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第２学年 公 民 科 ( 倫 理 ) 学 習 指 導 案 

                     日  時：平成 27 年◯月◯日（◯）                           

対  象：2 年次～5 年次 Ⅰ部～Ⅲ部生 

受講生◯名 

  学 校 名：東京都立◯◯高等学校 

会  場：教室 

 

１ 単元名 

  唯一神の宗教 

   教科書 清水書院「高等学校 現代倫理 最新版」 

 

２ 単元の目標  

  ・人生における、宗教に見いだされる意義について知る。 

  ・宗教における基本的な課題について考え、自己の在り方生き方について考察する。 

 

３ 単元の評価規準 

 

 

 

ア 関心・意欲・態度 イ 思考・判断・表現 ウ 資料活用の技能 エ  知識・理解 

①宗教に対する関心を

高め、それらを通じて

人間の存在や人生の

意義に関わる基本的

な問いについて意欲

的に探究し、人間とし

ての在り方生き方に

ついて考えようとし

ている。 

①宗教から、人間の存

在や人生の意義に関

わる基本的な問いを

見いだし、先哲の思

想や生き方を参考と

しながら多面的に考

察している。 

②宗教に見いだされる

人間の存在や人生の

意義に関わる基本的

な問いを通じて、人

間としての在り方生

き方を広い視野に立

ち主体的かつ公正に

判断して、その過程

や結果を様々な方法

で適切に表現してい

る。 

①宗教に関する諸資

料から、人間の存在

や人生の意義に関

わる基本的な問い

を探究する学習に

役立つ情報を、適切

に選択して活用し

ている。 

①宗教について、人間

の存在や人生の意

義に関わる基本的

な問いがあること

に気付いている。 

②宗教に見いだされ

る人間の存在や人

生の意義に関わる

基本的な問いにつ

いて、他者と共に生

きる主体としての

自己確立の課題と

つなげて理解し、人

格の形成に生かす

知識として身に付

けている。 
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４ 指導観 

（１）単元観 

本単元は高等学校学習指導要領第２章第３節、第２款第２倫理の２ 内容の「（２）人間として

の在り方生き方」における中項目、「ア 人間としての自覚」の学習指導内容に位置付けられる。

宗教に見いだされる意義について生徒の関心を高めること、そして、人間の存在や価値に関わる

基本的な課題について思索させることを通じて、人間としての在り方生き方について考えを深め

させることがねらいである。 

この単元で取り上げる哲学・宗教・芸術は、それぞれ追究の果てがない分野である。これらの

理解と本校生徒の実情をもとに、今年度、「都立○○高校学力スタンダード」を刷新した。その中

で、今回の教材については、「イスラームの誕生、ムスリムの日常生活や基本的な価値観、相互扶

助や共同体の在り方について、ユダヤ思想やキリスト教との比較を通じて、理解する」ことを目

標としている。具体的には、イスラームについて、本年度の学習内容と比較して、各々の思想の

特徴をいわば浮き彫りにしながら、理解を深めていくことを目標としている。この目標を達成す

るために「先哲の言説等を精選」し、「倫理的な観点を明確に」するために、各々の思想の相違や

特徴について生徒の関心を高める。この取組により、高等学校学習指導要領第２章第３節第２款

第２倫理の「３ 内容の取扱い」（１）「イ」の通り、生徒自らが人生観、世界観を確立するため

の手掛かりを得させたい。 

 

