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対象：３年Ｂ組  日時：令和３年１０月１９日(火) ５校時                    場所：３年Ｂ組教室 

 

【社会科研究主題】 

社会参画の意識を高める授業の創造〜社会的クリティカル・シンキングをいかして〜 

 

１ 本単元で実現したい「深い学び」 

常識論の終始や自身の意見，考えへの固執を改めたい。そのために社会的クリティカル・シンキングをいかし

て諸資料や対話から意見や考えを別の視点からの捉え直し，問い直しをさせる。多様な他者と対話し，さまざま

な立場からの捉え直しによって，新たな気づきを得て社会的事象を多面的・多角的に捉えさせる。他者との対話

から自己の意見を自ら問い直させる。このような学習活動から社会認識を真に深め，社会的諸課題に対して客観

性，科学性，実現可能性のより高い解決策を考えさせる。学習を授業内で完結させることなく，外に向けさせて

よりより社会の形成を考える社会参画の意識を高めさせ主権者としての態度を育みたい。 

 

２ 単元の評価規準 

 

３ 単元について 

本単元の内容は中学校学習指導要領（平成２９年告示）「Ｃ 私たちと政治 （２）民主政治と政治参加 

イ」にあたる。弘前さくらまつりは今年度で１０１回目を迎える歴史ある行事である。桜守を中心に丁寧に管

理，手入れされた桜は「日本一の桜」との誉高く，弘前市民はもちろん，県外でもその認知度は高い。令和元年

度においては青森ねぶた祭を抜いて２８９万人の人出を記録しており，まつりに関わる多大な経済効果も期待で

きる。今年度のまつりは新型コロナウイルス感染症のまん延が続く中での開催だった。弘前市などの主催４団体

はコロナ禍での開催に向けて，園内における感染予防対策を敷いた。しかし，市民やまつり出店者，商店街，宿

泊施設からはコロナ禍での開催に賛否両論の声が上がっている。弘前市議会令和３年度第１，２回定例会でも開

催を巡る問答がされている。広く議論が求められている社会的課題といえよう。 

生徒には桜守，商工会などまつりに関わるさまざまな立場の方とオンライン対話や他の生徒とのディベートを

通して，どの立場の意見も尊重し，それらをふまえて自己の意見を捉え直す社会的クリティカル・シンキングを

育てたい。そして，今年度開催の是非を多面的・多角的に考察し，身近な地域である弘前市の課題を考えること

によって，身近な政治への関心を高め，社会参画の意識を高めたい。 

また，短中期的な振り返りの活動を取り入れ，都度学習を捉え直し調整させ，単元全体を俯瞰しながら自己の

変容，成長を実感させて学習意欲の向上につなげたい。 

 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

地方自治の基本的な考え方や地方

公共団体の政治の仕組み，住民の権

利や義務について弘前市の事例を通

して理解している。 

弘前市における社会的課題の解決

に向けて，諸資料の比較・関連・総合

や多様な他者との対話を通して多面

的・多角的に考察したり，思考・判断

したことを説明したり，それらを基

に議論したりしている。 

地方自治について，弘前市に見られ

る課題の解決を視野に主体的に社会

に参画しようとしている。 

社会 学習指導案 

単元名：コロナ禍における弘前さくらまつりを考える 

弘前大学教育学部附属中学校  福井 操 
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４ 深い学びを実現するための工夫 

【参考文献】 

◆文部科学省国立教育政策研究所『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 中学校社会』 

 

