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１ 単元名 世界に歩み出した日本

２ 単元について

(1) 児童観

本学級（男子12名、女子12名の計24名）は、男女の仲がよく、生活や学習場面で問題が起きた

場合には、全員で協力して解決していこうとする意欲がある。

１学期から歴史学習を行ってきたが、児童の関心は高く、事象に対して積極的に関わることが

できている。学び方も定着しつつあり、思考の手がかりを教科書や資料集、各自が用意した参考

書等を活用し、事実を基にした発言ができるようになってきた。矢じりや土器の実物を基にした

学習では、触ったり匂ったりするなどの五感を通した調べ活動をすることもできる。

このように、資料を基に歴史的な事実を捉えることについては、意識してできるようになって

きている。しかし、それを基に多様な見方・考え方を発揮し、事象の奥深くにある背景を主体的

に追究したり、学び合いによって思考を深めたりすることは苦手である。

(2) 教材観

本単元は明治時代後期（1890年）から満州事変（1931年）前までの約40年間を扱う。政府は富

国強兵をスローガンに挙げ、日本の｢近代化｣に国力を費やしてきた。そして、当時の日本人たち

の活躍により、条約改正に成功し、国際的な地位が向上し、民主主義が芽生えた時代である。

この時代に迫るための社会事象の一つとして、様々な民衆運動が起こったことが挙げられる。「ど

うして民衆が立ち上がったのか」という課題解決をめざしていくことで、民主主義が芽生えてき

た過程を、政府の政策とそこで生き抜いた人々の動きとの両面から迫り、理解へ導くことができ

ると考える。このように、当時の国民の生活に寄り添いながら、取り巻く世界情勢の中での政治

との両面で考えていくことは、多面的で多角的な思考力･判断力を育て、平和で民主的な国家・社

会の形成者としての資質を養うと考える。

(3) 指導観

当時の様子や社会の変化について実感を伴った理解をするためには、具体的な場面を創り出し、

社会事象を多面的に思考させることが大切となる。そこで、次のことに留意して取り組む。

ア 社会事象を主体的に追究できる単元構成の工夫

全国史を学びつつも、時には地域素材を取り入れ、具体的な学びができるように単元構成を

工夫したい。第１・２次では、政府の動きに焦点を当て、第３次では人々の生活に焦点を当て

ることで、政府（官）と国民の両面からこの時代を捉えていけるようにする。特に第３次にお

いては、生活や文化について調べることを柱とし、図書室の本や教科書からの調べ活動だけで

なく、この時代を過ごしてきたお年寄りの話を資料として提示したり、地域で実際に起きた社

会問題を取り上げたりする。このような身近な資料を計画的に提示することで、子どもたちの

追究意欲を喚起、持続させ、当時の人々の思いや願いに迫っていきたい。

イ ＩＣＴの効果的な活用

過去のことを取り上げる学習を行うため、追究が観念的になるおそれがある。限られた少な

い資料や実物だけでなく、積極的に写真や映像等を活用することで、具体的に思考できる場の

設定をしたい。特に、タブレット型端末は、資料を保存したり発表したりすることに大いに活

用し、協働的な学びの基礎ともしたい。

ウ 一人ひとりの思考力・判断力・表現力を高める学習過程

・ 調べ活動の時間の確保

学びが受動的にならないように、十分に調べ活動の時間を確保し、児童が主体的に自分の

ペースで学習を進め、理解が深まるように支援したい。

・ 考えたことを書く時間の確保

学んだことを自分の中で整理することで、学習内容の定着を図りたい。そのために、授業

後の感想を毎時間書かせたい。また、次時への授業づくりにも生かし、そこで捉えた興味や

思考の流れに即するように、柔軟な構えで臨みたい。

・ 協働的な学びの確保

