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中学校 第２学年 社会科 学習指導案 

 

日 時：平成 29年○月○日（○）第○校時  

                           対 象：第２学年○組 ○名  

学 校：○○○○中学校 

授業者：○○○○ 

 

 

１ 単元名   「欧米の進出と日本の開国」 

 

２ 単元の目標 

・ 欧米諸国の近代化やアジア諸国への進出について関心をもち、それらが日本に与えた影響や開国に 

至る過程について意欲的に追究する。 

・ 欧米諸国の近代化やアジア諸国への進出、それらが日本に与えた影響について多面的・多角的に考 

 察し、その過程や結果を適切に表現する。 

・ 欧米諸国の近代化やアジア諸国への進出、それらが日本に与えた影響に関する資料を適切に選択し 

て読み取ったり図表にまとめたりたりしている。 

・ 欧米諸国の近代化やアジア諸国への進出、それらが日本に与えた影響や開国から倒幕に至る過程に 

ついて理解し、その知識を身に付ける。 

 

３ 単元の評価規準 

ア 社会的事象への 

  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既習事項を生かし、 

日本に外国船が 

接近した理由や、ペ 

リー来航が日本に与 

えた影響について 

関心をもち、意欲的 

に追究しようとして 

いる。 

 

①ペリー来航に際し、 

開国についての様々 

な立場の意見を読み 

取り、日本が開国し 

た理由を多面的・多 

角的に考察し、その 

結果を適切に表現し 

ている。 

②開国後の２つの条約 

を読み取り、開国に 

よる日本への影響を 

多面的・多角的に考 

察し、その結果を適 

切に表現している。 

①フランス革命の過程 

に関する資料を適切 

に選択し、どのよう 

な変化があったのか 

を読み取っている。 

②三角貿易やアヘン戦 

争、南京条約の資料 

を適切に選択し、イ 

ギリスのアジア進出 

の過程とアジア諸国 

の動きを読み取り、 

まとめている。 

①産業革命により、資 

本主義社会の成立や 

労働・社会問題の発

生、欧米諸国の近代

化やアジア諸国へ進

出したことなどを理

解している。 

②開国から安政の大 

獄、桜田門外の変、 

薩長同盟、大政奉還 

に至る歴史的事象を 

理解し、その知識を 

身に付けている。 
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４ 指導観 

（１）単元（題材）観 

   本単元は、中学校学習指導要領第２章第２節社会の歴史的分野の内容（５）のア・イについて取

り扱ったものである。その内容と内容の取扱いについて、中学校学習指導要領では次のように示さ

れている。 

２ 内容 

（５）近代の日本と世界 

  ア 欧米諸国における市民革命や産業革命、アジア諸国の動きなどを通して、欧米諸国が近代社

会を成立させてアジアへ進出したことを理解させる。 

  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。 

    

３ 内容の取扱い(6) 

  ア アの「市民革命」については欧米諸国における近代社会の成立という観点から、「産業革命」

については工業化による社会の変化という観点から、「アジア諸国の動き」については欧米諸

国の進出に対するアジア諸国の対応と変容という観点から、それぞれ代表的な事例を取り上げ

るようにすること。 

  イ 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。(略) 

