
事 例 中学校 社会科 第３学年 「国の政治のしくみ」

テーマ 「既習内容に基づいて思考と認識を深めるための単元

構成及び指導方法の工夫改善」

授業改善 ①学習内容の理解とその知識の定着を図り、考える力を高める単元構成の

の視点 工夫改善

②一人一人が粘り強く追究活動を行い、思考と認識を深めるための指導方

法の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握の方法

平成１８年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果

(2)学習状況の結果と分析

【結果】

本校生徒の正答率を県のものと比較し、特に本校の正答率が下回っている問題を以

下のように抽出した。

問題番号 評価の観点 正答率

領
思考 資料 知識

域
大 小 通 出題の意図

判断 活用 理解
県

本

問 問 番 校

１
6

地図を比べて，太平洋側と日本海側の気候の違
○ 45.4 30.7

地 （１） いを考えることができる。

理
２

地形や他の自然条件による影響から太平洋側と

的 ２
（２）

7 日本海側の気候に違いを生み出している原因を正 ○ 34.7 27.1

分 しく理解している。

野 ２
8

山地・山脈の広がりや分布を正しく理解してい
○ 57.5 36.4

（１） る。

資料の中のことばや農民が起こした出来事に着

２ 12 目して資料を読み取り，江戸時代の農村の変化の ○ 46.1 41.4

３ 様子を考え，江戸時代の資料を選ぶことができる。

歴
３ 13

江戸時代の文化について，その特徴と主な作品
○ 23.2 21.4

史 等について正しく理解している。

的 明治政府が積極的に近代化を進める中で，清やロ

分 １ 14 シアと戦って海外にも進出したことを理解してい ○ 79.1 66.4

野
４

る。

アヘン戦争が起こった理由について，当時のイ

３ 16 ギリス・インド・中国の間で行われていた貿易の ○ 76.5 70.0

様子から考えることができる。

【分析】 ※数字は正答率(％)を示す。

・「資料活用」にかかわる項目については県の正答率と同程度の正答であった。普

段の学習の中で、一人一人が諸資料を読み取る時間を十分に位置付けていること

や客観的な事実をできるだけ多く捉え、それに基づいて自分の考えづくりにつな

げるように促していることが、正答率の高い結果につながっていると考えられる。

・「知識・理解」については、県の正答率と比べるとかなり低い数字となっている。

特に、４の１では、日本が近代国家として対外的に進出する端緒となった「日清

戦争」が、時代の流れの中で理解できていないことが分かる。年表等を活用して

できごとや単位時間の学習内容を関連付けられていないことが要因であると考え

られる。



・単元を通して、社会科の基礎・基本としての知識を身に付けるための学習が不足

しているため、単位時間の学習内容を理解していても、それが知識として定着し

ていないことが多い。一人一人の生徒が、単位時間の学習の中で主体性をもって

学習内容と向き合うことができていないと考えられる。普段は、個人追究の後に

全体交流を行う学習形態をとっており、生徒の中には自分の考えをもつ前に、仲

間の発言に依存している姿も見られる。こうして、本質的に思考と認識を深める

ことができないまま、学習内容だけが積み重なっていくため、「知識・理解」の

正答率も低くなっているのではないかと考える。

・「思考・判断」についても、２の１の問題では大きく正答率が下回っている。地

図やグラフを活用して太平洋側と日本海側の気候の違いを考える力を問う問題に

対して、金沢市の位置、太平洋側と日本海側、気温や降水量の月別変化等、基本

的な事柄についての理解が足りないことが、考える力を付けられていない大きな

要因であると考えられる。

・普段の授業から「思考・判断」の項目の結果に対する要因を探ると、個人が資料

から読み取った情報を全体の場で発表するに止まっているからであると考えられ

る。つまり、互いの考えに対して新たに自分の考えをもち、それを交流するとい

う学習習慣が身に付いていないから、集団で学んだことを十分に活用して思考と

