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第２学年 社会科（歴史的分野）学習指導案 

日 時 平成２８年◯月◯日（◯）第◯校時 

対 象 第２学年◯組 ◯名 

学校名 ○○立○○中学校 

会 場 教室 

１ 単元名 

  近代の日本と世界 ―新しい価値観のもとで― 

   （使用教科書：『社会科 中学生の歴史』〈帝国書院〉） 

 

２ 単元の目標 

（１） 欧米諸国との接触により、国内に生じた変化と政府の取組について関心を高め、意欲的に

追究する。 

（２） 明治政府の諸政策について、その背景と影響を考察し、適切に表現する。 

（３） 資料から明治政府の諸政策が日本に与えた影響を読み取り、捉える。 

（４） 開国から明治維新への動き、明治政府の諸政策、文明開化の様子についてその内容を理解

する。 

 

３ 単元の評価規準 

ア 社会的事象に対す      

る関心・意欲・態度 

イ 社会的な 

思考・判断・表現 
ウ 資料活用の技能 

エ 社会的事象につい

ての知識・理解 

① 黒船来航に対す

る日本の反応に

ついて関心を高

め、意欲的に追究

しようとしてい

る。 

② 明治維新による

近代国家の形成

と我が国の国際

的地位の向上、近

代産業の発展と

近代文化の形成

など、近代の歴史

的事象に対する

関心を高め、特色

を捉えようとし

ている。 

① 諸外国の世界進

出と日本（江戸幕

府）に与えた影響

を関連付けて説

明している。 

② 明治政府の諸政

策について、その

内容と結果を比

較して多面的・多

角的に考察・評価

し、公正に判断し

て、その過程や結

果を適切に表現

している。 

① 文明開化の様子

や明治政府の諸

政策が人々に与

えた影響につい

て資料から読み

取っている。 

② 幕末の動きや明

治政府の諸改革

についてその内

容と特徴を資料

から読み取り適

切に選択して、年

表や表にまとめ

ている。 

① 外国船の接近、黒

船来航の影響（不

平等条約等）につ

いて理解し、知識

を身に付けてい

る。 

② 明治維新によっ

て近代国家の基

礎が整えられて、

人々の生活が大

きく変化したこ

とを理解し、知識

を身に付けてい

る。 

 

 

 



2 

 

