
ステップアップしながら「考える力」を養う授業実践
年間を通じて討論・発表を多く取り入れた授業の試み

（ ）千葉県立○○○高等学校 高橋 正人 政治経済

１ はじめに
本校は，創立３３年目を迎える中堅の学校で，生徒も真面目で大人しい反面，自らの考

えを持つより他人の意見に左右されて行動する生徒が多い。そのため授業で特に工夫する
ことなく講義中心の授業を展開しても生徒は不平不満を言わずにおとなしく授業を受けて
いる。生徒自身も自ら主体的に学習するより，与えられたことを着実にこなして行く方が

， ， 。 ，得意で どちらかというと そのような授業形態の方が安心しているようである しかし
「生このような「チョーク トーク」の授業だけでは，自ら学び自ら考える力などのアンド

を育成することはできない。私自身も長い間，生徒が興味・関心を示し，主体的きる力」
， ，に活動する授業を目指そうと考えてはいたが なかなか実践することが出来なかったので

今回実践してみた。

２ 主題設定の理由
学習指導要領の政治経済の目標には「広い視野に立ち，諸問題について主体的に考察さ

アンケせ，公正な判断力を養う能力を育てる」とある。本校の生徒は，Ｐ７・ ・ の10 11
「自分の意見を言うことが苦手」 「他人の意見にも左右されやすートの結果を見ると で，

生徒が多い。また自分の考えを持つための材料探しとして新聞やニュースを見ているい」
生徒も少なく，見ていてもテレビのコメントなどにすぐに影響され，同調してしまう傾向

年が読みとれる つまり主体的に考察することが苦手な生徒が多いことが分かる そこで。 。 「
を年間計画の間を通じた１分間スピーチ 「コラム・社説の読み比べ 「課題追究学習」」 」

中に に組み込む授業を展開することで，学習指導要領の政治経済「効果的 ・ 段階的」」「
の目標を達成し，今後生徒が生きて行く上で必要な「生きる力」を身につけることにつな
がるのではないかと考え，この主題を設定した。そしてこのような授業を実践することに
より生徒がどのように変わっていったか考察していきたい。

３ 実践方法と指導計画
（１）実践方法と目標
ア 年間を通じた１分間スピーチ実践１
生徒に毎時間一人ずつ授業の導入部分で，１分間でニュースや話題になっている

事柄をスピーチさせる。内容はその時間の授業展開に関連するものとする。この１
社会のいろいろな出来事に少しで分間スピーチを１年間続けることにより，生徒に

ようにさせたいと考えた。さらにスピーチを行うには，生徒はも興味・関心を持つ
， 。その時間の授業内容をあらかじめ予習し ある程度は把握していなければならない

このような予習などは生徒が授業の問題点を自ら考えることにつながる。さらに他
の生徒も，クラスメイトが授業のテーマに沿った具体的な話をしてくれるので，授

。業に興味・関心を持ち前向きに取り組むようになるという効果を狙った手法である

イ コラム・社説の読み比べ実践２
， ，定期的に複数の新聞の社説を読み比べさせて 自分の考えを書かせることにより

ひとつの をつけさせたいと考えた。そのことが問題を多角的に比較し，考察する力
広い視野に立ち諸問題を解決する力につながると思うからである。

ウ 課題追究学習実践３
政治分野，経済分野で一項目ずつ課題追究学習を行う。複数の資料をもとに考え

させ，自分の意見を発表させて的確な表現力を養わせ，他人の意見を聞き自分の考
， 。え方と比較することにより 最終的に を養わせたい主体的な考察力と公正な判断力
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（２）年間指導計画
， （ ）， （ ） ，○○○高校では １年次に現代社会 ２単位 ２年次で世界史 ４単位 が必修

さらに日本史Ａ（２単位）と世界史Ａ（２単位）が選択科目として置かれている。３
年次では文系理系とも日本史Ｂと地理Ｂを選択必修とし，政治経済に関しては選択科
目として，文系は３単位，理系は２単位が設置されている。
政治経済の授業は，ＡＯ・推薦入試との絡み，また２月の家庭学習期間などがある

ため，限られた時間数の中で実施しなければならない。そこで実施時期や内容をあら
かじめ明確にし，適切な年間指導計画を立案することが重要になる。また詳細な年間
計画を作成することで時期ごとの進度・内容の確認が可能となり，学習指導の充実に
つながる。
よって３つの実践を し，入試にも影響がないようにするため以下バランス良く配置

