中学生の公民
教科書の特色を生かした授業案

私たちのくらしと経済
静岡県 公立中学校教諭

今回の教科書の改善点
今回の教科書改訂により、
「私たちと経済」
の単元では、大きな改善が３つ行われている。
第一は、
「経済」という大きな単元の構成に
関わる改善である。これまでの教科書では、
「中学生の公民 初訂版」p.34

この単元を「経済」という用語を理解させた
後に、経済の主体は「家計」
「企業」
「政府」

る学習から、実生活に深く関係する学習に大

であることを押さえ「経済の循環」について

きく転換された。これにより、生徒が興味や

理解させてから、
「家計」
「企業」
「政府」の

関心を持って学習に取り組めるようになり、

経済活動について学ぶ構成であった。これは、

学習内容の理解度や社会的事象に対する思考

用語理解の後に、理論的に経済を学んでいく

も飛躍的に深まった。
第二は、３章「企業を通して」の小単元で、

構成になっているため、生徒にとっては、取
っつきにくく、
「経済は難しい」という印象を

企業の企画書づく

最初に与えてしまうものであった。今回の改

りを通して、企業

訂によって、私たちの生活が、
「経済」と強く

の経済活動とそれ

結びつき、実生活の中に経済があることを体

に伴う経済の動き

感させる授業が組みやすい構成に改善された。

を学んでいける工

まず、家庭の預金の使い方を考える場面を経

夫である。企業の

済の学習の導入としたため、経済の学習にス

企画書例をいくつ

ムーズに入ることができる。そのあと、経済

かあげるとともに

活動を「消費者として（２章）
」
「企業を通し

企画書の書き方を

て（３章）
」
、実生活を通して考える学習を行

例示してあり、生

う。その後、この２つの主体だけでは経済の

徒は企画書を身近

循環がうまく成り立たないことを、身近な学

に感じ自分の考え

校生活から気づかせ、経済のもう一つの主体

を表現しやすくな 「中学生の公民 初訂版」p.49

である政府の経済活動を「納税者として（４

っている。

章）
」学習していくという構成にしている。こ

また、教材の配列を工夫し、金融について

れによって、経済の学習が、用語理解から入

は、別枠になっていたのを「株式」の次に学
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ぶ構成とし、企業の資金調達という観点で

３章「企業を通して経済を考えよう」

「株式」とともに「金融」を考えることがで

の授業展開例

きるようになった。また生徒の生活実感をふ
まえライバル企業との競争の観点から、新商
品開発・国際化する企業・為替相場を考える

生徒にとって、自分の企業を自由に企画す

ことができるなど、企業経営をしていく観点

ることは、将来の夢をふくらませ実現してい

でストーリーを持って学習できるようになっ

くことであり、興味を持って取り組むことが

ている。

できる。そして、その企業が様々な課題に直

第三は、４章「納税者として」の小単元で

面し、その解決策を考えていく過程で、現実

ある。前年度の教科書では、
「政府」の経済活

社会の経済を学んでいくというストーリーを

動と財政について、少子高齢化という社会問

持った授業が組めるのも、今回の教科書の工

題から、社会保障と福祉を考え、国の財政に

夫の一つである。私のこれまでの授業実践を

ついて学んでいく方法がとられていたが、生

基に、この教科書の改善点を活用した授業案

徒にとっては、実感がない問題で今ひとつ興

を次のように考えた。

味がわかないものであった。しかし、今回の

１．課題を設定しよう（導入）

改善により、第一の改善でも述べたように、

最初に、この学習の導入として、ニュース

生産と消費による経済活動に、利潤を伴わな

やＣＭなどで生徒たちが知っている企業の写

いサービスを供給する主体としての「政府」

真や名前をいくつかあげ、何をしている企業

の役割を、生徒の身近な学校生活の備品の金

か知っていることを自由に発表させ、企業に

額当てクイズから入り、その代金はだれが払

ついて興味を持たせる。その後、自分がどん

っているかを考えることによって、
「政府」の

な企業を作ってみたいかを自由に発表させ、

役割について気づき、
「納税者として」財政の

教科書p . 49のかずやさんとさやかさんの企

学習に入っていく工夫がされている。

画書を例示して、今回の授業を通して、
「企業
の企画書を作ってみよう」という学習を通し
た課題を設定する。

「中学生の公民 初訂版」p.72

以上３点の大きな改善を考慮した授業展開
について、次に事例をあげて提案したい。

「中学生の公民 初訂版」p.48

２．企業をつくるには何が必要かな？
生徒から出てきた様々な企業のアイディア
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からいくつかの企業について、その企業をつ