（２）教材観 

本校は、２時限単位の授業を実施する時間割構成となっているため、このことを前提とした教

材の活用と選定が求められる。そして上記「単元観」に示すねらいの達成のためには、生徒の知

識・理解の充実をめざすことはもとより、高等学校学習指導要領の「第３節公民第２倫理３内容

の取扱い」の（２）「ウ」の(イ)のある通り、生徒の「主体的に探究する学習」が欠かせない。そ

のためにも、授業内容の前提となる原典・資料やＩＣＴ機器を活用しつつ、その活用範囲を焦点

化し、また、できる限り生徒が「主体的に探究する学習」の時間を設定する。 

 また、生徒の実態に即して、ＩＣＴ機器を多用した授業進度の早い展開や、情報量の多い授業

展開は避け、参考資料の提示に絞って活用している。 

今年度の倫理では、授業者が独自に作成したプリントをワークシートとして活用している。こ

れは、黒板に示される学習内容を書き写しながら理解することが難しい、ノートを管理すること

が難しいなどの課題がある生徒に配慮した対応である。また、１時限分の学習事項を生徒が整理

してまとめられ、その結果として学習の要点が浮き彫りとなるような構成を心掛けて作成してい

る。 
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５ 年間指導計画における位置付け 

 
月 単元内容（学習内容） 

配当時

間 

前

期 
 

青年期の意義と課題について学ぶ 

古代ギリシア哲学について学ぶ 

２８ 

時間 

後 

期 

10 アリストテレスの哲学とコミュニタリアリズム ２時間 

11 
ヘレニズム時代の思想 

唯一神の宗教：ユダヤ思想 ・イエスの思想 ・キリスト教 

２時間 

６時間 

12 
唯一神の宗教：イスラーム (本時) 

古代インド思想と仏教 

２時間 

４時間 

1 

古代インド思想と仏教 

中国思想 

日本の自然と日本神話 

２時間 

２時間 

２時間 

2 
仏教の受容と展開 

人間の尊厳 

２時間 

４時間 

 

「都立○○高校学力スタンダード」は「都立学校学力スタンダード」の「基礎」を基としつつ、

内容によって「応用」「発展」の水準まで追究できるように計画されている。 

二学期制の本校では、今年度、前期中間考査まで「現代に生きる自己の課題」について８時間分

授業を行った。心理学・社会学・教育学などの業績を生かし、青年期の意義と課題について、自分

自身について考えるとはどういうことか、生徒が理解を深められるよう指導した。 

「古代ギリシアの思想」では10時間分の授業を行った。ここで多くの時間を割き、哲学について

実践的に理解を深めることを目指した。まさしく、高等学校学習指導要領第２章第３節第２款第２

倫理の２ 内容（２）「ア」にある「人間の存在や価値にかかわる基本的な課題について思索させる

こと」「人間としての在り方生き方について考えを深めさせる」ことをねらったものである。また、

古代ギリシア哲学の理解が近代の哲学・思想の理解の基盤として欠かせないと考え、このような時

間配分を設定した。 

本単元は８時間分の授業を通じて扱う。まず、ヨーロッパにおける一神教の先駆けとして、ユダ

ヤ思想について２時間かけて取り扱う。次にイエスの思想を2時間、キリスト教の形成についても2

時間をかけて取り扱う。そして今回、イスラームについて学ぶと同時に、本単元のまとめを２時間

で行う。 

本単元は上記の通り、西欧および中東で形成された一神教について扱っており、各宗教の違いを

明確に示すことが可能であると思われる。上記「４ 指導観」の（１）「単元観」もこの可能性から

見いだされるものである。そして、この単元は学習指導要領の「２ 内容」（２）「イ 国際社会に生

きる日本人としての自覚」において取り扱われる内容を、いわば諸外国の側から浮き彫りとするも

のでもあり、（３）現代と倫理の全般、その中でも特に「イ 現代の諸課題と倫理」の学習内容の基

礎としても位置付けられる。その点に留意しながらこの単元をまとめていく。 
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６ 単元の指導計画と評価計画（８時間扱い） 

時限 学習目標 学習内容・学習活動 学習活動に即した具体的 

な評価規準・（評価方法） 

第１時 

・唯一神の宗教の成り立ちに

ついて学ぶ。 

 