のような年間指導計画を立てた。

実践 実践２ 実践３学期 月 学 習 内 容 1
第１回１．現代の民主政治と民主社会 通年

４ (１)民主政治の基本原理 (最初の授業)
①政治と国家
②民主政治の原理と発展

前 ③世界の主な政治体制
５ (２)日本国憲法の基本原理

第２回①明治憲法の成立過程とその特徴
②日本国憲法の成立過程と三大原理 （前期中間後）
③平和主義

第１回６ ④基本的人権の保障
課題t追究学習・平等権・自由権・社会権・新しい人権

期 ７ (３)日本の政治制度
第３回①国会

②内閣 （前期期末後）
９ ③裁判所

④地方自治

２．現代の経済と国民生活10
第４回(1)経済生活の発達と経済体制

（ ）①資本主義経済の発達 期間テスト後
②資本主義経済と社会主義経済

後 (2)現代経済のしくみ11
①企業と市場

第２回②市場経済のしくみ
課題追究学習③政府の経済的役割と租税の意義

④金融機関のはたらき
第５回12 3( )国民所得と経済成長

期 ①景気変動と経済成長 （後期中間後）
②国民所得計算

１ ( )労働と社会保障4
①労働基本権の保障

第６回②労働運動の展開
③社会保障のあゆみ （最後の授業）
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４ 研究方法と授業実践例

１分間スピーチ（１） 実 践 １

ア 目的と意義
興味・関心（ア） ニュースなどから発表内容を考えることにより，社会の出来事に

を持たせる。
「評価票」に自分の意見を書かせることにより， と をつけ（イ） 考える習慣 書く力
させる。
「前回発表の他の生徒の意見」を読んで，いろいろな考え方・意見があるこ（ウ）

とに気付かせる。
他者評価させることにより発表内容や態度の向上を計る。（エ）
授業内容に関連させるため，授業の予習と取り組みを向上させる。（オ）

イ 実施方法
スピーチを行う生徒には， に「発表用紙」を渡し，スピーチの日に（ア） １週間前

行なう授業内容を教え，スピーチの内容を考えさせる。
スピーチの内容が決まったら事前に「発表用紙」を提出させて内容をチェッ（イ）

クし，授業内容に関連するよう指導する。
毎時間一人ずつ，授業のはじめに，その日の授業内容に関連のさせた事柄や（ウ）

ニュース・話題になっている事項を１分間でスピーチさせる。なお，発表にお
ける必要条件と評価基準は事前に示しておく。生徒は発表用紙（資料２）を見
ながらスピーチをする。
スピーチ後 聞き手の生徒はスピーチの内容とそれに対する自分の意見を 評（ ）エ ， 「
価票 （資料３）に５分間でまとめ，さらにスピーチを評価する。」
そのスピーチを として教員が授業を展開する。（オ） 導入
次の授業時に，提出された評価票（資料３）の中から４人を選び「前回発表（カ）

の他の生徒の意見 （資料４）を作成し，印刷して全員に配付する。これによ」
り他の生徒がどのような考えを持っていたかを確認させる。さらに前回発表者
の良い点・悪い点を数人の生徒を指名し発表させ，教員が改善点を指摘する。
前回発表者は自分のスピーチの評価をうけて，次回の発表の参考にする。

（評価票で教員と生徒が３段階で評価する 。ウ 発表における必要条件と評価基準 ）
１分以上発表している（ア）
１分以上 … Ａ（５点）
秒以上 … Ｂ（３点）30
秒以下 … Ｃ（１点）30

①いつ，②どこで，③誰が，④何をしたか分かりやすく説明している（イ）
４つの要素がすべて入っている … Ａ（５点）
２つの要素が入っている … Ｂ（３点）
１つの要素しか入っていない … Ｃ（１点）

自分の意見をしっかり述べている（ウ）
説得力をもって述べている … Ａ（５点）
一応述べている … Ｂ（３点）
述べていない … Ｃ（１点）

①声が大きい，②前を向いて発表している，③自分の言葉で話している，（エ）
が出来ている

３つともすべて出来ている … Ａ（５点）
１つ出来ている … Ｂ（３点）
全部出来ていない … Ｃ（１点）
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スピーチの様子 自分の意見を評価票に書き込んでいる様子資料１