を伝え、
『ライバル企業に勝つには？』という

くるには何が必要か自由に発表させ、それぞ

小課題を設定する。この課題について、生徒

れどれくらいの金額がかかるか考えさせる。

に自由にアイディアを発表させた後に、教科

ここでのポイントは、
「製造業」
「商業」
「流通

書p . 56〜57の写真から、企業の工夫の様子を

業」の一つに偏ることなく、それぞれに関す

学習する。これらの学習を基に、グループで

る企業を例示することである。その後、生徒

立案した企業のライバル企業に勝つ方法を考

から出た、いくつかの企業の例をあげ、なぜ、

えさせ画用紙にまとめさせる。

生産や販売をするのかを問い、考えさせる。
企業の活動の目的が「利潤」にあることを押
さえ、教科書の「企画書」を活用し、画用紙
に４人グループで企画案を記入させる（
「キャ
ッチコピー」
「社会的な役割」については、
最終的な企画書で取り扱うのでカットする）
。

「中学生の公民 初訂版」p.56

５．
「不景気」で会社がピンチ！
前回、各グループでまとめた、ライバル企
業に勝つ方法を発表させ、
「自由競争」の始ま
「中学生の公民 初訂版」p.49

りが社会に「好景気」をもたらすことを押さ

３．企業をつくる資金を手に入れる方法は？

える。しかし、ものやサービスがあふれ余り

生徒たちが考えた企画書を発表させ、
『企業

始めたらどうなるか考えさせ、
「不景気」の社

をつくるための資金をどのように手に入れる

会状況を予想させる。ここで『不景気を乗り

か』という小課題を設定する。課題について

切れ』という小課題を設定する。ものやサー

生徒に考えさせ自由に発表させる。生徒から

ビスが売れなくなったらどんな工夫をするか

は、お金を借りるという発想は出やすい。こ

考え発表させる。その後、p . 63で新商品開発

れを活用し「金融」
（p . 54〜55）を学習する

や経費節減の工夫、p . 58で外国企業との提携

とともに、もっと良い魔法の方法があるとし

や企業の海外進出、p . 61で貿易と為替相場に

て、
「株式」
（p . 52〜53）を学習する。ここで

ついて学習する。これらの学習を基に、グル

のポイントは、生徒の意見を活用して「金

ープで企画した企業の不景気対策を立案させ、

融」と「株式会社」について押さえることで

画用紙にまとめさせる。

あり、学習する順序は生徒の意見によって前

６．労働者が安心して働ける企業とは？
前回、各グループでまとめた、不景気対策

後させることが必要である。

を発表させる。この発表の中で、
「リストラ」

４．ライバル登場！ どうする？
生徒たちが企画した企業がもうかると、ま
ねする企業が出て、ライバルが登場すること

という言葉が出てくるため、これを活用して、
もし、労働者の立場で、
「リストラ」されたら
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どうするか自由に発表させる。生徒は、会社

８．自分たちの企業の企画書をつくろう

の指示に従うしかないと思っている者が多い

これまでの授業を通して、４人グループで

ため、労働者は、保障された権利を活用し自

教科書p . 71の企画書やp . 64の労働者募集を

分たちの生活を守る努力をしていることを押

参考にして、企業の企画書づくりに入る。

さえたい。このため『労働者が安心して働け
る企業をつくるに
は』という小課題
を設定し、p . 64〜
67で労働者の権利
と労働をめぐる課
題を学習する。グ
ループで考えさせ
てから教科書p . 64
の従業員募集広告
について意見交換 「中学生の公民 初訂版」p.64
し学習を深める。
７．企業はもうけるだけでいいの？
生徒に、企業の活動する目的を再び問いか
「中学生の公民 初訂版」p.71