本単元の学習前

の生徒の姿 

（１）地方自治の具体的な仕組みや内容がわからない。また，学習内容を身近な地域の政治

に結び付けず，地方自治への興味，関心がない。 

（２）諸資料から多様な価値を引き出し意見形成の根拠にすることができない。 

（３）常識論の終始や自身の意見，考えへの固執があり，社会的事象を多面的・多角的に捉

えることができない。自分の考えた立場から動かず，他の意見を受け入れないため多

様な意見形成をはかることができない。 

（４）弘前さくらまつりについて身近な行事として捉えているものの，今年度の開催是非を

巡る社会的課題への認識が浅い。主体的に身近な社会に参画する意欲や政治参加など

主権者としての意識が低い。 

期待する解答・

生徒の変容の要

素 

（１）弘前市を事例として地方自治の理解を深め，関心を高めようとしているか。 

（２）資料を多面的・多角的にとらえて情報を読み取ろうとしているか。 

（３）多様な他者との対話から，自分の意見をいったん手放し対話の成果をいかし意見を再構

築しようとしているか。また，客観的，科学的な根拠をもとに主張を構築し，他者にわ

かりやすく表現しようとしているか。 

上記（１），（２），（３）を通して地方政治に関心を持ち，積極的に参画しようとしているか。 

（４）継続的な振り返り記入から，自らの変容や成長をとらえ，学習の自己調整をしようとし

ているか。 

生徒の学びの深

まりを把握する

手立て 

（１）弘前市を事例とする地方自治の学習・・・【１】 

①身近な市政を通して地方自治についての理解を深めさせる。 

②意思決定を求める発問を入れて，よりよい地方自治のあり方を考えさせる。 

（２）諸資料を活用した調べ学習・・・【２】 

①資料の比較・関連・総合から理解を深め，客観的，科学的な意見形成をさせる。 

（３）社会的クリティカル・シンキングを育てる活動・・・【３】 

①ゲストティーチャーとのオンライン対話や他の生徒との対話 

・多様な立場の方の話を通して，広い視野から課題を考えさせる。 

・弘前さくらまつりに関係する方々と直接対話し，理解を深めさせる。 

②「コロナ禍での弘前さくらまつり開催」を論題としたディベート 

・諸資料やゲストティーチャーとの対話から根拠のある意見形成をさせる。 

・他の生徒の意見や考えを批判的にとらえさせる。 

・ディベートを通して課題を探究する過程で論題や地方自治について認識を深めさせる。 

（１），（２），（３）を通して，社会参画の意識を高めさせる。 

（４）定期的な授業の振り返り・・・【４】 

①定期的に振り返りを記入させることで自らの変容，成長に気づかせる。 

本単元の学習後

に目指す生徒の

姿 

・地方政治について普段の生活と結び付けて認識を深めている。 

・社会的事象を多面的・多角的に捉えることができる。 

・多様な他者と対話し，協働的に学習に取り組み，よりよい意見の構築ができる。 

・社会的諸課題に対して客観的，科学的に探究し解決しようとしている。 

・学校所在地や居住地の地方政治に関心を持ち，積極的に参画しようとしている。 
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５ 単元の指導プラン(１０時間扱い，本時は９時間目) 数字は「生徒の学びの深まりを把握する手立て」の番号を示す 

時 主な学習活動 評価規準〈評価方法〉 Ｃ評価の生徒への手だて 

１
｜
3 

・地方自治について，意義や仕
組み，地方財政や課題を学校
所在地である弘前市を事例に
学習する。【１，４】 

知〈フォームの小テスト〉 
地方自治の意義や仕組みについて
理解している。 
思〈観察，ジャムボード〉 
地方自治の内容を弘前市と結び付
けてとらえている。 

・フォームの小テストに繰り返し
取り組ませることで理解の定着
に努めさせる。 

・個別コメント機能で支援する。 

4 

・弘前さくらまつりについて，
意義や歴史などを理解する。
コロナ禍でのまつり開催に賛
否の声があることを知り，課
題を把握する。 

知〈観察，発表〉 
写真や動画，グラフから弘前さく
らまつりの特徴をつかむことがで
きる。 

・ペアでわかったことを伝えあっ
たり，不明な部分を質問しあっ
たりする活動を行う。 

 

5 
｜ 
7 

・弘前さくらまつりに関連する
諸資料について，複数資料の
比較，関連，総合をしながら
読み取り，コロナ禍における
弘前さくらまつり開催のメリ
ット，デメリットを考える。
【２，４】 

知／思〈ドキュメント〉 
諸資料を比較・関連・総合させな
がら多面的・多角的に読み取り，
メリット・デメリットの意見構築
に反映させている。 

・個別コメント機能を通して，教
師から資料読み取りや関連付け
などを助言する。 

・ドキュメント共有で他の生徒の
記入内容を参考にさせる。 

8 

・「コロナ禍における弘前さく
らまつり開催」についてゲス
トティーチャーとのオンライ
ン対話授業を実施する。
【３】 

・対話後，学んだことを班ごと
にドキュメントに記入する。
各班で作成したドキュメント
を共有する。【４】 

思〈観察，映像記録〉 
多様な立場に立ち課題を考えるこ
とができる。また，質疑を通して
広い視野から意見構築ができる。 
主〈振り返り〉 
対話を通して，よりよい社会づく
りに参画する意識を高めることが
できる。 

・ゲストティーチャーへの質問作
成が滞っている生徒に教師から
質問例を助言する。 

・オンライン対話中，会話が途切
れそうなときは教師が支援に入
る。 

・個別コメント機能でまとめ方に
ついて助言する。 

9 
本 
時 

・コロナ禍における弘前さくら
まつり開催についてディベー
トを行う。【２，３】 

・ディベート後，賛否の立場を
離れてこれからどうすればよ
いかを話し合う。 

・ディベートや課題について振
り返る。【４】 

思〈観察，発表〉 
他の生徒の主張を批判的にとら
え，諸資料から形成した科学的根
拠をもとに考えを表現できる。 
主〈観察，発表〉 
ディベートを通して，自己の意見
や考えを修正できる。 
主〈振り返り〉 
諸資料やディベートの内容によっ
て，弘前さくらまつりや地方自治
についての見識を深め，自己の変
容を認識することができる。 

