
事 例 中学校 社会科 第３学年「私たちのくらしと経済」 

テーマ 自ら考え表現する力を育てるための単元構成及び指導方法の工夫改善

授 業 改

善 の ポ

イ ン ト 

・とらえさせたい社会認識に向けて、思考の連続を大切にした単元構成の工夫

・考える力、表現する力を高めるための個人追究、全体交流における指導・援

助の在り方 

 
１ 学習状況の分析と把握 

学習状況の把握 

 【把握方法】  
（１）平成 17 年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果 

 （２）1 学期実践単元（単元名：人権と共生社会）における生徒の学習状況の結果 

学習状況の結果と分析

【結果】  
 （１）平成 17 年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査 

   中学校第 2 学年の県の正答率と本校の正答率を比較して、本校生徒の特徴的な実態
が見られる問題を以下のように抽出した。  

問題番号 評価の観点 

 

領
域 大 小 番 

出題の意図 
思 資 知 

県正答

率 

％ 

本校正答率

〈県との差〉

％ 

歴 3 2 12

 江戸時代の諸産業の発達につ

いて、米作りの発達を農具の改

良と新田の開発という視点から

考えることができる。 

○ ○  67.9  78.8 
（10.9）

歴 4 1 16

 日米修好通商条約がどのよう

な点で不平等であるのか、日本

にとってそれがどのような問題

であったのか、その内容を適切

に理解している。 

  ○ 67.8  77.3  
（9.5）

            

歴 3 1 11

 町人の生活を描いた文学や浮

世絵から、都市を舞台にして、

経済力を増した町人を担い手と

する文化が形成されたことを理

解している。 

  ○ 36.7 
33.3 

（▲3．4）

歴 3 4 14

 江戸時代の社会の変化の大き

な流れについて理解するととも

に、資料の特徴を適切に読み取

ることができる。 

 ○ ○ 56.3  48.5 
（▲7.8）

歴 4 5 20

 江戸時代以降の産業の発達に

ついて、社会の様子や人々の生

活の変化とかかわらせて考える

ことができる。 

○   44.8  30.3  
（▲14.5）

 【分析】  
  ｢知識・理解｣ 
○ ４の１が示すように時代の特徴的な事件、出来事は十分理解できている。  



● 「文化的な内容」の理解度を見る３の１は、正答率が３０％程度であるようにそ

の理解は十分とはいえない。これは、普段の歴史学習が政治的内容を重視している

からであると考えられる。  
 「思考・判断」「資料活用の技能・表現」 

○ ３の２の「江戸時代の米作りの発達を農具の改良や新田の開発という視点から考

えることができるか」を見る問題の正答率では、県平均を１０％程度上回っており、

絵資料やグラフから事実を正しく読み取ることができている。また、課題と関連の

ある資料から、事実を読み取り、課題について考える力が身に付いている。  
● ４の５の「江戸時代以降の産業の発達について、社会の様子や人々の生活の変化

とかかわらせて考えることができるか」を見る問題や、３の４の「江戸時代の社会

の変化を絵資料から読み取ることができるか」を見る問題の正答率は、県平均に比

べ非常に低い。この結果から、社会の変化の様子を時代の特色や資料から分かるこ

とと関連付けて考えたり、判断したりする力が十分身に付いていないと考えられる。 
この理由は、複数の資料を結び付けて判断する力が生徒に十分身に付いていないこ

とや、仲間と交流するなかで、自分の見方・考え方を広め、深めるような学習活動

になっていないことが考えられる。  
 

（２）1 学期実践単元（単元名：人権と共生社会）における生徒の学習状況 

【評価規準】  
学習活動における評価規準  
【関心・意欲・態度】  
①身近な人権侵害の事例について関心をもつことができている。  

【思考・判断】  
①差別問題が生まれる背景について自分の意見をもつことができる。  
②人権の保障について責任と義務を踏まえて公正に判断している。  
③「クローン人間づくり」の是非を、憲法や事例、資料を基に様々な視点や立場から考

察し、判断している。  
【資料活用の技能・表現】  
①資料を選択して活用し、追究・考察した結果をまとめている。  
②既習事項や資料集、自分で探してきた資料を活用し、自分の考えをまとめている。  

【知識・理解】  
①３つの「自由」が保障されていることを理解し、その知識を身に付けている。  
②社会権が保障されていることを理解し、その知識を身に付けている。  