け、それが「利潤」であることを確認してか
ら、
『企業はもうけるだけでいいのか？』とい

ここで、以下のことに注意したい。漓企画

う小課題を設定する。不景気で多くの企業が

書の発表会を行う。この発表会は、各グルー

倒産し、数社しか残らなかったら、大もうけ

プごとのブース（店）を設定し、前半と後半

する方法があることをほのめかし、生徒に考

で２名ずつ発表する者と、他の発表を聞きに

えさせる。
「企業が手を組む」という案が出て

行き評価する者が交代して運営すること。滷

きたらこれを活用し、独占やカルテルが社会

発表会後に、他のグループの発表を参考にし

に与える不利益についてp . 57で学習する。そ

て、各自グループと違う企業企画書を１人１

の後、p . 68〜69の様々な企業が社会貢献して

枚ずつ提出すること。澆企業企画書の評価の

いることを学習し、身近な企業の具体的取り

項目を配布し、見通しを持たせる。これは、

組みについて知っていることをや調べたこと

あらかじめ生徒に伝えておく（評価項目は次

を発表させる。その後、グループの企画した

ページ参照）
。漓滷によってグループを頼る

企業の社会的貢献について話し合わせる。

生徒がなくなり、個々の取り組みも意欲的に
なり、発表会も活発なものになる（最初から
個人企画書にしなかったのは、不得意な生徒
が、初めから投げ出すことなく、グループで
教えられることによってまとめる方法を学習
できるようにするためである）
。澆によって、

「中学生の公民 初訂版」p.69

何について考えれば良いかが明確になって、
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生徒も取り組みやすくなるとともに評価も明

をすることを心がけたい（参観者がだれも来

確になる。

ないブースをつくらない教師の気遣いが発表

９．発表会を開こう

会を成功させる）
。

発表会は、グループごとに前に出て行う形

10．発表会を基に個人企画書を完成しよう

式では、時間が長くなり生徒が飽きてしまい

発表会で使ったグループの企画書や、他の

効果的とはいえない。このため、前述のよう

グループの発表から学んだ点、参観生徒が記

に各グループごとにブース（店）を開き、２

入した相互評価表などを参考に、各個人ごと

人ずつ発表する者と他のグループ発表を聞き

に１人１枚の企画書を作成し提出させる。こ

に行く者に分かれ、前半・後半でそれが入れ

れによって、学習内容がさらに定着し深まる。

替わることとした。これによって、漓２人で

定期テストには今回の内容を出題することを

グループの発表をしなくてはならないため、

伝え、出題するとともに先の企画書とあわせ

より真剣に準備をすることで個々の理解が深

て評価の材料としたい。

まる（１人にしないのは、１人ではとても説明

11．評価項目について

できない生徒もいることを考えてである）
。滷

前述したように、発表会の準備の場面、発

それぞれのブースごとに発表を聞く者が散ら

表会中の質疑応答場面、生徒同士の相互評価

ばり少人数になるため、質疑応答も活発化し

カード、個人企画書など、各場面や資料よっ

実りある発表会になる。澆参観者が近くにい

て評価をしていきたい。発表会準備前に明示

て少人数のため、模造紙に大きな文字や表を

するものについては、評価項目に授業で学習

書く必要もなく、画用紙程度にまとめること

してきた内容が含まれるようにしたい。

ができ、発表準備も本来の内容に集中するこ

私は、次の評価項目を立ててみた。

とができる。

漓企画書に次の内容が書かれているか。
また、その妥当性について。
・企業名
・キャッチコピー（セールスポイント）

半数の生徒は各ブースの参観者に

・企業の拠点（営業所・工場などを置
く場所がその役割や商品から考えて
適切か）
・資本金（準備する方法）
・事業内容

発表会の配置図（教室）

＝発表者

・従業員数・取引銀行

この発表会では、聞く者が観点別評価表に
発表を聞きながら記入し、教師に提出する。
教師は評価材料として活用するとともに、そ

・社会的な役割（社会への貢献方法）
・採用方針・福利厚生
（働きやすい企業のための工夫）

れを発表者に渡し生徒同士の相互評価に活用
したい。このとき、教師も各ブースを回って
質疑応答の様子を評価用紙に記入するととも
に、参観者が来ないブースには、教師が参観
者として事前に示した評価項目について質問

−22 −

滷ライバル企業対策が適切か。
澆不景気対策が適切か。