・「ユダヤ教」と呼ばれる思想

を通じて、唯一神の信仰と、

その成り立ちについて学

ぶ。 

ア-① 宗教について関

心をもち、意欲的に学

習しようとしている。 

（観察） 

第２時 

・唯一神の宗教に見られる特

徴が現代に及ぼしている影

響について調べる。 

・「ユダヤ教」に見られる唯一

神の信仰が、「ユダヤ教」以

降の宗教や思想に影響を及

ぼしていることについて、

既習事項や調べ学習を通じ

て確かめる。 

ウ-① 唯一神の信仰の

現代における影響を調

べ、その特徴をまとめ

ている。 

(ワークシート) 

第３時 

・イエスの思想について理解

を深め、その意義について

学ぶ。 

・イエスの思想について、ユ

ダヤ教に対するイエスの批

判を参考にしながら学習す

る。 

エ-① イエスの思想と

その意義について理解

を深めている。 

(発問・観察) 

第４時 

・イエスの思想が後世に及ぼ

した影響について考察す

る。 

・イエスの思想の特質につい

て考察し、意見交換を経て

理解を深める。その取組を

通じて、イエスの後世への

影響について理解を深め

る。 

イ-① イエスの思想と

その意義について、多

面的に表現している。 

(ワークシート) 

第５時 

・イエスの思想がどのように

引き継がれて、キリスト教

となるに至ったかについ

て、学習する。 

・イエスの思想がキリスト教

として形成された過程と、

その中で見られる変化につ

いて学習する。 

エ-② キリスト教の形

成について理解を深め

ている。 

（ワークシート） 

第６時 

・キリスト教の後世への影響

について、考察する。 

・イエスの思想には見られな

いキリスト教の特質につい

て学習し、その後世への影

響について、意見交換を通

じて考察する。 

イ-② キリスト教の影

響に見いだされる問い

について、主体的かつ

公正に判断し、表現し

ている。 

(ワークシート) 

第７時 

・イスラームについて学習す

る。 

・イスラームについて、その

影響を通じて、学習する。 

エ-② イスラームにつ

いて理解を深め、その

知識を身に付けてい

る。 

(観察) 
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第８時 

(本時) 

・イスラームを含む唯一神の

宗教の特質について理解

を深め、その課題につい

て、主体的に考察する。 

・イスラームやユダヤ教、イ

エスやキリスト教などの、

唯一神の宗教について学ぶ

意義について、その課題を

通じて、理解を深める。 

イ-② 唯一神の宗教に

関する学習を通じて、人

間としての在り方生き方

について、主体的かつ

公正に判断し、適切に

表現している。 

(ワークシート) 

 

７ 指導に当たって 

（１） 生徒の主体性を引き出し、発揮されるような発問を行う。 

（２）単元を通して、アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた授業構成を計画する。 

（３）資料の活用と、話題の絞り込みで、生徒の関心を引き出す。 

 

８ 本 時（全８時間中の第８時限目） 

（１）本時の目標 

・イスラームを含む唯一神の宗教について理解を深め、その課題について、主体的に考察する。 

（２）本時の展開  

 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 

５

分 

・前回までの授業の復習と確認 

前回はイスラームについて学

んだことを確認する。 

・本時の目標を把握する。 

今回は前回に引き続き、イス

ラームについて学習することを

確認する。 

・ワークシートを配布する。 

・前回の授業は直前に終えているの

で、この時点で復習に時間を掛け

ないように留意する。 

 

 

 

 

 