【結果】  
学級全体（ 評価の方法：・発言内容 ・学習プリントの記述 ・作文 ）  

【関心・意欲・態度】  
○差別された経験を出し合い、差別がとてもつらいものであることを改めて認識してい

た。そして、世の中には、多くの差別事象があることを知り、なぜ、これほど差別が

起きるのか、失くすにはどうすればよいかという問題意識をもつことができた。  
●差別する側として問題をとらえようとする意識は薄かった。  

【思考・判断】  
○教師の問いかけにより、誰の心の中にも差別されたくない気持ちや嫉妬、羨望の気持

ちがあることに気付くことができた。  



●人権を守るには不断の努力が必要であることを、人権侵害の問題に共通する内容から

考えて導き出せなかった。  
○クローン人間づくりの是非を、研究者の意図と自分の生活に対する願望とを比較して

判断できた。  
●クローン人間づくりの是非に対する自分の考えを仲間の発言から見直すことはでき

なかった。  
【資料活用の技能・表現】  
○新しい人権の根拠が憲法のどの条文に由来しているか、憲法を読み、自分の考えをも

つことができた。  
●人権侵害についての自分の主張を、自分の体験と既習事項や時事問題とを関連付けな

がらまとめることができなかった。  
【知識・理解】  
○日本国憲法が保障する基本的人権の４つの内容を正確に理解することができた。  

【分析】  
｢関心・意欲・態度｣ 

○ 各時間どんな題材を取り上げるかによって、生徒の学習意欲が大きく変化した。

特に、社会的事象に関連する身近な出来事や社会的事象にかかわる人物の願いや生

き方を題材として取り上げると追究意欲は高まった。やはり、生徒の思いがゆさぶ

られたり、生活を根拠にして調べ考え、判断したりできる教材であると、より主体

的に取り組むことができ効果的であると考える。  
● 扱う題材で単位時間の生徒の意欲が大きく変わった。その原因は、単元を通して

課題を追究する「単元構成」に弱さがあったからだと考える。  
※ 一単位時間のねらいと役割を一層明確にして単元の構造化を図り、生徒の課題意

識が連続するようにすることが必要であると考える。  
「思考・判断」「資料活用の技能・表現」   

○ 本単元は人権の学習であり、生活経験を根拠にしやすいこともあって、大部分の

生徒が課題について自分の考えをもつことができた。また、意見を発表する場面で

は、資料を見直しながら、より深く考えることができた。  
● 全体交流の場面では、お互いが仲間の考えから自分の考えをもう一度検討するな

どして、ねばり強く課題追究に取り組む姿は少なかった。この原因は、以下の２点

にあると考える。      
①資料と資料、資料と既習事項を比べ、関連付けて思考を広げ深めて、考えの根拠

をより確かなものしていくという学び方が十分に身に付いていないこと。  
②仲間と自分の考えの違いを聞き分ける力に弱さがあり、仲間の考えから自分の考

えを見つめ直すことが十分にできないこと。一つの資料だけでなく複数の資料や

仲間の考えとかかわらせて考え、判断する力に弱さがあること。  
※ これらの課題から、根拠を明確にしながら考えをまとめたり、話したりできるよ

うに指導に努めるととともに、交流活動の充実に努め、仲間の考えから自分の考

えがより深まったと実感できるようにして、多面的・多角的なものの見方・考え

方ができるようにしていく必要があると考える。  
 

授業改善へ 



２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

 

（２）改善の具体的な方途と実践 

①とらえさせたい社会認識に向けて、思考の連続を大切にした単元構成の工夫 

  これまでの学習では、教科書の内容配列のとおりに進めながら、一単位時間の授業

の流れを上手くしようという意識が強く、単元を通してどんな新たな認識を作ってい

くのか、そのためにどんな見方・考え方を身に付けることができるようにしていくの

かなどの社会的な思考・判断力を育てる上での内容の精選や重点化が十分図られてい

なかった。そこで、考える力を育てるために単元構成において以下の工夫改善を図っ

た。  
 
  ア 授業の役割を明確にした単元構成の在り方 

    生徒が自分の見方や考え方を深めながら、ねらう社会認識に迫ることができる

よう、各授業を下のようにa ,b ,c の３つのタイプに分類して、その授業の役割を
明確にして位置付け、単元を構成するようにした。  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 自らの生活を根拠にして考えることのできる身近な事例を題材とした単元構成

