
第３学年３組 社会科学習指導案（公民的分野） 

日 時  平成３０年２月５日（月）第５校時 

場 所  ３年３組教室 

生徒数  ３０名（男子１７名 女子１３名） 

指導者  教諭   山岡 貴秀            

１ 単元名 これからの地球社会と日本 

 

２ 単元観 

（１） 教材観 

本単元は、学習指導要領(公民的分野)の内容「(４) 私たちと国際社会の諸課題 ア 世界平和の実現と人類の福祉

の増大のためには、国際協調の観点から、国家間の相互の主権の尊重と協力、各国民の相互理解と協力及び国際連合

をはじめとする国際機構などの役割が大切であることを認識させ、国際社会における我が国の役割について考えさせ

る。」のまとめにあたる単元である。本実践では、「領土問題」を中心に、国際社会に対する我が国の役割について考

えさせていくこととした。新指導要領においても、現在、日本はロシアと韓国との間に、互いに自国の領土だと主張

し、解決されていない領土問題が存在している。長年にわたって解決されていないこれらの問題を、平和的な手段に

よって解決することが、今なお残された日本の課題であるとされている。 

今回は領土問題の中でも、北方領土問題についての学習を中心に取り上げる。北方領土は、我が国固有の領土であ

る。しかし、日本人は居住することが認められず、ロシアが実効支配している状態が続いている。故郷を不当に追わ

れた元島民の方々の高齢化も進む中、ロシア政府は首相の表敬訪問や軍事基地の開発を行い、その支配をより強固な

ものにしている。北方領土問題を平和的に解決することは、元島民だけでなく日本国民の約70年にわたる悲願である。

また、北方領土問題の解決は日ロ間の連携をより強固なものとするため、そのことから世界各国とより親密な関係を

構築することも期待される。領土問題をはじめとする国際問題はすぐに解決できるものではなく、様々な立場の意見

がある。本単元は、未来の主権者たる生徒自身に現在の諸問題を解決しようとする主体的な姿勢をもたせるのに適し

た教材である。 

 

（２） 生徒観 

     本学級の生徒は、落ち着いた授業態度が見られる一方、４月に行われたＮＲＴの結果では総合偏差値平均５０.７に

対し、社会科は４７.６と低く、社会科に苦手意識をもっている生徒が多い。ただ、毎回の授業で新聞記事について話

す時間をとってきたので、社会の動きに対する関心は高く、ニュースや時事問題を取り上げると反応もよく、活発に

発言する。また、ペア活動やグループ活動にも積極的に取り組む生徒が多い。しかし、発言内容の理由や根拠が不明

確であったり、周囲の意見に簡単に同意したりすることもあり、深い学びにまでは至っていない。 

北方領土問題に関しては、昨年７月に北方領土作文に全員が応募し、関心を深めてきた。しかし、歴史的分野、地

理的分野で学習してきたことが十分定着しておらず、作文では配布した資料「北方領土問題を学ぼう（中学生用北方

領土学習資料）」（公益社団法人北方領土復帰期成同盟発行）をそのまま書き写している生徒も多かった。北方領土の

元島民にある切実な思いを、「当事者性」をもって誠実に受け止め、深刻な社会問題として解決していかなければなら

ないという認識は十分ではないと思われる。 

 

（３） 指導観 

   本単元は中学校社会科で学習したことの総まとめの単元であるため、これまでの学習内容を活用していき、世界平

和について考えることを目的としている。現在、日本や世界が抱える社会問題について、グラフや統計資料などから

読み取らせたり、その課題を説明させたりする活動を意識的に行っていく。また、問題解決学習のためのペア学習（PW）

やグループ学習（GW）を積極的に活用し、自分の言葉で発表・説明し、他者の考えを開く機会を意図的に取り入れ

ることで、自分の考えを深めさせたい。 

本時においては北方領土問題について当事国である日本とロシアにグループを分け、それぞれの立場からより良い

主張する根拠とそのアピール方法を選択し、実際に簡易的な討論ゲームのようにして意見を主張させる。双方の主張

にそれぞれ「当事者性」をもって取り組ませることによって、長年にわたって解決しない北方領土問題の争点を疑似

的に明らかにしたい。 

授業の最後では現在、双方が歩み寄り、２島返還や日ロ混住の地として扱うことなどが考えられていることにふれ、

より良い平和的な問題解決について歩みを進めている現状を再確認し、一刻も早く解決すべき問題であることを改め

て認識させたい。 

 

 



