
第３学年○組 社会科学習指導案 

 

 

 

１ 単元名(題材名) 「現代の民主政治」 

 

２ 指導観 

 (1) 自ら課題を見出し、課題解決に必要な資料を選択し、読み取り、結論を導き課題を解決していく。これらの 

     一連の課題解決能力は、今後の社会の変化に主体的に対応できる人間の育成に不可欠なものである。中でも、 

   自分なりの考え方を、いろいろな立場の考え方を比較・関連させ、物事の特殊性や共通性に気づくことが、社     

     会的事象を公正に判断する能力を育成すると考えている。本単元では、①ルール(法律)をつくり、社会の諸問      

     題の解決を図ろうとすることを政治と呼ぶこと。②我が国の政治の場合、主権者である国民が、正当に選挙さ 

     れた代表者によって,国会で法律をつくっていること(民主政治)。③国民の意見が政治に反映させるためには、 

     選挙、政党、マスメディアの働きによって、公正な世論の形成が大切であること等を学習する。選挙結果やマ 

     スメディアによる世論調査等によって、内閣総理大臣が辞任するような現在、具体的な選挙、政党、マスメデ 

     ィアの事例を関連させながら、主権者である自覚を深めることができれば、本単元は最適な教材であると考え 

     ている。 

 (2) 本学級では、４月の標準学力分析検査において、資料活用の技能が A判定の生徒は○人で、B判定が○人で 

あった。一方、社会的な思考・判断・表現(以下、思考・判断・表現)が A判定の生徒は○人で、B判定が○人

であった。また、事前 アンケート(４段階尺度法)によると、資料やグラフの読み取りができると自己評価し

た生徒は、○人(○％)であった。一方、資料やグラフをもとに文章で表すことができると答えた生徒は、○人

(○％)であった。このことから、本学級の生徒は、資料から事実を読み取ることはおおよそ出来ているが、そ

れらをもとに自分の言葉で表現したり、２つ以上の資料を関連付けさせたり、まとまりのある文章を書くこと

が苦手であると言える。そういった点からも、表現活動を多く取り入れることが必要であると考える。 

 (3) 本単元の指導にあたっては、民主主義における政治のしくみやあり方についての基本的な知識・技能を習得 

させた後、現在の日本の現状や諸課題等と関連付けながら、その知識・技能を活用させ、主権者であるとい     

う自覚を深めていきたい。そのためにまず、民主主義においての意見の決定方法を理解する。その際、民主     

主義においての決定方法の違いに気づかせるために、学級内で実際に決定させる場を設け、それぞれの決定方 

     法のメリットやデメリットを出させる。次に、選挙のしくみと課題について理解する。その際、各選挙制度の 

     特徴の違いに気づかせるために、選挙シミュレーションを行い、どの候補者が当選したのかを明確にする。ま 

     た、課題である一票の格差について理解を深めるために、各地区の議員一人あたりの有権者数を示すグラフと 

     関連付けながら説明させる。そして、政党の働きや政党と国民の関係について理解する。その際、国民と政党 

     が深く関係していることに気づかせるために、実際の選挙結果や当時の世論・現状・政策などから関連付けさ 

     せる。また、各政党の政策の違いに気づかせるために、実際のマニフェストを提示し文章でまとめさせる。そ 

   して、あらゆる政党の中から自分なりの根拠を持って決定する。その際、根拠を持って意思決定させるために、 

     各政党のマニフェストと現在の日本の状況を示す資料を関連付けさせ説明させる。その後、マスメディアを及 

     ぼす影響について理解する。その際、マスメディアが世論の形成に大きな影響を及ぼしていることに気づかせ 

     るために、世論調査の結果と政治の動向とを繋げる活動をしくむ。最後に、政党・選挙・マスメディアに関す 

     る資料を読み取り、国政への役割について理解する。国政への役割を根拠を持って説明させるために、グルー 

プ活動の工夫をおこなう。 

 



３ 単元の目標 

 ○現在の我が国の民主政治を学習しながら、主権者としての自分を自覚し、意欲的に追及しようとしている。 

  (社会的事象への関心・意欲・態度) 

 ○民主政治の意義を考察し、国民の政治参加が大切であることに気づくことができる。 

  (社会的な思考・判断・表現) 

 ○選挙・政党・マスメディアの具体的な資料を読み取り、説明することができる。 

  (資料活用の技能) 

 ○我が国の民主政治のあらましを、主権者の立場から理解することができる。 

  (社会的事象についての知識・理解) 

４ 単元計画(全５時間) 

段

階 

配

時 
主な学習活動・内容 指導上の留意点 評価基準・評価方法 

導

入 

 

１ 

１ 民主主義においての意見の

決定方法を理解する。 

 ・議会制民主主義 
 ・少数意見の尊重 

○民主主義においての決定方法の違いに 

気づかせるために、学級内で実際に決定 

させる場を設け、それぞれの決定方法の 

メリットやデメリットを出させる。 

○我が国の状況から間

接民主制の妥当性を論

述できる。 

(学習プリント) 

 

 

 

展

開 

 

 

 

 

 

３ 

２ 選挙のしくみと課題につい

て理解する。 

 ・選挙の４つの基本原則 

 ・一票の格差 

 

 

 

３ 政党の働きや政党と国民の 

  関係について理解する。 

 ・政党政治 

 ・政権公約(マニフェスト) 

 

 
４ あらゆる政党の中から自分 

  なりの根拠を持って決定する。 

 ・現在の日本の状況 

 ・主な解決策  

５ マスメディアを及ぼす影響

について理解する。 

 ・メディアリテラシー 

 ・公正に判断(熟議) 

