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第３学年 社会科学習指導案 
 

１ 単元名  裁判員として刑事事件を例に司法制度について考えよう〔『国民として国の政治を考えよう』〕 

（帝国書院『中学生の公民』pp.78～83) 

 

２ 単元について 

○ 本小単元は、中学校学習指導要領の内容「Ｃ私たちの政治」の「国民の権利を守り、社会の秩序を

維持するために、法に基づく公正な裁判の保障があること」に関する内容の取扱い、「裁判員制度に

ついても触れること」を受け、設定している。裁判のイメージについては、ドラマやニュースに出て

くる凶悪な刑事事件や裁判が印象として強く、授業でも同様の内容を学ぶのだろうと考える生徒が少

なからずいると思われる。凶悪な刑事事件や裁判の認識は、司法の一部分にすぎないため、司法の全

体像を学ぶことが求められる。私たちが暮らす日本は、法治国家である。日本国憲法の下で、国民の

権利が保障されている。国民一人一人の権利を守るために、法律が整えられており、国民間の対立を

解決させるために裁判所がある。法律に違反すれば、警察や検察により法に基づいた捜査が行われ、

証拠資料を基に裁判官が法律に基づいて裁くことで、社会の秩序が保たれているのである。このよう

な内容を、生徒の日常生活や話題性のある出来事、裁判官や検察官、弁護士などの具体的な働きとと

もに、裁判員制度について学習することで、社会的な見方や考え方を吟味し、よりよい社会をつくろ

うとする態度の育成につながると考える。 

○ 本学級の生徒に行ったアンケートによると、「社会が好きだ」と回答した生徒は57％、「社会の授

業はよく分かる」と回答した生徒は72％であった。また、「発表する機会が与えられている」と回答

した生徒は94％であった。発表の場面では、簡単な一問一答でのやり取りが多いが、意欲的に発言し

ている生徒が多い。一方、「社会の授業で、自分の考えを他の人に説明したり、文章を書いたりする

ことは難しいと思う」と回答した生徒は63％であった。語句を答える問題とは異なり、語句の意味や

内容、背景などの理解が必要とされる問題では、難しさを感じる生徒が多いと考えられる。このこと

から、上記で「社会の授業がよく分かる」と回答した生徒が72％という数値が出たが、実際には「分

かっているつもり」の生徒が多くいることが予想される。そこで、公民的分野の学習が始まってから、

毎時間の授業終わりに「今日の分かったこと」を感想と合わせて記述させるようにワークシートをつ

くり、振り返りを行うよう変更した。その結果、次時の授業始めに前時の学習内容を覚えている生徒

が増えてきた。 

○ 本小単元では、私たちの生活と裁判との関わり、司法権の独立や裁判員制度に関連する学習に際し

て、単元を貫く学習課題「裁判員の模擬裁判を行い、自分の考えを伝えよう」を設定している。まず、

裁判の種類については、マスメディアで取り上げられて話題になった事件や生徒が身近に感じている

事件などを例示して関心をもたせ、裁判に関する語句や裁判所の仕組みについて理解させる。その際、

調べる活動に目的意識をもって取り組むことができるように、グループごとにテーマを与え、役割分

担をして調べ活動を行うことで、調べる活動が苦手な生徒に対する手立てとしたい。本小単元の最後

には「裁判員の模擬裁判を行い、自分の考えを伝えよう」の単元を貫く学習課題について、模擬裁判

のロールプレイを取り入れたい。主体的に生徒が学習に関わることができる上、裁判員制度を他人事

ではなく自分事として捉えることにもつながる。また、模擬裁判では、諸資料から選択した情報や裁

判に関わる仕事をしている人の意見を参考にし、話合い活動での他の生徒の意見と比較、関連付けを
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させながら、根拠を基にした自分なりの考えをもたせたい。 

 

３ 単元の目標 

(1) 身近な事例を基にして、裁判の種類や仕組みについて関心を高め、裁判員の模擬裁判を通して我が

国の司法制度について考えるようにする。 

(2) 裁判員の模擬裁判を行い、裁判官や検察官、弁護人などの具体的な働きを通して、事件を多面的・

多角的に捉えさせるため、主体的・対話的な活動を行い、考えを適切に表現できるようにする。 

(3) 裁判員の模擬裁判における資料を比較・選択し、読み取ることができるようにする。 

(4) 裁判の種類や法律に基づいた裁判、司法制度について理解できるようにする。 

 