の工夫 

     上記の単元構成の在り方に基づきながら、生徒が自分の生活に引き寄せ、自分の
生活を根拠に考えることのできる事例を題材として位置付けて、指導計画を次のよ

うに改善した。  

ｂ 社会的事象の背景にある社会のしくみを理解する授業 

ａ 社会的事象を自分の生活に引き寄せる（自分の生活とのかかわりを明確にもつ

ことができるようにする）授業（単元を貫く課題を設定する授業） 

ｃ 社会的事象にかかわって生きる人物の願いや生き方に迫り、新たな認識を獲得

する単元の中心となる授業  

①とらえさせたい社会認識に向けて、思考の連続を大切にした単元構成の工夫 

②考える力、表現する力を高めるための個人追究、全体交流における指導・援助の

在り方 



改善した指導計画「私たちの生活と経済」では、消費生活に必要な商品を生産・販売

する企業活動から、生徒が自分の生活にかかわらせることのできるより身近な事例を題

材とした。中心となる授業では、生徒がよく利用するコンビニエンスストアを取り上げ、

オーナーが売り上げを伸ばすために、ＰＯＳデータで消費者ニーズを予想しながら、商

品管理に努力する姿を題材とした。中心となる授業に向けて必要な内容を「生産の仕組

み」「金融のはたらき」「労働者の権利」「流通の仕組み」「価格の決定の仕組み」「消費者

の権利と保護」に対する見方・考え方であるととらえ、上記の指導計画を作成した。 

 

ウ 社会的事象を自分の生活に引き寄せる単元を貫く課題の設定 

   単元を通して思考力を育てるために、中心となる授業に向けて生徒の思考が連続す

るような「単元を貫く課題」を設定する。 

従前の単元指導計画     改善した単元指導計画 

私たちの生活と経済   私たちの生活と経済 

時 課題   時 課題 

中心となる授
業に迫るため
の要素 

1 
ハンバーガーショップの経営者に

なってみよう！ 
  

1

a

どんな企業が売り上げを伸ばし

ているのだろう。 

単元を貫く
課題の設定 

2 

所得と消費と貯蓄とはどのような

関係にあるのだろうか。 

消費活動の選択について考えよ

う。 

 
2

ｂ

株式会社とは、どのような仕組

みの会社なのだろう。 

生産の 
仕組み 

3 

消費者主権とは何だろうか。 

消費者、企業、国の責任につい

て考えよう。 

 
3

ｂ

A 銀行が懸賞まで付けて預金を

集めようとするのは、なぜだろう。 

金融の 
はたらき 

4 

流通とは何だろうか。 

商業とはどんな役割をはたしてい

るのだろう。 

 
4

ｂ

給与が今までより減ってしまうに

もかかわらず、労働組合が企業

のワークシェアリング導入を認め

たのは、なぜだろう。 

労働者の 
権利 

5 

資本主義経済とは何だろうか。 

企業にはどのようなものがあるの

だろうか。 

 
5

ｂ

同じ岐阜産のトマトなのに A社と

B 社で価格が違うのは、なぜだ

ろう。 

流通の 
仕組み 

   
6

ｂ

C ホテルの同じスタンダードルー

ムなのに時期によって宿泊料金

が違うのはなぜだろう。 

価格の 
決定の 
仕組み 

市場経済と金融  

時

  
課題  

 

7

ｂ

D 社が、商品の一部を改良して

販売したのはなぜだろう。 

消費者の 
権利と保護 

1 

市場経済とは何だろうか。 

商品の価格はどのように決まるの

だろうか。 

 
8

ｃ

スーパーより価格が高く、商品

の量や種類も少ない E 社が売り

上げを伸ばし続けられるのはな

ぜだろう。その① 

2 

価格の役割がうまくはたらかなか

ったら、どのような弊害が起きるの

だろうか。 

 

 

9

ｃ

スーパーより価格が高く、商品

の量や種類も少ない E 社が売り

上げを伸ばし続けられるのはな

ぜだろう。その② 

中心となる 
授業 

3 
金融機関はどのようなはたらきを

しているのだろうか。 
  

4 

働く人たちの労働条件を守り、改

善するために、どのような法律が

あるのだろうか。 

  