認識を深められていないと考えられる。

このように分析した結果、本校の生徒の学習状況と社会科学習の課題は次の通りで

あると考える。

これまでは、「知識・理解」に重点を置いた学習内容を網羅的に取り扱う授業を

展開してきたために、生徒の単位時間の学習内容が断片的な理解となっていた。さ

らに、その理解が知識として定着せず、社会的事象に対する思考・判断は深まらな

かった。

その改善のために、知識偏重の網羅的な授業から、単位時間を関連付けた意味追

究を促す授業構成を図るとともに、個に応じた指導・援助の方法を探り、生徒が主

体性をもって粘り強く学習課題の解決に取り組む授業展開を目指す必要がある。

２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

①学習内容の理解とその知識の定着を図り、考える力を高める単元構成の工夫改善

②一人一人が粘り強く追究活動を行い、思考と認識を深めるための指導方法の工夫改

善

(2)改善の具体的方途と実践

①学習内容の理解とその知識の定着を図り、考える力を高める単元構成の工夫改善

今回の授業改善にあたって取り扱う単元「国の政治のしくみ」における単元のねら

いは次の通りである。

○我が国は、国民の代表者によって構成する議会で国民の意思を決定する議会制

民主主義を政治の原則とし、それに基づいて法が作成されたり、国会・内閣・

裁判所の働きがあったりすることを理解することができる。

○国会を中心とした我が国の民主政治の仕組みのあらましや法に基づく公正な裁

判によって社会の秩序が保たれ人権が守られていることをつかみ、一人一人が

政治に対する関心を深め、主権者としての自覚を深めることが大切であること

を理解することができる。

この学習を進めるにあたって、従前の指導計画では次のような課題があった。

◆国の政治にかかわる３つの機関（立法・行政・司法）の仕組みと働きを理解でき



るようにすることに重点がおかれ、学習展開が網羅的に扱われていた。また、それ

らの学習を生かし、既習内容に基づいた学習展開となっていなかった。

◆それぞれの独立性を重視するあまり、単位時間ごとの関連性を生徒が感じにくく、

それぞれの機関が果たしている役割の意義を国民という立場から考えられるように

単元を仕組むことができなかった。

◆身に付けた「知識・理解」の学習内容を生かす「思考・判断」の授業を終末段階に

位置付けることができなかった。

そこで、改善した単元指導計画では、立法（国会）・行政（内閣）・司法(裁判所)の

仕事の中身を初めに扱った上で、その働きの意義や仕組みに対する深い理解を促せるよ

う、各機関が果たす役割と三権分立の必要性を考える時間をそれぞれ位置付けた。単元

の終末において三権が互いに抑制と均衡を図ることの必然性を理解するためには、各機

関の学習を独立した「点」で切り替えていくのではなく、互いに補い合っていることを

「線」として理解できるようにしなければいけないと考える。

また、先述の通り、既習内容が知識として定着していないことが多いため、既習内容

を活用して考え、社会の仕組みに必然性が感じられる学習を位置付ける必要がある。

こうした点から、生徒にとって遠い存在と捉えがちな国の政治についても、「国民の

権利と義務」の観点で各機関の働きの意義を捉え、三権を結び付けるという立場で授業

を仕組む必要があると考える。

【従前の単元指導計画簡易版】 【改善した単元指導計画簡易版】

時 主な学習活動と内容 時 主な学習活動と内容

１ 【議会制民主主義と国会】 １ 【国会の仕事としくみ】

国会が、国民の代表者で構成され、慎 国会における仕事を具体的に調べ、

重に審議できるよう二院で構成されてい その役割や意義を進んで明らかにしよ

ることを理解することができる。 うとしている。 〔関心・意欲〕

〔知識・理解〕

２ 【国会の働き】 ２ 【議会制民主主義の意義】

国会の仕事の内容や法律や予算などの 国会が二院制や衆議院の優越を認め

議決の方法について理解することができ ている理由を国民主権の立場から考察

る。 〔知識・理解〕 している。 〔思考・判断〕

３ 【行政と内閣】 ３ 【現代の行政】

行政の仕事の内容や国会と内閣の議院 行政の役割は、国民のことを第一に

