
資料４ 平成１５年度 社会科指導計画 【改善前の指導計画と評価規準】

第２節 市場経済と金融（配当４時間）
評 価 規 準

時 本時のねらい 学習活動 指導上の留意事項 社会的事象へ 社会的な思考 資料活用の技 社会的事象に 評価方法
間 （指導の手だて） の関心・態度 ・判断 能・表現 ついての知識

・意欲 ・理解
グループ○いろいろな資 ●活動を中心に授業 ◇具体的で身 ◇消費動向や１市場経済のし
討議の様料をもとに商 を展開し，市場経 近な事例か 価格のはたくみ
子品の価格の決 （p.104～105） 済のしくみや価格 ら学習を発 らきなどを

まり方を考え 市場経済とは， の決まり方につい 展させ，社 中心に，経，
経済について 需要と供給 て理論的な説明だ 会とのかか 済活動がさ
の関心を深め けにならないよう わりについ まざまな条１
る。 にする。 て客観的に 件の中での

○市場経済の基 ●暮らしのなかの経 とらえ直し 選択を通じ
本的な考え方 済の視点から離れ 経済につい て行われる
について，身 ないようにする。 ての見方や という市場
近で具体的な 考え方がで 経済の基本
事例を通して きるように 的な考え方
理解する。 なる。 について理

解すること
ができる。

机間指導○価格がシグナ ●価格のはたらきと ◇写真とグラ２ 市場と価格
によるノルの役割をし （p.106～107） 経済については， フ，事例カ
ート点検ていることを 価格はシグナル 前時の学習をふま ードから需

理解する。 独占価格 えて理解できたか 要・供給と
単元テス○独占価格の影 公共料金 どうか確認する。 価格の関係

２ ト響や公共料金 ●独占価格や公共料 を読みとっ
が設けられて 金については，具 たり，数種
いる理由を考 体的な例を取り上 の統計資料
える。 げるようにする。 から日本の

財政と現代
社会の特色
を説明した
りできる。

授業中の○金融のはたら ●身近で具体的な事 ◇具体的な事３金融のはたら
発言きと役割を， 例を扱う その際 例に基づいき 。 ，

カードや金融 （p.108～109） カードや金融機関 て，現代の
ノート提機関の利用を 現金払いと信用 の利用については 生産のしく
出点検通して理解す 払い 目的に応じた利用 みや金融の

る。 金融のはたらき 方法や留意点があ あらましに
○聞き取り調査 日本銀行の役割 ることに気付くこ ついて理解３

を行い，学習 とができるように することが
に対する興味 する。 できる。
・関心をもつ ●家庭生活や企業活。

動の中で金融機関
がなかだちをして
いることに気付く
ことができるよう
にする。

◇社会生活に 授業中の○労働組合の必 ●既習事項４働く人たちの
おける職業 発言要性について （第１章 第２章と生活向上
の意義と役理解する。 （p.110～111） 関連させる。
割について○日本人の企業 労働組合の役割 ●自己の生き方や将
の資料に対経営や職業観 労働条件の改善 来の進路を考える

４ する感想やに対する考え 生きがいを求め 学習につなげる。
自分の考え方が変化して て
を，進んできたことを資
発言しよう料から読みと
としているとともに，
る。職業や仕事に

対する関心を
もつ。



資料５ 平成１６年度 社会科指導計画 【改善後の指導計画と評価規準】

第２節 市場経済と金融（配当４時間）
評 価 規 準

時 本時のねらい 学習活動＼展開 指導上の留意事項 社会的事象へ 社会的な思考 資料活用の技 社会的事象に 評価方法
間 （基準Ｃの生徒に対 の関心・態度 ・判断 能・表現 ついての知識

する指導の手だて） ・意欲 ・理解
発言内容○いろいろな資 ●市場経済のしくみ 価格のきまり１市場経済のし

料をもとに商 や価格の決まり方 方について，くみ
ノート提品の価格の決 （p.104～105） について理論的な 写真とグラフ
出点検まり方を考え 市場経済とは 説明だけにならな から需要・供，

経済について 需要と供給 いようにし，活動 給と価格の関
の関心を深め を中心に授業を展 係 を 読 み と１
る。 開する。 り，市場価格

○市場経済の基 ●身近な暮らしのな について説明
本的な考え方 かの経済の視点か している。
について，身 ら離れないように
近で具体的な する。
事例を通して
理解する。

ノート提○価格がシグナ ●前時の学習を振り 具体的な事例２ 市場と価格
出点検ルの役割をし （p.106～107） 返ることで，価格 に も と づ い

， ，ていることを 価格はシグナル のはたらきと経済 て 市場価格
単元テス理解する。 独占価格 について理解でき 独占価格，公

２ ト○独占価格の影 公共料金 るようにする。 共料金の違い
響や公共料金 ●独占価格や公共料 について説明
が設けられて 金については，具 している。
いる理由を考 体的な例を取り上
える。 げる。

一般の銀行の 授業中の○金融のはたら ●身近で具体的な事３金融のはたら
役割や利潤を 机間指導きと役割を， 例を扱う その際き 。 ，
得る方法，日カードや金融 （p.108～109） カードや金融機関
本銀行の役割機関の利用を 現金払いと信用 の利用については
（発券銀行・通して理解す 払い 目的に応じた利用
政府の銀行・る。 金融のはたらき 方法や留意点があ

３ 銀行の銀行）○聞き取り調査 日本銀行の役割 ることに気付くこ
など，金融機を行い，学習 とができるように
関の働きにつに対する興味 する。
いて図版や語・関心をもつ ●家庭生活や企業活。
句を使って説動の中で金融機関
明している。がなかだちをして

いることに気付く
ことができるよう
にする。

社会生活にお 発言内容○労働組合の必 ●既習事項（第１章４働く人たちの
ける職業の意要性について ：現代社会の特生活向上
義と役割につ ノート提理解する。 （p.110～111） 色，第２章：基本
いての資料に 出点検○日本人の企業 労働組合の役割 的人権）と関連を
対する感想や経営や職業観 労働条件の改善 考慮する。

４ 自分の考えをに対する考え 生きがいを求め ●自己の生き方や将
すすんで発言方が変化して て 来の進路を考える
しようとしてきたことを資 学習につなげる。
いる。料から読みと

るとともに，
職業や仕事に
対する関心を
もつ。


