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中学校社会科公民的分野における「地方自治」の学習
―判断力の育成をめざした授業づくり―
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要

旨

本研究は、中学校社会科公民的分野における地方自治に関する単元を例にしながら、政治学習における判断力の育
成をめざした指導計画試案の作成を試みたものである。その際に、社会参画力の基礎としての価値分析力の育成を最
終的な目標におき、その目標を実現していくために、「習得」と「活用」との往還に留意しながら、学習内容の構造
化を図った。
すなわち、政治的事象に関する基礎的・基本的な知識、概念や技能を確実に「習得」させるための学習活動と、習
得した知識、概念や技能を「活用」させながら思考力や判断力を育成するための学習活動とを相互に連動させること
によって、政治の役割や意義を生徒に実感的に認識させるための授業づくりを試みた。
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はじめに

テーマとしては当初、昨年度の地理的分野における身

本稿は、科学研究費基盤研究「持続発展教育のため
の小中学校『社会科』の学力に関する研究」の一環と
して行っている、中学校社会科の授業開発に関するプ
ロジェクト研究の成果の一部をまとめたものである。
このプロジェクト研究では、平成22年度から23年度ま
において、それぞれの授業開発を試みてきた。それら
の成果を継承しつつ、今年度は公民的分野における
「地方自治」に関する単元を例にしながら授業開発を
行った。
公民的分野における授業開発の研究テーマとしては、
「中学校社会科公民的分野における判断力の育成―単元
『地方の政治と自治』を例にして―」を設定した。研究

＊＊

て授業開発を試みたため、その授業で学んだ 2 年生の
生徒が3年生に進級しているのを受けて、公民的分野の
地方自治の単元において、その地理的分野における身
近な地域の学習を深化・発展させながら、社会参画力
の育成を視野に入れたテーマを設定することも考えた。

での2年間にわたって、地理的分野および歴史的分野

＊

近な地域の学習において、社会参画力の育成をめざし

しかし、単元全体の時間数が 4 ・ 5 時間程度しか確保
できないという制約の下で、社会参画力の育成をめざ
した単元指導計画の作成は難しいという判断をし、地
方自治の単元においては、社会参画力の基礎としての
価値分析力の育成を最終的な目標において単元指導計
画を構想することとした。
なお、この公民的分野における授業開発のプロジェ
クト研究を進めていくにあたっては、地理的分野およ

宮城教育大学社会科教育講座
宮城教育大学附属中学校
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び歴史的分野における授業開発の時と同様に、宮城教

となく、「関係認識」や「価値認識」をも含んだ社会認

育大学教育学部の社会科教育講座に所属する研究者

識全体に対応するものとして「確かな理解」という用

（今年度は、政治学を専門とする研究者および社会科教

語を使用しているのである。こうした独特な解釈に対

育学を専門とする研究者の 2 名）と、宮城教育大学附

しては、教育学的にはやや違和感を感じながらも、そ

属中学校の社会科研究部に所属する 3 名の中学校社会

の一方で「事実認識」と「関係認識」
「価値認識」との

科教師とが協働して取り組んだ。

連続性に着目しようとしている点については重要な視
点であると考える。なぜなら、その三者の関係が入れ

本稿では、次の三つの事柄について順次まとめてい

子構造になっているといわれる（小原；1991）通り、

くこととする。まず、研究テーマの中に掲げている判
断力の育成、特に価値分析力の育成について、先行研

「関係認識」や「価値認識」を成立させるためには、必

究に基づきながら、公民的資質の構造の視点から考察

然的に確かな「事実認識」がその背景として不可欠で

を加えた。次に、全5時間扱いの単元指導計画およびそ

あるからである。
したがって、上記したような「確かな理解」を実現

れぞれの本時の指導過程の概要についてまとめてみた。
さらにその後、構想した指導過程と実際とのズレにも

させていくためには、必然的に、研究の視点②が求め

触れながら、 5 時間分の授業実践の実際について記し

られる。すなわち、社会的事象に関する基礎的・基本

た。

的な知識、概念や技能を確実に「習得」させるための
学習活動と、習得した知識、概念や技能を「活用」さ
せながら思考力・判断力・表現力等を育成するための

１ ．政治学習における判断力の育成

学習活動とを相互に連動させることが重要になってく

（ 1 ）本共同研究における授業構成の視点

る。換言すれば、「知る」
「分かる」という「事実認識」

前述したように、公民的分野における授業開発の研

のための学習活動と、「思考する」
「判断する」という

究テーマとしては、「中学校社会科公民的分野における

「関係認識」
「価値認識」のための学習活動とを相互に連

判断力の育成―単元『地方の政治と自治』を例にして

動させることが重要になってくるのである。そのため、

―」を掲げた。そして、その研究テーマに迫っていく

本共同研究では、第 １ 時から第 ５ 時までのそれぞれの

ための研究の視点として、次の 3 点を設定した。

本時相互において、学習内容を構造化することを意識
しながら単元指導計画を設計することにした。

視点①：
「習得」と「活用」との往還による「確かな
理解」の実現

（ 2 ）公民的資質における価値認識

視点②：学 習内容の構造化を意識した単元指導計画

また、研究の視点③における「価値認識（価値分析

の設計

力）の育成を重視した学習活動」については、岩田一

視点③：価 値認識（価値分析力）の育成を重視した

彦氏のいう「価値の科学的分析」という視点に注目し

学習活動の導入
研究の視点①における「確かな理解」については、

（岩田；1991，p.97）、われわれの価値判断を背後で支

「思考や表現の過程なども踏まえて学習内容を十分に分

えている価値基準について吟味する学習活動を取り入

かりながら身に付けることを意味しており、機械的・

れることに留意した。価値認識の育成をめざす社会科

表面的な『記憶』だけを表すものではない」という『中

授業論には様々なタイプのものが存在するが、それら

学校学習指導要領解説

社会編』の中で記されている

の授業論については、価値観形成の論理から、大きく

文章を念頭においている（文部科学省；2008）。この指

「価値判断吟味型」の授業と「価値判断決定型」の授業

導要領解説での解釈は、独特なものである。すなわち、

とに分けられる（吉村；1999）。そのうち、「価値判断

従来の教育学的な視点では、
「理解」という言葉は、
「知

吟味型」の授業とは、価値判断の構造に着目し、価値

識・理解」とよくいわれるように、認識上は事実的な

判断の分析による吟味を行うことで価値観形成をめざ

知識を獲得すること＝「事実認識」に対応した言葉と

すタイプの授業論である。それに対して、「価値判断決

してとらえられてきた。しかし、「思考や表現の過程な

定型」の授業とは、価値を選択し、その価値に根拠付

ども踏まえて」とあるように、「事実認識」に止まるこ

けられた合理的決定を行ったり、個人の主体的な価値
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えることもできる。