内閣制の仕組みについて、各種資料から 考えた政策を進めることにあり、現代

読み取ることができる。 〔資料活用〕 は規制緩和などの行政改革を行ってい

ることを理解している。 〔知識･理解〕

４ 【現代の行政】 ４ 【議院内閣制】

社会の変化にともなって、行政の仕事 日本の内閣は国会の信任を受けて選

が増えすぎたために規制緩和を進めるよ 出され、国会に対してその責任を負う

う改革が行われていることを理解するこ 議院内閣制を取っていることに気付き、

とができる。 〔知識・理解〕 政府の活動が国民の支持に基づいて行

われることの大切さを考察する。

〔思考・判断〕

５ 【法を守る裁判所】 ５ 【法を守る裁判所】

裁判を慎重に進めるために、裁判所は 裁判所が法に基づいて国民の人権と

三審制を取って国民の人権を守っている 社会の秩序を守るために三審制の仕組

ことを理解することができる。 みをとっていることを仕組み図から読

〔知識・理解〕 み取っている。 〔資料活用〕

６ 【裁判の種類と人権】 ６ 【裁判の種類と人権】

裁判には民事裁判と刑事裁判の２つが 甲山事件の事例や日本の裁判の仕組

あり、冤罪事件などの誤りがないように、 みを通して、裁判は社会の秩序を保ち、



国民には公正な裁判を受ける権利が与え 国民の人権を守るために行われる必要

られていることを考えることができる。 があることを考察している。

〔思考・判断〕 〔思考・判断〕

７ 【三権の抑制と均衡】 ７ 【三権の抑制と均衡】

立法・行政・司法の三権は、それぞれ 三権分立の関係図と既習内容をまと

が独立し、１ヶ所に権力が集中しないよ め、民主政治を進めるために、選挙を

うに互いに抑制し合い、均衡を保ってい はじめとした国民の政治参加の在り方

ることを考えることができる。 について考察することができる。

〔思考・判断〕 〔思考･判断〕

実際の授業では、次のように前時の学習内容を位置付けて行った。

本時における前時の活用点 前時における主な内容

○甲山事件の概要をつかむ。 ◆刑事裁判の仕組み

・保育士Ｙさんが、園児殺害の容疑で逮 ・警察の逮捕によって、検察が起訴(不起

捕。裁判で無罪が確定。 訴)を決定。

・罪を犯していないのに、裁判が長期化 ・刑事処分の是非を裁判。

する。

○学習課題を設定する。

無実のＹさんを２０年以上も苦しめてい

たのは何だろう。

○予想を立てる。 ◆警察の役割

・警察の誤った捜査。 ・被疑者として取り調べを受ける人の人

・明確な証拠のない裁判。 権を傷つけないように、警察は現行犯

・世間に犯人と決め付けられたこと。 か令状による逮捕(捜査)を行う。

◆裁判を受ける権利

○資料から追究する。 ・すべて国民は、裁判を受ける権利を有

・思いこみで捜査し、自白を強制してい する。

るような質問をしている。

・三審制の仕組みは、慎重に裁判を進め ◆三審制の仕組み

る一方で長引く。 ・裁判を起こした人が納得できるように

・最初の報道では、犯人と勘違いしても 審判を受けられるとともに、裁判に関

おかしくない報道の仕方だ。 わる人々の人権を守るために慎重に行

われている。

授業の前半では、特に前時との関連を強く強調できるようにした。本時にかかわっては、

具体的な事件とその後の展開を予測し、関連年表を見ることで前時の学習を想起するとと

もに、既習内容の定着を図る。こうすることで、生徒が本時に対する追究の意欲をもつこ

とができ、さらに追究の見通しを明確にすることができる。

また、本単元では、２単位時間を１つのまとまりとして各機関の仕事とその働きの意義

をつかむ学習を行うため、このような既習内容に基づく２時間目の学習展開は、学習課題

について思考するための必須事項を再確認する上でも効果的である。そして、本時の教材

についての関心を高め、新しい社会的事象に対する思考と認識をより深いものにすること

ができると考える。

こうした「知識・理解」に重点を置いた授業の効果を、資料から課題解決の追究を行っ

た際の生徒のノートに基づいて検証する。

日本の政治は、立法の国会、司法の裁判所、行政の内閣の３つの機関が中心になって

いるけど、その３つどれにも国民がかかわることができます。特に、国会に対する選挙

は、代表者を選ぶので、国民にとって重要で身近です。世論も内閣が国民の意見を知る