資料２ 発表用紙 資料３ 評価票

授業内容 教育を受ける権利

（１）題材

秋田Ｋ大学，茶髪・ピアスをやめれ

ば１万円進呈

（２）題材を選んだ理由

テレビでも取り上げていて，授業に

生徒が書いたものを張り付けるも関連しているし，聞く人の興味も

引くと思ったから

（３）何で調べたか

テレビの７時のニュース

（４）内容

秋田市の学校法人「Ｋ大学」は服

装容姿に関する校則に違反している

生徒が増えていることへの対策とし

て「茶髪とピアスをやめた学生に１

万円を進呈する」という特例を実施

。 「 」した 同教育委員会も 異例の校則

であるとしている。逆にそれでもや

めない学生には警告処分などの懲戒

もあり，学生側からは「大学がイメ

ージアップを図るために作った校則

である」として従わない学生もいる

という。

前回発表の他の生徒の意見資料４

生徒が書いた意見を貼り付ける
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（実践前と後の比較）資料５ アンケート1

エ 実践後の生徒の感想

と思います。また，そのニュースを見なＡ： ４月よりニュースを見る機会が増えた

がら自分の考えを持つようになりました。他の人の１分間スピーチを聞いて自分の

考えを書くのも早くなり，書くことが苦でなくなりました。

時Ｂ： 政経の１分間スピーチをやって自分の中で何が変わったかと言うと，やはり

ことだと思います。以前はテレビ欄とスポ事の出来事に関心を持つようになった

ーツ欄しか読まなかった新聞も，最近は一面の記事だけでも目を通すようにして

います。

Ｃ： ４月は正直人前で発表するなんて嫌だなと思っていました。でも他の人や自
分が発表をやっていくうちに，ここはもっとこう言えばよかったとかあの人の

自分で考えるようになり もっと意見はそうだが僕の意見は少し違うなど ，次は
。自分の意見をしっかり書きたいと思うようになり，何うまく発表してやろう

か面白くなってきて ようになりました。集中してやれる

オ 実践１の検証
アンケート や生徒の感想から，生徒は 分間スピーチを行うことにより，（ア） 1 1

ニュースや新聞を見る ，時事の出来事に こ機会が増え 関心を持つようになった
とが分かる。
生徒の感想から，毎時間自分の考えを書くことにより がついたこ（イ） 「書く力」

とも読み取れる。
生徒は自分のスピーチを客観的に分析しており，Ｐ４の「前回発表の他の生（ウ）

徒の意見」の自己評価と他者評価を比較してみると，だいたい一致している。
感想からも分かるように，他者評価などにより改善すべき点を明確にしておく
と，自ら考え改善を行った。
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ア，毎日見る

(19.0%)

イ，時々見る

(19.0%)ウ，ほとんど見ない

(38.0%)

エ，全く見ない

(24.0%)

①あなたは新聞を見ますか

ア，毎日見る

(62.0%)
イ，時々見る

(24.0%)

ウ，ほとんど見ない

(14.0%)

②あなたはテレビのニュースを見ますか

ア，毎日見る

(19.0%)

イ，時々見る

(54.0%)

ウ，ほとんど見ない

(9.0%)

エ，全く見ない

(18.0%)

①あなたは新聞を見ますか

ア，毎日見る

(82.0%)

イ，時々見る

(18.0%)

ウ，ほとんど見ない

(0.0%)

②あなたはテレビのニュースを見ますか



【 授業実践者の感想 】
発表の内容が自分が関心があるものから，聞いている人が興味を持つと思わ（エ）

れるものに変わった。これは他者評価により，どのような発表が良いか，生徒
自身が考えるようになったからと思われる。
発表態度も４月は下を向いて１分間話すのがやっとだった生徒が，９月頃に（オ）

なると原稿を見ずに顔を上げて話すようになり，堂々とスピーチをするように
なった。
スピーチの内容は，授業に関連したおもしろいニュースを探し出してくる生（カ）

（ ）。 ，徒が多かった 資料２参照 生徒が主体的に活動する機会を作ることにより
授業への取り組みが格段に良くなった。

以上のことから実践１の目標である「社会の出来事に興味・関心を持たせる」ことは達成されたと

思われるので，実践２の目標の「問題を多角的に比較し，考察する力」を養う次のステップへ進む。

指導上の留意点カ 実践１での
も授業の導入に使える内容となるよう注意して(ア)生徒の考えを尊重しながら

指導する。
次回発表する生徒が早めに内容を考えてしまうと，発表時には古い記事にな（イ）

あまり早く準備しないように指導する。ってしまっていることがあるので，

新聞のコラムの読み比べ（２） 実 践 ２

ア 目的と意義
， 。（ ）ア メディア報道を複数見る習慣をつけ を気付かせる比較し考察することの大切さ

感想を書くことにより，考えをまとめる力をつけさせる。（イ）

イ 実施方法
４月の最初の授業時に，生徒がどの程度自分の意見を表現することが出来る（ア）

か把握するため，コラムを読ませ感想を書かせる。
資料６
コラムの内容は「西武球団
の裏金問題」 【 考 察 】

Ｐ７の実施前のアンケートの結
果で明らかなように，コラムに書
かれている評論家の意見に同調し
ている意見が多く，新しい発想や
コラムの意見に反対するような考
えを書く生徒がいなかった。
この事実を生徒に指摘し，一つ