・議論の現在位置がわかるよう，
記録役の生徒がディベートの記
録をとり他の生徒に共有する。 

・適宜話合いの時間をとり，意見
共有や理解の促進をはかる。 

・進行に行き詰まりが出たときは
教師が視点の提供や変更を示唆
する。 
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・単元を貫く問いの振り返り 
・変容を見て振り返る（単元を
通しての振り返りの「振り返
り」） 

・事前アンケートと同様の質問
で再度アンケート（単元終了
後、しばらくしてから取る）
【４】 

主〈振り返り〉 
単元を通して，よりよい社会づく
りに参画する意識を高めることが
できる。 

・クラスルームを通して単元の活
動や学習内容，自身の振り返り
を見直させる。 
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６ 本時について 

本時は単元の学習内容を活用し，討議によって視野を広げ，認識を深めるとともに，課題を多面的・多角的にと

らえ，さまざまな立場から考え意見を形成し表現する授業を意図している。単元内ではこれまで，コロナ禍におけ

る弘前さくらまつりについて諸資料をもとに開催のメリット，デメリットを考え，ゲストティーチャーとの対話で

まつりに携わる方々から直接話を聞いた。また，それらの学習成果をオンラインによって即時共有し，多面的・多

角的に分析，考察してきた。本時では，諸資料や対話から科学的，客観的な意見形成を行い，開催の是非について

討議を実施する。また，賛成，反対の二項対立で終始せず，どうすればいいかというよりよい解決方法も模索す

る。その過程で弘前市という身近な地域への関心，またよりよい地域のあり方を考える社会参画の意識を高めてほ

しいと考えている。 

 

７ 本時の展開 

段階 教師の働きかけ 予想される生徒の反応や活動 評価 ・留意点 

導 
入 
３ 
分 

１ あいさつ 
２ ディベートの論題を提示 
 
 
３ 流れの確認 
・司会は教師。 
・２グループ（４対４）に分かれてディベー
ト。 

・これまでの諸資料やゲストティーチャーとの
対話を根拠に立論や討議を行う。 

 
 
 
 
 
・教師の説明を聞き，本時授
業の見通しを持つ。 

 

 
 
 
 
 
・前時までに詳細説明を完
了させ，導入では簡単に
伝える程度にする。 

展

開 

42

分 

４ 立論 
・賛成・反対それぞれに立論させる（各１分程
度）。 

 
５ 討議（５〜６分） 
・適宜，教師が討議内容を要約して他の生徒に
伝える。 

・ディベーターで意見が滞った時などはフロア
の生徒にも感想や意見，質問を求める。 

 
６ 立場を逆転させ，再度立論・討議 
・新しい視点も提示して討議を行うよう促す。 
 
７ ディベートをふまえ，これからどうすれば

よいかをディベーターを中心に全員で議論 
・賛成，反対の立場から離れ，対応策を考えさ
せる。 

・提案に対しての意見も発表させる。 

 
・各グループのディベーター
１名が根拠を示しながら賛
成・反対の立論を行う。 

・記録の生徒 2名はドキュメン
トにやり取りを打ち込む（ド
キュメントは共有設定）。 

・生徒はやり取りを聞き，記録
のドキュメントを見て討議
内容を把握。 

 
 
 
・各グループのディベーター
１名が賛成・反対の立場を変
えて根拠を示しながら主張
を行う。 

 
評 価 

思考・判断・表現 
〈多面的・多角的で根拠の
ある意見形成及び表現〉 

 
評 価 

主体的に学習に取り組 
む態度 
〈発表，活動の観察〉 

 
・事実誤認があった場合は
早急に教師が指摘，訂正
する。 

 
 
 

ま

と

め 

5 

分 

６ 今日の授業の振り返り 

・フォームを配信。 

・数名の振り返りを口頭で紹介。 

 

７ あいさつ 

 

・フォームから振り返りを打
ち込む。 

・他の生徒の振り返りを閲覧
し，多様な意見に触れる。 

・互いの振り返りを閲覧で
きるよう設定する。 

 
評 価 

主体的に学習に取り組 
む態度 
〈振り返りフォーム〉 

 

コロナ禍における弘前さくらまつり開催に賛成か，反対か？ 