のに必要なことで、国民審査も裁判をより平等、よりよくするために大事なことです。

これらは、国民の意見を反映する大きなチャンスなので、国民が政治に関心をもち、自

分の意見、考えをきちんともって選挙や世論などに参加することが大切だと思います。

国民の意見によって、政治が悪い方に傾くときもあると思うけど、それを止められるの

も国民だと思うから、積極的に意見をもつことも大切だと思います。

②一人一人が粘り強く追究活動を行い、思考と認識を深めるための指導方法の工夫改善

生徒の学習状況は、学年間や単元ごと、単位時間ごとにおいて段々とその差が大きく

なってくることが多い。特に、「知識・理解」に関する学習状況の個人差は、それを生

かした思考と認識の深まりの度合いにも大きくかかわってくる。３学年になると、こう

した傾向は、学習意欲の減退と相まって顕著に表れてくる。さらに、学習内容の理解が

困難となり、学習に対する姿勢が受け身になってくると、互いの見方・考え方に基づい

た学習が難しくなってくる。よって、個々の学習意欲を喚起することが、本校生徒の学

習到達度を高めることにつながると考えた。その上で、粘り強い追究を促すための方途

を以下にまとめた。

【粘り強い追究姿勢を生むための授業展開】

ア 学習の関連性を重視して教材を取り扱う。

イ 社会的事象に対して問題意識をもって読み取る習慣を付ける。

ウ 問題意識を喚起する学習課題の設定する。

エ 学習課題に対する予想とそれを明らかにするための見通しをもたせる。

オ 各種資料を読み取る力を付けるとともに、資料を厳選する。

カ 予想されるつまずきに対する指導・援助を明確にする。

キ 追究の視点を組織化して課題解決への方向付けをする。

ク 学習内容に合った学習形態の工夫を行う。

ケ 分かることやできることを客観的に見極める自己評価を行う。

この中から本時にかかわる項目について次に述べる。

ア 学習の関連性を重視して教材を取り扱う

本時の学習では、裁判所が果たす役割として、甲山事件という具体的な冤罪事件を

取り上げる。なぜ裁判が23年間もの長期に渡ったのか、警察や検察の行き過ぎた捜査

や強引な立証を前時の裁判所の仕組みの学習と関連させて追究するように仕組む。ま

た、様々な報道をそのまま信じた多くの国民が、罪のない人の人権を大きく傷つける

場合があることを理解するよう促す。そして、自分が気付かないうちに人権侵害を行

っていることに警鐘を鳴らしたいと考える。

「前時の学習」 【本時の魅力】 【付けたい認識】

・慎重に審議するた ◇23年間の長期裁判 ○裁判所は国民の人権

め三審制を採用 ◇被告人は無罪 を守る砦

◇警察や検察の人権侵害 ○人権を守るために

◇偏った報道 は、法や裁判に関心

◇国民参加の司法制度改革 をもつことが必要

今日はえん罪について学びました。はじめ見たときは、警察も怪しいと言っていたし、

行動がおかしかったというのを聞いて、Ｙさんが本当に怪しいのかなと思っていたけど、

授業を進めて行くにつれて、全くＹさんは悪くないし、全くアリバイのない自白だから

本当にひどいと思いました。しかも、20年間辛かったのだから、お金で済む問題ではな

いと思いました。

私たちの生活の中でも、一人の人が誰かの悪口を言っていても、それをすぐ信じる人

も悪いと思いました。それに踊らされるのは、とても情けないと思いました。



これは、本時の学習を終えた生徒の学習のまとめを書いたノートである。様々な社

会的事象と複合的に関連していることが顕著な教材であるからこそ、自己の認識の深

まりを味わうことができ、身近な場面を想定してその思考が生活認識に結び付いてい

ることが分かる。

ウ 問題意識を喚起する学習課題の設定

本時のねらいに到達するために、学習課題はすべての生徒に追究の見通しがもてる

文言を大切にしたい。また、課題設定までに生まれた問題意識に基づいて、生徒の言

葉を使った表現になるよう配慮できるとよい。そうした点で、生徒自身が既習内容や

生活経験に基づいて、ある程度認識している内容でありながら、考えることに必然性

のもてる課題であることが望ましい。つまり、生徒にとって「分かりそうで分からな

い」という視点から学習課題や授業を構成していくと、生徒の学習意欲を喚起できる

