
中学校 第３学年 社会科（公民的分野）学習指導案 
平成 24年 10月２日 

指導者 丸谷 友克 
１ 単元名 人権と共生社会 
２ 単元について 
（1）生徒観 

   本学級の生徒は、自ら挙手して発言したり、他者の発言を傾聴し、受け止めたりするなど、発表

しやすい雰囲気がある。また、男女分け隔てなく、協力して物事に取り組むこともできる。しかし、

自分の考えを論理立てて述べることが苦手な生徒が多い。他者の意見を解釈して、新たな自分の考

えを構築したり、他者の意見の矛盾点を的確に指摘したりすることができる生徒は少ない。そこで

これまでの単元で、自分の意見を主張して相手に理解を求める場合には、根拠とその理由付けが必

要であることを学習してきた。 
（2）教材観 
   本単元は、「人権とは何か」「基本的人権についてランキングしよう」など、具体的な生活から捉

えることのできる課題を設定し、追究することが比較的容易である。また、ランキングは、正解を

求めるのではなく、よりよい解を追究する学習活動として取り組む。実社会では「対立」と「合意」

があり、「効率」や「公正」等の視点から、よりよい合意を形成していくことが求められる。このよ

うなときに必要な力を養うことができる教材である。 
（3）指導観 
   まず、最初に人権に関するランキングを行わせ、興味・関心を高めたい。次に人権の各項目につ

いて、具体的な事象資料を用いて学習を進めていく。それを受けて、再び人権に関するランキング

を行わせる。各人権項目について学習後であるため、学習の成果を生かして論理立てて考えること

ができるであろう。さらに、ランキングの根拠について、どちらが優れているかを判定し合う学習

活動（班対抗ディベート形式の試合）を実施する。判定に向けて作戦タイムを設けることでより一

層考えを深めさせたい。また判定をする際には、これまでの既習事項を基に判定理由を論理立てて

述べられるようにさせたい。 
３ 単元目標 
(1) 人間の尊重についての考え方と法に対する関心を高め、人権に関するランキング（順位付け）を

意欲的に追究している。（関心・意欲・態度） 

(2) 日本国憲法に定められた基本的人権と社会生活とのつながりの視点から、人権に関するランキン

グ（順位付け）を多面的・多角的に考察し、その結果を適切に表現している。（思考・判断・表現） 

(3) 新聞記事や統計資料などの資料を収集し、有用な情報を適切に選択して、ランキング（順位付け）

の根拠となる部分を読み取ったり、分かりやすくまとめたりしている。（技能） 

(4) 日本国憲法に定められている基本的人権の種類やその内容について理解し、その知識を身に付け

ている。（知識・理解） 

 

 

 

 

 



４ 学習計画（   は、協働的な学びの場面 ☆はＩＣＴ活用） 
次  学 習 活 動・内 容 評価規準 

１ 

権利のランキング１（１時間） 

１ ４つの人権に関するカードの内容を確認する。 

２ 各自でランキング（順位付け）を行う。 

３ 班で各自の意見を発表し合い、班のランキングをつくる。 

☆各班に１台ＰＣを準備し、プレゼンテーションソフトを使ってランキ

ングの結果や根拠などを保存する。 

４ 班のランキングとその根拠を発表する。 

 ☆発表する班の結果とその根拠をスクリーンに映し、それを活用しなが

ら説明する。 

５ ４つの権利の内容を次時からそれぞれ学習していくことを知る。 

・課題を意欲的に追究し

ている。（関） 

２ 

①平等社会と共生社会（１時間） 

②自由権（１時間） 

③社会権（１時間） 

④人権保障を確かなものに（１時間） 

 

