
 
 
  

 
 
 

 

◇ 学年  第６学年 

◇ 単元名 わたしたちの生活と政治のはたらき 

◇ 単元の目標  地方公共団体が進める事業，議会や選挙の仕組みなど，政治の働きに関する社会的事象について調べ，国民

主権と関連付けて，政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること，現在の我が国の民

主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇ 本時の目標 模擬投票を行い選挙の意義について話し合う活動を通して，選挙は国民が主権者として政治に参加するための大切な手段で 

あることに気付くことができる。 

◇ 学習の流れ（14・15時間目/全 15時間） 

学習活動 
指導上の留意事項（◇） 

（◆「努力を要する」状況と判断した児童への指導の手立て） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

１ 既習事項を活用し，政治の働きにより自分たちの生
活が安定・向上した身近な例を出し合い，政治の働き
を確認する。 
「私たちの生活は政治の働きで本当によくなってい
るね。」 

 「選挙で投票し，自分の意見を政治に反映させること
はやっぱり大切なんだ。」 

２ 自分たちの身近な課題について考え，その政策案に
ついて検討して模擬投票する。 

 
 

 
（１回目）政策だけ聞いて投票する。（結果は公表しない） 

   ①政策Ａ ②政策Ｂ ③政策Ｃ（予想される順位） 
・ワークシートに質問等と一緒に書く 

 （２回目）教師の演説を聞いて政策の内容について質
問，意見交流した後で投票する。 

（児童の意見の例） 
 ○政策Ａ：収入になるが，商業施設が撤退した場所で経営ができ

るか。 ／ 人が集まり物も売れる。 
 ○政策Ｂ：若者が転出しなくなれば、少子高齢化も止まるのでは。 
 ○政策Ｃ：市の中心に休める場所がない。家族連れが喜ぶ。 
   ①政策Ｂ ②政策Ｃ ③政策Ａ（予想される順位） 

 
 
３ 模擬投票結果を聞き，感想，意見を交流する。 
 「少子高齢化が進む市の課題を一番に考えて政策Ｂに 

投票した。難しいけれど，自分達の生活に関わるこ 
とだから，考えて投票しないといけないと思った。」 

 「理由が分かると考えも変わる。結果により生活への 
影響が大きく変わるので，考えをよく聞く必要があ  
ると思った。みんなの意見もなるほどなと思った。 
厳正な投票をする理由が分かったし，一票の重みを 
感じた。」 

４ 18歳の自分へ今の思いをメッセージにしよう！ 

 
 
 

５ 次時の予告をして見通しをもたせる。 

・自分達がどのような啓発ができるか考える。 

◇既習の地方自治の取組を想起させたり，家族等に生活が改善された
具体的な例を聞きとらせたりして，政治の働きを実感させる。 

 ・道路の街灯が増えて，暗かった道が明るくなった。 
 ・市内を市営バスが走るようになり，お年寄りの市内での移動が便

利になった。 
◇本単元で学習した内容を想起させ，議会や税金の働き等と結び付け
て考えさせる。 

◇事前に家族等に聴き取らせ，集約した身近な「困っていること」，「地
域の課題」から１つ選び，教師が策定した３つの政策について意見
交流させる。 

 
 
（課題）商業施設の撤退により市の中心部にできた空地を早く有効活

用する必要がある。 
 ○政策Ａ…ショッピングモール 
〔家族皆が買い物を楽しめる憩いの空間ができ，税金を使わず土地の賃料も入る。〕 

 ○政策Ｂ…保育所付マンション 
〔若者の転出が進む中，安心して子育てできる環境を充実させることができる。〕 

 ○政策Ｃ…総合公園 
〔環境にやさしい都市づくりを目指し，市の中心部を芝生の公園にして，自然を感 
 じることのできる憩いのスペースをつくる。〕 

◇選挙管理委員会の協力を依頼し，実際の選挙に順じ厳正に行う。 
◆演説後の意見交流では，次の視点で助言する。 

・既習の市の課題とつなげて考えよう。 
  ・自分たちの生活との繋がりを考えよう。 
 
◇投票後の意見交流では，次の視点を与えて本時のねらいにつなげる。 
 ・何を理由に選んだか。 
 ・投票に当たり，気をつけなければいけないことは何か。 
・１回目と２回目の結果はなぜ違うのだろう。 

