
社会科 (公民的分野)学習指導案

日 時 平成 21年 2月 12日 (木)第 5校時

指導学級 3年 5組 (男22名､女】8名 計40名)

場 所 3年 5組 教室

指 導 者 教 諭 川 崎 畑 うiiZ,I_ 

1 単元名 ｢国際社会について考えよう～北方領土問題を解決するにはどうすればよいだろう?｣ 

2 指導観

○単元観

今更いうまでもないが､わが国は主権国家であり､主権国家 として､領土､人 口､主権が国際的に認

められているO 本校が使用 している教科書によると､主権 とは他国が決 して侵 してはならない､その国

が持っている権利であり､具体的には､領土や国民の安全を守ることを他国に対 して要求ができると定

められている｡つまり､自国の領土を守ることと自国民の安全を守ることは全ての国が最低限持ってい

る主権であるO

しかしながら､現在､日本は主権国家であるにも関わらず､わが国の領土と国民の安全を守ることが

できていない｡国民の安全については､北朝鮮による泣致問題があり､領土問題 としては､北方領土､

竹島､尖閣諸島がある｡その中で､戦後､一貫 して返還要求運動が行われてお り､日本とソ連､現在は､

ロシア連邦との間で継続的に協議がなされている問題が北方領土問題である｡

北方領土は､択捉島､国後島､色丹島､歯舞群島の 4つからなるものであり､ 1945年に当時のソビエ

ト連邦から不法に占拠 されるまで一度も他国の領土になったことがない､いわゆる ｢日本固有の領土｣

である｡国境の策定については､江戸時代後半の1855年の 日露通好条約で択捉島とウルップ島の間を国

境に定めて以来､樺太 ･千島交換条約､ポーツマス条約など幾多の国際条約の中でも決 して､北方領土

が他国の領土になることはなく常にわが国に領土であったo しかしながら､1945年に､不法占拠されて

以来､現在まで65年もの間､不法な占拠が続いいるoその間､1956年の 日ソ共同宣言の調印､1991年の 一

日ソ共同声明署名 ( ､193 細川総理大臣､エ リツィ海部総理大臣､ゴルバチョフ大統領) .9年の東京宣言 (

ン大統領)など日ソやそれを引き継いで 日露間の協議は何度も行われている｡最も新 しいものでは､20 

03年の小泉総理大臣とプ一一チン大統領の会談で採択 された ｢目口行動計画｣があるo しかしながら､具

体的には領土問題の解決までには､まだまだ越えなければならない問題は多く､実際には65年間､ほと

んど進んでいないといわざるを得ないのも事実である｡この間､自分の故郷を奪われた元島民の方々の

高齢化が進み､一刻も早い問題解決が必要であるとともに､ロシア側でも､北方領土を故郷 とする人た

ちが多くなり､その部分が最もこの問題の解決を困難 としているとも考えられるO

このような動きのなかで､未来の主権者である生徒 自身が､主権国家 としての根本にあたる領土問題

についての理解を深めるとともに､問題について多面的 ･多角的に考察して主体的に判断することは非

常に重要なことであると考える｡

○生徒観

本学級は､授業の中で主体的に発言できる生徒も見られる｡また､レポー トなどで自分の考えをまと

めることもできる生徒が多く見られるO反面､自分 自身の考えを全体の前で表現できる生徒は少なく､

グループ学習などを通 して自分 と他者の考えを比較 しながら､自分の考えを広げた り､深めた りするこ

とが苦手な生徒も-部に見られる0 

9月に全校で実施 した学習に関するアンケー トにおける社会に関す る結果では､｢1 新聞やテ レビ

のニュースに興味がありますか｡～そ う思 う :35.0% ､どちらかといえばそ う思 う :30.0%､どちらか

といえばそ う思わない30.0%､そ う思わない :5.0%｣､｢2 社会の授業は楽 しいですか｡～そ う思 う 

:4)0 4.%､どちらかといえばそ う思わない :1.%(.%､どちらかといえばそ う思 う : 75 00 ､そ う思わな

い :2.5%｣｢3 社会の授業で自分の考えを発表 した りレポー トなどにまとめた りすることはことは好

きですか｡～そ う思 う :22.5%､どちらかといえばそ う思 う :25.0%､どちらかといえばそ う思わない 

:37.5% ､そう思わない :15.0%｣との結果がでた｡ このアンケー ト結果からも､本学級の生徒は社会

のできごと-の興味 ･関心は比較的高く､授業に対 しては､90%近くの生徒が楽 しいと感 じている｡ し



6

かしながら､自分の考えを表現することを苦手と感 じている生徒が 5%以上いるという事が明らかにな

った｡また､ 4月に実施した全国学力調査の結果からは､認知 ･理解力は全国得点率 68

0

に対してクラ･ 

ス得点率が 7 と上回ってお り､思考 ･分析力については､ 

応用 ･判断力は､全国得点率 5 に対してクラス得点率は 51

08.

