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政治・経済平成１６年度シラバス

単位数 ２単位 対象学年 ３学年 対象クラス 全クラス
使用教科書 政治・経済（○○社） 副教材等 図説資料 政治・経済（○○出版社）

１ 学習の到達目標

① 現代の政治、経済、国際関係の動向や本質を探究し、理解する。
② 社会の動きに関する客観的な見方や考え方を深めることができる。
③ 現代の事象に関する諸問題について主体的に考察し、公正な判断力を身につける。
④ ①～③の学習により、社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養う。

２ 科目の特色（目標を実現するための重要点を含む ）。

・現代の社会は大幅な変化を経て成立し、今後もさらに激しい変化が予想されている。その社会にお
いて、自らの存在を見失わず、主体的、創造的に生きていくためには、自ら考え、判断し行動する
資質と能力の育成が極めて重要となる 『政治・経済』では、そのために必要な基礎的知識とその結。
びつきを学ぶ。
・現実の社会においてはさまざまな立場やいろいろな考え方がある 『政治・経済』では、現代社会の。

、諸課題について法律や法則などの合理的な内容をもとに公正に判断するための資質や能力とともに
社会に対する健全な批判力の育成も重要となる。
・理論や法則に裏付けられたさまざまな事象を自らが行動し経験することで、その理解や見方、考え
方をさらに深める。
・自らの個性を発揮し伸張しつつ、文化と福祉の向上、発展に貢献する能力と、国家・社会の一員と
して平和で民主的な社会生活の実現、推進に向けて主体的に参加、協力する態度を育てる。

３ 学習の計画（どのような内容を、どの時期に学ぶのかを含む ）。

月 単元名 使用教科書項目（○○出版政治・経済） 主な学習活動（指導内容）と評価のポイント 評価方法
※政治・経済の授業について はじめに ・政治・経済の学習の意味を理解し学習意欲を高める ｱﾝｹｰﾄ実施（ ）

第１編 第１節 現代と政治 ・国際政治を含む、現代の政治の基本的仕組みとその形成への過程 ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
４ 第１章 第２節 民主政治のあゆみ について関心を持つ。 質問紙
月 民主政治 第３節 民主政治の基本原理とその展開 ・基本的人権と民主主義を尊重し擁護することの意義を理解し、 行動観察
の基本原 第４節 民主政治の試練と課題 民主主義の本質について考えさせる。
理 第５節 政治体制の比較 ・政治についての基本的見方や考え方を身につける。
第２章 第１節 日本国憲法の基本的性格 ・日本国憲法の基本的性格と国会、内閣、裁判所などの政治機関の ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
日本国憲 第２節 基本的人権の保障 大まかな様子を理解し、民主主義の基本原理について理解する。 質問紙
法と民主 第３節 日本国憲法の平和主義 ・日本国憲法に規定されている基本的人権を取り上げ、その内容や

５ 主義 第４節 国会のしくみと役割 確立の背景などを理解し、個人の尊厳や自由、平等などの価値に
月 第５節 内閣のしくみと役割 ついて考察する。

第６節 裁判所のしくみと人権保障 ・模擬国会や模擬裁判などを行うことで、議会制度や裁判制度を 行動観察
学び、国民の義務や権利などについて関心を持つ。 自己評価表

第３章 第１節 戦後政治と政党 ・国民の政治参加の主要な方法である選挙の制度や課題、問題点に 行動観察
現代政治 第２節 選挙制度のしくみ ついて、資料や実際の選挙結果を基に考察させる。 ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
の現状と 第３節 世論と現代民主政治の課題 ・選挙制度を通して、特に地方自治において国民の政治参加が開か 質問紙
課題 れていることを理解し、意思決定と行動の必要性を考える。 自己評価表前期中間考査

※テスト返却 ※自己評価・授業評価 授業評価表
６ 第４章 第１節 国際社会の特質 ・現代の国際政治に関わる基本的な概念や理論について学習し、 ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
月 国際政治 第２節 国際社会と国際法 国際紛争の原因、日本の役割、国際平和について深く考える。
と日本 第３節 国際社会の組織化 ・ 日本は国連の常任理事国に加わるべきである」というテーマで 行動観察「

第４節 戦後国際政治の展開 ディベートを行い、多方面から日本の国際的役割を考察する。 自己評価表
第５節 日本の国際的地位と役割

第２編 第１節 人間と経済活動 ・経済の基本的な仕組みや、歴史的発展がどのように行われたかを ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
第１章 第２節 資本主義の発展と変容 理解することで、資本主義や社会主義の特質、問題点、課題を 質問紙
経済社会 第３節 社会主義経済とその崩壊 考察する。また、その矛盾や対立を調整することの大切さを理解
の変容 する。

９ 第２章 第１節 家計・企業の働きと政府の役割 ・経済の基本的な概念や経済理論について学習し、現代経済の特質 行動観察
月 現代経済 第２節 市場経済のしくみと物価の動向 について探求するとともに、経済活動と福祉、社会資本の充実、 ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
のしくみ 第３節 金融のしくみと働き 国民生活との関連を考察する。