ａ：自分の生活に引き寄せる授業 
ｂ：背景にある社会のしくみを理解する 

授業 
ｃ：人物の生き方や願いに迫り、新たな認

識を獲得する授業 
下線部・・・身近な事例を題材にした事例 



本単元では、「小売業ランキング」の資料から、企業の中に売り上げを伸ばす企業

と売り上げを落としてランキングを下げる企業があることに着目できるようにし、そ

の違いが何によって生じるかを話題にすることから問題意識を高めて、「企業が売り上

げを伸ばし続けるための秘訣は何か？」という単元を貫く課題を設定した。 

               別紙 資料３単元指導計画「私たちの生活と経済」参照 

 

エ 意識のつながりを大切にした単元構造図の作成 

   これまでのア～ウを踏まえ、意識の連続性を大切にした単元構造図を作成した。 

別紙 資料４単元構造図「私たちの生活と経済」参照  

   このようにとらえさせたい認識に向け、単位時間の役割を明確にし、生徒の意識の

連続に配慮した単元構造図を作成することで、指導の意図がより明確になり、生徒に

対して的確な指導・援助ができると考えた。  
 
②考える力、表現する力を高めるための個人追究、全体交流における指導・援助の在り方 

ア 課題に対する自分なりの考えの根拠を明確にしてもてるようにするための個人追究

における指導・援助の在り方 

個人追究の場で、理想とする生徒の姿は、提示された資料全てに着目し、資料を比

較したり、関連付けたりしながら課題に対する考えをつくっていく姿である。なぜな

ら、根拠とする資料や追究の視点が多ければ多いほど、多面的・多角的な追究が可能

となり、思考に広がり、深まりが生まれて、生徒の考え表現する力が確かなものにな

っていくと考えるからである。そこで、そのような生徒を育てるために、前時までの

生徒の学習状況を以下の観点でとらえて、個人追究における指導・援助の目安とした。  

また、中心となる授業の個人追究において、以下に示す【個人追究時の言葉がけ】

や、次ページのようにとらえた【資料活用力】を指導・援助する際に活用した。  
【生徒の個人追究時の学習状況に応じた言葉がけ】  

Ⅰ  

・どの資料に着目して考えていきますか？（よい資料を選びましたね。）その資料か

ら、どんなことが分かりますか。  
・自分の予想に一番関係する資料はどれですか？（予想から資料がきちんと選択で

きていますね。）  

Ⅱ  

・何について考えるか、分かりますか。（そうですね。いつも課題を意識しているこ

とを大切にしていきましょう。）  
「～」について考えるのですね。書き表すときは、「（読み取ったこと）、だから、

（課題）。」というように課題と結び付けて書きましょう。  

【個人追究における生徒の学習状況をとらえる観点】 

Ⅰ：予想をよりどころにして資料を選択できない。  
Ⅱ：資料は読めるが、課題につなげて追究できない。  
Ⅲ：一つの資料にしか目を向けられない。（目を向けない。）  
Ⅳ：資料を読み、考えも作れるが、書き表し方が分からない。  
Ⅴ：「～読み」の読み方ができないために、複数の資料と関連付けて読めない。  
Ⅵ：複数の資料に着目できるが関連付けて読めない。  
Ⅶ：「～読み」の読み方ができないために、多面的・多角的な追究ができない。  



Ⅲ  

・一つより二つ、二つより三つ、複数の資料から読み取るなど、読み取りの資料が

多いほど多面的、多角的に読み取ることもできますね。  
・この○○の資料の△△から、何か分かることはないですか。（すばらしい読み取り

ができていますね。）  

Ⅳ  

・課題に対する考えを先生に話してみてください。なるほど、「～。」というように

書き表したらどうですか。  
・「～」の書き出しに続けて、今の考えをまとめてみましょう。  
・「○○」の言葉を使って考えをまとめてみましょう。  

Ⅴ
〜
Ⅶ 

・「育てたい資料活用力」にしたがって指導・援助を行う。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
これらを活用した指導・援助の実際は次の通りである。  
中心となる授業の個人追究の時間である第 8 時「E 社の企業経営①」に入る前までの

Ａ子の学習状況を以下のようにとらえ、個人追究時の指導・援助をどのように行うのか

を考えた。  
（A 子の学習状況をⅡ・Ⅶの観点からとらえて、指導・援助を具体的に考えた。）  

授業では、Ａ子に対して次のような言葉がけを行った。  
【Ｔ：教師の言葉がけ Ａ：A 子の反応】  
Ｔ ：何について考えるか分かりますか。（学習活動の確認）  
Ａ子：課題です。  
Ｔ ：今日の課題は何ですか。（課題の確認）  
Ａ子：「スーパーより価格が高く、商品の量や種類も少ない E 社が売り上げを伸ば