３
（
本
時
３
／
３
） 

権利のランキング２（３時間） 

再度ランキングして、発表しよう 

１ ４つの人権に関するカードが、どの人権にあたるか確認する。 

２ 班のランキングをもう一度つくる。 

 ☆ランキングの結果や根拠などを保存する。 

３ １次のランキングの結果と比較し、なぜ変わったのか理由を追究する。 

 ☆理由を保存する。 

４ 班のランキングとその根拠を発表する。 

 ☆発表する班の結果と根拠をスクリーンに映し、それを活用しながら説

明する。 

５ なぜ班で順位付けが違うのか、次時から自班と他班のランキングをし

た根拠や相手の矛盾点を指摘して競うことを知る。 

・既習事項や他者の意見

を基に、ランキングにつ

いて多面的・多角的に考

察し、その結果を適切に

表現している。（思） 
 

作戦タイム 

１ 自分たちの班のランキングをした根拠をまとめる。 

 ☆家でインターネットを活用して調べてきた情報を活用する。 

 ☆相手の班のランキングと教師が用意した人権に関する情報を各ＰＣに

保存しておき、いつでも生徒が見られるようにする。 

２ 相手の班の矛盾点を探り、まとめる。 

 ☆自分たちの考えた根拠や他班の矛盾点を保存し、次時の試合で使用で

きるように準備する。 

有用な情報を適切に選

択して、ランキング（順

位付け）の根拠となる部

分を読み取ったり、分か

りやすくまとめたりし

ている。（技） 
 



班対抗の試合をしよう 

１ １班対２班のランキング結果とその根拠・相手の矛盾点の発表を聞く。 

 ☆発表する班の結果と根拠をスクリーンに映し、それを活用しながら説

明する。 

２ 発表を聞いて、どちらのランキングが優れているか、判定する。 

３ １と２の活動を繰り返す。 

４ 判定結果を基に、本時の学習を振り返る。 

・判定の際に、他の班の

発表と既習事項を生か

して考察し、判断してい

る。（思） 

 

４ 

レポートの作成（１時間） 

１ これまでの学習活動を振り返り、もう一度個人でランキングを行う。 

☆３次までの各班のランキング結果やその他の情報をいつでも見られる

ようにする。 

２ レポートを作成する。 

・これまでの学習を生か

して、根拠を基に論理的

に構成したレポートを

作成している。（思） 

・基本的人権の種類やそ

の内容をついて理解し、

その知識を身に付けて

いる。（知） 

 



５ 本時案 
(1) 本時の目標 

基本的人権の種類やその内容について理解を深めるために、ランキング（順位付け）した理由を、

根拠を基に説明したり、相手の矛盾点を指摘したりすることができる。 
(2) 研究テーマとの関わり 

   班で話し合って出した結果をクラス全体に発表する場面において、プロジェクタを使って提示す

る。様々な意見にふれながら、自分たちの意見と他の班の意見を比較することで、自分の考えを一

層深めることができる。 
(3) 準備物 

   ワークシート、ＰＣ（７台）、プレゼンテーションソフト、プロジェクタ 
(4) 学習過程（   は、協働的な学びの場面 ☆はＩＣＴ活用） 

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 先攻後攻を決め、自分たちの

班のランキング結果とその根拠

を提示し、理由を説明する。ま

た、相手の班の矛盾点を指摘す

る。相手の班の意見に対する反

論を行う。 

また、１班対２班のランキン

グ結果とその根拠・相手の矛盾

点の発表を聞く。 

 

 

２ 他の班の生徒は、発表を聞い

て、どちらのランキングが優れ

ているか、判定する。 

３ １と２の活動を繰り返す。 

４ ランキングをどのような視点

から行ったのかを振り返る。 

 

 

５ 判定結果を基に、本時の学習

を振り返る。 

・平等権がすべての人権のベー

スになるという意見は説得力が

あるなぁ。 
・政治に参加することが大切だ

から参政権は譲れない。 
・歴史を振り返ってみると、自

由権が権利章典で最初に認めら

れたはずだ。 
 
 
 
・平等権が全ての人権のベース

という意見が優れていたから１

班を支持する。 
 
・こんな視点からランキングを

付けたんだ。 
・この根拠は説得力があるな。 
 
・自分たちが支持された理由は

何かな。理由付けで弱かったと

ころはどこだろう。 
・自分たちのランキングはこの

ままでよいのかな。 
・修正するならどこかな。 

☆プレゼンテーションソフトを

使ってランキングの結果と根拠

をまとめたものをスクリーンに

映し、それを活用しながらランキ

ングした理由を説明させる。 

○反論に対して更に反論をさせ

ることで、思考を一層深めさせた

い。 

 