生徒が書いた感想を の新聞やニュースの報道を鵜呑み
貼り付ける にしてしまうことの危険性を説明

する。そして諸問題を多角的に比
較し考察することの大切さを理解
させるため 「社説の読み比べ」，
をさせ，新聞によって書いてある
内容や考え方に違いがあることを
分からせる。そして生徒に感想を
書かせて，この事実を知りどのよ
うに考えが変わったか検証する。
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ニホンミック社の「切り抜き速報」を使い，複数の新聞の社説の読み比べを（イ）
各定期考査後に計５回実施する（年間指導計画参照 。）

資料７

新聞記事を貼り付ける

（実施前と後の比較）資料８ アンケート２
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ア，見比べる

(0.0%)
イ，時々見比べる

(17.0%)

ウ，全く見比べない

(83.0%)

③あなたは複数の新聞を見比べますか

ア，見比べる

(8.0%)
イ，時々見比べる

(50.0%)

ウ，全く見比べない

(42.0%)

④あなたは複数のチャンネルのニュースを見比べますか

ア，見比べる

(9.0%)

イ，時々見比べる

(9.0%)
ウ，全く見比べない

(82.0%)

③あなたは複数の新聞を見比べますか

ア，見比べる

(27.0%)

イ，時々見比べる

(64.0%)

ウ，全く見比べない

(9.0%)

④あなたは複数のチャンネルのニュースを見比べますか



ウ 生徒の感想

Ａ： 私はとても驚きました。何年も同じ新聞だけを読んでいたので，他の新聞も

しかし実際はそうではなく同じことを書いているとばかり思っていました。

驚きに満ちています。

この記事は，同じ日，同じ朝刊なのにＡ新聞とＳ新聞の２つの新聞は書いて

あることが大きく違っていると思いました。Ａ新聞のほうは，沖縄に住んでい

る人達寄りの意見，人間的な意見でまとめられているのに対して，Ｓ新聞のほ

うは国や政府の立場からの意見で，沖縄の人達の気持ちなど関係ないという考

えが感じられる。具体的に言うと，Ａ新聞では，キリスト教大学長の話や日本

軍による鬼畜米英軍の話を住民に信じ込ませたという話などを取りあげて集団

自決を強いられたと強く語っているのに対し，Ｓ新聞では 「県議会で与党最，

大派閥の自民党までもが国の検定方針に異を唱えたことは残念であり，沖縄県

の特異な政治状態をうかがわせる」と記述するなどして政府が住民の抗議によ

り検定方針を変えたことに反対している。

新聞の系列が違うだけで，こんなにも違って１つの事柄に対しての意見でも

。こうしたことに対して だくることを知りました 自分の意見を持つことが大切

と思いました。

エ 実践２の検証
アンケート２を見ると，社説の読み比べによって，新聞により記事の内容や（ア）

主張が違うことに気づいたことが読みとれる。新聞に関しては複数の新聞を取
っている家庭が少ないことから，読み比べていない生徒の数が同じで変わりが

見比べるようになかったが，テレビのニュースについてはかなり多くの生徒が
。新聞より手軽なテレビのニュースではあるが，意識して複数のチャンなった

ネルのニュースを見るようになっただけでも４月から比べると格段の成長であ
る。
生徒の感想を見ると，読み比べの回数を重ねるごとに各新聞社のものの考え(イ）

方や主張を理解し，それを踏まえて生徒は意見を書くようになった。特にＡ新
聞とＳ新聞の主張について「今回はあまり違わない主張内容だった」とか「や
はり思っていた通りＡ新聞は・・・で，Ｓ新聞は・・・であった」などの感想