展 

開 

20 

分 

・ムスリムの宗教生活について学習

する。 

教科書 49 ページから 50 ペー

ジまでの記述を基に、ムスリム

の生活について、特に「六信」「五

行」と呼ばれている事柄を中心

として、具体的な事例を通じて

理解を深める。 

・「六信」と「五行」が何かを暗記さ

せることではなく、その意味につ

いて理解を深めることに主眼を置

いて授業を進行するよう努める。 
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【具体的な学習活動】 

・発問に応える 

・授業者が大きな紙に「六信」「五

行」の各項目を書いておいたも

のを分類して黒板に貼る 

・なぜイスラームでは「六信」「五

行」が尊ばれるのか考察する 

・上記の学習を通じて、①イスラ

ームならではの特徴があるこ

と、②地理や当時の社会の影響

が反映されているものと考えら

れること、③イスラームではユ

ダヤ思想やキリスト教の存在が

前提とされていること、④宗教

的寛容が見受けられることを見

付ける。 

・生徒の作業が円滑に進むよう、机

間指導を行い、個々の生徒へ支援

する。また、生徒同士の会話を促

し、授業の中に取り入れるように

配慮する。 

・決して一つの正答を定めようとす

るものではないことに留意する。 

 

展 

開 

10 

分 

・イスラーム文化の広がりについて

学習する。 

 

【具体的な学習活動】 

・イスラーム文化が世界各地に広

まったことを史実として学習

する。 

・その拡大の一要素として、聖戦

（ジハード）思想が見いださ

れることを学習する 

・聖戦（ジハード）思想をどの

ように理解するべきかをイス

ラームに見られる宗教的寛容

と矛盾するかしないのかを含

めて、考えをまとめる。 

 

 

 

 

 

・イスラーム文化の広がりにおいて、

古代ギリシアの哲学の研究、継承が

なされたことについて触れ、以前に

扱った単元と今回の授業とのつなが

りを示すよう、留意する。 

 

 

・聖戦（ジハード）思想については、

イスラームにおいても多様に解釈

されていること、宗教的寛容が見

られることについて指摘し、生徒

が一方的な理解で終始することが

ないよう、発問を重ねて生徒の考

察を促す。 

・生徒の回答が出ない場合は、ワー

クシートとは別に白紙を配布し

て、それに自分の考えや疑問、意

見を書くよう指導して、生徒が自

身の考えを書いた紙を掲示するこ

とで、議論を促す。 

イ-② 唯一神

の宗教に関す

る学習を通し

て、人間とし

ての在り方生

き方につい

て、主体的か

つ公正に判断

し、適切に表

現している。 

(ワークシート) 
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ま

と

め 

10

分 

・今回の単元について振り返る。 

 

【具体的な学習活動】 

 ・ユダヤ思想とキリスト教とイ

スラームにはそれぞれ共通点

と相違点があることを確認す

る。 

 

・上記の宗教には相違点につい

て融和を目指す姿勢と衝突を

辞さない姿勢が見受けられる

ことを理解する。 

・左記の学習内容はこの単元の復習

として振り返る。その上で、この

国際社会において、左記に示され

る姿勢の相違を知識として知る必

要があることを、政治や経済の事

例やニュースなどを通じて指摘す

るとともに、そのような相違にわ

たしたちがどのように臨むべき

か、生徒に自分の問題として考え

させるよう、留意する。 

イ-② 唯一神

の宗教に関す

る学習を通し

て、人間とし

ての在り方生

き方につい

て、主体的か

つ公正に判断

し、適切に表

現している。 

(ワークシート) 

 

（３）板書計画 

 

ムスリムの宗教生活 

 六信：神・天使・啓典・預言者・

来世・天命を信じること。 

五行：信仰告白・礼拝・喜捨・

断食・巡礼を行うこと。  

 →ユダヤ・キリスト教とも関連 

＜問＞ 

なぜ行うか？ 

 →（生徒の意見） 

どこまで行えるか？ 

→できる限りで良い 

 ＜寛容の精神＞ 

 

イスラーム文化の広がり 

 イスラームは 13 世紀頃まで、

ヨーロッパで拡大。 

 古代ギリシア哲学も継承。 

 ←「聖戦」（ジハード）思想 

＜問＞ 

「聖戦」とは？  

 寛容の精神は？ 

 →対立と融和 

…唯一神の宗教に共通 

 

 

※板書右のスペースは、授業冒頭では ICT 機器の投影スペースとして活用する。 

 

 