と考える。本時の学習に関わって、学習のねらいと結び付き、導入段階での生徒の意

識に沿った学習課題を設定するため、以下のような課題の案を挙げて検証してみた。

〈本時に関する学習課題の案〉

①「なぜ無罪のＹさんが、23年間もの長い裁判を行うことになったのだろう。」

・警察の強引な捜査 ・マスコミの過剰な報道 ・三審制の矛盾

↓

裁判の長期化につながったことを総合的につかむ。

②「Ｙさんが犯人と間違えられたのはなぜだろう。」

・警察の強引な捜査 ・マスコミの過剰な報道

↓

公的な機関においても国民の人権を侵害する場合がある。

国民が機関の働きを監視する必要があることをつかむ。

③「裁判は本当に人権を大切にしているのだろうか。」

・裁判における様々な人権保護のための仕組みをつかむ。

・警察の強引な捜査や三審制による裁判の長期化から制度の歪みと矛盾をつかむ。

↓

Ｙさんや遺族の心情に迫り、制度として人権を保障しきれていない現状をつかむ。

④「無実のＹさんを20年以上も苦しめていたのは何だろう。」

・警察の強引な捜査 ・三審制による裁判の長期化 ・マスコミの過剰な報道

↓

諸機関による人権侵害や制度の矛盾をつかむ。

マスコミなどの影響で国民も偏った人権感覚で司法に携わっていることをつかむ。

〈本時のねらい〉

甲山事件の裁判が長期化し、Ｙさんの人権が損なわれた理由を考える活動を通して、

社会の秩序や国民の人権が守られるよう、裁判は法に基づいて慎重かつ公正に行われる

とともに、国民として司法に参加する姿勢をもつことの必要性について考えることがで

きる。

【本時の学習から】

（甲山事件の概要図・関連年表を提示）

生徒Ａ：すごく長い裁判をしている。



生徒Ｂ：何度も無罪の判決が出ている。

生徒Ｃ：20年以上も疑われているからかわいそう。

生徒Ｄ：本当は無実なのに、罪に問われるのはおかしい。

〈生徒の事象の見方〉

・年代に注目し、裁判の長期化に関心を示している。

・罪を犯してもいないのに、起訴されて裁判を受けることに疑問を感じている。

・被害を被ったＹさんの心情を推察し、共感している。

【本時の学習課題に求められる要素】

・生徒の事象の見方・考え方に寄り沿っている内容を取り上げていること

導入段階におけるキーワード：裁判の長期化、無実、Ｙさんは苦しかっただろう。

・本時のねらいと終末段階の生徒の姿に結び付くこと

本時で付けたい社会認識：裁判は法に基づき、慎重かつ公正に行われる必要がある。

国民として司法に参加する必要がある。

以上のような観点から、本時の学習課題に求められることは、「無実の罪でＹさんの裁

判が長期化したこと」と「私たち国民が気付かないうちに偏見の目で見て、人権侵害を犯

していること」を一貫して考え続けていくことができるものでなくてはならないというこ

とである。こうして４つの案から、次の学習課題が決定した。

「無実のＹさんを20年以上も苦しめていたのは何だろう。」

この学習課題による授業を行った結果、次のような学習のまとめを書く生徒が多くいた。

Ｙさんは、心も体もボロボロになるような生活を26年間続けてきて、自分が犯した罪

でないものを捜査官がウソをついたり、毎日どんな時でも、監視されて心がボロボロに

なってしまってやってもないことを自白してしまった。こんなやってもないことを認め

なくてはならないほどの苦しみを味わったＹさんは、本当に辛かっただろうし、悲しか

ったと思います。

マスコミの報道で、国民全員が敵になってしまうような気持ち…本当に苦しくて辛か

ったと思います。私だったら26年間Ｙさんがしてきたような生活はできない…というか、

無理だし、マスコミの報道で国民全員の目が気になって「死にたい」と思ってしまうと

思います。

Ｙさんの心情に寄り添いつつ、裁判を通して起訴された人や事件などの被害者の人権を

守ることに、国民の意識も関わっていることを捉えている。これにより、本時のねらいと

学習課題、終末段階の生徒の姿に一致が見られたと判断できる。

キ．追究の視点を組織化して課題解決に向かう。

学習課題が生徒の意識に沿ったものに設定できた後、次はその課題に対する予想を明

確にし、その意識に乗った追究資料を選ぶ必要がある。本時では、ねらいと学習課題に

照らして追究の視点を「警察の強引な捜査」「裁判制度の矛盾」「犯人視の報道」とい