◇明るい選挙推進協会「意識調査」，テレビや新聞の報道等から投票に
行かなかった人の理由や考え方等を伝え，「なぜ面倒くさいのか」，
「なぜ分からないのか」について問いかけて，投票の意義，大切さ
を伝える必要性に気付かせる。 

◇考え，感じた投票の意義を選挙権をもった将来の自分に伝えさせる。 

 

 

 

 

◇家族で話をしたり情報を集めてくるように伝える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・選挙の意義について，

模擬投票や意見交流

を通して考えたこと

を，適切に表現してい

る。〔思考･判断・表現〕 

（発言内容，ワーク

シート） 

時 主な学習活動 

１ ・我が国の政治の働きと自分たちの生活の関係に関心をもち，学習課題を設定する。 

２～４ ・地方自治が私たちの生活をどのように安定・向上させているのか調べ，考えたことを表現する。 

５・６ ・私たちの生活を安定・向上させる税金の働きについて調べ，考えたことを表現する。 

７～９ ・私たちの生活を安定・向上させる国の政治（国会，内閣，裁判所）の働きについて調べ，考えたことを表現する。 

10～13 ・日本国憲法と私たちの生活の関係について調べ，考えたことを表現する。 

14・15 ・国民が選挙権を正しく行使することの重要性について考え，表現する。 → 本時（２時間） 

【考え・基礎知識】 
地方公共団体が進める事業，議会や選挙の 

仕組みなど，政治の働きに関する社会的事象
について調べ，表現することができる。 

【つながり】 
政治の働きと，人々の生活等

を関連付けて，国民主権や民主
政治の意義について考え表現
することができる。 

社会科の事例 小学校 

【応用・ひろがり】 
選挙権の行使や政治の役割の

重要性について，考えたことを
18歳の自分に伝えるメッセージ
にまとめ，社会に啓発する方法を
考えることができる。 

単元の各学習におい

て，政治と自分たちの

生活の関係を丁寧に押

さえ，教室掲示や資料

を工夫していつでも活

用できるようにするこ

とが大切である。 

めあて 身近な課題への政策について考え，実際に模擬投票して投票の意義を考えよう。 

児童のメッセージ例 
今日模擬投票をして，選挙が私たちの願いをかなえてくれる大切な手段だと改めて感じました。候補者の意見をしっかり聞いて

投票することが大切です。そして何より自分たちの生活をよりよくする権利を使うことが大切です。未来の私が，今日の学習を忘
れず，政治に参加する気持ちを大切にしていることを願っています。 

政治と自分たちの生活

とのかかわりや，歴史

学習の記録等，既習知

識を根拠として活用で

きるように工夫する。 

【単元の導入で】政治
が国民生活の安定と向
上を図る大切な働きを
している事を身近な例
で実感させる。特に若
者が政治に参画する意
識が弱く投票率が低い
ことを理解させて，政
治に関心を高める必要
性を強く感じさせる。 

児童に身近で，考える

必然性の高いものを

選ぶ。市の課題や児童

やその家族の実態に

照らして政策を練り，

意欲的な意見交流へ

つなげる。 



（例）温室効果ガス排出量削減について 

【多くの先進国の主張】 

・現在の排出量を基準に，各国の

排出量を削減する。 

・発展途上国への経済支援を可能

な範囲で行う。 

【多くの新興国の主張】 

・先進国の経済発展は化石燃料の

大量消費が要因である。 

・発展途上国への経済支援は先進

国の義務である。 

【多くの発展途上国の主張】 

・先進国の排出量をまず削減する。 

・先進国は設備整備等のため，発展 

 途上国への経済支援を拡充する。 

・ＣＯＰ21では，全世界で，今世紀後半には，人間活動による温室効果ガス排出量を実質

的にゼロにしていく方向を打ち出し，全ての国が，排出量削減目標を作り，提出するこ

とやその達成のため国内対策を取ることが義務付けられた。 

 
 
 

５ 
 
  
  
 
 
 
 

 