４ 指導観 

（１） 単元観 

 本単元は中学校学習指導要領第２章第２節社会の２内容（５）のイ「開国とその影響、富国強

兵・殖産興業政策、文明開化などを通して、新政府による改革の特色を考えさせ、明治維新によ

って近代国家の基礎が整えられて、人々の生活が大きく変化したことを理解させる。」に依拠する。 

また、３内容の取扱い（６）のイに「イの「開国とその影響」については、アの欧米諸国のア

ジア進出と関連付けて取り扱うようにすること。」とあるので、本単元の１・２時では外国船の接

近や黒船の来航の背景に欧米諸国の世界進出の動きがあることを意識して取り上げる。また、こ

のことが日本の歴史を世界的な視野で捉える力を養うことにつながると考えている。 

さらに、３内容の取扱い（６）のイには「「富国強兵・殖産興業政策」については、この政策の

下に新政府が行った、廃藩置県、学制・兵制・税制の改革、身分制度の廃止、領土の画定などを

取り扱うようにすること。「新政府による改革の特色」については、欧米諸国とのかかわりや社会

の近代化など、それ以前の時代との違いに着目して考えさせるようにすること。「明治維新」につ

いては複雑な国際情勢の中で独立を保ち、近代国家を形成していった政府や人々の努力に気付か

せるようにすること。」と書かれている。 

したがって、本単元では諸外国の発展や世界進出に対峙することとなった日本が、世界の国々

の一員としての「国家」を形成していく過程及びその成果という観点から明治政府の諸政策を捉

えさせる。特に、「富国強兵・殖産興業政策（廃藩置県、学制、徴兵制、税制の改革、身分制度の

廃止）」については、それらの政策が日本にどのような変化（影響）をもたらしたのか、教科書・

資料集・既習事項（ワークシート）などを根拠に比較検討し、それを評価する作業を通して、「歴

史的事象を多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度（中学校

学習指導要領 １目標（４））」を育成できると考える。 

諸政策には、欧米諸国との対等な交渉（幕末の不平等条約に関する）に足る国家を目指す、と

いう側面があると同時に、民衆の暮らしを大きく変えた政策であるという側面がある。多面性と

しての「富国強兵・殖産興業の効果と民衆の生活の変化」、多角性としての「政府と民衆」という

視点を明らかにさせることで、思考の「多面性・多角性・公正性」を意識させた思考を促すこと

を心掛けている。 

全６時間中の１～２時間では、外国船の接近と黒船来航による江戸幕府の終焉についての因果

関係の整理、資料の読み取りを行う。その後３～５時間で明治政府の諸改革の内容の学習（知識）

の整理とその影響について学習する（資料）。それらを踏まえて最後６時間で諸政策の比較検討を、

グループワークを交えて行い、レポートを作成してまとめとする。このことをルーブリックを基

に評価する。 

（２） 教材観 

教科書（『社会科 中学生の歴史』〈帝国書院〉）は絵画史料（「ええじゃないか」人間文化研究機 

構国文学研究資料館蔵、「富岡製糸場」岡谷蚕糸博物館蔵、『東京開化名勝京橋石造銀座通り両側煉

火石商家盛栄之図』など）や p.155②『新政府の政策に反対する一揆と氏族の反乱』、③『明治維新

前後の百姓一揆』などの資料があり、それらを読み取らせることで、明治初期の社会の様子や諸政

策の背景とその影響を理解させることができるため、活用する。資料集（『中学歴史資料集 学び

考える歴史』〈浜島書店〉）には五箇条の御誓文、版籍奉還（『法令全書』より）、学制序文（『学事

奨励に関する太政官布告』より）や、徴兵告諭、地租改正条例（『法令全書』より）などの諸政策

に関する条文が現代語訳されており、諸政策に対する生徒の理解の補助として活用することができ
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る。話合い活動の際には、これらの資料（史料）を根拠にすることを意識させるため、これらの教

科書の記述や資料集を積極的に参照させ、参照元を記録させるよう促す。また、資料（史料）の読

み取りが困難な生徒もいるため、大画面テレビに資料（史料）を提示し、資料参照にあたってのポ

イントを一斉に確認した後に作業を行わせるよう配慮する。 

大画面テレビは授業の導入で、前時までの学習内容をプレゼンテーションソフトで提示するため

にも活用する。生徒の興味・関心を引くだけでなく、画面に確認事項を映すことで、確認の時間の

短縮にもつながると考える。 

ワークシートは「思考力・判断力・表現力」の育成のために、思考の流れが自然と構築できるよ

うに、構成に配慮した。また、まとめレポートを作成する際に、他の班の発表も参考にさせるため、

他の班の発表内容を記録させる欄を設けることにする。さらに、レポートの評価のためのルーブリ

ックを提示し、レポートに取り組みやすいよう配慮した。 

５ 年間指導計画における位置付け 

   第２学年では地理的分野を６５時間、歴史的分野を４０時間学習する。指導計画は「近世の日本」

と「近代の日本と世界」から成る。以下の通りである。 

    本時を含む本単元である中学校学習指導要領における内容（５）「近代の日本と世界」は以下の通 

り計２１時間で取り扱うこととする。 

６ 単元の指導計画と評価計画（６時間扱い） 

 ねらい 学習内容・学習活動 評価規準（評価方法） 

第１時 

黒船（ペリーら）の来

航が日本に与えた影響

を捉えるとともに、特に

不平等条約の概要につ

いて理解する。 

・幕府の「開国」という選

択について自分なりに考

察し、それを表現する。 

・開国とその後の日本の動

き、不平等条約の内容に

ついてまとめる。 

ア‐①黒船来航に対する日本の反

応について、自分なりの感

想をもとうとしている。（ワ

ークシート） 

イ‐①幕府の「開国」政策に対し

ての自分の考えを表現して

いる。（ワークシート） 

エ‐①開国後の日本の様子を理解

している。（定期考査、小テ

スト） 

第２時 武士による政治が終 ・各藩の動きと倒幕への動 ア‐②幕末の各藩の動きについ

「近代の日本と世界」計２１時間 

１章 欧米における近代化（４時間） 

２章 新しい価値観のもとで（６時間）…本時を含む本単元 

３章 近代国家への歩み（５時間） 

４章 帝国主義と日本（４時間） 

５章 「一等国」の光と影（２時間） 

「近世の日本」計１９時間 

１章 大航海によって結びつく世界（３時間） ４章 天下泰平の世の中（４時間） 

２章 戦乱から全国統一へ（３時間）     ５章 社会の変化と幕府の対策（５時間） 

３章 武士による支配の完成（４時間） 
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わるまでには、どのよう