討論や話合い活動を多く取り入れ、事実認識を大切にし、資料同士を関連付けることで、

深まりが生まれるような話合いを目指していく。



３ 単元目標

日本の近代化に関係する事象やそれらに関わる人物の働きを調べる活動を通して、日本の国力が

充実し、国際的な地位が向上したことやそれによって人々の生活や社会が変化したことが分かると

ともに、それらに関わる人物の願いや働きを考えることができるようにする。

４ 学習計画（全10時間）（ は、協働的な学びの場面 ☆はＩＣＴ活用）

次 時 学 習 活 動 ･ 内 容 評価規準

☆ ノルマントン号事件についてインターネット等により調べ ・不平等条約が日本にもた

ることで不平等条約についての理解を深め、その解消方法を らしている不利益や、条約

１ １ 各種資料から話し合う。 改正に関わる陸奥宗光の願

・陸奥宗光と領事裁判権の撤廃。 いや働きを理解している。

（知）

○ 日清、日露戦争が起きた時代背景や直接の原因について調 ・戦争に進む過程を理解す

べ、国同士の利害関係や産業との関わりについて話し合う。 るだけでなく、戦争に勝利

１ ・朝鮮半島の重要性 したことが日本の地位向上

・二つの戦争の共通点と相違点 につながったことを理解し

・国民の反応について ている。（知）

☆ 日本が朝鮮を植民地にして、朝鮮の人々をどのように支配 ・日本が朝鮮を植民地にし

したのかをインターネット等により調べる。 て朝鮮の人々の誇りを傷つ

２ ・土地制度を変更し、土地を失う人が増えたこと けたこと、勢力を伸ばして

２ ・学校で日本語の教育を受けさせたこと 条約改正を果たし欧米と対

・朝鮮の人々は独立運動を続けたこと 等な地位を築いたことを理

・小村寿太郎と関税自主権の回復 解している。（知）

・不平等条約撤廃に成功し、日本の近代化が達成されたこと

○ 第一次世界大戦がおきた時代背景や直接の原因、戦争中の ・戦争の影響により日本の

国内の生活の変化について調べる。 産業が発展し人々の生活に

３ ・好景気が続き、重工業が発達したこと も変化がみられるようにな

・戦争しなくても、もうかること ったことを理解している。

・国際連盟の常任理事国になったこと （知）

○ 日本の産業の発展にともなって起きた様々な社会問題につ ・近代化に伴い人々の生活

１ いて調べ、人々の生活について話し合う。 がどんな変化をしていった

・官営富岡製糸場で働く人々のこと かについて、関心をもって

・足尾銅山鉱毒事件に関わった人々 進んで調べようとしている。

○当時の人々の生活について調べたいことを話し合い、決める。（関）

○ 人々の生活や文化について、個人やグループで調べ活動を ・当時の生活や文化につい

２ し、発表の準備をする。 て進んで調べ、まとめてい

３ ☆調べ方：インターネット、図書室、インタビューなど る。（関）（技）

☆発表方法：タブレット型端末によるプレゼン、劇化など

３ ○ 調べたことをグループで発表する。 ・発表を通して、人々の生

４ ・服装調べ ・娯楽調べ ・道具調べ 活が日本の国力の充実に伴

・食事調べ ・流行調べ ・遊び調べ って変化したことを理解し、

人々の思いや願いを考えて

５ ○ 調べたことを基に、付け加えたり、疑問に思ったことを話 いる。（表）（思）

し合ったりして、人々の生活について深め合う。

本 ・国力の充実に伴って変化してきた生活

時 ・自由な雰囲気と豊かさを感じる文化

・第２次世界大戦前の日本の状況把握

○ 学習のまとめをする。 ・学習を振り返ることで、

４ １ ・大正時代はどんな時代か 大正時代がどんな時代なの

か、自分なりの考えを深め

ている。（思）



５ 本時案

(1) 本時の目標

調べたことを発表し気付きを交流したり、産業の発展と人々の生活の変化を関連付けたりする

活動を通して、当時の人々の思いや願いを考え、民主主義への意識の高まりに気付くことができ

る。