 
◇ 学年    第３学年 
◇ 小単元名 世界の諸課題の解決に向けて 
◇ 小単元の目標   現在及び将来の人類がよりよい社会を築いていくために解決すべき課題として，地球環境問 

題や資源・エネルギー問題，貧困問題等があること，その解決に向けて世界が協調して取組が
進められていることを理解するとともに，その解決に向けて自分たちにできることを考え，提
言することができる。 

◇ 小単元の計画（全 13 時間） 
学習活動 時数 指導上の留意点 

 
 

＜２年生３学期＞ 
○３年生の「世界へのメッセージ～伝えよう私の提言～」発表会
に参加して，先輩が考えた提言を聞き，自分の考えを書く。 

○３年次での提言づくりに向けて，世界の諸課題に関連するもの
をポートフォリオにして，資料を収集していく。 

（地理的分野，歴史的分野，他教科，道徳，新聞記事等） 
 
＜３年生＞ 

○収集した資料を基に，単元の学習課題を見いだす。 
 

 

 

 

○資料を活用して世界の諸課題について調べたことを各自でレポ
ートにまとめる。 

【地球環境問題，資源・エネルギー問題，貧困問題等】 

○調べたことを交流する。 

【グループでの交流】 

・同じ課題を調べた生徒がグループとなり，各自が調べた課題の
背景や解決に向けた取組等を交流する。 

・交流を通して，世界が乗り越えるべき課題について考察し，ま
とめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全体での交流】 

・グループごとに発表し，世界の諸課題は様々な要因が関連して
いることに気付くとともに，自分達の生活との関連を見いだす。 

 

 

○提言を作成する。 

○２年生及びＮＧＯ職員を招いて，提言を発表する。 

 

 

○提言と２年生の３学期に書いた自分の考えと比べ，世界の諸課
題に関する自分の考えの変容に気付く。 

○ＮＧＯ職員等からの意見をもとに，新たな課題を見いだす。 

 

 

 

２ 
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２ 
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○提言作成のポイントを３年生か
ら聞きとり，提言作成に必要な
取組を考えさせるようにする。 

○授業や学活で，収集した資料を
紹介し，意欲を継続させるよう
にする。 

 
 
 
 
 
 
○収集した資料を基に，自分が深
く調べたいテーマを設定させる
ようにする。 

○ポートフォリオに収集した資料
等を活用して，レポートを作成
させるようにする。 

○世界の諸課題に対する各国の主
張とその解決に向けて世界が進
めている取組について，表を活
用して整理・分析させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○世界の諸課題がそれぞれどのよ
うに関連しているか，自分達の
生活とどのように関連している
かの視点から，意見交流させる。 

 
○世界の諸課題の解決に向けて，
自分達ができることを提言にま
とめさせるようにする。 

 
 

社会科の事例 中学校 

【考え・基礎知識】 

地球環境問題等の諸課題は，
地域や国家の問題であるととも
に，地球規模の問題となり国際
的な課題となっていることを説
明することができる。 

【応用・ひろがり】 

世界の諸課題の解決に向けて，
自分達にできることを考え，他者
へ提言することができる。 

【つながり】 
 
世界の諸課題の背景や要因，

解決に向けた取組について，既
習事項や既習の見方や考え方を
活用して，推論することができ
る。 

課題の発見・設定（３） 

情報の収集・整理・分析（６）            
（１） 

まとめ・創造・表現（３） 

★課題の解決に向けて，障壁となっている
ことを「対立と合意」，「効率と公正」の

見方や考え方を活用して整理・分析させ
るようにし，現代社会を捉える見方や考
え方を養うようにする。 

実行・振り返り（１） 

めあて 世界の諸課題について調べ，まとめたことを交流し，提言を作成しよう。 

★新たに見いだした課題については，次単
元「よりよい社会を目指して」において，

探究していくようにする。 

★日本政府観光局の訪日外客数の調査から，海外から
の旅行者が急増傾向にある事実を提示する。自分た

ちの県も急増していることを知る。海外からの旅行
者はこの訪問を生かして，各地域の名所を訪れてみ
たいと思っていることがその調査から分かった。し

かし地域の情報は，ガイドブックに載っておらず，
困っていることを生徒に伝える。英語で海外から訪
問してくれた人々に自分たちに何ができるかアイ

デアを出させましょう。 

★収集した資料から，どのような課題があ
るのか，どのような影響を及ぼしている
のか，どのような取組がなされているの

かを整理することを通して，世界の諸課
題の解決に向けて自分達も取り組もう
とする意欲を高めるようにする。 

★世界の諸課題の解決に取り組もうとす
る３年生の姿から，提言作成への意欲を
高めるようにする。 



 
 