な考えや動きがあった

のかを幕府や各藩の動

向に着目して捉え、年表

にまとめる。 

きを整理し、年表にまと

める。 

・人々の動き（ええじゃな

いか、一揆・打ちこわし）

についての資料から、開

国後の社会の混乱につい

て捉える。 

 

 

て、自分なりの感想をもと

うとしている。（ワークシー

ト） 

ウ‐②各藩の動きと倒幕への動き

を年表にまとめることがで

きる。（ワークシート） 

第３時 

明治政府が何の目的

でどのような国家を目

指したのかを捉えると

ともに、そのための諸政

策（廃藩置県、身分制の

廃止）の内容と影響を、

資料を基にまとめ、理解

する。 

・諸外国の動きと国際情勢

から、明治政府がどのよ

うな国づくりを目指して

いたのか予想する。 

・政府の諸政策（廃藩置県、

身分制の廃止）について、

教科書や資料集の記述・

資料を基に内容を把握

し、表にまとめて特徴を

つかむ。 

イ‐①諸外国の様子から、明治政

府の諸政策の目的を予想

し、表現している。（ワーク

シート） 

エ‐②明治政府の諸政策について

理解している。（定期テス

ト、小テスト） 

第４時 

明治政府の諸政策（殖

産興業、学制、徴兵制、

地租改正）の内容と影響

を、資料を基にまとめ、

理解する。 

・政府の諸政策、特に富国

強兵政策（殖産興業、学

制、徴兵制、地租改正）

について、教科書や資料

集の記述・資料を基に内

容を把握し、表にまとめ

て特徴をつかむ。 

ウ‐②明治政府の諸政策の特徴を

資料から読み取り、まとめ

ることができる。（ワークシ

ート） 

エ‐②明治政府の諸政策について

理解している。（定期テス

ト、小テスト） 

第５時 

明治政府の諸政策が

人々の生活に与えた変

化と急速な欧米化（文明

開化）の様子を、資料を

基に理解し、人々がそれ

をどのように受け止め、

対応していたかを資料

から読み取る。 

・文明開化の様子を教科書

や資料集の記述・資料を

基にその様子を捉える。 

・明治政府の諸政策につい

て、士族、それ以外の層

の人々からの反応を予想

する。 

ウ‐①資料（史料）から文明開化

の様子を読み取り、まとめ

ることができる。（ワークシ

ート） 

 

第６時 

（本時） 

明治政府の諸改革（廃

藩置県、身分制の廃止、

殖産興業、学制、徴兵制、

地租改正）について、資

料を根拠に多面的・多角

的に捉え、その内容と目

的対効果を関連付けて

・明治政府の６つの政策に

ついて、「国家」としての

視点と国民の視点からそ

の影響（効果）を、グル

ープワークを用いて評

価・比較検討する。 

・話合い活動や各班の発表

イ‐①明治政府の諸政策につい

て、多面的・多角的に考察

し、評価している。（ワーク

シート） 

イ- ②評価したことを文章で表現

している。（レポート） 
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考察する。また、その理

由を、根拠を明らかにし

ながら自分の言葉で論

理的に表現する。 

を基に、自分の考えをレ

ポートに表現する。 

 

７ 指導に当たって 

（１） 生徒の興味・関心を引き出すための工夫 

・ＩＣＴ機器を活用し、視覚的な資料（絵画史料や人物肖像画など）を提示し、学級全体で共

有する。 

・本時の目標を明示し、見通しをもって取り組めるようにする。 

（２） 生徒の思考力・表現力を高めるための工夫 

・明治政府の諸政策を評価する際の観点を指定し、それぞれの観点を「政府と国民」の両方の

立場から考察すると同時に、アクティブ・ラーニングの手法を用いて、他者の意見を聞いて

自分の意見に反映させる場面を取り入れることで、多面的・多角的な考察を促す。 

・他者の意見を聞く前に、あらかじめ諸政策の内容と特徴、影響について表にまとめて比較し

やすいようにしておくとともに、諸政策を効果の大きい順に自分の考えでランキングにして

おく。それを踏まえて本時での話し合い活動を行うように促す。 

・ルーブリックをレポート用紙に提示する。 

    ・ランキングの枠のみを印刷した用紙と６つの政策が書かれたカードを各班に配布し、それを

動かしながら話し合いを進めさせる。それによって、より話合いが活発（活動的）にできる

と考える。 

（３） 生徒の技能を高めるための工夫 

・ワークシート、レポート用紙には「参考資料」を明記させる。このことより、資料を根拠に

考察するための技能の育成を図る。 

（４） 話し合い活動の留意点 

・原則４人班とし、一人一人の役割を大きくすることで、話し合いや資料の検討に積極的に参

加するように促す。班編成は人間関係を考慮して学級での生活班とする。 

・班の意見の発表は、「わたしたちの班は○○が最も重要な政策だったと考えました。なぜなら、

（資料）より、……だからです。」という様式に指定することで、発表の苦手な生徒も取り組

みやすいようにするとともに、発表の上手さではなく、内容を重視して発表を聞く姿勢を促

す。 

・班ごとの発表は、記入時間の短縮と学級全体への見やすさを考慮して、ピラミッド型ランキ

ングのみ表示させ、説明は口頭でさせる。 
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８ 本時（全６時間中の第６時限目） 