観の変革を通したりして、価値観形成をめざすタイプ
の授業論である。換言すれば、論理の整合性と論拠の

（ 3 ）価値認識と言語活動

科学性に着目しながら価値判断について科学的に分析
する学習活動を行うことを目的にしたタイプの授業論

本共同研究において、上述したような研究の視点を

と、そうではなく価値判断や意思決定といった価値認

設定した背景には、中学校社会科授業に対する現状認

識の学習活動を行うこと自体を目的にしたタイプの授

識が念頭にあった。すなわち、これまでの中学校社会

業論との違いといえる。本共同研究では、指導計画を

科授業においては、「ややもすると個別事象の並列的な

構想するにあたり、基本的に前者のタイプの授業論に

提示と記憶に傾いて、ひとかたまりの学習内容の焦点

基づきながら、価値判断を背後で支えている価値基準

がつかみにくくなりがちである」
（文部科学省；2008）

について吟味する学習活動を取り入れることに留意し

という傾向がまだまだ強くみられる。「知ること」
「分か

た。なお、その際に、価値判断を背後で支えている価

ること」が最終的な目標となっていて、「知ったこと」

値基準については、大杉英昭氏が指摘する「社会倫理

「分かったこと」を活用しながら、思考したり、判断し

を内容とする倫理的価値」の視点に着目した（大杉、

たりする学習活動が不十分といえる。こうした傾向を

2011）。そして、いくつかの公共政策とそれぞれの公共

改善しようとして、様々な取り組みが行われているの

政策の正当性を判断する基準＝倫理的判断基準との対

もまた事実である。そうした取り組みのひとつとして、

応関係を複数用意し、その複数の対応関係について比

思考力や判断力、表現力の育成をめざして、言語活動

較対照させることによって、生徒に自分の拠って立つ

を充実させるといった試みがみられる。社会科授業に

価値基準を明確に意識化させるための教材の開発を図

おいて、今後より一層充実させていくべき言語活動と

ろうと試みた（大杉、2004）。

しては、「読み取る活動」の他に、「説明する活動」
「解
釈する活動」
「論述する活動」および「議論する活動」

なお、こうした価値認識の公民的資質全体の構造の

が例示されている（中央教育審議会、2008）。

中で占める位置については、問いと学習活動の視点か

こうした社会科授業改善の方向性を受ける形で、中

ら、表 １ のようにとらえている（松岡、2013）。すなわ
ち、価値認識とは、問いと学習活動の面から言えば、

学校現場においては、生徒に自分の意見を文章として

なぜ善いのか（あるいは悪いのか）と問い、社会的事

書かせたり、言語でもって発表させたりといった学習

象の意味・意義を解釈する学習活動＝判断する学習活

活動が積極的に取り入れられてきている。しかしなが

動およびその結果獲得された知識のことである。そし

ら、そうした学習活動の中には、生徒は活発に活動し

て、この価値認識は、「事実認識」や「関係認識」と、

ているけれども、認識の深まりに欠けるのではないか

狭義の公民的資質としての「意思決定」や「社会的実

と思われるものも数多くみられる。たとえば、「論述す

践」とをつなぐ結節点としての位置を占めていると考

る活動」といいながら、資料集などの他者の文章を単

表１

問いと学習活動

育成される知識・能力

社会的実践
（参画すること－直接的に社会
参加すること）

Do の問いの追究：何をするかと問い、実際に社会と関わる
学習活動

社会参加力

意思決定
（参画すること－間接的に社会
参加すること）

Which の問いの追究：どうすべきかと問い、望ましい社会
的行為を選択・決定する学習活動

意思決定力

価値認識
（判断すること）

Why の問いの追究：なぜ善いのか（悪いのか）と問い、社
会的事象の意味・意義を解釈する学習活動

価値分析力

関係認識
（思考すること）

Why の問いの追究：なぜなのかと問い、社会的事象間の関
係を説明する学習活動

科学的説明力

事実認識
（わかること）

How の問いの追究：どのようにと問い、社会的事象の構造
や過程を調べまとめる学習活動

概念的知識

（知ること）

What の問いの追究：何がと問い、社会的事象に関する個別
の情報を求める学習活動

記述的知識
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図 １ トゥールミン図式－《議論》の構造モデル
出典：尾原康光「社会科における価値判断の指導について」72 頁
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に要約している活動となっている生徒が多くみられる。

にした。その際に、価値判断の構造については、尾原
中には、他者の文章をそのまま丸写ししている生徒が
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いる場合もある。また、
「議論する活動」といいながら、