う３点に定めた。そして、課題追究が組織的に行えるよう、これらの３点のかかわりを

明確にした。これにより、生徒一人一人の資料による課題追究を関連付けながら、互い

の見方を通して課題に対して多角的に考えられるのではないかと考える。

Ｙさんにとって、警察の抑圧的な捜査は本当に心身ともに耐え難い苦痛であっただろ



うが、長期化する裁判の中でより多くの人々から疑われているということの辛さは計り

知れない。そこで、各視点の要素に順序性をもたせるよう交流を組織化し、三審制であ

ったり、マスコミの報道であったり、正しく行われるはずのものにも限界や偏りが生じ

てくることで、Ｙさんの人権侵害につながっていたことを強く認識させるよう構成した。

そして、各視点ごとの全体交流の後、「えん罪を引き起こす元凶は警察にあっても、

それに踊らされるのがマスコミです。」という３度目の無罪が確定した後のＹさんの言

葉を紹介することで、３つの視点に加えて「国民の人権意識」という視点をつかませた

い。こうした本時にかかわる課題追究の流れを次のような組織図で示す。

授業前の生徒の意識

裁判には、主に民事裁判と刑事裁判があり、どちらも国民の人権を守り、法に基づいて社会の秩

序が保たれるように行われている。そのために、日本の裁判は三審制をとっている。

導入時の事実の共有化

・Ｙさんが、園児の殺害容疑で逮捕されたが、裁判で無罪確定。

・罪を犯していないのに、無罪が取り消された。

・２０年以上の長い裁判となり、Ｙさんの人権を侵害した。

「無実のＹさんを20年以上も苦しめていたのは何だろう。」

課題解決への視点区分

視点① 視点② 視点③

人権を侵害した捜査 裁判制度の矛盾 犯人視の報道

◆Ｙさんに対する取り調 ◆三審制 ◆日本国憲法 ◆事件の新聞報道

べの様子 ◆刑事訴訟法

認識の共有化

明確な証拠もなく自白を強要する警察の捜査がえん罪につなが

り、マスコミによってさらにＹさんは人権を傷つけられた。また、

三審制の仕組みは、Ｙさんの人生を大きく壊してしまうほど裁判

の長期化につながった。

認識の深まり（新たな認識の獲得）

裁判にかかわる人だけでなく、私たち国民もマスコミの報道を鵜呑みにすることな

く、客観的に事件を捉える必要があり、私たちの人権感覚がえん罪につながる。

実際の授業の中では、次のような生徒の発言が見られた。

Ａ男：Ｙさんは警察から強制的に自白を迫られていて、誰も信用できなくなっていたか

ら苦しかったのだと思う。

Ｂ男：Ａくんと同じで、家族からも信用されていないようにウソを言ってＹさんを追い

込んでいる。

Ｃ男：僕も２人と同じ資料からで、警察は犯人に決め付けているような捜査をしている。

Ｄ子：警察がそれだけＹさんにひどい言葉を言っているのは、資料にあるように逮捕し

たら有罪になる確立が99％だから、警察も自信があった。

Ｅ子：新聞の報道を見ても分かるように、明らかにＹさんが怪しいという印象を受ける

ような報道の仕方だから、Ｙさんも辛かったと思う。

《手立て②》

「３つの中で、最

もＹさんが苦しん

だのはどれだろ

う。」と切り返し

発問を行い、大多

数の国民から疑わ

れていることの辛

さを感じ取らせ

る。

《手立て③》

無罪判決後のＹ

さんの言葉か

ら、私たちもマ

スコミの情報に

左右され、人権

を侵害している

場合があること

に気付かせる。

《手立て①》

甲山事件の概要と

年表、新聞報道の

資料を提示し、無

実であるＹさんの

裁判が長期化した

ことに気付かせ

る。



Ｆ男：僕もＥさんに付け足しで、20年以上も無罪が確定しなかったら、いくら無罪と判

決が出たとしても、私だったら周りの目が気になります。

Ｔ ：Ｆくんがこの新聞を見たらどう思う？

Ｆ男：犯人じゃないかなと思います。

Ｔ ：私たちが見ても疑ってしまうくらいなんだね。裁判が長いということについては

どうだろう？

Ｇ男：前回勉強した三審制の仕組み図を見ると、３回目まで裁判が受けられるから長く

なってしまう。

Ｈ男：僕もＧくんと同じ所で、三審制は人権を守るために行われているけど、冤罪にな

ると疑われた方はとても長い裁判をすることになるから、Ｙさんは辛かったと思

う。