第４節 財政のしくみと租税 ・株の模擬取り引きを行い、株価と株式会社の業績、国内の政治、
第５節 経済成長と景気変動 国際問題などとの関係を理解する。 質問紙

自己評価表前期期末考査
※テスト返却 プリント確認 授業評価表

第３章 第１節 貿易と国際収支 ・国際経済に関する基本的な概念の理論や機構について学習し、
10 国民経済 第２節 国際経済の展開 国際的なつながりや変化を考察する。
月 と国際社 第３節 国際経済における日本 ・国際経済の安定のために日本がなすべきことを考察する。 質問紙
会

シラバス作成例公民
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シラバス作成例公民

第３編 第１節 情報化の進展と市民社会 ・政治や経済に関する基本的な理解をふまえながら、身の回りに ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
第１章 第２節 消費者問題と消費者保護 起こっている現代社会の問題をとらえ、この解決のあり方につい 質問紙
現代日本 第３節 産業構造の変化と中小企業 て考察する。

11 の諸問題 第４節 農業と食糧の問題 ・各班ごとにテーマを設定し、そのテーマについて各班が協力し 行動観察
月 第５節 資源・エネルギー問題 課題や問題点を考察、発表する。その発表内容、深化の度合い、 自己評価

第６節 公害防止と環境保全 発展度などについて他者が評価する。 発表評価
第７節 地域開発と都市問題
後期中間考査
※テスト返却 アンケート

第８節 労使関係と労働市場 ・各班ごとにテーマを設定し、そのテーマについて各班が協力し ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
12 第９節 少子高齢社会と社会保障 課題や問題点を考察、発表する。その発表内容、深化の度合い、 行動観察
月 第10節 住民生活と地方自治 発展度などについて他者が評価する。

第11節 大きな政府と小さな政府
第２章 第１節 地球規模の諸問題 ・国際社会の政治や経済の諸問題を追求し、望ましい解決のあり方 ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
国際社会 第２節 核兵器と軍縮 を理解する。

１ の諸課題 第３節 人種・民族問題 ・ 貿易ゲーム」を行い、国際経済格差、その是正、日本の国際社会「
月 第４節 発展途上国の経済と経済協力 における立場を理解する。 行動観察

第５節 経済摩擦の国際的解決 自己評価
第６節 国際社会における日本の役割
政治・経済の授業を終えて ※授業評価 年間反省

アンケート後期期末考査
２ ・今までに学んだ内容について特に興味や関心を持った内容につい 行動観察
月 課題学習 て、自らが研究し、その課題や問題点を考察する。 ﾚﾎﾟｰﾄ提出

・ 卒業論文」形式で自分の意見をまとめ、提出する。「

＜学習内容についての補足説明＞（授業の形態等の詳細な説明も含む ）。
・プリント形式で授業を行います。教科書にある表や資料集などを利用し、データの読みとりやその変化
を学びます。その中で、現代社会の諸問題を浮き彫りにし、その解決の糸口を考察します。
・経済活動と社会の動きの関係を学習するために、株の模擬取り引きを行います。

、 、 「 」・今起こっている政治や経済の問題や 事件の裏側にある因果関係などを理解するために 新聞の 社説
を読み、簡単な感想を述べることを課題とします。
・与えられたテーマについて、客観的な資料や情報を用いて、自らが判断し、その理由が述べられるよう
なプレゼンテーション能力の育成を目指して、ディベートや発表学習を行います。
・現代社会の問題点を主体的に考察できるよう、１年間の学習の最後の時点で、生徒諸君の自らの課題設定
による課題追究学習を実施します。

４ 評価の観点・方法（及び年間の評定）

評価は、次の４つの観点から行います。

関心・意欲・態度 現代の社会事象や問題点に関心をもち、意欲的に追究しようとしているか。

思考・判断 知識をもとに現代の社会問題を客観的に考察しようとしているか。

技能・表現 資料や情報を収集、選択して自ら考え判断し行動できる資質や能力の基礎としての見方や
考え方を深めることができているか。

知識・理解 政治や経済の法律や法則を理解し、その知識を身に付けているか。

このため、評価は、具体的には次のものを対象とします。
・年４回の定期考査（各考査の範囲は、３の表の考査直前までの学習内容を基本とします ）。
・年３回行われる実力テスト
・授業中の発問に対して回答を記入して提出した質問紙、プリントなど
・課題追究学習のレポートや長期休業中に課された課題の到達段階
・自己評価、発表評価、授業評価の際に記入したプリント
※計画表にあるように、生徒諸君の理解度等を確かめるため、自己評価や発表した内容に対する
生徒同士の相互評価、生徒諸君らによる授業評価を実施します。

・学習活動への参加の状況（作業への取組・成果、授業中の発言の内容等）
また、１年間の評定は、前期・後期の年間を通じて、上記の内容を総合的に判断して決定します。

５ 特に強調しておきたい点（留意すべき点・担当者からのメッセージを含む ）。

・政治・経済は語句や内容を暗記する科目のように考えられやすいのですが、身の回りや自分を取り巻
く社会、文化、経済などの事象について客観的に考え、見つめるための力や態度を養うことを目標と
する科目です。今まで学習したすべての科目の総復習と考えて学習して下さい。