４ 評価規準 

【現行の評価の観点による評価規準】 

 社会的事象への 

関心・意欲・態度【関】 

社会的な 

思考・判断・表現【思】 

観察・資料活用の 

技能【技】 

社会的事象についての

知識・理解【知】 

〇近年の裁判員裁判に関

する記事や身近な事例

から裁判に対する関心

をもっている。      

〇模擬裁判に向けて意欲

的に役割分担に関わ

り、与えられた役割の

内容を確認している。 

〇模擬裁判を通して、多

面的・多角的に事件を

捉え、根拠を基に自分

なりの考えを表現し

ている。 

〇台本を読み、それぞれ

の立場の主張を読み

取り、ワークシートに

整理している。 

 

○裁判の種類や法律に

基づいた裁判と司法

制度について理解し

ている。 

 

 

【新しい評価の観点による評価規準】      ※新学習指導要領の評価の観点で示した。  

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に取り組む 

態度 

○裁判の種類や法律に基づいた

裁判、司法制度について理解

し、その知識を身に付け、裁判

員の模擬裁判における資料を

比較・選択し、読み取ったこと

をまとめている。 

 

○裁判員の模擬裁判を行い、裁

判官や検察官、弁護人などの

具体的な働きを通して事件

について多面的・多角的に捉

え、根拠を基に自分の考えを

表現している。 

○身近な事例を基にして、裁判

の種類や仕組みについて関心

を高め、裁判員の模擬裁判を

通して我が国の司法制度につ

いて考えようとしている。 

  ※佐賀県教育センター「プロジェクト研究（中学校社会科教育研究委員会）」の試案である。 
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５ 単元計画（全６時間 本時６/６）               ・・・質的改善を図った手立て 

過程 主な学習活動（〇） 教師の働き掛け（〇） 評価（・）評価の観点【】 時配 

つ 

か 

む 

○単元を貫く学習課題を

設定し、学習の見通しを

もつ。 

 

○近年の裁判員裁判に関す

る記事と NHK for school

の「昔話法廷」を使い、

単元を貫く学習課題を生

徒と共に設定する。単元

の見通しと評価方法に関

心をもつことができるよ

うに、単元計画と評価規

準を示す。 

 

 

 

・近年の裁判員裁判に関す

る記事や身近な事例から

裁判に対する関心をもっ

ている。     【関】 

[活動の様子、ワークシー 

トの記述] 
１ 

調 

べ 

る 

○裁判の種類や裁判の仕

組み、人権を守る裁判や

裁判員制度について、教

科書や資料集を使って

調べる。 

 

 

 ・裁判の種類や法律に基づ

いた裁判と司法制度につ

いて理解している。【知】 

[ワークシートの記述] ２ 

○模擬裁判に向けて、役割

分担（被害者、被告人、

検察官、弁護人、裁判官、

裁判員）を決める。 

 

 

〇全員で台本を読み、模擬

裁判の準備をする。 

 

〇それぞれの立場で模擬裁

判に臨むように伝える。 

 

 

 

 

○事件の概要を把握できる

ように、台本を配り、１

人ずつ台詞読みを行う 

・模擬裁判に向けて意欲的

に役割分担に関わり、与

えられた役割の内容を確

認している。     【関】 

[活動の様子、ワークシート

の記述] 

 

１ 

○模擬裁判の台本（教材は

岐阜県弁護士会法教育

委員会）を読み、グルー

プで協力して傍聴用ワ

ークシートに情報を整

理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・台本を読み、それぞれの

立場の主張を読み取り、

ワークシートに整理して

いる。       【技】 

[ワークシートの記述] 

 

１ 

〔単元を貫く学習課題〕裁判員の模擬裁判を行い、自分の考えを伝えよう 

 

○目的意識をもって調べ

ることができるように

ループごとにテーマを

与え、裁判について調

べるように促す。 

 

〇事件の概要を整理でき

るように、それぞれの

立場の主張について調

べ、ワークシートを使

ってまとめるように促

す。 
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考 

え 

・ 

ま 

と 

め 

る 

○模擬裁判を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「被告人は有罪か無罪

か」について、グループ

で評議し、ホワイトボー

ドにまとめて全体に意

見発表する。 

 

○最終的な自分の考えを

まとめ、ワークシートに

記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇自分の考えをまとめやす

いように、それぞれの立

場の主張をまとめた証拠

の部分に線を引かせ、証

言や証拠品を基に有罪か

無罪かを考えるように促

す。  

（赤：有罪、青：無罪、有

罪とは判断できない） 

〇結論に至るまでの道筋が

複数あることに気付くこ

とができるように、他の

生徒の考えを聞くように

促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・模擬裁判を通して、多面

的・多角的に事件を捉え、

根拠を基に自分なりの考

えを記述することができ

ている。        【思】 

[ワークシートの記述] 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

(本時) 

 

６ 本時の目標 

  模擬裁判を通して、多面的・多角的に事件を捉え、根拠を基に自分なりの考えを記述することができ

る。                                          【社会的な思考・判断・表現】 

 

