中学生の公民
教科書の特色を生かした授業案

憲法と人権について
渋谷区立広尾中学校 関

基 雄

た憲法制定の事例が取り上げられ、さらにこ

１ 憲法・人権学習の意義と教科書の特色

の事例をもとに課題を設定し、生徒が主体的
に憲法について考える構成となっている。

新聞やニュースでは憲法改正の議論が活発

また、作業的な活動や身近な事例を通して

になったり、人権を踏みにじるような犯罪が

憲法の趣旨を理解できる場面も充実された。

多発していることが報じられている。
こうした社会情況は中学校の公民的分野で
の憲法や人権の学習の質を問い直していると
いえよう。
つまり、
憲法や人権についての表面
的な知識理解や量的な教え込みではなく、生
徒が将来にわたって使える質の高い知識理解
を身につけたり、憲法や人権の学習の必要性
を実感できる授業が求められているのである。
今回の改訂で第３部１章「日本国憲法につ

「中学生の公民 初訂版」p.88

いて考えよう」
、２章「人権について考えよ

２章「人権について考えよう」で扱う内容

う」においても、従前よりも作業的な学習や

は、本来生徒にとっても身近な問題であるに

さまざまな学習活動を通して、質の高い確か

もかかわらず、人権に関する用語ををわかり

な学力の定着を図る工夫がなされている。

やすく教えようとするために、解説が多くな

１章「日本国憲法について考えよう」では、
国の基本法としての憲法の意義を理解するた

ってしまい、生徒にとっては『難しい』
『覚え
にくい』内容となっていることが多い。

めに東ティモールの国づくりと同時に行われ
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今回の改訂では、この単元でも生徒の身近
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でわかりやすい事例から人権について考えさ
せたり、身近な事例を取り入れた活動場面を
設定したりして、人権の大切さを理解できる
ように充実が図られている。
また、今回は指導書も大きく改訂を行い、
それぞれの単元で「Type−Ｂ」として活動
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型授業を紹介してある。２章の人権を扱う単
元では講師を招いた事例を紹介している。こ

この活動は、まだあまり身近に感じていな

うした事例にためらいを感じる先生も多いと

い人権について、学習課題を立てるためのゆ

思われるが、大きな成果が得られるので是非

さぶりとして設定する。活動については教科

挑戦してもらいたい。そこで、人権について

書96ページのやってみようを活用する。身近

の活動型の実践事例を紹介する。

な事例の掲載があるので「これと似た経験が
ある」などと興味を持って見ている。年間の

２章 人権について考えよう

指導計画で時間的に余裕があれば事例作成か

Type −Ｂ・外部講師を招いた授業
１

ら発表まで３時間当てられるとよい。１時間
目で個人の事例作成とグループ内での発表、

生徒の実態をつかむ

生徒が人権についてどのような意識を持っ

２時間目でグループでの事例検討、３時間目

ているのかを知るために事前に下に示すアン

の発表となり、生徒たちがある程度検討した

ケートを行う。

事例を作成することができ、今後の活動でも

１

人権とはどのようなものか

自分たちの作成した事例にこだわりをもって

２

どのようなことを知っているか

活動するようになる。

３

人権を大切と思うか

こうした意識調査を行うと、
「人権について
知識はほとんどもっていないが、大切である
という意識は高い」などと生徒の実態がわか
る。この結果から授業のねらいを、
「知識を深
め、根拠を挙げて人権の必要性がわかるよう
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にさせる」など、生徒の実態に即して設定す
実際に生徒の作った事例として次のような

ることができる。
２

第１時

ものがある。

人権の概要をつかむ

さまざまな活動を行っていく際に、ある程

・『大根（おおね）サラダ』という名前、『ダ

度の基本的知識が必要である。たとえば、基

イコンサラダ』といわれてバカにされ困っ

本的人権とはどのようなことなのか、憲法で

ている。

はどのように定めているのか、など今後の活

・模型を集めるのが趣味で、そのことで『オ

動で使っていくと思われる事項を事前に１時
間でまとめて教える。
３

第２〜４時

タク』といわれ、からかわれる。
・ホームレスで臭いといわれ嫌われる。私は

人権侵害の事例を考える

生きていく資格がないのでしょうか。
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・家族が犯罪に巻き込まれ、殺害された。犯

トの紹介があるが、できれば複数の講師を招

罪者に人権を認める必要があるのか。

いた方がよい。今までの経験から１人の講師

なかなか意見が出ないグループの指導をす

では一人ひとりの生徒が講師の方と話し合う

る際にはこうした事例を紹介してあげるとよ

時間が限られてしまい、話し合いに参加した

い。

という意識が深まらない。また、日頃から話
し合い活動が十分行われていないと生徒だけ
ではグループの話し合いが深まらない。
そこで、比較的複数の講師を呼びやすい次
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のような講師の選定を参考にしてほしい。

発表については各グループに進行を任せる

各グループからの質問を受けるメインの講

と終了時間が異なり、次の活動に入れなくな

師として人権問題の専門家である弁護士など

ってしまう。そこで、各事例ごとに制限時間

を１人招き、各グループのグループのコーデ

を３〜４分と区切っておくとよい。その時間

ィネータ的な役割を担う講師として、
ＰＴＡ・

内に発表と相談を行うようにすると、全体の

父親の会・地域の青少年育成にかかわる方に

歩調があった発表活動となる。

来てもらう方法である。保護者に参加しても
らえるだろうかと心配されるかもしれないが、
こうした活動に関心を持っている保護者も多
く、依頼をすると引き受けてもらえる場合が
多いのでそうした人材を積極的に活用してい
きたい。
講師の先生には事前に授業の進行状況や各
班のテーマや質問事項、当日の予定などをま
とめたものを送っておく必要がある。