いろいろな角度を書く生徒が増えてきた。生徒もひとつの問題を考えるには，
であると言うことを理解した。から検討することが大事

以上のことから実践２の目標である「問題を多角的に比較し，考察をする」ことの大切さを理

， 。 ，解し またそれを積極的に実践しようとする姿勢が多くの生徒に見られるようになった そこで

「 」 。さらに実践３の目標である 主体的な考察力と公正な判断力 を養うために次のステップへ進む

オ 実践２での指導上の留意点
社説の読み比べを行うときは，記事の内容の争点がはっきりしているもの，（ア）

授業と関連があるもの，あるいは生徒の興味・関心があるものを選ぶ。
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課題追究学習（３） 実 践 ３
生徒には，実践１で「いろいろな出来事に興味・関心」を持たせ，実践２で「問題

を多角的に比較し考察する力」をつけさせたが，前期に政治分野で後期に経済分野で
１回ずつ課題追究学習を行い， をつけさせる。主体的に考察する力と公正な判断力
政治分野 テーマ：夫婦別姓
少子化に伴い今後生徒が直面する可能性が高い問題である「夫婦別姓」をテーマ

として選んだ。
ア 目的と意義

違う考え方の人の意見を聞くこ（ア） 集団討論を行うことにより，生徒に自分と
。との大切さを理解させる

自分の意見を書くことにより１分間スピーチでつけた書く力と考察力をさ（イ）
らに育成させる。
自分の意見を発表することにより 。（ウ） 表現力を養わせる

イ 実施方法（４時間）
， ， ，（ ）ア 1時間目 基本的人権の中の平等権について 授業で基本的な知識を教え

その中で「夫婦別姓」について考えさせる。
， ，（ ）イ ２時間目 資料集の賛成・反対の意見や他の国の状況のプリントを見せ

自分の考えを書かせて提出させる。
（賛成意見の一例） （反対意見の一例）

僕は夫婦別姓については賛成です。 私は夫婦別姓は導入しなくてもいい
といってもすべての家庭を別姓にする と思います。昔から家族は同じ姓でい
のではなく，希望者のみが自分の姓を たし，やはり家族としての一体感が無
存続できるという選択制にした方が良 くなると思います。今でも仕事の関係
いという程度です。 で姓を昔のまま使っている人もいるの
賛成派のほとんどが 「多くの妻が だから，男女平等をそこまで主張して，

古くからの習慣のように夫の姓を名乗 夫婦別姓に変えなくてもいいと思いま
っているのは差別である」という男女 す。名前が違えばやはり壁が出来てし
平等の観点からだと思います。一方反 まうような気がします。同じ姓だから
対派の主な理由は「古くからの体制の こそ家族だと思います。
崩壊をもたらす」といった保守的な考 この制度が導入されたとしても「ど

」 ，えからです。私はそのどちらも下らな ちらでも良い という人が大半なので
い理由だと思えて仕方ないのです。一 今とあまり変わらないと思うので，わ
体，妻が夫の姓を名乗らなくなったぐ ざわざ混乱するような制度を導入する
らいで何が変わると言うのでしょう 必要は無いと思います。
か？別姓になったくらいで崩壊してし
まうような体制なら初めから無くても
同じだと思います。

３時間目，グループ討論させる（ウ）
賛成・反対それぞれ代表的な意見を印刷して生徒に配付し，読ませる。ａ
提出した用紙からクラスを賛成派・反対派の２つのグループに分け，グルｂ

。 ， 。ープ討論を行う 司会は教員が行い 生徒には挙手をさせ自由に発言させる
４時間目，生徒が他の生徒の意見を聞いて，討論前と討論後で，どのよう(エ）

に意見が変わったか確認するため，もう一度生徒に意見を書かせる。
（討論後に書いた意見の一例）

今回討論を行って， しか反対派の主張を聞き理解する良い機会となりました。
しやはり私は「別姓にするか，同姓にするかは結婚するときに決められる選択制

」 ， 。にすべき という ある程度反対派に譲歩した形での賛成を貫きたいと思います
，生まれてくる子供の姓をどうす反対派の人の主張の中で一理あると思ったのは

るかという問題です。新しく発生する問題もありますが，現在ある問題を解決で
きるようにするにはやはり選択制にするのが一番良いと思います。それぞれの立

ほか場の人が自由に選べるのが，みんなが納得する方法だと思うからです。今回
の人の意見を聞くことにより，いろいろ考えるようになりました。
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実践の検証ウ
一回目の意見では自分の意見を一方的に書いている生徒がほとんどであっ（ア）