 

〇単元を貫く学習課題を

振り返り、根拠となる

資料を基にして自分な

りの最終結論を出すよ

うに促す。     

 

〇現代の社会問題につな

げることができるよう

に、県内で発生した刑

事事件を紹介し，学習

内容との関連について

触れる。 

 

〇学習内容を確認できる

ように、事件の概要に

ついて問い返しをしな

がら、まとめる時間を

設定する    
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７ 展開(全６時間 本時６/６)                  ・・・質的改善を図った手立て 

学習活動 教師の働き掛け（〇）と評価【】 

１ 模擬裁判で取り上げる刑事事件の

内容を把握するため、資料を音読し、

学習の見通しをもつ。 

 

 

 

２ 模擬裁判の大まかな流れを聞く。 

 

 

３ 模擬裁判を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ グループで「被告人は有罪か無罪

か」について話し合い、評決を行い、

その判決理由も併せて考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ グループの意見を発表する。 

 

 

 

 

 

 

○単元を貫く学習課題を示し、本時の学習内容を確認する。 

○あらかじめ音読させる資料を用意し、模擬裁判で使用する傍聴

用ワークシートを配付する。 

 

 

 

○事件の概要を把握できるように、検察官、弁護人の主張を聞い

た後、事件関係者の証言と関連付けて考えるように促す。その

際、電子黒板に表示する。 

○事件の概要を把握できるように、模擬裁判の大まかな流れを電

子黒板で表示する。 

○模擬裁判の内容をより理解しやすくするために、模擬裁判の流

れに沿って、傍聴用ワークシートに被告人が有罪か無罪かに該

当するものに色を付けていくように指示し、記入できているか

段階ごとに確認する。 

 

 

 

 

○授業の最後に自分の考えを記述することができるように、劇で

演者をした生徒も裁判員として話合い活動に参加することを

伝える。 

○話合いがスムーズに進むように、傍聴用ワークシートにメモし

たことを活用しながら話し合うように促す。評決が決まらなけ

れば多数決を採って決めるように伝える。なお、グループでの

話合いが深まるように、以下の視点で話し合うように伝える。 

 

 

 

 

○全体で各グループの意見の共有ができるように、発表する際、

グループごとにホワイトボードにまとめたことを掲示するよ

うに伝える。 

○グループにより意見が分かれた場合（結論、評決人数や理由な

ど）、更に反論を促して考えを深めさせる。 

 

 

〔単元を貫く学習課題〕裁判員の模擬裁判を行い、自分の考えを伝えよう 

 

① 起訴状朗読、罪状認否 

② 冒頭陳述 

③ 証拠説明 

④ 証人尋問 

⑤ 被告人質問 

⑥ 検察官の論告・求刑、弁護人弁論 

有罪：赤色の下線を引く。 

無罪：青色の下線を引く。 

判断できない：青色の下線を引く。 

・台本からの事実を抽出したか 

・抽出した事実をどのように評価したか 

・推定無罪の原則に違反していないか。 
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６ 最終的な自分の考えをワークシー

トに記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学級全体での意見交換を受けて、根拠を基に自分なりの最終結

論を出させる。                 【評価】 

 

 

 

 

 

 

○単元の学習課題を振り返り、判決に至るまでの過程は、人それ

ぞれ異なる考えの基で判決に行きついていることに気付かせ

る。 

 

 

 

 

 

８ 本時の評価 

評価規準 
模擬裁判を通して、多面的・多角的に事件を捉え、根拠を基に自分なりの考えを記述

している。                    【社会的な思考・判断・表現】                                

判断する目安 

(判定基準) 

十分満足できる状況(Ａ) おおむね満足できる状況（Ｂ） 努力を要する状況(Ｃ) 

〇（Ｂ）に加え、他の生徒

の意見に対する賛成意見

や反対意見を盛り込みな

がら、自分なりの考えを

記述することができてい

る。 

○事件について根拠を基に、弁

護側と検察側の主張を取り

入れ、自分なりの考えを記述

することができている。 

（Ｂ）に達していない状況 

→(Ｂ)、(Ｃ)と

判断した生徒

への支援 

 

 

 

→他の生徒の意見を参考にす

るように声掛けをする。 

→証拠資料や模擬裁判の台

本を再度確認させ、自分の

考えを整理させる。 

評価方法 ワークシートの記述 

 

○単元を貫く学習活動を振り返り、根拠となる資料を基にし

て自分なりの最終結論を出すように促す。 

○現代の社会問題につなげることができるように、県内で発

生した刑事事件を紹介し，学習内容との関連について触れ

て終末とする。                          

 

○学習内容を確認できるように、事件の概要について問い返

しをしながら、まとめる時間を設定する    

 