康光氏がイギリスの分析哲学者スティーブン・トゥー

明確な根拠に乏しい思いつきの発言が多くみられたり、

ルミン（Stephen Toulmin）の提唱する「《議論》の構

他者の結論だけを借用してそのまま受け売りして発表

造」をモデル化した《トゥールミン図式》に依拠しな

している生徒もみられる。「論述する活動」
「議論する活

がら、生徒の「議論する活動」を構想しようと試みて

動」を設定しさえすれば、自ずから生徒に思考力、判

いる（尾原、1991）。図 １ が《トゥールミン図式》の

断力、表現力が育成されるととらえることは楽観的過

基本構造であり、 ４ つの要素から構成されている。そ

ぎるのではないだろうか。価値認識に関わる学習活動

して、議論（主張を基礎づけ正当化しようとする論証）

においてはさらにそうした傾向が強まる。『中学校学習

の正当性は、次の 3 つを検討することによって明らか

指導要領解説

にできるという。

社会編』において、「観察や調査結果を

①Ｄ にあたる事実的言明が妥当であるかどうかの

まとめたり発表したりする際には、観察や調査結果だ

検討

けではなく、観察や調査結果を基に各自が解釈をする

②Ｃ とＤ・Ｗとが論理的に整合であるかどうかの

ことを重視する観点から、結果を根拠に合理的な解釈

検討

になるよう意見交換しながら、多面的・多角的に追究

③Ｗ にあたる評価的言明が妥当であるかどうかの

したことが分かるようなまとめ方や表現の方法を工夫

検討

することが大切である。また、発表や論述する場合に
おいて、調査結果から読み取れた事実なのか、それに

したがって、教師が生徒に「議論する活動」をさせ

基づいた自分の解釈なのかが明確に区別できるように

る際には、上記の 3 つの視点での検討を念頭におきな

表現する必要がある。」と指摘されている視点は、価値

がら、生徒に意見交換させることが大切となってくる。

認識に関わる学習においては、特に重要である（文部

その際に、上記①の検討にあたっては、社会的事象
に関する基礎的・基本的な知識、概念や技能を確実に

科学省、2008）。
中学校社会科授業をめぐるこうした現状と課題に向

「習得」させるための学習活動が欠かせない。また、上

き合い、そうした状況の改善の一助になることをめざ

記②の検討にあたっては、習得した知識、概念や技能

して、本共同研究では、「価値認識（価値分析力）の育

を「活用」させながら論理を構築させるための学習活

成を重視した学習活動」を研究の視点のひとつに掲げ

動が重要となってくる。さらに、上記③の検討にあたっ

たのである。そして、前述したように、価値判断の構

ては、Ｗをその背後から支えているより高次の普遍性

造に着目し、価値判断の分析による吟味を行うことで

をもった価値基準としてのＢについて具体的にイメー
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ジさせるための学習活動が求められる。以上の点に留

れらに関する資料を提示し、様々な事実を読みとらせ

意しながら、単元指導計画の設計に取り組んだ。

ることとした。
（ 2 ）地方の政治と自治

2．
「地方の政治と自治－仙台市を例にして」試案
（ 1 ）地方の政治と自治

単元指導計画

本時の指導過程

試案

前述した5時間分のそれぞれの本時における指導過程

試案

の概要についてまとめたものが、＜資料 3 ＞である。

単元「地方の政治と自治」は全5時間扱いとして構想

この指導計画に沿って、11月中旬から12月上旬の時

した。その単元指導計画の概要を示したものが＜資料

期にかけて、宮城教育大学附属中学校の第 3 学年の 4

1 ＞である。 5 時間全体の中は、大きく二つの部分か

つのクラスで実際に授業実践を行った。授業者は、第

ら構成されている。すなわち、第 1 時から第 3 時まで

3 学年の社会科授業を本年度担当している守康幸教諭

の前半部分は、地方自治に関する様々な基礎的・基本

にお願いした。 3 年 4 組を例にとると、 5 時間の授業

的な知識、概念を習得させるための学習段階である。

日程は次の通りであった。

そして後半部分が、習得した知識、概念を活用しなが

第 1 時：11月19日（月） 5 校時

ら地方自治の課題および役割について自分なりに考え

第 2 時：11月20日（火） 1 校時

させるための学習段階で、第4時および第 5 時がそれに

第 3 時：11月22日（木） 2 校時

あたる。その内の後半部分については、さらに、第 3

第 4 時：11月27日（火） 1 校時

時までの学習内容についてまとめながら、仙台市を例

第 5 時：11月29日（木） 3 校時

にして、歳出のあり方と「豊かさ指標」との対応関係

授業実践は概ね予定されていた指導過程で行うこと

について比較対照させる第4時と、歳出面での増額すべ

ができた。ただし、諸般の事情により、次の点につい

き費目についてランキングさせるという実際に価値判

ては、指導計画の通りには実施することができなかっ

断の学習活動をさせる第 5 時とに分かれている。

た。

学習内容の構造化という視点からいえば、「知る」
「分

・第 2 時の学習内容については、 3 年 4 組以外の 3 ク

かる」学習活動と「考える」学習活動との連動を重視

ラスにおいては、本来 1 単位時間扱いのところを 2

しながら、学習内容の選択およびそれに基づいた資料

単位時間かけて扱うように変更した。

の作成に取り組んだ。すなわち、第4時の学習課題であ

・第 4 時において使用する予定であった歳出のあり方

る「望ましい仙台市の歳出とは、どのようなものだろ

と「豊かさ指標」との対応関係に関する資料につい

うか」、および第5時の学習課題である「仙台市は、市

ては、生徒の理解度の関係から取り扱わなかった。

民生活の向上のために、どの費目を増額すべきであろ

・第 5 時におけるランキングの学習活動においては、

うか」は、いずれも「考えさせる」ための学習課題で

当初「健康福祉費（民生費）」
「土木費」
「経済費」
「教育

ある。そして、こうした学習課題を考えさせるために

費」
「災害復旧費」
「公債費」の ６ 費目についてのピラ

は、何が分かっていなければならないか、およびそう

ミッド型ランキングを予定していたが、生徒にとっ

した事実を分からせるためには、何を知っていなけれ

ての思考の煩雑性の視点から、実際の授業では「健

ばならないか、という視点から、第 1 時から第 3 時ま

康福祉費（民生費）」
「土木費」
「経済費」
「教育費」の 4

でで取り扱う学習内容の選択および資料の作成に留意

費目に絞ってダイヤモンド型ランキングを行った。

した。たとえば、第 4 時を例にして、第 3 時までの学

＜資料 4 ＞は、変更後の第 5 時で使用したワーク

習内容と第 4 時における学習課題との関係について、

シートである。

教材構造図（問いの構造図）という形でまとめてみた
ものが、＜資料 2 ＞である。大まかに言えば、第 3 時
までに、「地方公共団体の仕事」
「地方自治のしくみ」
「地

3 ．授業の実際
（ 1 ）授業構想にあたって

方財政」
（第 1 時・第 2 時）、「仙台市民の市政に対する
意識」
「仙台市政の課題」
「仙台市の財政の状況と課題」
（第 3 時）についての学習内容を取り扱うとともに、そ