4.

5

47.

00. で全国と同じ得点率であった.反面､

と下回っており､説明 ･表現力は､全国

○指導観

ことを認識させる必要がある｡

があること､北方領土には多くの人がそこで生活をしていたこと､北方領土は一度も他国の領地になっ

たことがない日本固有の領土であることなどを確認 させたいO

そして､本単元の学習課題である ｢北方領土問題を解決するためにどうすればよいのだろう｣につい

て個人でのプラン作成､プランをもとにしたグループ協議や全体協議という学習を通 して本単元の目標

に迫 りたい｡特に､問題を解決するためには何が必要なのかとい うことを今回の､哲学として､領土問

題だけでなく国際間題を解決するための基本として考えさせたい｡

このような指導を通 して社会科の中で身につけさせる公民的資質として最も重要な要素である民主社

自分な.りに判断しようとする生徒の育成を図ることも重要であり､本年度の社会科学習をとおして､こ

れらの能力を是非身につけさせたいと考えている｡ 

単元の指導目標 

86.得点率 を上回っているものの と低くなっている｡2 306.

このことからも､本学級の判断力や表現力には大きな課題があることが分かり ′､さまざまな機会を通

して､生徒に思考 ･判断力や表現力を身につけさせる必要がある｡

本単元の指導にあたっては､まず､生徒自身が主権者として､主権国家の根幹を揺るがす北方領土問

題について興味 ･関心をもち､この間題に積極的に関わっていくことの必要性を実感させる必要がある｡

そのために､第-に主権国家の概念を理解させるとともに､本間題がその根幹を揺るがす大問題である

次に､北方領土については､生徒たちの知識量も少なく､十分に検討することができないのではない

かと考える｡従って､今回は資料として､北方委領土問題対策協会が刊行している ｢なるほど !なっと

く !北方領土｣を活用して､北方領土についての認識を深めたい｡その中で､北方領土には豊かな自然

会の形成者として主体的に社会の問題に関わる生徒を育成 したい｡.また､問題について主体的に考え､

3


4


(1)領土問題や戦争 ･紛争､南北問題や地球環境問題など国際社会の抱える諸問題について興味 ･関心､を

持たせ､学習活動に対して主体的に取 り組ませる｡(関心 ･意欲 ･態度) 

)国際社会を取り巻く課題について､その間題の背景や問題の内容､問題が起こったことで国際社会に

与える影響などについて思考 し､今後のより望ましいあり方について判断させる｡ (思考 ･判断) 

)憲法前文及び本文を活用して､憲法の基本理念を読み取らせるとともに､現実社会における憲法を取

2

3

(

(

り巻く課題について様々な統計資料を活用しながら表現させる｡(資料活用の技能 ･表現) 

(

る｡(知識 ･理解) 

)現代の国際社会を取 り巻く様々な問題やその解決のための国家や個人の取 り組みの概要を理解 させ4

単元の評価規準

関心 ･意欲 ･態度 邑考 .判断 資料活用 ¢ 知識 ･理解

国際社会が抱える諸

問題やその解決策につ

社会抱える課題
するとともに､

国際

を発見
北方領土

境問題など

問題や地球環

の国際社会を 問

主権国家の概念､領土

題､戦争や平和､南北

いて興味 ･関心を持ち､

学習プ リン トや レポー

トの作成､グループ協

議や全体協議などの学

習活動に対 して意欲的

に取 り組むことができ

る｡

問題の
ついて

もとに

将来の
として

国際社
につい

思決定
ことが

原因や解決策に

客観的な資料を

しながら思考し､

わが国の主権者

日本を取 り巻 く

会が抱える課題

て自分 自身で意

をして判断する

取り巻く問題について様

々な統計資料やさまざま

な立場の人たちの意見を

活用 しながら､自分の考

えをまとめて､それをレ

ポー トや協議の中で自分

の言葉で表現することが

できる〇

問題や地球環境問題など

について､その基礎的 ･

基本的な内容についての

知識を身につけるととも

に､国際社会のの大まか

な特徴について理解する

ことができる｡



5 単元の指導および評価計画 (全 11時間 本時 5/ 10)

槻 指 導 計 画 評 価 計 画 

1 現代の世界や地球の問題を考えよう?

○地球環境問題､戦争や紛争､不景気､経済格差

などの問題があることを知るoその中に領土問

題があることも認識するO

○地球規模の問題に関心を持っているかo

【関心 .意欲 一態度】

○既習の内容については､どのような問題があ

るのかを知っているかo 【知識 .理解】 

2 日本は主権国家といえるか ? ○主権国家を理解 しているかo 【知識 .理解】
○主権国家の概念を知るD ○現在の日本に主権を脅かす問題があることに

○現在の日本には､領土問題や泣致問題など主権を脅かす問題があることを知る○ 関心を持っているかo 【関心 .意欲 .態度】 

3 北方領土問題について知ろう !