しているのはなぜか。」です。  

【Ａ子に対する指導・援助の具体】  

・自分のコンビニの利用の様子について「営業時間」や「オリジナル商品」を視点に

想起できるようにし、「営業時間」や「オリジナル商品」の資料と自分の経験を関連

付けて課題に対する考えをまとめることができるようにする。  

【Ａ子の学習状況のとらえ】  

Ⅱ：資料は読めるが、資料から分かることを箇条書きのように書き表す。課題を意識し

て追究し、課題についての考えをもつことが苦手である。  

Ⅶ：自分の生活経験とつなげて課題に対する考えをまとめていく読み方（生活読み）が

十分身に付いていない。私生活ではコンビニをよく利用している。  

【資料活用力】 
・比べ読み  （○○と○○を比べると、～ので、･･･。）  

・つなぎ読み （○○と○○をつなげると、～ので、･･･。）  

・まとめ読み （○○と○○、○○をまとめると、～ので、･･･。）  

・生活読み  （前、～生活経験～、だから、･･･。）  

・例え読み  （例えば、～。だから、･･･。）  

・仮定読み  （もし、～が～ならば、～。だから、･･･。）  
・その他の資料の読み方（全体読み、部分読み、数学読み、未来読み、裏読みなど）  



Ｔ ：この課題を解決することを意識して考えをまとめていきましょう。今日の課

題に対してどんな予想をもちましたか。（追究の視点の明確化）  
Ａ子：「私は、コンビニには、スーパーにはないコンビニでしか売っていないもの

がある」という予想から考えます。  
Ｔ ：Ａ子さんは、気に入っている商品があるのですか？（生活との関連の明確化） 
Ａ子：チーズチキンバーが好きです。とってもおいしいです。  
Ｔ ：そんなにおいしいのですか。おいしいと、やっぱりよく買いに行ってしまい

ますか。（追究する視点から考えることができるように指導）  
Ａ子：しばらくこれにはまってしまいよく買いに行きました。買いに行くと、チー

ズチキンバー以外の商品もついでに買ってしまいました。  
Ｔ ：他に何を買ったのですか。（経験の想起）  
Ａ子：お茶やお菓子です。  
Ｔ ：なるほど。チーズチキンバーを買いに行くつもりでコンビニに行くと、つい

でに他の商品も買ってしまうのですね。（考えの整理）  
Ａ子：はい、そうです。  
Ｔ ：今、Ａ子さんは、今日の課題に関係する自分の経験を話してくれましたが、

Ａ子さんの経験は、前のどの資料と関係してくるか考えてみましょう。（資

料の活用）  
Ａ子：たぶん、資料４「E 社のオリジナル商品」と関係があると思います。  
Ｔ ：そうですね。今度は、この資料４とチーズチキンバーの経験とをつなげて、

課題に対する考えをノートにまとめていきましょう。まとめるときは、「～、

だから、課題」という書き方で書いていきましょう。  
 
その後、Ａ子は、課題に対する自分の考えを次のようにまとめた。  

 
 
 
 
 
 
上記の内容から、A 子は、生活経験とオリジナル商品の資料とを関連付けて自分の

考えをまとめ、価格が高く商品の種類や量も少ない E 社が売り上げを伸ばすのは、オ
リジナル商品を求め来店する消費者がオリジナル商品以外の商品も購入していくから

であることを、自分の生活経験を根拠に考えることができていることがわかる。  
このように前時までの学習状況を上記のⅠ～Ⅶの観点からとらえ、中心となる授業

の個人追究における指導・援助を「個人追究時の言葉がけ」や「資料活用力」を基に

明確にすることで、生徒の見方・考え方をより多面的・多角的にし、考え表現する力

をより確かなものにすることができたと考える。  
 

イ 仲間との考えの違いを自覚できるようにするための全体交流における指導・援助の

在り方  
  学習状況の分析から明らかになった仲間と自分の考えの違いを聞き分ける力の弱さ

を克服するために、全体交流において以下に記す指導・援助を行うようにした。  

 私は、E 社で売っているチーズチキンバーが大好きになって、それを買うために何

度も E 社に行った。そのついでにお茶なども買った。資料４にあるように、E 社には
たくさんのオリジナル商品がある。だから、私のようにこのオリジナル商品を気に入

った人は、E 社をよく利用するようになると思う。そして、オリジナル商品以外の商

品も買うのだと思う。だから、スーパーより価格が高くて、商品の量や種類も少ない E
社だけれど売り上げを伸ばしていると思う。        （Ａ子のノートより）  



 
 