本項では、2012年11月中旬から12月上旬にかけて宮
城教育大学附属中学校 3 学年において実施した、「地方
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㧞㧦บᏒᣉ╷⋡ᮡ⺞ᩏ
㧔Ꮢ᳃ࠕࡦࠤ࠻㧕
⾗ᢱ㧠㧙㧞㧦บᏒߩᱦ
㧔ᐔᚑ 24 ᐕᐲ㧕
⾗ᢱ㧠㧙㧟㧦บᏒߦ߅
ߌࠆᬺ⾌ߩ
⾗ᢱ㧞㧙㧡㧦ᣇ⽷ߩ
ߒߊߺ
⾗ᢱ㧞㧙㧥㧦⽷ஜోൻ
࿅߅ࠃ߮⽷ౣ↢࿅
ߩ
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㧨⾗ᢱ㧟㧪           ᣇߩᴦߣ⥄ᴦ ᧄᤨߩᜰዉㆊ⒟ ⹜᩺
╙ޣ㧝ᤨޤ
(1) ᧄᤨߩߨࠄ
   ᣇ࿅ߣ⑳ߚߜߩ↢ᵴߣߩ㑐ㅪߦ᳇ߠ߆ߖࠆߣߣ߽ߦޔᣇ࿅ߩߦߟߡℂ⸃ߐߖࠆޕ
(2) ᜰዉㆊ⒟
ᢎᏧߩ߈߆ߌ
੍ᗐߐࠇࠆ↢ᓤߩᔕ
ᜰዉߩ⇐ᗧὐ⾗ᢱ
㧝㧚บᏒ߇ⴕߞߡࠆߣߒߡᗐ Ꮢ༡ࡃࠬࠍࠄߖߡࠆޕ
㧝㧚↢ᓤߩ␠ળ↢ᵴߩਛߢߩౕ⊛ߥ
ᶋ߆߱ࠍߍߐߖࠆޕ
㓞ߩ᧖ጊਛቇᩞߪޔบᏒ┙ߣ߁⋴
ߦߟߡޕࠆߖߐ⊒ߦ↱⥄ޔ
᧼߇ដߌߡࠆࠃޕ
ߏߺߩ㓸߽ߘ߁ߓ߾ߥޕ
ᣇ࿅ߪߤߩࠃ߁ߥࠍⴕߞߡࠆߩߛࠈ߁߆
㧞㧚 บᏒߩ⚵❱࿑ࠍឭ␜ߒ⥄ޔಽ Ꮢ༡ࡃࠬࠍࠄߖߡࠆߩߪޔㅢዪߛ 㧞㧚⥄ಽߚߜ߇ߍߚߩઁߦ߽ࠈޔ
ߚߜߩߍߚ߇ߩߤޔㇱ⟑ߩ ߨޕ
ࠈߥࠍߒߡࠆߎߣߦ᳇ߠ߆ߖ
ߢࠆ߆⏕ߐߖࠆޕ
ቇᩞߩ⸳⟎ㆇ༡ߪޔᢎ⢒ᆔຬળ߆ߥޕ
ࠆޕ
ߏߺߩ㓸ߪߩߤޔㇱ⟑߇ᜂᒰߒߡࠆ   ⾗ޣᢱ㧝㧙㧝ޤ
ߩ߆ߥޕ
㧟㧚 ᳃⥄ᴦߩⷞὐ߆ࠄޔᣇ りㄭߥၞ↢ᵴߩߎߣߪၞ᳃ߚߜߢ 㧟㧚ᣇ࿅ߦߪޔᏒ↸ߣㇺᐭ⋵
࿅ߩᓎഀߦ᳇ߠ߆ߖࠆޕ
ࠆߣ߁⠨߃ᣇࠍޟ᳃⥄ᴦ߁⸒ߣޠ
ߣ߇ࠆߎߣࠍ⏕ߔࠆޕᢎ⑼ᦠ 92 㗁
ࠎߛߨޕ
ߩޟ᳃⥄ᴦߩޠㇱಽࠍ⺒߹ߖࠆޔߚ߹ޕ
᳃⥄ᴦࠍⴕ߁႐߇ޔᣇ࿅ߛࠃ ޕᙗᴺߢᣇ⥄ᴦ߇㓚ߐࠇߡࠆߎߣ
ߦ߽⸅ࠇࠆޕ
  ⾗ޣᢱ㧝㧙㧞ޤ
㧠㧚 ㄭᐕߩᣇಽᮭᡷ㕟ߩⷐߦߟ 1999 ᐕߦᣇಽᮭ৻ᴺ߇ᚑ┙ߒߚࠎ 㧠㧚ᢎ⑼ᦠ 93 㗁ߩޟᣇಽᮭߩޠㇱಽࠍ
ߡޔᣇ࿅ߩᓎഀߩჇᄢߣ ߛޕ
⺒߹ߖޔᣇಽᮭᡷ㕟ߦࠃߞߡޔᣇ
߁ⷞὐ߆ࠄ⏕ߐߖࠆޕ
ᣇಽᮭᡷ㕟ߦࠃߞߡޔᣇ࿅ߩ
࿅߇⁛⥄ߩᵴേࠍⴕ߃ࠆ▸࿐߇ᄢ
ᮭ㒢߇ᒝߊߥࠅࠅࠃޔ㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߔ
߈ߊߥߞߚߎߣࠍℂ⸃ߐߖࠆߩߘޕ㓙
ࠃ߁ߦߥߞߚࠎߛߞߡޕ
ߦౕ߫ࠇ߈ߢޔ⊛ߥߦ߽⸅ࠇߥ߇
ౕ⊛ߦ߇ᄌࠊߞߚߩ߆ߥޕ
ࠄ⏕ߐߖࠆޕ
  ⾗ޣᢱ㧝㧙㧟ޤ
⾗ޣᢱ㧝㧙㧠ޤ
  ⾗ޣᢱ㧝㧙㧡ޤ
⾗ޣᢱ㧝㧙㧢ޤ
㧡㧚ᏒߛࠃࠅߣᏒ⼏ળߛࠃࠅࠍ⚫ߒߥ
㧡㧚ᰴᤨߦะߌߡޔᣇ࿅ߩߒ
߇ࠄޔ㚂㐳ߣᣇ⼏ળߩሽߦ᳇ߠ߆ߖ
ߊߺߦߟߡ◲ޔනߦ੍๔ߒߡ߅
ࠆޕ
⾗ޣᢱ㧝㧙㧣ޤ
⾗ޣᢱ㧝㧙㧤ޤ
ߊޕ