 

 

○根拠とその理由を基に判定す

るように指示する。 
 
 
○それぞれの班が、どのような見

方、視点、立場、価値観からラン

キングを行ったのかをおさえる

ための説明をする。 
○振り返りをするためのワーク

シートを配付する。 

(5) 評価（思考・判断・表現） 

○ 判定の際に、他の班の発表と既習事項を生かして考察し、判断することができる。（ワークシート） 

１班と２班の発表のどちらに説得力があり、どちらのランキングを支持しますか。 



６ 予想される生徒のランキング 

 (1) ４枚のカード 

 

 

 

 

 

(2) 予想されるランキングとその理由付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：男でも女でも同じ仕事なら同じ給料であ

る。《平等権》 

Ｂ：働けなくなった時は必ず国に助けてもら

える。《社会権》 
Ｄ：自分が稼いだお金は自由に使うことがで

きる。《自由権》 

Ｃ：何かトラブルがおきた時は裁判を受ける

ことができる。《権利を守るための権利》 

Ｃ：何かトラブルがおきた時は裁判

を受けることができる。 

 

Ｂ：働けなくなった時は必ず国に助

けてもらえる。 

Ｄ：自分が稼いだお金は自由に使

うことができる。 

Ａ：男でも女でも同じ仕事なら同じ

給料である。 

お金を自由に使いたい、働け
なくなったら困る、トラブルに
あったら何とかしてほしい、別
に男女の給料は違ってもよい。 

Ａ：男でも女でも同じ仕事なら同じ

給料である。 

Ｂ：働けなくなった時は必ず国に助

けてもらえる。 

Ｄ：自分が稼いだお金は自由に使

うことができる。 

Ｃ：何かトラブルがおきた時は裁判

を受けることができる。 

 歴史を振り返ると自由権は
権利章典で、平等権はフランス
人権宣言で、社会権はワイマー
ル憲法の順に成立していった
から。 

Ａ：男でも女でも同じ仕事なら同じ

給料である。 

Ｂ：働けなくなった時は必ず国に助

けてもらえる。 

Ｄ：自分が稼いだお金は自由に使

うことができる。 

Ｃ：何かトラブルがおきた時は裁判

を受けることができる。 

 同じ人間だから平等が一番
ベースである。最低限度の生活
の確保は大切だ。トラブルの解
決手段は必要。ＤはＡＢＣが保
障された上で必要なレベルだ。 

Ａ：男でも女でも同じ仕事なら同じ

給料である。 

Ｂ：働けなくなった時は必ず国に助

けてもらえる。 

Ｄ：自分が稼いだお金は自由に使

うことができる。 

Ｃ：何かトラブルがおきた時は裁判

を受けることができる。 

平等はすべてのベースだ。自
由がない社会は息苦しい。Ａと
Ｄが保障された上でＣは効果
を発揮する。ＢはＡＤＣが機能
すれば政治の力で変えられる。 

Ａ：男でも女でも同じ仕事なら同じ

給料である。 

Ｂ：働けなくなった時は必ず国に助

けてもらえる。 

Ｄ：自分が稼いだお金は自由に使

うことができる。 

Ｃ：何かトラブルがおきた時は裁判

を受けることができる。 

 法によるトラブルの解決手
段が一番大切。生活は最低限保
障してほしい。人は平等なほう
がよい。お金はないと所詮使え
ない。 

 法によるトラブルの解決手
段が一番大切。そのあとは歴史
の順で選んだ。 

Ａ：男でも女でも同じ仕事なら同じ

給料である。 

Ｂ：働けなくなった時は必ず国に助

けてもらえる。 

Ｄ：自分が稼いだお金は自由に使

うことができる。 

Ｃ：何かトラブルがおきた時は裁判

を受けることができる。 