 
 
 
 
  中心となる授業第９時「E 社の企業経営②」における指導の実際は次の通りである。  
 
 
※「欲しいときに欲しいものがすぐ買える」という E 社の利便性と、ＰＯＳシステムの商
品管理の重要性を確認した後、ＰＯＳシステムを利用して、店長が１日どれくらいおに

ぎりを仕入れているかを問いかけ、予想することができるようにした後、下記の資料「１

週間のおにぎりの仕入れ数」を提示した。                 資料１  

                   ＜E 社○○店長の聞き取り調査から作成＞ 
（下線部：仲間との考えの違いを自覚できるようにするための指導・援助） 

Ｂ子：「なんで中途半端な数なのかな？」（つぶやき） 

Ｃ男：「毎日、仕入れ数が違うよ！」（つぶやき） 

Ｔ ：いいところに気付きましたね。Ｂ子さんやＣ男さんの気付いたことはどういう内

容ですか？Ｂ子さんやＣ男さんは何て言ったのですか？ 

Ｄ男：「仕入れ数が、日によって違う。」ということです。 

Ｔ ：毎日、仕入れ数が違うということですね。このことから何か考えられることがあ

りますか。 

Ｅ子：２０日はＭ社の特売日なのでＭ社でおにぎりや弁当を買う人が多くなって、E 社
へ買いに来る人は減るから、仕入れ数は少なく、逆に、１７、２４日のように地

域でイベント等がある日は、お客さんは増えるから、仕入れ数は多い、というこ

とが考えられます。 

Ｔ ：なるほど。Ｅ子さんの言おうとしていることが分かりますか？ 

生徒：多数挙手 

Ｔ ：Ｆ子さんを指名（※思考力が高い生徒を指名） 

Ｆ子：Ｅ子さんは、地域の行事や他の店の特売日で、その日その日のおにぎりを買いに

来るお客さんの数が違うから、毎日の仕入れ数が違うということを言っています。 

Ｔ ：なるほど。Ｇ男さん、Ｅ子さんやＦ子さんが話した仕入れ数が毎日違う理由をも

う一度説明してください。（※思考力が十分に高まっていない生徒を指名。考えの

広がりを確かめる。） 

Ｇ男：仕入れ数が毎日違うのは、体育大会や他社の特売日等で、おにぎりを買いに来る

お客さんの数が違うからです。 

Ｔ ：「買いに来るお客さんの数が違う。」つまり、前の学習で習った言葉を使うと何が

違うから仕入れ数が違うのですか。 

日時 
9/16 
土 

9/17 
日 

9/18 
月 

9/19
火 

9/20 
水 

9/21 
木 

9/22 
金 

9/23 
土 

9/24 
日 

備考  
中学体

育大会 

各種スポ

ーツ団体

試合 

敬老の

日 
  

Ｍ社 

特売日

道の駅 

休業日 
  

小学校 

運動会 

各種スポ

ーツ団体

試合 

仕入 
個数 

331 345 302 152 121 167 221 310 350 

Ⅰ 仲間の発言の言い直しを求める意図的指名を行う。  
・「今、○○さんが言いたかったことは何ですか。」  
・「今○○さんが言ったことを、□□の言葉を使ってまとめてもう一度言って下さ

い。」  
Ⅱ 交流によって明らかになった視点の言い直しを求める問いかけを行う。  
 ・「今、いくつの考え方が出ているかな？」「◇の考えをもう一度紹介してください。」

本時の展開学習活動３において  
「店長がおにぎりの仕入れ数を曜日によって変えている理由を資料から考える場面」  



生徒：需要です。 

Ｔ ：そのとおりです。では、需要という言葉を使って、仕入れ数が毎日違う理由をも

う一度まとめて話してください、Ｃ男さん。 （※資料提示の際、仕入れ数の違

いに気付いたＣ男を指名） 

Ｃ男：体育大会やＭ社の特売日等、おにぎりの需要が毎日違うから、毎日仕入れ数が違

うということです。 

このように仲間の発言や仲間の考えを自分の言葉で言い直すことを繰り返すこ

とで、仲間と自分の考えの違いを聞き分ける力を高めることはもちろん、生徒が何

度も考え直すようになってきた。また、生徒の学び合いを活性化し、自分の言葉で

何度も考えることによって考える力や表現する力も一層高めることができたと考

える。  
 

ウ 生徒の思考を一層深めるための全体交流における指導・援助の在り方 

   生徒の考える力や表現する力を一層育てるためには、全体交流の場において、生徒
が課題に対する考えを以下のようにとらえ直していくことが大切だと考えた。  

 
 
