
資料３ 単元指導計画「国の政治のしくみ」
(1)単元のねらい
・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・裁判所といった機関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

深めることの大切さについて考えることができる。

(2)単元の学習展開(全７時間）

時 ねらい 学習活動 評価について 資料など
国会の仕事を調 １．イラクの独裁政権の資料から、民主政治の 国会における ◆イラクの独裁
べる活動を通し 必要性をつかみ、単元を貫く課題を設定す 仕事を具体的 政権に関する新

て、国民の生活 る。 に調べ、その 聞報道
一 を守るために、 民主政治を実現するために、国民が大切にす 役割や意義を
国会が国の唯一 べきことは何か。 進んで明らか ◆成立した法律

国 の立法機関とし ２．国会で成立した法律の数と生活への影響を にしようとし の数と内容
会 て多くの法令を 例に、本時の学習課題を設定する。 ている。
の 制定しているこ 国会はどのような仕事をしているのだろう。 （関心・意欲） ◆国会の仕事
は とを意欲的に追 ３．学習課題について資料から調べ、交流する。 「発言」 ◆日本国憲法

た 究することがで ・法律の制定 ・予算の審議・議決 ◆近年制定され
ら きる。 ・内閣総理大臣の指名 ・条約の承認 た主な法律
き ・国政調査権 ・憲法改正の発議等 ○それぞれの仕

４．国会の地位と種類についてつかむ。 事の具体的な内
・国会は国権の最高機関であり、唯一の立法 容を調べ、その
機関である。 意義を考えるよ

・国会には常会、臨時会、特別会、参議院の う促す。
緊急集会の４つがある。

５．憲法改正の手続きの流れから、議会制民主 ◆国会の種類

主義の意義を考える。
・両院総議員２/３以上の議決の後、国民投票。 ◆憲法改正の手
・国会は、国民の代表機関である。 続き

６．本時の学習の振り返りをする。

○法律や予算の
国会は、国の唯一の立法機関として、法律の 審議と比較し、
制定を中心に多くの役割を担う重要な機関だ。 そのような手続

国民の代表機関でもあり、国民を第一に考え きが取られてい
た話し合いが行われなければいけない。 る理由を考える

よう促す。

衆議院と参議院 １．衆議院と参議院の構成の違いから、本時の 国会が二院制 ◆衆議院と参議
の構成比較や法 学習課題を設定する。 や衆議院の優 院の選挙制度
律制定の流れを 【衆議院】４８０名、任期４年、解散ありなど 越を認めてい

二 調べる活動を通 【参議院】２４２名、任期６年、解散なしなど る理由を国民
して、国会が二 どうして国会は二院制をとっているのだろう。 主権の立場か

議 院制を取り、衆 ２．予想を立てて、その解決につながる視点を ら考察してい
会 議院の優越を認 明確にする。 る。

制 めるのは、国民 ・１つの法律を慎重に審議することができる。（思考・判断） ◆法律の制定の
民 への影響を考え ・様々な角度から意見が言い合える。 「発言」 流れ
主 て 慎 重 に 審 議 ３．法律の制定の流れと構成の比較から、学習 「ノート記述」

主 し、より多くの 課題について資料から調べ、交流する。
義 国民の声を政治 ・先議の議院の議決をもう一度見直せる。
と に反映させるた ・委員会や公聴会で、本会議までに時間をか

国 めであることを けて審議している。
会 考察することが ・衆議院は任期も短く解散もあるが、参議院
できる。 は任期も長く解散がない。

４．衆議院の優越によって、国民の意見が反映 ◆衆議院の優越
される仕組みになっていることをつかむ。 ○衆議院と参議

【衆議院の優越】 院が同質でない
・法律案の議決 ・予算の先議・議決 点から、衆議院

・条約の承認 ・内閣総理大臣の指名 の優越の意義を
・内閣不信任決議 考 え る よ う 促

５．本時の学習の振り返りをする。 す。

慎重に議論し、先議の議院の行き過ぎを抑え



るために議院は２つある。また、議員の数が

多く解散もある衆議院は、国民の意見を反映
できるから衆議院の優越が認められている。

行政改革につい １．行政の仕組みと主な仕事内容をつかみ、民 行 政 の 役 割 ◆郵政民営化
て調べる活動を 営化が進んでいる実態から本時の学習課題 は、国民のこ
通して、行政が、 を設定する。 とを第一に考