３ 単元の指導目標 

（１）国際社会における文化や宗教の多様性について理解させるとともに、世界中の人々が互いを理解し尊重するためには

どうすればよいか話し合わせる。 

（２）世界平和の実現と人類の福祉の増大を実現するためには国境を越えた協力が必要であることに気づかせ、自ら協力し

ていく態度を育てるとともに、国際平和に対する日本の国際貢献の在り方について、多面的・多角的に考察させる。 

（３）北方領土問題の解決について資料を基に話し合わせ、問題解決を図ろうとする態度を育てる。 

 

４ 単元の評価規準 

社会的事象への 

関心・意欲・態度 
社会的な思考・判断・表現 資料活用の技能 

社会的事象についての 

知識・理解 

世界平和と国際協力の実現

について関心をもち、意欲的

に追究するとともに、世界の

異なる文化や宗教を尊重し、

世界平和を実現しようとす

る熱意と協力の態度が見ら

れる。 

世界平和を実現するために

日本の採るべき立場につい

て、複数の具体的な事例を基

に多面的・多角的に考察し、

公正に判断している。 

地図や統計資料などを基に、

領土問題や現在行われてい

る国際協力の実態と課題に

ついて読み取り、考えたこと

を図表や文章などにまとめ

ている。 

日本が平和主義と国際貢献

を外交の柱としていること

を理解するとともに、日本が

世界の諸地域と様々な面で

つながり、国際社会の諸課題

の解決のために活動してい

ることを理解している。 

 

５ 単元の指導計画（全５時間：本時５／５） 

時 学習内容 学習目標 評価規準 

 

 

１ 

 

文化の多様性

の尊重 

・身の回りにある世界の文化や宗教に関心を

もつ。 

・世界の文化の多様性について理解し、文化

の多様性を尊重することや異文化理解の

意義について考える。 

・異なる文化を尊重し共存・共生しようとする態度が見

られる。    【社会的事象への関心・意欲・態度】 

・文化の多様性の尊重が世界の平和と人類の福祉の増大

につながることについて、多面的・多角的に考察し、

その過程や結果を適切に表現している。          

【社会的な思考・判断・表現】 

 

 

２ 

 

 

 

世界とつなが

る日本 

・日本が世界の様々な地域とつながっている

ことに気づき、その関わりについて関心を

もつ。 

・日本と世界は、政府・企業・NGOなどの

多様なレベルで、政治・経済・文化・援助

などの様々な分野においてつながりをも

っていることについて理解する。 

・日本と世界とのつながりに関心を持ち、どうすればつ

ながりを強めていくことができるか、意欲的に考えて

いる。      【社会的事象への関心・意欲・態度】 

・日本は世界中の様々な地域と、政府・企業・NGOな

どの多様なレベルで、政治・経済・文化・援助などの

さまざまな分野においてつながっていることを理解

している。  【社会的事象についての知識・理解】 

 

 

３ 

 

 

世界平和の 

ために 

・平和に二つの意味があることを理解し、国

際社会はそれらを実現するためにどうし

ていけばよいか考える。 

・世界平和の実現のために日本にできる貢献

は何か考え、発表する。 

・戦争のない、より良い地球社会を目指すために、日本

や私たちにできることを考え、発表したりまとめたり

している。      【社会的な思考・判断・表現】 

・「二つの平和」や、核廃絶や軍縮の取り組み、人間の

安全保障について理解し、その知識を身に付けてい

る。      【社会的事象についての知識・理解】 

 

 

４ 

 

日本の外交の 

現状と課題 

・日本が現在、どのように外交に取り組み、

国際社会の諸課題の解決に関わっている

のか調べ、理解する。 

・日本の領土をめぐる問題の現状を理解し、

日本の外交上の課題について考える。 

・近隣諸国との関係や外交上の課題の解決策を多面的・

多角的に考察している。【社会的な思考・判断・表現】 

・日本外交の柱である平和主義と国際貢献、日本の領土

をめぐる問題の現状を理解し、その知識を身に付けて

いる。     【社会的事象についての知識・理解】 

５(

本
時) 

 

 

北方領土問題

解決に向けて 

・北方領土問題は、自分たちで解決しなけれ

ばならない問題であるととらえ、その解決

策を意欲的に考える。 

・北方領土問題の平和的な解決に向けて、当

事国が主張すべき根拠とその方法を資料

から適切に選択し、その理由を説明する。 

・北方領土問題について関心をもち、問題解決を図ろう

とする態度を育てる。 

        【社会的事象への関心・意欲・態度】 

・北方領土問題の平和的な解決に向けて、当事国が主張

すべき根拠とその方法を資料から適切に選択し、その

理由を説明することができる。                      

【社会的な思考・判断・表現】 

 