 
 
   
  そこで、全体交流時に生徒間で課題に対する考えを交流した後、このような課題に
対する考えの再構築の場を以下の点に留意して、意図的に設定するようにした。  

 
     
 
 
 

   これに従い、本単元「私たちの生活と経済」の中心となる授業の全体交流を次のよ

うに組織した。  
本単元の中心となる授業でとらえることができるようにしたい認識は、「E 社の売り

上げが伸びているのは、E 社の店長が、欲しいときに欲しいものを購入したいという
消費者の信頼に応えるとともに、商品の廃棄数をできる限り減らすために、ＰＯＳシ

ステムのデータから、消費者の需要を綿密に予測して、どんな商品をどれくらい仕入

れるかを決めているからだ。」である。  
本時、この認識に迫るために、「スーパーより価格が高く、商品の量や種類も少な

い E 社が売り上げを伸ばしているのはなぜだろう。」を課題にして追究活動を行う。     

生徒は、この課題に対する個人追究及び全体交流での学び合いを通して、その理由を

「E 社のオリジナル商品の開発」「24 時間営業」「ＰＯＳシステムによる商品管理」「サ
ービスの充実」等を視点にとらえる。しかし、ここで誰にも必ずつかませたい視点は

「ＰＯＳシステムによる商品管理」である。そこで、学び合いの結果を「欲しいとき

に欲しいものがいつでも購入できる。」という認識でまとめ、課題解決を実感すること

Ⅰ 様々な視点を順位性（軽重）という観点からとらえ直して、課題に対する考え

を再構築する。  
Ⅱ 様々な視点を共通性という観点からとらえ直して、課題に対する考えを再構築

する。  
Ⅲ 新たな視点を見出して、課題に対する考えを再構築する。  

・ 課題に対する考えの交流により明らかになった視点や考え方を整理し、生徒がそ
れらの差異や共通性に気付くことができるようにする。  

・  その上で、学んだ認識をゆさぶったり、ずれを意識させたりする事象（資料）提
示や教師の問いかけや、生徒の考えを示すなどして、とらえさせたい認識に向か

う話し合いの論点を明確にする。  



ができるようにした後、「欲しいときに欲しいものがいつでも購入できる。」の経営に

一番貢献している工夫は何かを問いかけ、コンビニの経営努力の中に「ＰＯＳシステ

ムによる商品管理」が重要な要素としてあることをとらえることができるようにした。 
その後、「そのシステムを利用して、E 社は、1 日どれくらいのおにぎりを仕入れて

いるのだろう。」と問いかけ、「1 週間のおにぎりの仕入れ数」の資料を提示し、曜日
や日にちによっておにぎりの仕入れ数が異なることに気付かせた。そして、その違い

の理由を明らかにする話し合いを設定して、店長が、その日の売り上げを最高にする

ために、過去の POS データを基にその日の消費者の需要を予測し、できる限り廃棄
が少なくなるようにして商品を発注していることをとらえることができるようにした。 
その認識の獲得後、「1 週間のおにぎりの販売・廃棄」の資料を追加提示して、店に

とって、一番うまくいった仕入れが「廃棄０」の日であると考える生徒に、「廃棄０の

日の仕入れは一番の失敗です。」と語る店長の言葉を提示して、生徒の思考をさらにゆ

さぶった。「廃棄数を抑える（売れ残りを減らす）」「売り切れを作らない」の相容れな

い二つの事象から話し合い、「スーパーマーケットなどに比べて価格が高く、品数も豊

富でないコンビニエンスストアが売り上げを伸ばしているのは、その価格でも購入し

たいと考える消費者（コンビニは少し高いけど、欲しいときに欲しいものがいつでも

買える）の需要をできる限り正確に予測した上で、商品を選択し供給を決めているか

らだ。」というかかわりが明らかになっていった。そして、「推しはかることが難しい

需要を見極めるのは困難であるが、その需要を見極め、供給を決めだしていくことが、

厳しい競争に勝つために必要なのだ」という見方や考え方にひらかれていった。  
普段何気なく利用しているコンビニエンスストアの価格は、推しはかれぬ需要を

様々な方法で見定めていること、それだけではなく、様々な取組によって競争に打ち

勝つ努力をしていることなど、事象に対して多面的・多角的に学習することを通して、

調べ考えることの意味やよさをつかませていくことができた。こうした学習によって

得られた充実感は、調べ考え、自分の言葉で表現する力を高めたと考えている。  
 

３ 授業改善後の成果 

 