相手の理論を理解した上で意見たが，討論後に書かせた意見を見てみると，
生徒がクラスの４分の３以上いた。を書いている

討論後に書かせた意見を見ると，他人の意見を聞くことにより，考え方の（イ）
他人の意見を聞くこと違う人に配慮しながら物事を考えるようになり，また

を知ったという趣旨の言葉を書いている生徒が８割以上いた。の大切さ
グループ討論での留意点エ

生徒が挙手しない場合を想定し，２時間目に書かせて提出させた用紙から（ア）
指名する生徒を賛成派・反対派それぞれ５名ずつ決めておき，その生徒を交
互に指名して意見を発表させる。その生徒達の意見を軸に討論させる。

自分の意見を言うこと（イ） この授業では，正しい・間違いという答えは無く，
であることをあらかじめ説明して，発言を誘導する。が一番の目的

改善点オ
， ，討論をする中で 反対派に発言するときの語気が強い生徒がいたのに対して

賛成派は弱々しく発言する生徒が多く，意見を言いずらそうにしている生徒もい
。 ， 。た そのため 反対派が討論全体の主導権を握り優勢に進めている印象を受けた

その結果，討論後に賛成派から反対派に考えが変わる生徒が出た。資料集の世論
調査データでも 「希望する人には夫婦別姓を許すべきだ」という考えの人が，，
８７％いたことから，討論をする中で自由に選択できる賛成派に反対派から考え
が変わる生徒が多くいるのではないかと考えていたが，予想とは逆の結果になっ
た。そのため次回の授業で の方法を教え（ ）注１ アサーティブディスカッション
て，穏やかな雰囲気の中で，理論で相手を納得させる討論をするよう指導した。

（注１）アサーティブディスカッションとは対等な人間関係の中で誠実に率直に自分の考えを

主張すること。

経済分野 テーマ：ワークシェアリング
後期は生徒が近い将来に直面する可能性の高い「ワークシェアリング」をテーマ

として選んだ。
ア 目的と意義

「ディベート形式」のグループ討論を行うことにより，理論的に考えをま（ア）
とめる力を育成し，最終的には 。主体的な考察力を養わせる
ジャッジさせることにより 。（イ） 公正な判断力を養わせる
自分たちが正しいことを立証するための材料を集めることにより，資料活（ウ）

用の技能を育成する。
相手の意見を聞き，それに対処した意見を考えることで判断力を養う。（エ）

イ 実施方法 （２時間）
「ワークシェアリング」についての基本的な知識を教える。（ア）
クラス全員に「ディベート形式」の討論を体験させるため，クラスを三つ（イ）

のグループに分ける 「テーマ」を３つ提示し，その中から１つ生徒に選ば。
せる。均等に分かれない場合はクジ引きで決める。
「 」 ， ，（ ）ウ ワークシェアリング のテーマを選んだグループの生徒を 賛成派３人

， 。 ，反対派３人 ジャッジをする生徒７人に分ける 役割は生徒の希望とするが
うまく分かれないときはクジ引きで決定する。
次の時間までに賛成派と反対派の生徒は，自分達が正しいことを立証する（エ）

ための材料を集めて討論の準備をする。
討論の司会は教員が行う。先攻・後攻はジャンケンで決める。（オ）
各派１人２分間ずつ交互に意見を言う。１人の発表者が終わったら，１分（カ）

間の作戦タイムの時間を取る。
６人の発表が終了したら，各派１分間の反論を２回行う。（キ）
討論が終わったら ジャッジの７人は判定とその理由をジャッジシート 資（ ）ク ， （

料９）に書き込む。
ジャッジ７人は１人ずつ判定と理由を発表し，どちらの派が優勢であった（ケ）

か決める。
最後に教員が討論の良い点・悪い点を指摘する。（コ）
残りの２つのテーマでも同様の形式でグループ討論を行う。（サ）
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（生徒が書いた一例）資料９ ジャッジシート

