薬を投与できない。あなたは医者として誰に投与することを
選択するか。」

選択肢：一番早く受付に来た若い男性

アメリカの超有名IT企業のCEO

世界的な宇宙科学技術者

超有名プロサッカー選手

生後5ヶ月の女の赤ちゃん 等
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具体的な研究活動 ウ 実践と結果の考察

学習活動の工夫 その１について

【思考実験など概念的な枠組みを用いて考察する活動】を取り入れた

授業を終えての生徒の振り返りより

・公正にも様々な視点があり、自分は必要性で判断していたけれど、能力や適格
性などでも判断できることが分かりました。

→公正について多面的視点で理解を深めることが出来ている。

・視点のうち（何を大事にするかについて）グループ内で差があった。グループ
での話し合いの後、自分の選択肢を考えてみると、必要性を大事にしていて、弱
い立場の人から助けるべきという考え方が自分の中にあることが分かった。

→自己の中にある価値観についてメタ認知している
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具体的な研究活動 イ 単元開発の工夫③

学習活動の工夫 その２について

【授業実践②における、高次の能力を育成するための学習課題の開発の例】

「北陸新幹線が延伸される中で小浜市に停車駅が設置される。それに向けて現
在様々な財政政策が市で検討されている。あなたは小浜市の職員でそれらの政策
の中から３つを選択することを任されている。市職員としてどの政策を実施する
ことが正しい選択か。幸福と公正の視点から選択し、理由を述べよ。」

【実際の学習活動の大まかな流れ】

→グループで個人思考（家庭学習）について共有

→全体で共有、別視点からの資料を提示

→再び個人志向
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具体的な研究活動 ウ 実践と結果の考察

学習活動の工夫 その２ 授業実践②のワークシート
授業実践②の授業で

生徒が実際に書き込んだ

ワークシートの例

（こちらは小単元

「財政及び租税の役割」）
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具体的な研究活動 ウ 実践と結果の考察

学習活動の工夫その２ 授業実践②のワークシート
授業実践②の授業で

生徒が実際に書き込んだ

ワークシートの例

（こちらは小単元

「財政及び租税の役割」）

個人思考 グループでの思考 個人で再考

グループでの話
し合いを受けて
の思考の変化が
見える
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具体的な研究活動 ウ 実践と結果の考察

学習活動の工夫 その２ 授業実践②のワークシートより

【どのような気づきがあったのか】部分 生徒の記述の例

駅周辺を発展させることを優先で自分は考えてきたが、公正かといわれると駅周
辺ではない地域や市の人たちからすると長野県小諸市にように物が売れなくなった
り、郊外の人口が減少してしまうかも知れないので、誰にとっても公正であるわけ
ではないと思いました。また施設をつくるとなると、ライフサイクルコストがか
かってしまいますが、それを考慮することが出来ておらず、目の前の利益・収入が
増えることが幸福につながると思っていたからです。幸福というのは誰もが幸せに
なるということなので特定の人だけが幸福にならないよう調節するのが難しいと思
いました。

→グループ思考の後に教師が提示した資料を読み取って、さらに考えを深めている
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具体的な研究活動 イ 単元開発の工夫④

授業実践②における評価についての工夫

・生徒は、小単元ごとにＩＣＴを活用して振り返りを保存・集約する。教師はそ
れを学習状況についての形成的評価とし、思考過程を見続けることで、どのよう
な働きかけが良いかを検討する。

（質問項目）※新科目「公共」で示された３つの資質・能力等を参考に作成

・どのような知識を何から学んだか。（知識及び技能）

・「主題」に対し、幸福や公正の視点からどのような気付きがあったのか。

（思考力・判断力・表現力）

・他者とどのように関わり、そこでどんなことに気付いたのか。

（主体的に学習に取り組む態度）

小単元ごとの「振り返り」を共通して評価するルーブリックを作成した。
23



具体的な研究活動 ウ 実践と結果の考察

生徒が実際に

ＩＣＴを活用して

入力した小単元ごとの振
り返りの例

（こちらは小単元

「財政及び租税の役割」）

24



「どのような知識を何から学んだのか。」への
回答①

【田中さん（仮名）】第３～４時 小単元「国民所得と経済成長」

ベンサムなどが説く善悪の基準を快楽と苦痛に置き、「最大多数
の最大幸福」をはかる功利主義に対し、ロールズは功利主義は利
益の最大化をはかるだけでその利益をどのように分配するかとい
うことを問題にしておらず、また、社会的に弱い立場の人々にも
利益が行き渡ることが必要と説いたということや、日本国内にお
ける所得配分の格差が広がっていること、日本の労働者の労働時
間が長いことを資料や教科書から学んだ。

幸福について多面的に理解し資料から日本の経済状況を把握しているが主題
「GDPと幸福」との関連性がない。

25



「どのような知識を何から学んだのか。」への
回答②

【田中さん（仮名）】第８～１０時 小単元「政府の役割と財政・租税」

日本政府の一般会計歳出に対して、一般会計税収はそれを大きく
下回っていて、日本政府の公債発行額は年々たかくなっており、
また財政の公債依存度は非常に高くなっていることと、日本政府
の歳出の約7割が社会保障費、公債費、地方財政費に使われてい
て、公共事業などに使えるお金は3割ほどしかないということを、
財務省の一般会計歳出、一般会計税収、公債発行額、公債依存度
の資料から学んだ。

一般会計について資料に基に支出項目を比較し、歳出の問題性について具体的に
理解できている。
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「学びの中でどのような幸福に気づき、公正
の視点からどう考えたか。」への回答①
【山田さん（仮名）】 第１～２時 小単元「正義とは何か」思考実験