(3) ⾗ᢱ
   ⾗ᢱ㧝㧙㧝㧦ࡊࡦ࠻⾗ᢱޟบᏒ⚵❱࿑ޠ
   ⾗ᢱ㧝㧙㧞㧦ᢎ⑼ᦠᏎᧃ⾗ᢱޟෳ⠨ᴺ㓸ࠆߌ߅ߦޠᣣᧄ࿖ᙗᴺ╙㧤┨㧔╙ 92 ᧦㨪╙ 95 ᧦㧕
   ⾗ᢱ㧝㧙㧟㧦ࡊࡦ࠻⾗ᢱޟᣇಽᮭᡷ㕟ߦߟߡޠ
   ⾗ᢱ㧝㧙㧠㧦ᢎ⑼ᦠ 93 㗁 ዋੱᢙቇ⚖
   ⾗ᢱ㧝㧙㧡㧦ᢎ⑼ᦠ 94 㗁 ㊄ᴛᏒߩ᥊ⷰ᧦
   ⾗ᢱ㧝㧙㧢㧦ࡊࡦ࠻⾗ᢱోޟ࿖ߢߩਥߥ࡙࠾ࠢ᧦৻ⷩޠ
   ⾗ᢱ㧝㧙㧣㧦บᏒߛࠃࠅ 2012 ᐕ 11 ภ
   ⾗ᢱ㧝㧙㧤㧦บᏒ⼏ળߛࠃࠅ ╙ 157 ภ㧔ᐔᚑ 24 ᐕ 8  1 ᣣ⊒ⴕ㧕
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╙ޣ㧞ᤨޤ
(1) ᧄᤨߩߨࠄ
   ᣇ⥄ᴦߩߒߊߺߣ㑐ㅪߐߖߥ߇ࠄޔᣇ࿅ߦ߅ߌࠆ╷ቯߩㆊ⒟ߦߟߡߣࠄ߃ߐߖࠆߣߣ߽ߦޔ╷ߩၫⴕࠍⵣ
ઃߌࠆᣇ⽷ߩ⁁ᴫߦ⋡ࠍะߌߐߖࠆޕ
(2) ᜰዉㆊ⒟
ᢎᏧߩ߈߆ߌ
੍ᗐߐࠇࠆ↢ᓤߩᔕ
ᜰዉߩ⇐ᗧὐ⾗ᢱ
㧝㧚 บᏒߛࠃࠅࠍߡޔบᏒ บᏒߪ⚻ޔᷣߩᓳ⥝ࠍߑߒߡޔర 㧝㧚Ꮢߛࠃࠅߩ‛ࠍ㈩Ꮣߒޔታ㓙ߦ․
߇ⴕߞߡࠆᏒߦ⥝ࠍᜬߚߖ ડᬺࠍࠈࠈߣᔕេߒߡࠆߨޕ
㓸⸥㧝ߩㇱಽߦ⋡ࠍㅢߐߖࠆߎߣߦࠃ
ࠆޕ
บ⚻ᷣࠬ࠹࠶ࡊࠕ࠶ࡊࡊࡦ 2012 ߢ ߞߡޔบᏒߩขࠅ⚵ߺߦ⋡ࠍะߌߐߖ
ߪߦߣߎߥࠎߤޔขࠅ⚵߽߁ߣߒߡࠆߩ ࠆޕ
⾗ޣᢱ㧞㧙㧝ޤ
߆ߥޕ
ᣇ࿅ߩ╷ߪߤߩࠃ߁ߦߒߡቯၫⴕߐࠇߡߊߩߛࠈ߁߆
㧞㧚 ᣇ⥄ᴦߩߒߊߺߩⷐߦߟ ࠈࠈߥ╷ߩࠕࠗ࠺ࠖࠕߪ⺕߇⠨߃ 㧞㧚ੑరઍߩⷞὐ߆ࠄޔ㚂㐳ߣᣇ⼏
ߡℂ⸃ߐߖࠆޕ
ࠆߩ߆ߥ㧫
ળߣߩ㑐ଥߦߟߡℂ⸃ߐߖࠆޔߚ߹ޕ
╷ߩਛりߦߟߡߪߒߢߎߤ߇⺕ޔ
⋥ធ⺧᳞ᮭߩᐲߣ㑐ㅪߐߖߥ߇ࠄޔ
วߞߡࠆߩߛࠈ߁߆ޕ
᳃ߣᣇ࿅ߣߩ㑐ଥߦߟߡ߽
ၞ᳃߇╷ߩቯߦ⋥ធෳടߒߡ
ߣࠄ߃ߐߖࠆޕ
ߊᮭࠍᜬߞߡߚߎߣߪ⍮ࠄߥ߆ߞߚ   ⾗ޣᢱ㧞㧙㧞ޤ
⾗ޣᢱ㧞㧙㧟ޤ
ߥޕ
㧟㧚 ᣇ࿅ߦ߅ߌࠆ╷ቯ บᏒߦ߅ߌࠆࠧࡒߩᢱൻߪߎߩࠃ߁ 㧟㧚บᏒߦ߅ߌࠆࠧࡒߩᢱൻࠍߋࠆ
ߩㆊ⒟ߦߟߡߣࠄ߃ߐߖࠆޕ
ߦߒߡ߹ߞߡߞߚࠎߛޕ
╷ቯࠍߦߒߥ߇ࠄޔᣇ࿅
ߕ߱ࠎߣᤨ㑆߇߆߆ߞߡࠆߨޕ
ߦ߅ߌࠆ╷ቯߩㆊ⒟ߦߟߡ⏕
Ꮢ᳃ߩᗧߦ߽⡊ࠍߌߥ߇ࠄ╷ߪ
ߐߖࠆߩߘޕ㓙ߦޔ㚂㐳ޔᣇ⼏ળ߅ࠃ
߹ߞߡߊࠎߛߨޕ
߮᳃ߩߘࠇߙࠇߩᓎഀߦ⌕⋡ߐߖࠆޕ
⾗ޣᢱ㧞㧙㧠ޤ
㧠㧚╷ၫⴕࠍⵣઃߌࠆᣇ⽷ߩ ᣇ࿅ߩ⽷ߦ߅ߡߪޔ࿖ߩ੍ 㧠㧚ᱦߦߟߡߪ⥄ޔਥ⽷Ḯଐሽ⽷Ḯ
⁁ߦߟߡ⾗ᢱࠍ⺒ߺขࠄߖࠆޕ
▚߆ࠄេഥߐࠇߡࠆഀว߇⚿᭴㜞ߨޕ
߅ࠃ߮৻⥸⽷Ḯ․ቯ⽷Ḯߩⷞὐ߆ࠄߘ
࿖ᐶᡰ㊄ߣᣇઃ⒢ઃ㊄ߣߪ߇
ߩ․ᓽࠍߣࠄ߃ߐߖࠆޕᱦߦߟߡ
㆑ߞߡࠆߩ߆ߥޕ
ߪޔᡰవߩ⾌⋡ߦ⌕⋡ߐߖࠆޕ
᳃↢⾌߿ᧁ⾌ޔᢎ⢒⾌ߥߤࠈࠈߥ   ⾗ޣᢱ㧞㧙㧡ޤ
⾗ޣᢱ㧞㧙㧢ޤ
ߎߣߦᡰߐࠇߡࠆޕ
  ⾗ޣᢱ㧞㧙㧣ޤ
㧡㧚 ᣇ⽷ࠍߋࠆ⺖㗴ߦߟߡ ᦨㄭޔ᳃↢⾌߳ߩᡰ߇ᕆჇߒߡࠆߩ 㧡㧚ᣇௌߩ⊒ⴕ㊄㗵ߦ߽⋡ࠍะߌߐߖߥ
ߣࠄ߃ߐߖࠆޕ
ߪޔ㜞㦂ൻ␠ળߩᓇ㗀ߢߪߥ߆ޕ
߇ࠄޔᣇ⽷ߩ෩ߒ⁁ᴫߦ᳇ߠ߆ߖ
ௌ⾌߇ 10㧑ࠍ߃ߡࠆ߇ޔ୫㊄ࠍ
ࠆޕ
ߔߩ߽ᄢᄌߛߙޕᄢਂᄦ߆ߥ㧫
  ⾗ޣᢱ㧞㧙㧤ޤ
⾗ޣᢱ㧞㧙㧥ޤ
㧢㧚ో࿖ߩᣇ࿅ߩ⽷⁁ᴫߣ บᏒߪ߅ߩࠎߐߊߚߦߣߎߥࠎߤޔ㊄
Ყセߐߖߥ߇ࠄޔบᏒߩ⽷ߦኻ ࠍߞߡࠆߩߛࠈ߁߆ޕ
ߔࠆ㑐ᔃࠍ㜞ߐߖࠆޕ
บᏒߢߪࠄߊߩߤޔ୫㊄ࠍߒߡࠆ
ߩ߆ߥޕ