（１） 本時の目標 

・明治政府の諸政策（廃藩置県、身分制の廃止、殖産興業、学制、徴兵制、地租改正）につい

て、資料を根拠に多面的・多角的に捉え、その内容と「国際社会を生きるための国づくり」

という目的とその効果に関連付けて考察することができる。また、その理由を、根拠を明ら

かにしながら自分の言葉で論理的に表現することができる。 

（２） 本時の展開 

時

間 
学習内容・学習課題 指導上の留意点 

評価規準 

（評価方法） 

導

入 

５

分 

・明治政府の６つの政策（廃

藩置県、身分制の廃止、殖

産興業、学制、徴兵制、地

租改正）の基本事項を振り

返る。 

・本時の課題を確認する。 

・ワークシートの活用方法を

確認する。 

・前時までのワークシートを参照さ

せる。 

・プレゼンテーションソフトを使

い、既習事項を確認する。 

 

 

 

 

 

展

開

➀ 

15

分 

 

 

 

 

 

・ピラミッド型ランキングシ

ートとカードの使い方を確

認する。 

 

〈班活動〉 

・６つの政策について、前時

までに用意した個人の意見

を持ち寄り、教科書・資料

集・既習のワークシートな

どを根拠に考察するととも

に、「国際社会を生きるため

の国づくり」という政府の

目的の達成度から評価して

ランキングし、その理由を

説明する。それを黒板に貼

る。（１５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机間指導を通して 

・主に、前時までのワークシート（各

政策の内容について整理した表な

ど）を参考に自分なりに要点を整

理させる。特に、「政府の目的の達

成度」と「国民の負担」という視

点を意識させる。 

・発表とレポート作成を視野に入れ

て根拠を探し、理由に説得力をも

たせるように指示する。 

・理由（判断の根拠）の説明に重点

をおくように指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

本時の課題 

明治政府の６つの政策（廃藩置県、身分制の廃止、殖産興業、学制、徴兵制、地租改正）を、

「国際社会を生きるための国づくり」という政府の目的に対して、効果が大きかったと考えられる

順にランキングしよう。また、なぜそのようなランキングになったのか、理由を説明しよう。 
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展

開

② 

27

分 

〈発表〉 

・自分の班が付けたランキン

グとその理由（根拠）を全

班発表する。（１４分） 

 

〈個人活動〉 

・話し合い活動と発表を踏ま

えて、最終的に自分の考え

をレポートにまとめる。 

（１３分） 

 

・自分の（または自分の班の）意見

を再構築するために、他の班の発

表をワークシートに適宜、メモを

させる。 

 

・「政府の目的」だけでなく「国民

の負担」という視点も意識させ

る。 

・自分の元の考えと変化があった

か、またどのように変化したかを

意識させる。 

・ルーブリックを意識させるととも

に、レポートの際に参考にした資

料も記録するように指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ－①明治政府の諸政策

について、多面

的・多角的に考察

し、評価している。

（ワークシート） 

 

イ－②評価したことを文

章で表現してい

る。（レポート） 

ま

と

め 

３

分 

・６つの政策がそれぞれ、明

治政府による「国際社会を

生きるための日本の国づく

り」にとって役割を果たし

たと同時に、国民などの立

場の違いによって様々な評

価ができるということを確

認し、感想を書く。 

・個別支援の必要な生徒に支援す

る。 

 

 

〈レポート作成の際のルーブリック〉 

 Ａ：ランキングの理由を、根拠を明らかにしながら複数の視点から、複数の立場に立って論理的に説

明できている。 

Ｂ：ランキングの理由を、根拠を明らかにしながら論理的に説明できている。 

Ｃ：ランキングの理由の根拠が明らかにできておらず、論理的でない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

（３） 板書計画 

 

 

        ７班            ４班   １班 

 

        ８班     ５班            ２班 

 

        ９班            ６班            ３班 

         

 

   

 

 

本時のテーマ 