私たち人間は自らの幸福を願い充実した人生を求めています。し
かし、それは他者や社会全体の幸福と対立することがあるため、
調整し正義を実現させることが必要になってきます。正義とは社
会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持することです。その際
に大切なのが一人一人が対等な社会の構成員として配慮を受けて
いるかという公正で、少数意見にも目を向け社会の多数の幸福を
図ることが大切だと思いました。

「幸福・正義・公正」について理解できている
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「学びの中でどのような幸福に気づき、公正
の視点からどう考えたか。」への回答②
【山田さん（仮名）】 第８～１０時 小単元「政府の役割と財政・租税」

財政赤字は誰が負担すべきかというテーマについて考えました。
国民全員が同じように負担をすれば一見公平に思えるかもしれな
いけど消費税のように逆進性が生じてしまう、だから私は所得税
のように累進課税制度を採用して低賃金の人が苦しくないように
すべきだと考えました。これで垂直的公平になります。しかし、
ちゃんと働いていないから低賃金の人や沢山沢山働いて高収入を
得ている人もいるかもしれません。また、社会保障として返って
くるのは高齢者など限られています。。だからそれが本当に公正
なのかと問われると難しいなと感じました。

主題を踏まえて多面的・多角的に考察できている。 28



「他者とどのように関わりそこでどのような
ことに気づいたのか。」への回答①
【鈴木さん（仮名）】 第３～４時 小単元「国民所得と経済成長」

日本は幸福な国家であるかどうかという議題について議論しまし
た。僕は平和で格差が少ないという理由から日本は幸福であると
いう立場に立ちましたが、労働時間の長さや他国への依存のしす
ぎに問題があるという反対派の意見を聞き、日本は表面的には幸
福に見えても、実際は問題も多く抱えている国だと感じました。
また、意外にも格差が大きいという事を学び驚きました。

最終的に幸福か幸福でないかを自分の中ではっきりと決めること
はできなかったけれど、他の人の意見を聞き、広い視野で議題に
ついて考えることができて良かったと思います。

議論の中で他者の価値観を知り、主題「GDPと幸福」に対する理解を深めている29



「他者とどのように関わりそこでどのような
ことに気づいたのか。」への回答②
【鈴木さん（仮名）】 第８～１０時 小単元「政府の役割と財政・租税」

財政赤字を誰が負担すべきかを話し合い、自分自身は国民が平等に負
担すべき、公的サービスの利用者が負担すべきという、国民だけに目
を向けた考えしか持っていませんでしたが、企業や国が負担すること
もできるという友達の意見を聞き、視界が広がりました。しかし、国
が負担をし続けるとなると国債の発行が増え続けてしまうと思うので、
やはり国民が負担をすべきなのではないか、と個人的には思いました。

財政赤字を誰が負担すべきか、という難しい問いでしたが、資料など
を見つつ考えていくうちに、新たな知識を得ることができたり、考え
が深まったりして良かったです。自分なりに答えも出せた気がするの
でよかったです。

他者の価値観を踏まえることで自己の主張を再考しメタ認知を深め、その主張に
対しより自信を高めている。
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形成的評価の際に作成したルーブリック
公共（経済）ルーブリック評価 ver.3

知識及び技能 思考力・判断力・表現力 主体的に学習に取り組む態度

3

経済に関する知識を理解し、それらを相
互に関連させ多面的に自己の主張をまと
めることができる。また、その根拠を資
料から的確に収集・活用できている。

主題を踏まえ幸福の在り方を多面的・多
角的に捉え、公正な視点から社会全体の
幸福を実現する秩序について正しい知識
のもと具体的に考察し、考察・構想がさ
れている。

課題に対し粘り強く議論を続け、他者の
価値観を具体的に理解する姿勢を保ちな
がら、自己の考察・構想を具体的に再考
できている。

2
経済に関する知識を理解し、自己の主張
を具体的にまとめることができる。

主題を踏まえ自己や他者の幸福を多面
的・多角的に捉え、具体的に考察・構想
がされている。

課題に対し議論を続け、他者の価値観を
理解する姿勢を保ちながら、具体的に考
察・構想ができている。

1
経済に関する知識を理解が不十分で、自
己の主張との関連性がない。

主題を踏まえておらず、幸福や公正の視
点から正しく考察・構想ができていない。

課題に対し議論を続けてはいるが、他者
の価値観を理解することができず、自己
の考察・構想に取り込むことができてい
ない。
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具体的な研究活動 ウ 実践と結果の考察

授業実践②における評価についての成果と課題

○小単元ごとの振り返りにより、教師は生徒の理解の度合いを見取ることができ、
不十分なところは別時に時間をとって解説するなど授業改善に生かすことができた。

○小単元ごとに、振り返りを残すことで生徒の思考の過程を把握することができ、
理解や思考の深まりを見取ることができた。

○形成的評価の際のルーブリックを作成することができた。

△現行の学習指導要領上で示されている4観点ではなく、新学習指導要領の新科目
「公共」にて示された3観点に基づき設定したが、生徒への質問項目が3観点を正
確に問うものになっていない。それぞれの観点で何を、いつ、どう問うかを吟味す
る必要がある。
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今後の課題

・新科目「公共」を見据えて、年間を通した年間計画を作成
し、単元構成の開発をすること。

・特に「高次の能力を見取るための評価課題」のさらなる開
発。

・形成的評価・総括的評価の評価規準の吟味。

・「社会に開かれた評価を実現する方法」の開発。

・研究チーム以外の地歴・公民科教員全体へ、研究について
の協働を広げること。
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