(3) ⾗ᢱ
   ⾗ᢱ㧞㧙㧝㧦บᏒߛࠃࠅ 2012 ᐕ 11 ภ
   ⾗ᢱ㧞㧙㧞㧦ᢎ⑼ᦠ 94 㗁 ᣇ⥄ᴦߩߒߊߺ
   ⾗ᢱ㧞㧙㧟㧦ᢎ⑼ᦠ 95 㗁 ᳃ߩ⋥ធ⺧᳞ᮭ
   ⾗ᢱ㧞㧙㧠㧦ࡊࡦ࠻⾗ᢱޟบᏒߦ߅ߌࠆࠧࡒߩᢱൻ╷߇ቯߐࠇࠆ߹ߢߩㆊ⒟ߦߟߡޠ
   ⾗ᢱ㧞㧙㧡㧦ᢎ⑼ᦠ 96 㗁 ᣇ⽷ߩߒߊߺ
   ⾗ᢱ㧞㧙㧢㧦ᢎ⑼ᦠ 97 㗁 Ꮢ㧔㧕↸ߩ⽷㧔ᱦ㧕ߩᄌൻ
   ⾗ᢱ㧞㧙㧣㧦ࡊࡦ࠻⾗ᢱ ޟᣇ⒢ߣ࿖⒢ߩޠ
   ⾗ᢱ㧞㧙㧤㧦ᢎ⑼ᦠ 96 㗁 ᣇௌߩ⊒ⴕᱷ㜞ߩផ⒖
   ⾗ᢱ㧞㧙㧥㧦ࡊࡦ࠻⾗ᢱ⽷ޟஜోൻ࿅߅ࠃ߮⽷ౣ↢࿅ߩޠ
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╙ޣ㧟ᤨޤ
(1) ᧄᤨߩߨࠄ
   บᏒ᳃ߩบᏒߦኻߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩ⚿ᨐࠍၮߦߒߥ߇ࠄޔบᏒ߇⋥㕙ߒߡࠆ⺖㗴ߦߟߡޔᣇ⽷ߩⷞὐߣ
㑐ㅪߐߖߥ߇ࠄߣࠄ߃ߐߖࠆޕ
(2) ᜰዉㆊ⒟
ᢎᏧߩ߈߆ߌ
੍ᗐߐࠇࠆ↢ᓤߩᔕ
ᜰዉߩ⇐ᗧὐ⾗ᢱ
㧝㧚↢ᓤ߇␠ળ↢ᵴߢਇḩࠍᗵߓߡ ㅢቇᤨߩㅢᷦṛࠍߤ߁ߦ߆ߒߡ᰼ߒ 㧝㧚⥄ಽ߿ኅᣖߩ↢ᵴߩⷞὐ߆ࠄౕ⊛ߦ
ࠆߎߣߦߟߡޕ ߖߐ⊒ߦ↱⥄ޔ
ࠗࡔࠫߐߖࠆޕ
ࠆޕ
߅Უߐࠎ߇ޔบߪᅚᕈ߇߈ߦߊⴝ
ߥࠎߛࠃߨ߃ޕࠃߚߡߞ⸒ߣޔ
บᏒߢߪ⺖ߥ߁ࠃߩߤޔ㗴ߦ⋥㕙ߒߡࠆߩߛࠈ߁߆
㧞㧚บᏒ᳃ߩบᏒߦኻߔࠆࠕࡦ ሶ⢒ߡᡰេߩలታߦኻߔࠆⷐᦸ߇㜞 㧞㧚ሶ⢒ߡᡰេߩలታޔ㜞㦂⠪ߩలታޔ
ࠤ࠻⺞ᩏߩ⚿ᨐ߆ࠄޔบᏒ᳃ߩ ߨޕ
ㅢ✂ߩᢛߦኻߒߡบᏒ᳃ߩⷐ
ⷐᦸᦼᓙߦߟߡ⏕ߐߖࠆޕ
ᦸᦼᓙ߇㜞ߣ߁ታߦ᳇ઃ߆ߖ
㜞㦂⠪ะߌߩߩలታ߿ޔㅢኻ╷ߦ
㑐ߔࠆⷐᦸ߽ߕߞߣࠍභߡࠆࠃޕ
ࠆޕ
⾗ޣᢱ㧟㧙㧝ޤ
㧟㧚ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ⚿ᨐ߆ࠄบᏒ߇ 10 ᐕ೨ߦߪޔሶ⢒ߡᡰេߩలታߩߎߣ 㧟㧚บᏒ᳃ߩⷐᦸᦼᓙߦ㑐ߒߡޔㆊ
⋥ޔ㕙ߒߡࠆ⺖㗴ߦ⋡ࠍะߌ ߦߟߡߪߦߪߞߡߥࠃޕ
ߩࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ⚿ᨐߣᾖࠄߒวࠊߖ
ߐߖࠆޕ
ㅢߦ㑐ߔࠆ㗴ߪޔ10 ᐕ೨ߦ߽ 5 ᐕ
ࠆߎߣߦࠃߞߡ␠ߩᤨߩߘޔળᖱߦࠃ
ߞߡᄌൻ߇ߺࠄࠇࠆߎߣߦ᳇ઃ߆ߖࠆޕ
೨ߦ߽ᦨޔㄭ߽ߕߞߣߞߡࠆߨޕ
  ⾗ޣᢱ㧟㧙㧞ޤ
㧠㧚บᏒߩᱦߩ⁁ᴫ߅ࠃ߮⚻ᐕ⊛
ߥᄌൻߦߟߡ⾗ޔᢱࠍ⺒ߺขࠄߖ
ࠆߣߣ߽ߦߺ⺒ࠄ߆ߎߘޔขࠇࠆ․
ᓽߩ⢛᥊ߦ᳇ઃ߆ߖࠆޕ