  
  
 
 
 
 

 

◇ 学年  第３学年 
◇ 単元名 明治維新と立憲体制の成立 
◇ 単元の目標  開国と幕府の滅亡，文明開化など欧米の文化・思想の影響や国際環境の変化，自由民権運動と立 

憲体制の成立に着目して，明治維新以降の我が国の近代化の推進過程について考察するとともに，
その過程や結果を適切に表現することができる。 

 

 

◇ 本時の目標  天皇を中心とする統一国家が生まれ，明治維新に至った過程について，欧米諸国がアジアに進 

出する国際環境と，経済の状況や社会の動向とを関連付けて説明することができる。 
◇ 学習の流れ（１時間目/全７時間） 

学習活動 
指導上の留意事項（◇） 

（◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て） 

評価規準 
〔観点〕 

（評価方法） 
１ 課題意識をもつ。 
・明治維新のころの生活の変化を示した資料をもと
に，江戸幕府と明治政府との違いについて考える。 

 
 

２ 本時のめあてを確認する。 
・明治政府の方針を示した「五箇条の御誓文」と江
戸幕府の政策を引きついだ「五榜の掲示」を示し，
当時の政府がどのような政策を行おうとしていた
のかについて考察する。 
 
 

３ 課題について検討する。 
・グループ協議① 
３月に第五札まで掲示された「五榜の掲示」は，
なぜ，７月には，第三札だけが掲示され，「徒党・
強訴の禁止」，「キリスト教の禁止」は掲示されな
かったのか，について考察し発表する。 

 ・グループ協議② 
   グループ協議①の発表を受けて，再検討し，明

治政府の考えについて更に考察し，発表す
る。 

 
４ 本時のまとめをする。 
    
 
 

５ 本時を振り返り，次時につなげる。 
・今後，明治政府はどのような政策を進めていくの
か各グループで予想する。 

◆生徒同士で意見交換し，考えをまとめさせる。 
江戸時代は支配的，退廃的，明治政府の近代的，開明的なイメージ
などが予想される。 

 

 

◇資料を比較することで，政策にずれが生じていることに気付か
せ，課題意識をもたせる。 
（五箇条の御誓文や五榜の掲示はほぼ同時に出されているの
に，なぜ，その政策の内容が異なるのだろうか，など） 
 

 

 
◇３月に掲示された札の内容の変化について，グループに分かれ
て考察させ，発表させる。 

 
 
 
◇資料などを再検討させ，考察を深めさせる。 
 
 
 
 
◆グループ発表後に，個人でのまとめをさせる。 
 
 
 
 
◇学習した内容をさらに深めるために，課題意識をもたせる。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料を基に，歴

史的事象を多角

的な視点を踏ま

えて考察し，そ

の結果を適切に

表現している

〔思考・判断・

表現〕 

（ワークシート） 

 

時 主な学習活動 

１ 
・国内外の動向を相互に関連させながら，我が国が独立を保ち近代国家の基盤を形成し得た背景と明

治維新の意義について考察し，グループで議論し説明する。→ 本時  

２～５ 

・明治政府によって行われた富国強兵・殖産興業などの諸政策より，中央集権的な近代国家の基礎が

形成されたことについて，国際環境や，近世の社会との比較を踏まえて考察し説明する。                                                                               

・文明開化の明治の文化の形成への寄与，人々の価値観や生活への影響を考察し説明する。 

６・７ 
・明治政府の強力な中央集権体制に対し，国民の間にも政治的関心が高揚したことを捉え，国際環境

や，近世の社会との比較を踏まえて近代国家や社会の特色を考察し論述する。 

めあて  資料をもとに，明治政府の当時の考えを読み解いて説明しよう。 

地理歴史科（日本史Ｂ）の事例 高等学校 

生徒のまとめ例 明治政府は，当初，旧幕府軍との戦いの中で国家を建設するために，欧米列強から支持
を得る必要があった。しかし，戦いが終了すると，反体制的な行動を抑えるために，江
戸幕府の対民衆政策を踏襲する必要があった。 