論 題 ワークシェアリングについて

肯 定 派 否 定 派
第１発表者 第１発表者
・雇用が確保できる ・給料が減るため従業員のモチ

・余暇ができる ベーションが低下する

・短時間労働なので疲れが出に ・会社のレベル低下

くく児童虐待も減る ・分業により責任の所在が分か

らなくなる

第２発表者 第２発表者

・長時間労働は健康に良くない ・無能な人間もリストラされな

・仕事の分業により効率アップ いので仕事上のミスが増える

・余暇が増えると怠け者が増え

る

第３発表者 第３発表者
・ニートやフリーターが減る ・収入が減ると消費が減り経済

・オランダでの成功例 が悪化する

・余暇が増えれば消費が増え経 ・技術が伝授されなくなる

済効果が上がる ・共働きが多くなる

第１反論 第１反論
・分業によるミスの増加は従業 ・経験値が減ればミスは増える

員が責任感を持って仕事をす ・ニートやフリーターは仕事が

ることで減るので理由になら あっても働かないと思う

ない

第２反論 第２反論
・分業により得意分野の仕事だ なし

けになるのでミスは減るはず

である

理由判 定
， 。・肯定派は 反対派の意見に対して明確に反論していた

・肯定派の方がオランダの成功例を出してくるなど根拠肯定派の
がしっかりしていた勝ち

・説明が分かりやすかった

賛成派の発表 討論時の様子資料10
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（実施前と後の比較）資料11 アンケート３

ウ 生徒の感想
Ａ： この討論を行う上で，事前にインターネットでワークシェアリングに

ついて検索してみて第一に思ったことは 「否定的な意見が全然無い」，
ことでした。国の政策でもあり，オランダの成功例もあるとなると，当然
のことなのかも知れませんが。
最初は「労働時間も減り失業者も減るのでいいな」と思っていました。

反対意見を聞いていると，デメリットもずいぶんあることが分かしかし，
。今でも良い政策だと思っていますが，まだまだ改善して行かなりました

ければならないところがたくさんあると思いました。

Ｂ： 討論を聞き反対意見を聞いて少し 。ワークシェアリ考えが変わりました
ングに賛成という点は変わらないのですが，無能な人が働けるようになる
ことで逆に仕事の質が落ちるといったことをはじめとしたデメリットもたく
さんあることが分かりました。だからこの政策はもっと慎重に考える必要
があると感じました。

自分あと今回はジャッジになってしまいましたが，賛成派の席に立ち，
の意見を発表し，この討論に参加したかったです。
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ア，出来る

(17.0%)
イ，出来る方である

(17.0%)　ウ，あまり出来ない (58.0%)

　エ，出来ない

(8.0%)

⑤あなたは自分の考えをしっかり主張することが出来ますか

ア，出来る

(27.0%)

イ，出来る方である

(55.0%)

　ウ，あまり出来ない

(18.0%)

　エ，出来ない

(0.0%)

⑤あなたは自分の考えをしっかり主張することが出来ますか

ア，大いに左右される

(50.0%)イ，多少左右される

(33.0%)

ウ，あまり左右されない

(17.0%)

エ，全く左右去れない

(0.0%)

⑥あなたは他人の意見に左右されやすいですか

ア，大いに左右される

(9.0%)

イ，多少左右される

(36.0%)ウ，あまり左右されない

(46.0%)

エ，全く左右去れない

(9.0%)

⑥あなたは他人の意見に左右されやすいですか

ア，良く疑う

(0.0%)
イ，時々 疑いを持つ

(17.0%)

ウ，あまり疑いを持たない

(25.0%)

エ，全く疑いを持たない

(58.0%)

⑦あなたはニュースキャスターの言葉に疑いを持つ方ですか

ア，良く疑う

(45.0%)

イ，時々 疑いを持つ

(55.0%)

ウ，あまり疑いを持たない

(0.0%)

エ，全く疑いを持たない

(0.0%)

⑦あなたはニュースキャスターの言葉に疑いを持つ方ですか



エ 実践３の検証
アンケートの結果を見ると， ようになり，（ア） 生徒は自分の考えをしっかり持つ

人の意見に耳を傾けるが，左右されなくなったことが分かる。
， ，（ ）イ 感想から 討論に積極的に参加したいという生徒が出て来たことを考えると

人前での発表が苦にならなくなってきたことが分かる。
ジャッジシートの判定理由を見ても，判定を出すときの基準が，どちらがよ（ウ）

り根拠を示していたかということで判断しているので， を養うこ公正な判断力
とが出来た。

【 授業実践者の感想 】
２分間の発表も，根拠を示しながら論理的に話せるようになった。（エ）
感想文を見ても表現力が豊かになり，書く力がついてきたことが分かる。（オ）

実践３を終わって，生徒は着実にステップアップしながら力をつけてきたことが分かる。
個人差はあるが，最終的な目標であった「主体的な考察力」と「公正な判断力」を養うこと
はこの実践で達成できたと考えている。