以上の内容から、本単元は、「欧米諸国の近代化やアジア進出」と関連付けて「日本の開国とそ

の影響」について多面的・多角的に考察させ、江戸時代の人々の生活や社会、経済などが大きく変

化したことを有用な情報から適切に選択し、読み取ったことを文章や図でまとめていく。そして、

「開国によって日本が受ける影響について考えさせ、自分の意見をもつこと」を単元の目標とする。 

「欧米諸国の近代化やアジア進出」については、市民革命や産業革命、アヘン戦争を取り上げる。

市民革命では欧米諸国における近代社会の成立、産業革命では工業化による社会の変化を取り上げ、

欧米諸国が新たな工業製品の市場や工業原料の供給地を求めてアジアへの進出を強めたことを捉

えさせる。 

「日本の開国とその影響」については、欧米諸国が日本へ接近する中で、開国するか否かで判断

に迷う幕府が、それでも開国に踏み切った理由を様々な資料をもとに理解させる。 

小学校では、調べたことや社会的事象の意味について広い視野から考えたことを、根拠や解釈を

示しながら図や文章などで表現し、説明することができるようにすることが求められている。学習

の視点は「日本の社会」が中心となる。中学校では、これらの既習事項を生かし、鎖国をしていた

日本が、開国によって世界の動きに大きく影響されることを、「世界の中の日本」という視点から

捉え、学習課題を設定していく。 

（２）教材観 

単元（題材）観、生徒観を踏まえ、本単元では、世界と日本の掛け地図を掲示することで、「世

界の中の日本」を視覚的に捉えさせる。導入では、生徒の興味・関心を高めるために、図やグラフ、

絵画資料などの多様な資料を掲示していく。また、生徒のもつ既習の概念と異なる資料を用意し、

展開に向けて意欲的に取り組めるようにする。本時の授業における社会科班の編成では、３つの課
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題を３つのグループに割り当て、歴史的事象について考察させ、その後、自分の考えをまとめると

いう活動を取り入れることで主体的・協働的な学習となるように留意する。本時の学習課題は、同

じ関東地方であり、生徒にとっても行ったことのある横浜を中心とした学習課題を設定することで、

多面的・多角的な考えや意見の表出を心掛ける。授業プリントと資料プリントを用意し、図・グラ

フ・絵画資料・映像資料など多様な資料から読み取る学習を設定し、自分の考えを授業プリントに

まとめたり、グループで話し合ったりする活動を通して、多面的・多角的に考察し、自分の意見を

他の人に伝えさせ、他者の意見から学ぶなどの協働的な学びの中で思考や知識が深まるように配慮

した。 

 

５ 年間指導計画における位置付け 

第２学年 歴史的分野：年間 45時間 

（１）近世の日本 

  ア ヨーロッパ人との出会いと全国統一（８時間扱い） 

イ 江戸幕府の成立と鎖国（６時間扱い） 

ウ 産業の発達と幕府政治の動き（８時間扱い） 

（２）開国と近代日本の開国 

  ア 欧米の進出と日本の開国（７時間扱い）・・・≪本時を含む単元≫ 

イ 明治維新（８時間扱い） 

ウ 日清・日露戦争と近代産業（８時間扱い） 

 