 ①とらえさせたい社会認識に向けて、思考の連続を大切にした単元構成の工夫 

  ○とらえさせたい社会認識に向けて、一単位時間の役割を明確にして単元を構成する

ことにより、本時のねらいや学習活動、ねらいの達成に向けた教師の指導・援助を

より明確にすることができ、生徒に対して自信をもって指導・援助できるようにな

った。また、これにより、単元を通して指導するという意識を強くもてるようにな

り、内容の精選、重点化を図ることができるようになった。  
○生活経験を根拠にして考えることのできる事例を題材として取り上げるとともに、

単元を貫く課題を設定するなど、生徒の意識の連続に配慮した単元の構造化を図る

ことにより、生徒は、より主体的に学習に取り組むようになり、身に付けるべき知

識や見方・考え方を確実に身に付けることができるようになった。そして、中心と

なる授業では、以下に示すように既習事項を生かしながら課題に対する考えをもつ

ことができた。  



※下線部：既習事項を生かしている例  
Ｈ男：人気のあるお菓子を流通の合理化によって、資料４にあるような一つ１００円

のカチアルというオリジナル商品にしている。もともと売れる商品をお手頃価

格で売っているので、スーパーより価格が高く、商品の量や種類が少なくても

売り上げを伸ばすことができる。  
Ｉ女：資料３から、サービスを増やすと、利用する人から手数料などの収入を得られ

る。消費者の中には、こんなサービスを利用したいという人が多くいて、E 社
は、その需要にあわせてサービスを増やしているから、スーパーより価格が高

く、商品の量や種類が少なくても売り上げを伸ばすことができたのだと思う。

（第８時「E 社の企業経営①」の個人追究時の生徒のノートの抜粋）  

 いつお客さんが来ても欲しいものが買えるように、また、商品が売れ残って商
品をたくさん捨ててしまうことにならないように、店長は、毎日、消費者の需要
を読んで、信頼に応えようと努力をしているから、スーパーより価格が高く、商
品の種類や量が少なくても売り上げを伸ばしていることが分かった。  
私は、おにぎりがすべて売り切れることが店にとって一番よい日だと思ってい

たけれど、実際、おにぎりが一つもなかったら、品ぞろえの悪い店だと思ってし
まうから、お店にとってはよい日ではない。だから次に利用するときは、他の店
に行ってしまうと思う。仕入れ一つも、消費者の需要や信頼に応えなければいけ
ないから、大変な仕事だと思うし、自由競争は厳しいものだと思いました。  
                       （Ｊ子のノートの抜粋）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②考える力、表現する力を高めるための個人追究、全体交流における指導・援助の在

り方 

  ○学習状況をとらえる観点や、問題とする学習状況を改善する言葉がけ、育てたい

資料活用力の内容を具体的にすることで、生徒一人一人に対してより的確に指

導・援助ができるようになった。また、こうした具体的な指導・援助により、生

徒は、生活経験を根拠にしたり、資料と生活経験とを関連付けたりして、多面的・

多角的に課題に対する考えを作ることができるようになってきた。  
  ○仲間の発言の言い直しや、交流によって明らかになった視点の言い直しを繰り返

し行っていくことで、生徒たちは、自分の考えと比べながら仲間の発言を聞くよ

うになった。また、仲間の考えを自分の言葉で言い直すことで、考える力や表現

する力が高まった。  
   ○全体交流において、生徒の認識をどのように再構築していくのか、そのために、

どのようなことに配慮していくのかを明確にすることで、それをよりどころにし

て全体交流の授業構想を具体的にすることができた。また、教師が明確に授業構

想をもつことで、生徒の認識は深まり、考える力や表現する力を一層高めること

ができた。  
中心となる授業のまとめと感想に、Ｊ子は下記のように書き表した。  

 
 
 
 
 
 

※前述の学習状況をとらえる観点で、すべての生徒の学習状況を的確にとらえるこ

とは難しいことではあるが、今後は、学習状況をとらえる観点をさらに吟味し、

より的確にとらえていくことができるように努めたい。  
 
 
 

 