実践のまとめ（４）

ア 全ての実践を終えた後の生徒の感想
Ａ： 自分は発表や自分の考えを言うのが苦手だったし，今でも苦手だと思う。
しかし政経の授業での発表等を行う内，少しずつ慣れてきた気がする。人数
が少ないとはいえ，最初は人前で話すときはすごくあがってしまい，何を話
しているか分からなくなったが，今ではそれはなくなったので，とても良い
経験になったと思う。また，以前よりニュースや新聞を読む機会が増えたと
思う。特に新聞については，以前はほとんど読んでいなかったが，今は少し
ずつでも毎日読むようになったし，読むことが苦痛ではなくなった。

Ｂ： 発表をすることも，考えを述べることも，４月よりうまくなったと思う。
でも一番良くなったのは，発表する原稿を作ったり，調べたりすることだ
と思う。初めは何をどう調べてどうまとめれば良いかがあやふやだったが，
今はどう発表するかを考えて原稿を作ることが出来るようになったと思う。

Ｃ： 政治経済の授業を取ったことにより，政治や事件，社会問題などの知識
を増やすことが出来たと思う。さらに毎時間行う１分間スピーチで，社会に
対する他人の意見も聞けて，様々な問題を身近に感じるようになった。その
おかげで自分が発表するときもいろいろな角度から社会問題を見つめること
ができ，４月よりもだいぶ内容の濃い発表ができるようになったと思う。ま
た知識をわずかながらでも得たことによって，ニュース番組を見ている時に
父との会話の量が増えました。

Ｄ： 人前で発表することが得意ではなかったが，何回か行ううちに緊張する
のは変わらないけれど，自分の思うことを伝えるということが以前より気
持ちが楽になりました。多くの人の前で話すことは，これから先さらに増
えると思うので，そんなとき自分の意見をはっきりと言うことができる力が
少しついたと思うので政経の授業を取って良かったと思っています。理系
なのでこういうのが苦手なタイプが多いと思うけど，政経を取った人は他
の人と大きな差がついたと思う。今度大学受験の面接があるけれど討論を
やってきた分，自分は有利な位置にいると思う。政経の授業の経験をフル
に使い面接を受けてこようと思っています。
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イ 考察
１年間の授業を通して生徒の感想を見ると，経験を積むことによって苦手であっ

た人前での発表を克服したこと。さらに初めはスピーチのために見ていた新聞やニ
ュースも，回数を重ねるうちに徐々に知識がつきニュースの内容を理解できるよう
になった。そのため新聞を読んだりニュースを見ることが苦ではなくなり継続でき
るようになったことが読みとれる。そしてその知識を基に，自分の考えを持つよう
になったことで，自信が持てるようになり，人の意見に左右されなくなったことも
分かる。そもそも本校の生徒は真面目であるが，自信が持てないため，人の意見に
左右され，人前に出ることを苦手としているのだと思う。しかし，今回の実践で少
しだけ自信をつけてあげることにより，生徒は見違えるように変化した。最初は授
業で強制的にやらされたことであったが，地道な積み重ねが大きな力になった。ま
さしく「継続は力なり」である。

①苦手なこともトレーニングにより克服できこの実践を行って実感したことは，
。 ということである。るということ ②自信がつくと積極性が出てきて性格も変わる

５ おわりに
今回の実践を総括すると，一番変わったのは私自身かも知れません。今までは，まさし

く「チョークアンドトーク」の授業が多く，生徒を主体的に動かすことを積極的に行って
いませんでした。しかし，今回いろいろな実践を行い，教員が工夫することにより生徒が
大きく変わることを実感しました。また生徒達は経験を積み，知識を積み上げていくこと
により，想定していた以上に成長しました。授業内での出来事ではないのですが，本校の
全校生徒対象の「国際理解セミナー」で，講演後の講師への質問時間において，授業を教
えている生徒の中から３人が手を挙げて質問したのです。４月当初はどちらかというと内
気で全校生徒の前で質問をするような生徒達ではなかったので，ここまで変わるものかと
びっくりし，生徒の限りない可能性を見たような気がしました。同時に，今回の実践が彼
らの中で実を結んだと思い充実した気持ちになりました。今後とも向上心を持って，いろ
いろな取り組みを行って，生徒が成長できるよう努力して行きたいと思っています。
しかし，反面このような課題追究学習を多く取り入れれば取り入れるほど，シラバスと

授業の進度に差が出てしまうことも事実である。そうならないためにも，授業内容の精選
と年度当初に年間授業計画をしっかり立てることが重要であることも実感しました。
最後に２年間ご指導頂いた指導主事の先生方や教科指導員の先生方，またこの実践に全

面的に協力してくれた生徒達に感謝いたします。

地歴公民－４－１４