 

 
 

【基礎知識】 

明治政府によって行われた諸
改革を基に，明治維新以降の我
が国の近代化の推進過程につい
て，説明することができる。 

【つながり】 

欧米諸国がアジアに進出する国
際環境と，我が国の経済の状況や
社会の動向とを関連付けて，時代
の特色を説明することができる。 

既習の知識・技能を活用し
て，歴史的思考を高める工
夫をする。 
【基礎知識】，【つながり】 

課題  明治維新のころの政策に示された明治政府の考えについて解釈する。 

「応用・ひろがり」を意識した発問 
・明治政府が，他の政策を行っていたらどのようになっていたのだろうか。 
・別の時代や他の国ではどのような政策が行われていたのだろうか。 

複数の視点から考
察できるよう，「つ
ながり」を意識した
展開を工夫する。 
 

【応用・ひろがり】 

空間的，時間的な見方や考え
方を総合して，自ら歴史的事象
についての解釈を筋道立てて論
述することができる。 

導入において，既
習の知識を取り上
げ，当時の時代背
景を考察させるこ
とで課題意識をも
たせるようにす
る。 
 

課題解決について自分の意
見を論述することを通し
て，探究を続けようとする
意欲・関心をもたせる。 
【応用・ひろがり】 

考察の視点 
・国内の情勢，国際環境，民衆の状態，経済の状況など 

例 攘夷思想の抑制とともに，民衆の反社会的な集団行動の抑
制の考えを持っているなど，明治政府は国内外など複数の
事情に対して配慮していた，など 
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◇ 学年     第３学年 
◇ 単元（題材）名 民主政治の基本原理と日本国憲法（国会と立法） 
◇ 単元（題材）の目標 国会の組織や運営などに関する理解を深めるとともに，法案審議の模擬体験を通じて， 

課題を主体的に考察し，多数者の意思を基本としつつも少数者の意見を尊重する態度を身 
に付けている。 

時 主な学習活動 

１ ・国会の組織や運営，権限について，教科書本文や図表をもとに理解する。 

２ ・４つの議案について，賛成・反対の理由を挙げて争点を整理する。（個人・グループ） 

３ 
・政党分け，委員会分けを行い，「討論」や「趣旨説明」，「質疑応答」の内容を考え， 

根拠を挙げながら自分の意見をまとめる。               → 本時 

４ 
・委員会ごとに趣旨説明を行い，質疑応答，討論を経て，多数決によって委員会として 

の結論を出す。（模擬議会①） 

５ ・クラス全体で本会議を開き，各委員会で審議した議案を採決する。（模擬議会②） 

６ ・模擬議会①②を通じて，合意形成をする上で考えたことや疑問に思ったことを整理する。 

 

◇ 本時の目標  法案審議の模擬体験に備えて，根拠を挙げながら自分の主張を組み立てるとともに，主張に説
得力をもたせるための具体的な方法について，説明することができる。 

◇ 学習の流れ（３時間目/全６時間）  

学習活動 
指導上の留意事項（◇） 

（◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

１ 課題意識をもつ。 
・衆議院ＨＰ内の「予算委員会ニュース」に示され
ている「質疑者及び主な質疑内容」を読んで，委員
会内でのやり取りをイメージする。 

・委員会審議において，与党（大臣）にも野党（議
員）にも求められる能力について考える。 

２ 本時のめあてを確認する。 
 

 
３ 政党分けと委員会分け 
 ・第２時で設定した，身の回りの課題，地域課題，

国政課題，国際課題の各委員会に対応する４つの
議題の中から所属する委員会を決める。 

 
４ 「討論」の根拠を考える。 
 ・与党であれば賛成の立場から，野党であれば反対

の立場から，議案に対する根拠を検討する。 
  ①前時の学習を参考に，個人で根拠を整理する。 
  ②グループで意見を共有後，根拠を３つに絞る。 
５ 「趣旨説明」の内容を考える。 
 ・法案を提出する与党側が，議案の主な内容や提出 
 理由を明らかにする。 