บᏒߩᱦ߽ోޔ࿖ߩ⁁ᴫߣߛߚ 㧠㧚⚻ᐕ⊛ߥᄌൻߦߟߡߪޔ1990 ᐕએ
㒠ࠍขࠅߍࠆޕᡰߩᄙ⾌⋡߅ࠃ߮
หߓ⾌⋡ߦߥߞߡࠆߨޕ
บᏒߢ߽㑐ଥߩ⾌⋡ߩഀว߇ߛࠎ
ᡰ߇Ⴧ߃ߡ߈ߡࠆ⾌⋡ߦ⌕⋡ߐߖ
ࠆޕ
ߛࠎߣჇ߃ߡ߈ߡࠆޕ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᓟߢߪޟࠅߪ߿ޔἴኂᓳ   ⾗ޣᢱ㧟㧙㧟ޤ
⾗ޣᢱ㧟㧙㧠ޤ
ᣥ⾌ߩޠᡰ߇Ⴧ㗵ߐࠇߡࠆࠃޕ

㧡㧚บᏒߩᱦߩ⁁ᴫࠍℂ⸃ߔࠆߚ
ߩḰߣߒߡੱޔญ߿ᣉ⸳
ᢙޔㇺᏒ⸘↹〝ߥߤบᏒߩၮ␆
⊛ߥ࠺࠲ࠍ⏕ߐߖࠆޕ

⢒ᚲߦᚲᏗᦸߩᓙᯏఽ┬ᢙ߇ޔบ 㧡㧚บᏒ᳃ߩⷐᦸᦼᓙߦ㑐ㅪߒߚᨩ
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の政治と自治―仙台市を例にして」の実践記録をもと

お金をかけたほうがいいのかなと思ったからです。」

に、授業の考察を行う。対象としたのは 3 年 4 組（11

Ｃ班

健康福祉費を優先し、土木費を下位にした。

月29日）と 3 年 3 組（12月 6 日）である。これらの授

「健康福祉費を優先したのは、他の班と一緒で市民の

業は、どちらも 5 時間の単元のうちの第5時に位置づけ

要望が多かったからです。土木費を下にした理由は、

られ、仙台市の予算における支出の配分についてダイ

土木費にかける『道路』とかは、常にやらなければい

ヤモンドランキングを取り入れた授業である。

けないものなので、割合を増やしてそれ以上のものま

はじめに、授業構想にあたって議論となった点を示

でお金をかけると無駄だと思いました。新しくつくる

す。それは、ダイヤモンドランキングを取り入れた授

というよりも、必ずしも増額してまで作らなくてもよ

業を行うに当たって、視点③にある「価値認識（価値

いということです。」

分析力）の育成」をどのように行うかという点である。

Ｄ班

健康福祉費を優先し、教育費を下位にした。

一案に、生徒の判断を背景で支えている価値観につい

「視点として、『市民の要望』で考えました。予算を

て、それぞれの費目に関連する価値観に気付かせるた

増額して、早く解消してほしいということで、健康福

めの学習活動、例えば、中学生の対話文を資料＜資料

祉費を上にしました。教育費については、経済と迷っ

5 ＞として提示し、その中に選択の背景となる価値観

たんですけど、科学館とか文学館とか、団体では行く

をモデルとして織り込むというものがあった。

かもしれないけどなかなか個人で利用しないから優先

その案を受けて、授業研究の進め方として、①発言

順位は低いかなと。その分の予算を経済に充てて、仙

や記述の中から、そこに表出している価値観を分析す

台をより栄えさせたほうがいいかなと思ったので、こ

る方法と、②何らかのモデル化された「価値観」に関

うしました。」

する発言や記述を期待する方法とのどちらを選択する

Ｅ班

土木費を優先した。

かという点で議論があった。資料の特性とダイヤモン

「復興の面で、 5 年後でも住宅の面とかでまだ問題が

ドランキングを用いたワークショップ型授業の特性と

あると思うので、優先させるべきだと思います。福祉

の相性を鑑み、対話文を使用しない前者を3年4組で、

とかも大事だけど、住宅地とか生活道路とかがあって

使用する後者を 3 年 3 組で行うこととした。

こそなので、それで土木費を増額したほうがいいかな
と思います。」

（ 2 ）授業の実際
２ クラスの授業とも、指導過程 3 においてグループ
で話し合い、作ったランキングについて発表させた。

２ ） 3 年 3 組の授業
Ａ班

健康福祉費を優先し、教育費を下にした。

「地域とか、広く生活環境をみて考えました。健康第

そこで出されたランキングと、その理由を示す。

一という意見が多くて、健康福祉費の割合が小さいと
１ ） 3 年 4 組の授業
Ａ班

年金とかの問題が大きくなるし、個人の生活を充実さ
せるなら経済に力を入れるべきだという意見もあって、

経済費を優先し、教育費を下位にした。

広く充実させるか、一人一人の生活を充実させるかと

「経済を活発にさせて色んなところに利益を出そうと
思いました。資料から経済費の中身を見てみると、雇

いう点で、最後まで意見が割れました。」

用とかがあって、個人の生活の向上っていうのができ

Ｂ班

経済費を優先し、健康福祉費を下位にした。

て、今より良くなるのではないかと考えました。教育

「うちの班では、最初は少子高齢化の問題とか高齢者

費を下にしたのは、今の時点で仙台市として重要視さ

に対する意見が押していたけど、割合をみると高齢者

れていないし、結果的に『利益』で考えると教育って

に対して手厚くしすぎだという意見も出て、むしろ元

あまりないのかなと思って、こうしました。」

気な高齢者だったら、まだ社会で活躍できるように経

Ｂ班

済面でも予算に力を入れて、減らした分の健康福祉費

健康福祉費を優先し、経済費を下位にした。

を未来のために雇用や教育にお金を使うべきだとまと

「市民の要望で上位に来ているし、自分のおばあちゃ
んが福祉で少し困っているというのもあって、経済が
下に来た理由はまず土木費で復興をやってから経済に
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で、なぜ交通網の整備（土木費）が上位に出てこなかっ