三 肥大化した行政 どうして行政は、仕事を減らそうとしている えた政策を進

権を縮小するた のか。 めることにあ
現 めに、規制緩和 ２．学習課題に対して資料から調べ、考えを交 り、現代は規 ◆行政の主な仕
代 や地方分権に取 流する。 制緩和などの 事

の り組んでいるこ 【規制緩和】 行政改革を行 ◆国の主な行政
行 とを理解すると ・必要のない規制をゆるめ、権限を大きくし っていること 組織
政 ともに、行政は ない。市場の活性化を促す。 を理解してい ◆さまざまな規

国民の生活の安 【行政のスリム化】 る。 制緩和
全や保障を最優 ・行政に勤める人が多すぎて人件費がかかる。（知識・理解） ◆許認可の種類
先に政策に取り 【地方分権】 「発言」 と数

組む必要がある ・住民が直接地域づくりに参加するよう促す。「ノート記述」 ◆国家公務員数
ことを理解する ３．行政改革によって、規制緩和が進むことの
ことができる。 長所と短所について考える。

・民間での競争が活発に行われて、経済が活

性化する。
・利益優先の社会になって、すべての人に同
じサービスが行き届かなくなる。

４．本時の学習の振り返りをする。

行政が規制を行うことは、国民の生活にとっ

て必要である。しかし、行政権が肥大化し、
自由な経済活動や地方自治の妨げになるため、
行政のスリム化が求められている。

内閣の構成の仕 １．閣僚の顔ぶれとその所属政党から、本時の 日本の内閣は ◆現在の閣僚
方と議院内閣制 学習課題を設定する。 国会の信任を ◆内閣の仕事
の仕組みを理解 どうして日本の内閣は、国会と深く結び付い 受けて選出さ

四 する活動を通し ているのだろう。 れ、国会に対
て、日本の内閣 ２．学習課題に対して資料から調べ、考えを交 してその責任 ◆内閣の仕組み

議 は国会の信任を 流する。 を負う議院内 ◆議院内閣制の

院 受 け て 選 出 さ ・国会の指名を受けて総理大臣が選ばれ、国 閣制を取って 仕組み
内 れ、国会に対し 務大臣の過半数は国会議員である。 いることに気
閣 てその責任を負 ・閣議を通して政策の方針を決定している。 付き、政府の

制 う議院内閣制を ・内閣は、国会に対して責任を負う。 活動が国民の
取っていること ・不信任決議が出されると、総辞職か衆議院 支持に基づい
に気付き、政府 を解散するという方法で国民の意思を問う。 て行われるこ

の活動が国民の ３．歴代のアメリカ大統領と日本の首相を比較 との大切さを ◆アメリカ大統
支持に基づいて し、内閣が国会や国民の信任に基づいてい 考察する。 領と日本の首相
行われることの ることを考える。 （思考・判断） の在職期間
大切さを考察す ・アメリカは大統領を国民が直接選挙するが、 「発言」 ◆アメリカの大

る こ と が で き 日本は国会で指名する。 「ノート記述」 統領制
る。 ・議院内閣制によって、国民の支持がないと

辞職することが多くなる。

４．本時の学習の振り返りをする。

内閣は、国民の代表機関である国会の信任を

受けて選出され、国会に対して責任を負う議
院内閣制をとっている。国民の支持によって
内閣は成立する仕組みをとっている。

裁判の種類とそ １．裁判所の必要性について、身近な例を通し 裁判所が法に ◆身近な訴訟問
の流れを調べる て本時の学習課題を設定する。 基づいて国民 題・刑事事件
活動を通して、 裁判は、どのような仕組みで行われるのだろ の人権と社会

五 裁判所が法に基 う。 の秩序を守る
づいて国民の人 ２．事例を通して裁判の種類をつかむ。 ために三審制 ◆裁判の種類

法 権と社会の秩序 【民事裁判】私人の間の法律関係の争いの裁判 の仕組みをと

を を守るために三 【刑事裁判】違法行為の疑いのある者への裁判 っていること
守 審制などの仕組 ３．裁判の流れをつかむ。 を仕組み図か



る みをとっている 【民事裁判】原告と被告 ら読み取って ◆裁判の種類と

裁 ことを仕組み図 →審理→判決・和解 いる。 手続きのあらま
判 から読み取るこ 【刑事裁判】犯罪・違法行為→警察 （資料活用） し
所 とができる。 →検察（起訴・不起訴）→公判 「ノート記述」