６ 「質疑応答」の内容を考える。 
 ・模擬議会では，野党側から質疑を行い，与党側が

これに応答する。前時の学習を参考に， 
  ①野党側は，与党を追及する質問を考える。 
  ②与党側は，予想される質問の想定答弁を考える。 

７ 本時のまとめをする。 

 ・本時のめあてを振り返り，次回の模擬議会① 

  までに準備すべきことを考える。 

 

８ 本時を振り返り，次時につなげる。 

 

 
◇予算委員会ではあるが，扱われている内容は経済政策，教育政策
など多岐にわたっていること，与党議員も野党議員も大臣に対し
て質問し，見解や決意を引き出そうとしていることなどを確認し，
委員会のイメージをクラス内で共有する。 

◇国会議員は国民の代表であり，「根拠をもって主張し他者を説得す
る力」が求められていることに気付かせる。 

 
 
◇第２時では，審議すべき課題を生徒が持ち寄ることを原則と
するが，難しい場合は，「生徒に身近で，時事的であり，争点
性を含むもの」を教師が準備しておく。 

◇委員会ごとに与党６名と野党４名に分ける。その際，与野 
党の区分は，生徒の主張に関わらず機械的に行う。 

 
◇討論の形式を示しこれに当てはめるように考えさせる。 
 
 
 
施日）までにさらに情報を収集するよう促す。 

 
 
 
◆想定答弁を考えるのが難しい生徒には，国会議事録など論点
を整理した資料を参考資料として提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

・必要な情報を収集 

し，自分の立場から

の見解を，根拠に基 

づき適切に表現する 

ことができる。 

〔思考・判断・表現〕 

（ワークシート） 
 

公民科（政治・経済）の事例 高等学校 

生徒のまとめ例  
○今の主張を補強できるような公的な見解を，国会 
議事録や厚生労働白書から引用する。 

○資料集や参考書に掲載されている元の資料に当た 
り，最新の資料から今の主張を補強する表を引用 
したり，グラフを作成したりする。 

【応用・ひろがり】を意識した発問 
・根拠をもって説明することは重要だが，より多くの人の賛同や理解を得るためには，どうす 
ればいいだろうか。（明確な根拠により多数の支持が得られれば，それでよいのだろうか。） 

 

めあて 後日実施する委員会審議で説得力をもった主張を展開するために，どのような工夫ができるか具体的に考えてみよう。 

。 

【考え・基礎知識】 
国会の組織，運営などにつ

いて，筋道立てて説明するこ
とができる。 

【つながり】 
法案の審議過程の模擬体

験を通じて，審議手続を踏ま
え，根拠を挙げながら主張を
展開することができる。 

【応用・ひろがり】 
法案の審議過程の模擬体

験を通じて，多様な価値観
をもつ他者と協働し，合意
形成していくことの意義を
説明することができる。 

生徒が国会のイメ
ージを描きにくい
場合は，ニュース映
像などで委員会審
議の様子を視聴さ
せることにより，課
題意識をもたせる。 

 

討論の根拠をより
説得力のあるもの
にするためには，
「事実や具体例や
引用」が必要とな
る。事実報告やデ
ータ，専門家の意
見などを引用でき
るよう，指導する。 

（例）「医療費自己負担を４割に引き上げる法案につきま
しては，●●党を代表して（賛成・反対）の立場から討
論を行います。 
以下，（賛成・反対）の理由を３点申し上げます。第一

に～。第二に～。第三に～。以上をもって，私のこの（賛
成・反対）の討論とします。」 

委員会や本会議の進行は
副教材「私たちが拓く日
本の未来」に掲載されて
いるシナリオに沿って進
めるとよい。 

【考え・基礎知識】から
【つながり】に至る部分 

【つながり】を意識
した展開の工夫 

自分の主張を組み立て
る際，説得力を増すため
にはどんな方法が有効
かを，主体的に考察させ
る活動を促す。 