○資料 ｢なるほど !なつとく !北方領土｣を活用

して北方領土について調べるo

○学習プリン トに対して意欲的に取り組むこと

ができるかO 【関心 .意欲 .態度】
○資料を有効に活用しながら学習プリン トを作

○調べた結果を､タイ トルを付けて学習プリン ト1に記入するo 成 しているかo 【資料活用の技能】 

○個人で､北方領土問題の解決方法を考えて学習

45 北方領土問題の解決方法を考えよう !● プリント2に記入するo

○個人の作成したプランをグループで検討するo

最も良かつたと考えるものを全体で発表するo

○各班から出されたプランについて､全体で協議

するo

○協議終了後に､自分で再度北方領土問題の解決

のためにどのようにするべきかを考えるo

トに表現しているかo【思考 .判断】【表現力】

北方領土問題の解決方法を考え､学習プリン○○グループや全体で問題の解決方法について協

議 し､検証することができているかo

【思考 .判断】【表現力】
○北方領土問題解決のために必要なこととや今

後の問題の解決のために､主権者 として積極

的に関わろうとする関心や意欲をを持とうと

しているかo 【関心 .意欲 .態度】 

8 国際連合の役割について考えよう	 ○論題について､客観的な資料をもとにしなが

○国際連合がどのような役割を果たしているのか	 ら自分の立場を明確にして自分の考えをまと

を考えるo め､意思決定をすることがきているかD

○国際連合のしくみの概要を理解するo	 【思考 .判断】【資料活用の技能 .表現】 

ろう?

190 地球規模の問題の解決のために何をしている●	 だ○戦争や紛争､南北問題､地球環境問題などのの地

球規模の問題の解決のために､国または､個人

としてどのようなことが実際行われているのか

兄をもとに深化 .発展させて自分の考えを見

○論題について自分の考えを主張し､周囲の意直すことができているかo【思考 .判断】

○グループ協議やパネルディスカッションなど

の全体の協議に積極的に関わろうとしている 

6 本時の学習 

(1)学習目標 

① 学習課題を意欲的に追求し､主権者 として北方領土問題の解決に関心や意欲を持 とうとすること

が できた｡【関心 ･意欲 ･態度】 

② 学習課題に対して､多面的 ･多角的に考察し､北方領土問題の解決方法について個人やグループ､

全体で検証することができた｡【思考 ･判断】



(2)指導過程

指導上の留完意点 ･評価 (☆)生徒の学習活動 教師の指導 .支援

解するo 徒に説明するo

料-rI'' ヨ ヽヽ ･..L■-一一:,Ej方 t

2)個人で作成した学習プリン トグループ協議	 2 ○各グループを巡回しながら ◎グループ協議が円滑に進ま(1


の内容をグループ内で発表するo
 協議が円滑に進むように支 ない場合には､考える視点

(2)全員の発表後に各グループで領 援するO を補足説明するO

議に意欲的に取

雲､土間題の解決のために､体白 - 0 泌 夏､ -の考えを用紙に書いて､黒 り組むことができる｡簸 ､こ 心毎 のか ○協議が終わったらグループ ☆グルー プ 協

･･意意欲欲 ･･態態度度】】

1))各グループの代表が発表するoを全体協議るo	 ○各グループの意見をまとめ 関心円滑に進まない33板に掲示する0考(( 考ええた内容を用紙に記入 し､黒 板に掲示するように促す○ 【◎全体協議が 

(2)他のグループの発表に対しての て､ある程度の類型化をす 場合には､教師から質問等

質疑応答や意見交換を行 うD るo例えば､考え方として をするD 

(3)各グループの発表内容や質疑応 は交流重視型や強行型､解 ◎社会的な論争問題であり､

答や意見交換の内容を学習プリン 決の方法としても放棄 .部 生徒の考えが偏らないよう 
0

定され､それをまとめなが	 ☆全体協議に意欲的に取 り組

きるO

(41)グループ協議や全体協議の内容ト最終判断3に記録するO	 分返還ら協議を進めるD.両国雑居などが想 ◎全体協議のに留意する【関心内容を類型化 し〇本時の協議を振 り返つてか むことがで

をまとめて､自分なりに最終的な ら生徒一人一人に最終的な て協議の争点を明確にしな

判断をするD 判断をさせるようにするD がら､領土問題の解決のた

(2)判断した結果を学習プリン ト3 ○何人かの生徒に意見を発表 めにはどの ような方策が最

を考えさせる｡

を踏まえて北方

決のための方策

とができる｡

考･判断､表現】

-:/まL.) 6本時の学習ののまとめを聞くoに記録する0把握I､ 1入導展閉-Jj 1 学習課題本時の学習課題 と学習内容を理まとめ 〇〇本本時時のの学学習習内容のまとめをさせるo 目標について生 ☆協議の結果◎北方領土は領土問題解を考えるこ思∃日本固有の領土も良いのか【

､北方領土を故

くの元島民が存

も早い返還を待

ることを確認 し

めをする｡