教育費を優先し、健康福祉費を下位にした。

「まず健康福祉費については、資料にあるように割合

たか。その理由はＣ班のコメントに見て取れるが、ど

で考えると十分多いという話になって、順位を下にし

のような価値観で意見がつき合わされたかは明らかに

ました。今は震災があって、これからは学校の充実と

できなかった。健康福祉費の件に見られるように、4組

か復興を担う子どもたちへのことに力を注ぐべきだと

の場合は前時までに習得した知識を活用してランキン

いう意見になりました。平成１２年度から２２年度にかけ

グを作ったという点では研究のねらいが達成されたと

て教育費が減っているので、戻すというか、むしろ増

いえよう。しかし、生徒の意見からは「価値観」がさ

やすべきかなぁと思いました。」

ほど意識されていないと考える。

Ｄ班

3 組の授業では、価値観を意識していると思われる

健康福祉費を優先し、経済費を下位にした。

「健康福祉費は、医療や高齢者のために使うお金なの

意見が多かった。例えば、Ａ班の「広く充実させるか、

で、人が弱っているときに、悪循環に陥らないように、

一人一人の生活を充実させるかという点」や、Ｄ班の

弱っているときに行政が支えてくれるという意味で重

「予算の配分は、一番今誰のニーズに応えるか」がそれ

要だと考えました。経済費は、土木費などでも雇用が

である。これは資料の対話文で価値観を意識づけるこ

生まれるんじゃないかなと思います。ただ、予算の配

とができたともいえるが、必ずしも文章の価値観と同

分は、一番今誰のニーズに応えるかなのかなと思いま

じではなかった。文章の引用や文章への言及が見られ

した。今生きている人なのか、未来なのか、そこが難

なかったことから、必ずしもモデルになりきれていな

しかったです。」

いとも考えられ、提示する資料内容のさらなる検討が

Ｅ（個人） Ｄ班の意見に対して

必要であろう。また、4組と比べて理由付けに個人レベ

「誰のニーズかというと、仙台市は高齢者や子どもに

ルでの価値判断の結果が表れているが、生徒がそれぞ

お金をかけているから結果として健康福祉費が多いん

れの価値観を分析して合意形成するには至らなかった。

だと思います。なぜ若者にお金がいかないのかという

更なる意識付けをさせるためにも、ランキングの作成

と、それは仙台や宮城県を離れて仕事に就く人が多い

に加えて、「私たちが立てたものは○○予算である」な

のかなと考えると、仙台で暮らす高齢者や子ども、母

どのトピックをつけさせるなどの方策が有効ではない

親などにお金を充実させて、市全体で安定させるとい

かと考える。一方で、 3 組ではランキングの根拠とし

うことだと思いました。若い人に投資をしても、外に

て4組のような資料の引用が少なかった。「習得と活用

出て行ってしまっては実にならない気がします。」

の往還」という面では、学習した事項をもとに判断が

Ｆ班

なされているとも考えられるが、「議論する活動」をよ

土木費を優先した。

「土木費を多くすれば、雇用の確保にもつながるし、

り活性化させる意味でも、引用や理由付けなどを意識

土木費を使って道路とかを整備して環境を良くしない

付けさせるような学習活動を続けていくことで解決さ

と人は入ってこないだろうと思うので土木費を１位に

れるであろう。

しました。復興もあるけど、今は国からお金や仕事が

また、本研究授業を通して、授業者として改めて話

入ってきているから、これは5年後も需要はあると思い

し合うことの価値や必要性について考えさせられた。

ました。」

それは、「生徒にとっての本当の問題は何か」というこ
とである。本項で示したように、生徒の意見は当初想

（ 3 ）実践の考察

定したような直線的なものではなかった。本単元、特

4 組の授業では、多くの班で「健康福祉費」を上位

に第 5 時では生徒の生活体験や価値観が議論の重要な

にしたランキングが出された。その理由として、「市民

ファクターとなる。身近な仙台市を例に単元を構成し

の要望」が多くを占めた。これは、第 3 時において使

たが、生徒の問題意識が必ずしも身近になっていたと

用した資料「仙台市施策目標調査（市民アンケート）」

は言えないのではないか。議論の中に知識だけでなく、

が根拠となっている。この資料からは、子育て支援や

生徒の想いや価値観がさらに強く表れるように、日頃

高齢者福祉、交通網の整備に対して仙台市民の要望や

から立ち止まって考えさせたり、試行錯誤させたりす

期待が高いという事実を読み取ることができた。ここ

る場面を組み込んでいきたい。そして、今後もさらに
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生徒にとっての問題意識や、話し合いの必要性や価値

る事実（政策や制度）」の3点をセットにして、意見交

について考えていきたい。

換の学習活動を構想していたが、その点が不十分な結
果に終わってしまった。価値認識を成長させていくと
いう面で課題を残したといえる。いずれについても、

4 ．本共同研究の成果と課題－結びにかえて

残された今後の課題としたい。

本共同研究において、指導計画の作成および授業実
践を通して見えてきた成果と課題について、簡単にま
とめておきたい。

付記

まず、成果の第一点目としては、平成20年版の学習
指導要領改訂に際して、中学校社会科公民的分野にお

本稿の執筆については、 1 、 2 、 4 の部分を主に松

ける改訂の趣旨を踏まえて指導計画づくりに取り組ん

岡が担当し、 3 の部分を主に守が担当した。なお、本

だことである。すなわち、公民的分野については、「持

共同研究を進めるにあたっては、「はじめに」の部分で

続可能な社会の実現を目指す」という観点から、「より

も記したように、本稿の二人の執筆者の他に、政治学

よい社会の形成に参画する資質や能力を育成する」た

を専門とする研究者として石田雅樹准教授、並びに附

めの一つの方策として、「納税者としての自覚を養う」

属中学校社会科研究部の浦邉盛勝教諭、佐藤誠希教諭

学習や「少子高齢社会における社会保障と財政の問題

の三名にもご協力をいただいた。また、平成24年度の

などについて考えさせる学習」の充実が指摘されてい

社会科教育特別演習 A を受講した大学院教育学研究科

るが、この度地方自治に関する学習において、それら

社会科教育専修の今野明咲香、齋藤史子の二人の大学

の学習内容に配慮した指導計画の一例となっていると

院生には、本時における各資料作成に精力的に取り組

いえる。また、第二点目としては、上記のような学習

んでいただいた。この場を借りて、お礼申しあげたい。

を進めていく際に、言語活動を充実させていくことが
重視されているが、その点にも配慮した指導計画に
なっていることである。すなわち、価値認識（価値分
析力）の育成を重視した学習活動を取り入れることを
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