Ｔ ：３つの視点から意見を交流したけれど、仲間の話を聞いて一番Ｙさんが辛かった

のはどれだろう。

Ｄ子：警察の捜査も辛かったと思うけど、時間的な長さも考えると裁判が長期化したこ

との方が辛かったと思う。

Ｉ男：僕はマスコミの報道だと思います。裁判とは関係ない人からも、街を歩いている

ときなんかに疑われるかもしれないから辛いと思う。

Ｔ ：これを見て下さい。（「無罪判決後のＹさんの言葉」を提示）この言葉は、山田

さんのどんな気持ちを表しているのだろう。

Ｉ男：警察の捜査が冤罪を生み出すけれど、それを大きくしているのがマスコミという

こと。

Ｔ ：山田さんにとって何が最も辛かったのだろう？

Ｉ男：マスコミの報道の仕方。

Ｔ ：そのマスコミに踊らされるのが・・・誰？

複数：国民（つぶやき）

ある生徒の学習ノートからは、次のような学習段階に応じた思考の変容が見られた。

【学習課題に対する予想を立てる】

無罪の判決が出ても、検察はそのことに納得できず控訴したから。

【追究の視点に基づいた調べ学習】

・検察官には、控訴できる権利がある。

・三審制で、検察が納得いかない場合、３回まで控訴できる→長期化

【学習のまとめ】

今日勉強した事件のように、無罪の人が20年以上も疑われ続けて裁判されるのは絶対

にあってはいけないことだと思います。でも、私は三審制は悪いことではないと思いま

す。三審制は被害者の立場からすれば心強いものだと思うからです。しかし、その分検

察は、慎重にならなければいけないと思うし、マスコミなどには絶対に振り回されては

いけないと思いました。また、私自身もそうだけど、人はテレビの報道や新聞記事を鵜

呑みにしてしまいがちだから、マスコミの報道も伝え方を考えるべきだと思うけど、私

たち自身が正しいか正しくないかを判断しなければいけないと思いました。

この生徒の意識には、前時に学習した三審制の仕組みや裁判を受ける権利の保障に関す

る認識に基づいた思考が、予想の段階からよく表れている。三審制の負の面を本時で学ぶ

ことで、同じ仕組み図でも見方が変わっていることが分かる。そして、まとめの段階では、

他の生徒の見方を取り入れながら、三審制の周辺の事象を関連させて考えることができて

いる。このように、全体交流を組織化して課題解決に向かわせることで、既習内容をさら

に捉えなおし、その意義の一層の理解と知識としての定着を促すと考える。



３ 授業改善後の成果

(1)学習内容の理解とその知識の定着を図り、考える力を高める単元構成の工夫改善

・「三権分立」というキーワードを通して単元の終末段階に、既習内容を結び付けてそ

の意義を考える活動を位置付けたことによって、学習内容を関連させて考えようとす

る姿勢が高まった。また、改めて既習内容を振り返る機会を位置付けたため、単元全

体を見通して学習内容を位置付けた学習が展開でき、それに基づいて思考を深めるこ

とができた。

・国会・内閣・裁判所の三権の役割の意義をつかむために、仕事の内容やその仕組みに

ついて概要をつかむ授業を先に位置付けたことによって、国民とのつながりを意識し

た見方が深まった。これによって、生徒が国の政治の仕組みについて、様々な組織や

その役割について理解するだけでなく、民主政治を推進するためには公正な世論を形

成することや国民が参加することの重要性に気付き、そのことについての自分の考え

をもつことができた。

(2)一人一人が粘り強く追究活動を行い、思考と認識を深めるための指導方法の工夫改善

・生徒の意欲を喚起する魅力ある教材（問題性の顕著な教材）を選定し、付けたい認識

を明らかにすることで、授業の導入から終末までの生徒の姿に意識の継続性が見られ

た。また、身近な国民の視点を位置付けることで、自分の立場を想定したり普段の生

活に置き換えて考えたりする生徒が増えた。

・問題意識を喚起する学習課題を設定するよう、様々な学習課題の案を列挙することで、

学習のねらいと終末段階の生徒の姿、導入時の提示資料からの意識の流れを一体化さ

せ、学習の複線化を図り、生徒の追究の深まりに耐えられるだけの学習課題が設定で

きた。

・各追究の視点のもつ価値を学習のねらいと照らし合わせて交流の組織化を図ること

で、生徒が自他の追究をもとに思考を深め、共通の認識の深まりを獲得することがで

きた。