○各選挙制度の特徴の違いに気づかせる

ために、選挙シミュレーションを行い、

誰が当選したのかを明確にする。 

○一票の格差について理解を深めるため 

に、各地区の議員一人あたりの有権者数 

を示すグラフと関連付けながら説明さ 

せる。 

○国民と政党が深く関係していることに

気づかせるために、実際の選挙結果や当

時の世論・現状・政策などから関連付け

させる。 

○各政党の政策の違いに気づかせるため 

に、実際のマニフェストを提示し文章で 

まとめさせる。 

○根拠を持って意思決定させるために、各 

 政党のマニフェストと現在の日本の状 

況を示す資料を関連付けさせ説明させ 

る。 

○マスメディアが世論の形成に大きな影 

響を及ぼしていることに気づかせるた 

めに、実際に行われた世論調査の結果と 

政治の動向を繋げる活動をしくむ。 

○我が国の選挙のしく

みと現在の課題とを関

連付けさせ、論述する 

ことができる。 

(学習プリント) 

○政党の役割を国民の

生活向上の視点から文

章をまとめることがで

きる。 

(学習プリント) 

○選択した政党につい

てその根拠を資料から

明らかにし説明するこ

とができる。(発表・学習

プリント) 

○各種メディアが伝え

る情報の違いと民主主

義の保障の観点から、マ

スメディアの重要性を

論述することができる。 

(学習プリント) 

終

末 

１ ６ 政党・選挙・マスメディアに 

 関する資料を読み取り、国政へ 

 の役割について理解する。 

○政党・選挙・マスメディアの国政への働  

 きについて考えを深めるためにグルー 

 プ活動において２つの場面を設定する。 

○資料の情報を正しく 

読み取り、国政への働 

きを表現することが 

できる。(学習プリント) 

５ 本時の指導 平成２９年○月○日(○) １４：００〜 ３年○組教室において 

 (1) 本時の主眼 

    政党・マスメディア・選挙に関する様々な資料を提示し、以下の場を設定することによって、それぞれのよ 

さや働きについて考えを深めることができる。 

   ①自分なりの考え(予想)に対応した、資料を読み取る場  

②同じ資料を読み取った生徒どうしの意見交流の場 

③違う資料を読み取った生徒との意見交流の場 



 (2) 展開 

段

階 

配

時 
主な学習活動・内容 

形

態 
指導上の留意点 評価基準・評価方法 

導

入 

５

分 

１ 前時までの振り返りを行 

 い、政党・マスメディア・選 

 挙の働きについて発表する。 

 

 

一

斉 

○本時のめあてに結びつけるため 

 に、資料を配布し考えを深めさせ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

展

開 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

15 

２ 政党・選挙・マスメディア

に関する資料を読み取り、学

習プリントに記入する。 

・政策の違い 

・投票率の推移 

・内閣支持率の変化 

・報道による政治の動き   

 

３ グループごとに集まり、他

の人の意見を聞いたうえで自

分の意見を深める。 

  

・政治に関する報道と内閣支持

率の変化との比較・関連 

・投票率の推移とマニフェスト 

 との比較・関連付け 

 

 

４ 政党・選挙・マスメディア 

 の働きについて学習プリン 

 トに記入する。 

 

５ 全体で各グループごとに発 

 表する。 

・立場の違う意見との比較・関

連付け  

 

個 

 

 

 

 

 

 

 

班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一

斉 

 

 

 

 

一

斉 

○資料を比較・関連づけさせることを

教師側が促す。 (１つの資料で記入

させる。２つ以上の資料を使用し記

入させる。) 

○事前に各グループに分けておく。 

○自分なりの考え(予想)に対応した、

資料を読み取る場を設定を行う。 

 

○自分の意見を深化させるために、政

党グループ・選挙グループ・マスメ

ディアグループの３つに分ける。 

○同じ資料を読み取った生徒どうし 

の意見交流の場を設定する。 

○自分の意見を発表させる際、でき 

 るだけ違う資料や視点から発表さ 

せる。 

○違う資料を読み取った生徒との意 

見交流の場の設定 

○自分の考えをさらに深めさせる 

 ために、同じグループの意見と関 

 連付けたり、他のグループの意見 

 とを比較させたりする。 

○全体で共有するために、テレビモ 

 ニターに資料を映し出し生徒に説 

明させる。 

○多面的・多角的に共有させるため 

 に、別の資料で説明するように指 

 名する。 

２【資料活用の技能】 

 A：自分の考察にに必要な  

資料を明確な理由をもって

選択することができる。 

 B：自分の考察に必要な資料

を選択することができる。 

   (学習プリント) 

 Bに到達していない生徒を 

到達させるための手だて 

 ○今までの学習をに振り返

らせ、本時の学習課題を再度

つかませる。 

 

 

 

 

 

 

４【思考・判断・表現】 

 A：他の資料の意見と比較・

関連付けながら、政党・マス

コミ・選挙のよさや働きを表

現することができる。 

 B：資料の情報を正しく読  

み取り、政党・マスコミ・選

挙のよさや働きを表現する

ことができる。 

   (学習プリント) 

 Bに到達していない生徒を到

達させるための手だて 

 ○学習プリントを振り返ら

せ、自分の考えを示す資料を

教師から提示する。 

終

末 

５

分 

６ 本時のまとめをおこなう。 

 
一

斉 

○次時への意欲付けを行う。その

際、国民の意見を国会に十分に反

映させるために、政党・マスメデ

ィア 選挙のどれが一番重要か

考えさせる。 

 

  資料を読み取り、政党・マスメディア・選挙の働きについて考えを深めることができるようになろう。 

政党・選挙・マスメディア

は世論の形成や国民の意思

を政治に反映させることに

深く関わっている。 