６ 本授業の伝える力を伸ばす活動と評価規準 

伝える力を伸ばす活動 

北方領土問題の平和的な解決に向けて、日本とロシアが主張すべき根拠とその方法を選択し、その理由を説明する。 

○ 評価の方法及び支援 

Ａ：日本とロシアが主張すべき根拠とその方法を選択して、その理由を分かりやすく説明することができる。 

Ｂ：日本とロシアが主張すべき根拠とその方法を選択して、その理由を伝えようとしている。  

評価Ｂに到達しない生徒への支援：選択した理由について自分なりに考えて伝えることができるよう、声をかける。 

 

７ 本時について （本時５／５） 

（１）目標【評価の観点】  

① 北方領土問題について関心をもち、問題解決を図ろうとする態度を育てる。 【社会的事象への関心・意欲・態度】 

② 北方領土問題の平和的な解決に向けて、当事国が主張すべき根拠とその方法を資料から適切に選択し、その理由を

説明することができる。                                              【社会的な思考・判断・表現】 

 

（２）展開（伝える力を伸ばす活動） 

 

学 習 活 動 形 態 指導上の留意点（○）と評価（◆） ○IはICT活用 

導 
 
 

入 

１ 本時の学習内容を電子黒板で確認する。 

 

２ 本時のめあてと流れを確認する。 

 

 

 

 

一 斉 

（CW） 

 

 

 

○I 教師が実際に撮った、北方領土の写真等を提示する。 

 

○本時のめあてと流れを提示し、見通しをもって取り組

ませる。 

 

 

展 
 
 

開 

３ 北方領土問題の解決に向けて、より良い 

 ①日本（ロシア）が主張すべき根拠と 

 ②効果的なアピール方法をそれぞれ選択し、

その理由を書く。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 班で意見交換し、最も有効な①根拠と② 

方法を選択する。 

 

５ 日本側とロシア側にそれぞれ分かれて３ 

か所で討論会を開く。 

（１）日本側とロシア側の代表が発表する。 

（２）相手側の発表に対しての質疑応答を行 

う。 

（３）どちらの国の主張に正当性があるか判 

断する。 

 

６ 討論会の意見を全体に発表する。 

 

個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ 

（GW） 

 

Ｇ 

（GW） 

 

 

 

 

 

一 斉 

（CW） 

 

○担当する国を事前に決めておく。 

○前時に配布した資料の中から意見を選択させる。 

○その他の意見を記入する欄も準備しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○班で１つの意見に集約させる。 

○討論会における発表者と質問者を事前に決めさせて

おく。 

○全体で３か所、日本側とロシア側が向かい合わせて討

論会を行う。 

○討論会における司会者はこちらで決めておく。司会者

は、話し合いのマニュアルに沿って討論会を進める。 

○相手側の発表内容や質疑応答の内容をワークシート

の３にメモさせる。 

○多数決でどちらの主張に正当性があるか判断させる。

その際、今回の自分の立場は関係ないものとする。 

○討論会の結果と出た意見を、代表に整理して発表させ

る。その際、根拠と方法を選択した理由もあわせて発

表する。 

めあて：北方領土問題の平和的な解決に向けて、日本とロシアが主張すべき根拠とその方法を選択し、その理由を

説明しよう。 

根拠 

① ヤルタ会談 

② 終戦日 

③ サンフランシスコ平和条約 

アピール方法 

Ａ案 署名運動 

Ｂ案 両国間の交流増加 

Ｃ案 国際司法裁判所 

Ｄ案 他の国による仲裁 

Ｅ案 国内でのＰＲ活動 

Ｆ案 政府関係者によるアピール 



展 
 
 
 

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆評価規準：北方領土問題の平和的な解決に向けて、当

事国が主張すべき根拠とその方法を資料から適切に

選択し、その理由を説明することができる。 

【社会的な思考・判断・表現】（観察・ワークシート） 

Ａ：当事国が主張すべき根拠とその方法を資料から適切

に判断して選択し、その理由を分かりやすく説明す

ることができる。 

Ｂ：当事国が主張すべき根拠とその方法を資料から選択

し、説明することができる。 

Ｃ：選択することが難しい生徒には、グループでの学び

合いや机間指導によって支援する。 

 

ま 

と 

め 

７ 教師からの説話を聞く。 

 

 

 

 

 

８ 本時の学習の振り返りをする。 

一 斉 

（CW） 

 

 

 

 

 

  個 

○日本とロシアのどちらにも主張すべき内容があり、ど

こで折り合いをつけるかがポイントであることを伝

える。 

○両国の歩み寄りとして、色丹島・歯舞群島の２島返還

や、北方領土を日露混住の地にする案が提案されてい

ることを伝える。 

○本時の学習の振り返りとして、北方領土問題について

考えたことと自己評価を記入させる。 

 

◆評価規準：北方領土問題について関心をもち、問題解

決を図ろうとする態度が見られる。 

【社会的事象への関心・意欲・態度】 

（観察・ワークシート） 

 