６ 単元の指導計画と評価計画（全７時間扱い） 

時 学習目標 学習内容・学習活動 評価規準（評価方法） 

第１時 

外国船の接近とペリ

ー来航に関心をもち、

欧米諸国の社会の変化

と、開国の背景と影響

を追究する。 

既習事項を生かし、１９世紀初 

めに欧米諸国が日本に来航した

理由と当時の日本人の開国に対

する考えを予想する。 

ペリーの来航により、日本がど

のような影響を受けたのかにつ

いて追究する。 

ア－① 既習事項を生かし、

日本に外国船が接近した理

由や、ペリー来航が日本に与

えた影響について関心をも

ち、自分の考えを述べてい

る。 

（観察・ワークシート） 

第２時 

 フランスで市民革命

が起こったことによ

り、市民を中心とした

近代国家が成立したこ

とを捉える。 

フランス革命前後の身分制の

変化を資料から読み取り、どのよ

うな変化があったかを読み取る。 

人権宣言の資料から、その内容

を読みとり、文章でまとめる。 

ウ－① フランス革命の過

程に関する資料を適切に選

択し、どのような変化があっ

たのかを読み取っている。 

（観察・ワークシート） 

第３時 

 産業革命により、資

本主義社会が成立し、

欧米諸国が市場を求め

てアジアへ進出したこ

とを理解する。 

産業革命によって工業化が進

み、資本主義社会が成立したこ

と、それに伴い、労働問題や社会

問題が発生したことを理解する。 

エ－① 産業革命により、資

本主義社会の成立や労働・社

会問題の発生、欧米諸国の近

代化やアジア諸国へ進出し

たことなどを理解している。 

（ワークシート・小テスト） 
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第４時 

 イギリス・インド・

清の貿易に関する資料

からアヘン戦争が起こ

った背景を考察し、そ

の結果を捉える。 

イギリス・インド・清の三角貿

易とアヘン戦争に至る過程につ

いて、資料から読み取る。 

三角貿易とアヘン戦争が起こ

った背景と日本に与え得る影響

を白地図にまとめる。 

ウ－② 三角貿易やアヘン

戦争、南京条約の資料を適切

に選択し、イギリスのアジア

進出の過程とアジア諸国の

動きを読み取っている。（観

察・ワークシート） 

第５時 

 欧米諸国の接近に対

する様々な立場の意見

を読み取り、日本が開

国した理由を考察す

る。 

ペリーが来航に際し、日本国内

で起こった開国に対する様々な

意見を読み取り、第１時の自分の

予想と比較する。 

日本が開国した理由を様々な

資料から読み取り、まとめる。 

イ－① ペリー来航に際し、

開国についての様々な立場

の意見を読み取り、日本が開

国した理由を多面的・多角的

に考察し、その結果を適切に

表現している。（観察・ワー

クシート） 

第６時 

【本時】 

 開国が日本に与えた

影響について、様々な

資料から読み取り、国

内の生活や社会・経済

への影響を考察する。 

 

日米和親条約と日米修好通商

条約の内容を、南京条約と比較し

ながら読み取る。 

開国が日本に与えた影響につ

いて、様々な資料から多面的・多

角的に考察し、まとめる。 

イ－② 開国後の２つの条

約を読み取り、開国による日

本への影響を多面的・多角的

に考察し、その結果を適切に

表現している。（観察・ワー

クシート） 

第７時 

尊王攘夷運動から討幕

運動への流れ、その後

に江戸幕府が滅亡した

経過を理解する。 

 

 

開国後の幕府の様子と尊王攘

夷運動の動きを様々な資料から

調べ、江戸幕府滅亡への主な出来

事を略年表としてまとめる。 

エ－② 開国から安政の大

獄、桜田門外の変、薩長同盟、

大政奉還にいたる歴史的事

象を理解し、その知識を身に

付けている。（ワークシー

ト・小テスト） 

 

７ 指導に当たって 

授業形態の工夫 

（1）「社会科班」の編成 

本学級の生徒は、新たに学習する内容に対する関心・意欲は高いが、様々な資料から適切に取り 

出したり、読み取ったりする力に個人差がある。そこで、授業力６要素のうちの「指導技術」の工 

夫として、学び合いが成立するように意図的に「社会科班」のメンバーを構成し、単元の中でグル

ープ活動を行う授業を実践してきた。結果、今までワークシートに何も記入できなかった生徒が社

会科班での対話を通して記入できるようになり、社会科班で考察した意見を発表できるようになっ

てきた。授業のまとめでは個人で考察し、まとめる作業を取り入れ、自分の意見をもつ場面も多く

設定してきた。自分の意見をもつことは、内容の理解を主体的に行うことにつながると考える。社

会科班での対話の中で得た知識を自分の中に取り入れることで、多面的・多角的な視点を養い、社

会的な思考・判断・表現の力が向上することを目指していく。 
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（2）指導の工夫一覧表の活用 