４．三審制の仕組みから、裁判は人権を守るた
めに慎重に行われていることをつかむ。 ◆三審制の仕組

【三審制】判決に不服のある場合、控訴・上告 み
できる。（最高裁判所・下級裁判所）

５．本時の学習の振り返りをする。

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。

甲山事件の裁判 １．甲山事件の概要と前時の学習内容から、本 甲山事件の事 ◆甲山事件の概
が長期化し、Ｙ 時の学習課題を設定する。 例や日本の裁 要

さんの人権が損 無実のＹさんを２０年以上も苦しめたのは何 判の仕組みを
六 なわれたのは、 だろう。 通して、裁判 ◆三審制
捜査の行き過ぎ ２．本時の学習課題に対して、自分の考えをも は社会の秩序 ◆Ｙさんに対す

裁 や裁判の仕組み ち、資料から追究する。 を保ち、国民 る取り調べの様

判 の矛盾点、報道 ・罪を犯していないのだから人権侵害だ。 の人権を守る 子
の の過ちなどがあ ・慎重に裁判しているのだから仕方がない。 ために行われ ◆日本国憲法
種 ったからである ３．ペアで交流した後、全体で考えの深まりを る必要がある ◆刑事訴訟法

類 ことが分かり、 交流する。 ことを考察し ◆事件の新聞報
と さらに、国民と 【人権を侵害した捜査】 ている。 道
人 して確かな人権 ・思いこみで捜査し、自白を強制している (思考・判断) ◆日本国憲法

権 意識に基づいて 【裁判の矛盾】 「発言」
司法に参加する ・検察が起訴を続ければ裁判が続く。 「ノート記述」
姿勢をもつこと 【犯人視の報道と国民】 ◆裁判後のＹさ

が大切であると ・最初の報道では、犯人と思ってしまう。 ん
考えることがで ４．国民の権利を守るために、様々な司法制度
きる。 改革が行われていることをつかむ。 ◆司法制度改革

・裁判の迅速化や国民の裁判への参加（裁判

員制度）など、改革が行われている。
５．本時の学習の振り返りをする。

裁判は必ず法に基づいて公正で慎重に行われ
ないといけない。私たち国民も、客観的に事
件を捉える必要がある。裁判所は、国民の権

利を守る最後の砦である。

三権分立の関係 １．単元を貫く課題から、本時の学習課題を設 三権分立の関

図と既習内容を 定する。 係図と既習内
まとめる活動を 民主政治を実現するために、国民が大切にす 容をまとめ、

七 通して、議会制 べきことは何か。 民主政治を進
民主主義に基づ ２．三権の関係を図で表し、既習内容と合わせ めるために、 ◆三権の抑制と

三 く民主政治を進 てそれぞれの働きをつかむ。 選挙をはじめ 均衡の関係
権 めるためには、 ・違憲立法の審査（憲法の番人） とした国民の ◆主な違憲判決
の 立法・行政・司 ・裁判官の弾劾裁判 政治参加のあ ◆国民審査

抑 法の三権が互い ・国民審査など り方について
制 に抑制と均衡の ３．単元の学習を振り返って、学習課題につい 考察すること
と 関係を保つとと て自分の考えをレポートにまとめる。 ができる。

均 もに、主権者で ４．本時の学習の振り返りをする。 （思考・判断）
衡 ある国民が国の 「ノート記述」
政治に対して主 民主政治を実現するためには、三権がそれぞ

体的な態度で積 れ独立して抑制と均衡を保っている三権分立
極的に国政に参 の仕組みが必要である。そうした国の政治の
加する必要があ 仕組みに対して、私たち国民が主権者である
ることを考察す ことを自覚して、各機関が国民の生活や権利

る こ と が で き を守るために機能しているかを監視するとと
る。 もに、国民の一人として適切な判断が下せる

ように、国の政治に関心をもち、積極的に参

加しなければいけない。


