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石教研社会（中）部会 教育課程 石中社教育課程委員

江別市立中央中学校

後藤 浩之

「平和と憲法」単元構造

１．単元名「平和と憲法」

２．分野・他単元の題材との相関図

歴 世界恐慌と日本の 日本 地 産業から見たアメ

中国侵略・第二次 戦後６０年 リカ

世界大戦とアジア 戦争のなかった国

・他国に犠牲を強いる ・自国の利益追

自国の利益追求 求と世界への

・天皇制・国体護持 影響力の維持

公 日本国憲法の基本

原理

歴 国際社会に復帰す

日本の平和主義 る日本

・警察予備隊の

・憲法９条の堅持と 公 新しい戦争 誕生とサンフ

他国からの信頼 ランシスコ平

和条約

・日米軍事同盟

の誕生と強化

改憲への動き

３．単元の指導計画と目標分析

（１）単元の目標

平和を守るために必要なことは、武力の行使ではなく、相互の信頼の上に成り立つ

ことを理解し、それを築こうとする態度を育むことができる。

平和を考える上で、憲法を取り上げ、憲法をどうするべきか考えることができる。
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①社会的事象への関心・意欲・態度

明治憲法のもと、軍部の台頭により議会政治が機能しなくなったことを理解する。

また、そのために戦争に向かってしまったことを理解し、憲法のあり方に関心を持つ

ことができる。平和を守るために自分なりに何ができるか、意欲的に考えることがで

きる。

②社会的な思考・判断

戦後の平和を続けられたことについて、憲法の果たしてきた役割を公正に判断でき

る。改憲をめぐる外国の声から、外国が現憲法をどう見ているのか考えることができ

る。

③資料活用の技能・表現

それぞれの時代の資料を読みとり、適切に選択・活用できる。

④社会的事象についての知識・理解

武力の行使よりも、相互の信頼の醸成が重要であることに気づき、今後の憲法のあ

り方や諸国との望ましい接し方がどういうものか理解できる。

（２）単元の指導計画と目標分析

時間 学習内容 関心・意欲 思考・判断 技能・表現 知識・理解 研究と関わる活動

地「世界の 最先端の技 世界の安定と ハンバー

１ 国を調べよ 術産業や多 アメリカ産業 ガーショ

う」産業か 国籍企業に の拡大の関連 ップと駐

ら見たアメ ついて関心 を考察し説明 留米軍の

リカ合衆国 を持とうと できる 展開の比

する 較

歴「明治維 陸海軍が政府 明治憲法の 明治憲法

新」立憲国 の指揮を受け 性格、特に の読みと

２ 家の成立 ないしくみに 天皇の権限 り

なっているこ や議会との

との問題点を 関係を理解

考察できる できる

歴「世界恐 軍部の暴走と 教科書の風刺 「満州は

３ 慌と日本の 政党政治の終 画から軍部の 日本の生

中国侵略」 わりが中国侵 台頭・暴走ぶ 命線」「自

日本の中国 略を加速させ りを考察でき 存自衛」

侵略 たことを説明 る の意味を

できる 考える
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歴「第二次 ユダヤ人や 戦争が天皇の 第二次世界 宣戦布告

世界大戦と アジアの人 名で始まり、 大戦・太平 の詔書の

４ アジア」第 々など侵略 戦争の大義名 洋戦争が始 読みとり

二次世界大 によって犠 分と実際の目 まる原因と

戦 牲になった 的に差がある 概要を理解

事実に関心 ことを考察で できる

を持つ きる

歴「日本の ＧＨＱの指示 戦後改革で ９条の条

民主化と国 のもとに行わ 行われた改 文と自衛

際社会への れた戦後改革 革の内容を のための

５ 参加」占領 で憲法改正が 理解する 戦力さえ

と日本の民 必要だった理 も持たな

主化 由を考察し説 いとした

明できる 吉田首相

の発言の

考察

歴「日本の 自衛隊の誕 国際社会に復 占領政策の ＮＨＫ「そ

民主化と国 生が日本独 帰する過程で 転換が行わ の時歴史

際社会への 自の判断に 警察予備隊が れた理由と は動いた」

参加」国際 よらないこ 誕生する必要 警察予備隊 を視聴（日

社会に復帰 とに関心を 性が何だった ・サンフラ 本独立に

６ する日本 持つ のか考察でき ンシスコ平 関する物）

る 和条約・安

保条約への

流れを理解

する

公「人権と 憲法の基本 憲法は国の 「新しい

日本国憲法」原理が、旧 持つ権力の 憲法の話」

日本国憲法 憲法では全 行き過ぎを から基本

の基本原理 くかけてい おさえ、国 理念を読

７ たことに関 民を守るた みとる

心を持つ めにあるこ

とを理解で

きる
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公「人権と 防衛関係年 資料が指摘す 「憲法を

日本国憲法」表や憲法改 る、平和主義 かえて戦

日本の平和 正に向けた が日本を守っ 争へ行こ

８ 主義 最近の動き て来たこと うという

を見て、自 や、他国から 世の中に

分なりの感 の信頼を維持 しないた

想を持てる してきたとい めの１８

う指摘を読み 人の発言」

とる の読みと

り

公「国際社 世界平和に日

９ 会と世界平 本が果たせる

和」新しい 役割がなにか

戦争 自分なりに考

察できる