平成 28年９月の授業研究時に配布された「変化の激しい時代を生き抜く能力の育成～子供たち 

が課題の発見と解決に向けて、主体的・協働的に学ぶ学習指導の在り方～」（東京都教職員研修セ 

ンター・教育課題研究）の資料に基づき、本時の授業で、育てたい資質・能力や主体的・対話的で 

深い学びにするための工夫などについて一覧表にまとめた。 

前提となる知識・技能 ・黒船の来航、明治維新、文明開化など欧米の文化

を取り入れつつ近代化を進めたこと（小学校６年

生での学習事項）。 

必然性のある課題（日常生活との関連） ・関東地方にある横浜港が開国によって現在におい

てまで、日本有数の貿易港となったのはなぜか。 

主

体

的、

協

働

的

な

学

習

に

お

け

る

指

導

の

工

夫 

３つの段階 ８つの観点 具体的な学習活動 

段階１ 

課題を発見し、

考えを構築 

課題の発見と設定 ・開国が日本に与えた影響について本時の導入と展

開１において、日本の開国が有効か否かについて、

様々な視点から考えることを本時のねらいとし、

見通しをもつ。 

自分の考えの構築 ・展開１の最後で開国が有効か否かについて自分の

予想を立てる。 

段階２ 

他者と関わる 

目的 ・様々な立場、視点、意見を踏まえて、より考えを

深化させる。 

編成 ・４人１グループ（もしくは３人）の全９グループ 

役割・手順 ・３グループずつの３つのカテゴリーで行い、クラ

スで最後に集約する。 

表出から集約 ・グループで話し合い、得た考えを発表する。また、

他のグループの別の視点による意見も取り入れる

ことで、新たな視点を得る。 

段階３ 

考えを広げた

り、深めたりす

る 

自分の考えを再構築 ・日本の開国に対し、どのようなメリットやデメリ

ットがあったかを多面的・多角的に考察し、理由

とともに表現する。 

振り返りを基にした

更なる課題の発見 

・個人で改めて考えた「開国が日本に与えた影響」

についての考察を発表する。 
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８ 本時（全７時間中の６時間目） 

（１）本時の目標 

開国が日本に与えた影響について、様々な資料から読み取り、国内の生活や社会・経済への影響

を考察する。 

（２）本時の展開 

時間 〇学習内容 ・学習活動 指導上の留意点 評価規準（評価方法） 

導入 

 

〇本時の課題把握 

・本時の授業の課題を知る 

・開国が日本に与えた影響について考 

えていくことを伝える。 

・前時に学習した内容を振り返り、江

戸時代末期の人々が外国船の接近

や開国に対し、様々な考えをもって

いたことを確認させる。 

 

展開① 

 

〇条約の締結に関する資料

の読み取り（個人） 

・日米和親条約と日米修好

通商条約の条文から、日

本はアメリカと不平等条

約を締結したことを理解

する。 

・開国が日本に与えた影響

について予想を立てる。 

 

 

・アメリカの「領事裁判権」を認める

こと、日本に「関税自主権」がない

ことを第４時の活動と比較して捉

えさせる。 

・導入と展開１の活動から、開国が有

効か否かについての予想を立てさ

せる。 

 

展開② 

 

〇開国が日本に与えた影響

（グループ） 

・４人（３人）の社会科班 

の形にする。 

・提示された資料を用いて、 

「開国が日本に与えた影

響」を、教科書や資料集、 

資料プリントなど様々な

資料から読み取り、国内の

生活や社会・経済への影響

を考え、ホワイトボードに

まとめる。 

 

・各班の発表を行う。 

 

 

 

・提示する資料は以下の３点とする。 

資料１ 神奈川（横浜）港開港の理由 

資料２ 神奈川（横浜）港開港のメリ 

ット 

資料３ 神奈川（横浜）港開港のデメ 

リット 

・ホワイトボードには必ず使用した 

資料と根拠を明記するように指示

する。 

・資料の読み取りが困難な生徒、班を 

机間指導しながら助言する。 

・机をもとに戻すよう指示する。 

・必要に応じて教師が追加説明を行 

う。 

 

まとめ 

 

〇本時の振り返り 

・ワークシートに「開国が 

日本に与えた影響」につ

 

・机間指導を行い、記入状況を確認す 

る。 

イ－② 開国後の２

つの条約を読み取り、

開国による日本への
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いて、グループで学習し

たことを基に、自分の考

えをワークシートに記入

する。 

・資料３の結果から、国内で尊王攘夷 

運動や明治維新への動きにつながっ

て行くことを説明し、次時への活動

の見通しをもたせる。 

影響を多面的・多角的

に考察し、その結果を

適切に表現している。

（観察・ワークシー

ト） 

（３）板書計画 

 ○月○日（○） 

ねらい開国が日本にどのような影響を与えたのだろうか？ 

 ①個人で記述⇒②グループ学習⇒③個人で再記述 

１ 日本の開国とその影響 

 （１）日米和親条約 （２）日米修好通商条約 

 （３）関税自主権  （４）領事裁判権 

 ２ 開国が日本に与えた影響 

資料１ ○班、○班、○班  資料２ ○班、○班、○班 

資料３ ○班、○班、○班 

 

資料１ 神奈川（横浜）港開港の理由 

 

 

資料２ 神奈川（横浜）港開港のメリット 

 

 

資料３ ③神奈川（横浜）港開港のデメリット 

 

 

掛け地図 