４

第５時

学習課題を立て、調べる
班

それぞれが発表し、アドバイスをもらった
結果をもう一度最初のグループに持ち帰り、
よく検討を行い、講師の先生に聞いてみたい
学習課題を立てて調査活動を行う。
調査活動を行わないと、次に行う講師との
話し合いで、質問事項にあまり深まりが見ら
れないことが予想される。調査をすることで
認識が広がり、講師の先生の話が理解しやす
くなると思われる。
５

第６時

講師を招いての授業

指導書には講師が１人の場合のワークシー
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授業では、なるべく講師の先生方との話し

講師の立場から見た、それぞれの課題につい

合いを多くとることを考え、次のような時間

ての意見も参考になる。さらに講師が十分伝

配分を参考にしてほしい。

えきれなかったことなどを聞いておく。そう
した報告の中から、まとめの時間に全体に考

講師紹介、あいさつ

（５分）

えさせたい問題などがつかめてくる。

各グループの質問３分×グループ数

回答

６

まとめ

（15分）

講師との話し合いで考えたことなど時間が

（15分）

足りずにまとめきれていないと思われるので、

コーディネータによるグループの話し合い

話し合いを通して感じたことを発表する振り

（10分）
報告

第７時

返りの時間を設定する。

（５分）

授業が終わった後の、講師の方々と協議会
で出た話題からさらに生徒に話し合いを深め

各班の発表や報告があるため話し合いの時

させることもしたい。

間が限られてしまう。各班からの質問をなる

次に、この学習を通して、生徒の考えが深

べく関連づけるようにしたり、あらかじめ論

まったのかを見るためにもう一度事前意識調

点としたいことをまとめておくなど事前の準

査と同じものを行う。

備を行うとより有意義な活動となっていく。

最 後 に ま と め の 課 題 と し て111ペ ー ジ の

こうした授業をやって生徒が実際に書いた

やってみようを行う。授業時間内では行うこ

意見を次に紹介したい。

とはできないので家庭で行う課題として取り
組ませる。この時間では、課題の取り組みの

人権は身近にありとても大切だということ

説明を行う。

を考えました。前は、人権のことはよくわか
らなかったけれど、人権は「人を守る大切な
権利」ということを学ぶことができました。
…だから、人権というものは「他人」＝「相
手への配慮」を互いに尊重し合うことによっ
て成り立っているのかなと考えました。だか
ら人権というのはお互いの尊重ができていな
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いということなのかと思いました。これはま
だ人権についての一部だから、これからも人
権について考えていきたいと思いました。

この課題提出のポイントは課題の意図を明
確にすることである。課題提示があいまいで
あると次の生徒作品と上を比べるとわかるよ

授業後には、是非講師の方々と協議会を行

うに、人権の大切さを表現したものと人権の

いたい。教師は全体の進行役を行っているの

内容を説明したものとが出てしまう。そこで、

で、各グループの状況など把握できていない。

「あなたが考えた人権の大切さを自由に表現

そこで、各グループのコーディネータ役の講

しよう」などと課題を明確にし、具体的に説

師から活動の様子を聞いておきたい。また、

明することが必要である。
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Ｂの評価

活動に参加していることが自己

規準

評 価・ 相 互 評 価 か ら も 認 め ら
れ、ワークシートの記入からも
人権の大切さが具体的な記述で
かかれている。
思考・判断

評価場面

学習課題の設定・講師との話し
合い・まとめ

評価方法

発言・ワークシートの記入・ま
とめの意識調査

また生徒の中には次の事例のように人権を
象徴的に表す生徒も見られるので下に示すよ

Ｂの評価

人権問題について学習課題を立

規準

てることができた。人権問題を
どのように解決していけばよい

うな説明カードを書かせるとよい。

か考えることができた。
資料活用の技能・表現
評価場面

人権侵害の事例を考える

評価方法

発表・自己評価・相互評価

Ｂの評価

悩み相談カードを使って人権の

規準

悩みを表現することができた。
知識・理解

評価場面

人権の概要・まとめ

評価方法

ワークシートの記入

Ｂの評価

基本的人権とは誰でもが持ってい

規準

る権利であること、憲法で保障さ
れ、自由権や平等権などがあるこ
とが理解できている。

７

評価について

まとめで取り組ませた課題については、発

生徒の活動をどのように観点別に評価する
か。難しい点はあるが、基本的な考え方は、

展的な学習と位置づけ、発展的な学習への取
り組み姿勢で評価をＡにする。

生徒の頑張ったことは積極的に認めていく姿

終わりに

勢であると考える。
評価の事例を示すので参考にしてほしい。

こうした活動型の授業の指導技術を教えて

関心・意欲
評価場面

グループ活動・まとめ

くれる体制がないため、実際に経験していく

評価方法

観察・ワークシートの記入・自

より方法はないと思う。それぞれの指導経験

己評価と相互評価・まとめの意

に応じて、指導目標を設定し、実践を重ねて

識調査

いくことが必要である。
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