(2) 研究テーマとの関わり

歴史的事象は過去の出来事ではあるが、ＩＣＴの活用を工夫することで、当時の様子や雰囲気

を再現することができ、具体的に学び得る学習過程を作ることができると考える。そしてそれは、

児童が意欲的に活動する場面のある授業も生みだし、主体的に思考・判断・表現する力を伸ばす

ことにつながるのではないかと考える。

(3) 準備物

大型モニター タブレット型端末 教師の自作資料（写真、動画） ＣＤプレーヤー

(4) 学習過程

学習活動･内容 予想される子どもの反応 教師の支援 ☆ＩＣＴ活用

１ 前時までの学習を振り返り、 ・昔は戦争ばかりあって、苦労 ・これまでの学びを肯定的に価

学習課題を確認する。 （5分） だけかと思ったけど、レコード 値づけることで自己肯定感を高

・前時の感想の発表 が聴けたり少年倶楽部とかの雑 め、学習への意欲を高めること

・大正時代のよさを感じる根拠 誌もあったりで楽しそう。 ができるようにする。

（児童の資料） ・この時代が日本の歴史の中で ☆当時の流行歌をＢＧＭとして

・発表内容の確認 一番よかったと思う。 流すことで、その時代の雰囲気

・第一次世界大戦の時は産業が を感じることができるようにす

発達して、工場が増えたね。 る。

当時の人々はどのような生活で、どのような願いや思いを持っていたのだろう。

２ 当時の人々の生活について調 ・活動写真て何だろう。 ・発表は、プレゼンだけでなく、

べたことを発表し、意見を交流 ・無声映画だって。映画がこの 動作化や実物提示などの工夫を

する。 （25分）時代に流行したようだよ。 するように助言しておくこと

・担当グループの発表（娯楽･流行） ・休日は多くの人々が観に行っ で、当時の雰囲気や人々の思い

・感想や気付きの交流 たようだね。 を想像しやすくする。

・国力の充実に伴って、生活が変化 ・都会で流行したようだけど、 ☆当時、地方で生活をしていた

したこと 田舎でも観られたのかな。 人にインタビューしたＶＴＲを

・華浦でも都市の文化が広がっ 見ることで、都会と地方の両面

発表にタブレット型端末を使うこ ていたんだね。 から、文化の浸透を実感できる

とで、発表内容に具体性をもたせる ・おばあちゃんの話から楽しさ ようにする。

だけでなく、ズーム機能や動画機能 が伝わってきたよ。よい時代が ・必要に応じて貿易額について

を活用することで正確に内容を伝え あったのが意外だった。 の資料を提示することで、産業

るための助けとなるようにする。 ・いろいろな民衆運動が起きた と生活との関連に気付くことが

ようだ。楽しそうな時代なのに できるようにする。

何でかな。

３ 人々が立ち上がった理由を話 ・この時期に集中しているね。 ☆民衆運動に関わる資料を提示

し合い、願いや思いを考える。 以前よりも良い生活ができてい し、人々が立ち上がった理由を

（10分） る気がするんだけど、どうして 民衆の階層に焦点を当てて考え

・豊かさ、自由、平等の追求 なのかな。 ることで、この時代の人々の願

・社会の閉鎖感や不景気の不満 ・豊かな人はもっと豊かになり いに迫ることができるようにす

・生活の豊かさは社会の矛盾に気付 たいと思うし、苦労している人 る。

くような心のゆとりを生んだこと も世の中を変えたいよね。

４ 学習を振り返り、感想を書く。 ・この時代の豊かさや自由さか ・感想をノートに書くことで、

（5分） ら民主主義の意識が高まったん 学んだことを整理するだけでな

・分かったこと、分からなかったこと だ。でも、この後、戦争に進ん く、学び合いのよさを感じるこ

・新たに浮かんだ疑問 でいったのは何でかな。 とができるようにする。

(5) 評価（思考･判断･表現）

○ 教科書や各種の資料を根拠にして、産業の発展が人々の生活や意識の変化をもたらしたこと

を理解し、当時の人々の思いや願いを考えることができる。（発表･ノート）


