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「高等学校教育実習(公民科)」の基礎
―― 教育実習校としての「高等学校の学校経営・特色」及び「公民科」の
学習指導要領の理解と学習指導案づくり ――
望 月 厚 志＊
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Fundamentals of High School Teaching Practice (Civics)
-- Understanding of "school management and characteristics of high schools" as an educational training school and
Understanding of study guidelines and making study plans of "civics"
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本稿は、「教育実習」について考え、「実習」を体験するために必要な基礎として、高等学校の歴史と学校経営、高等学校
「公民科」の学習指導要領での教育目的と指導内容の概略、新しく求められるカリキュラム・マネジメントの基礎、「公共」「倫理」
「政治・経済」授業の具体的な学習指導案を検討できるようになるための「教育実習の手引き」となることを目的として著された
ものである。第 1 章では高等学校の歴史的な経緯と学校経営の特色の概略、第 2 章では、第 2 章 高等学校の学校経営と
教育活動(公民科)の特色の全体的な理解を図り、「公共」「倫理」「政治・経済」のそれぞれの科目の指導の基礎とした。第 3 章
では、学習指導要領で謳われている「カリキュラムマネジメント」の各科目の基礎とその評価の概略を説明した。第 4 章では、
「公共」「倫理」「政治・経済」のそれぞれの科目の学習指導案作りの参考となる既存の学習指導案を具体的に考察し、指導案
作成方法について説明している。なお、「倫理」についての説明の中で、「宗教」－特に「仏教」―について検討した。

はじめに
本稿は、
「教育実習」について考え、
「実習」を体験するために必要な基礎として、高等学校の歴
史と学校経営、高等学校「公民科」の学習指導要領での教育目的と指導内容の概略、新しく求めら
れるカリキュラム・マネジメントの基礎、
「公共」
「倫理」
「政治・経済」授業の具体的な学習指導案
を検討できるようになるための
「教育実習の手引き」
となることを目的として著されたものである。
――――――――
*茨城大学名誉教授
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第 1 章 日本の高等学校の成立と現状及びその課題
(1)高等学校の成立とその歴史的経緯
日本の高等学校の成立について『学制百年史』と『学制百二十年史』での記述で重要と思われる
部分を見てみると、次のようになる。
①新制高等学校の発足
「昭和二十二年三月「学校教育法」が公布されたが、新制高等学校は一年間の準備期間を経て二
十三年度から発足した。新制高等学校は新制中学校に比して、旧制中等学校からの移行と一年の準
備期間の余裕があったことで、混乱も少なく比較的円滑に発足した。ただ、発足に際し、旧制中等
学校在学生の移行などの経過措置を必要としたが、その後二十四、五年度でしだいに充実し、その
体制を整えた。
新制高等学校の発足に当たって、三つの原則が総司令部から強く主張された。それは学区制、男
女共学制および総合制の原則である。学区制は旧制の中学校、高等女学校や中学校、実業学校の間
の格差を是正し教育の民主化および機会均等の理念を実現しおよび高等学校の普及を図る趣旨によ
るものであった。そのため、公立の高等学校の平準化、地域性を図るため都道府県教育委員会に学
区制を定める権限が与えられた。
（旧教育委員会法）
また、高等学校における男女共学の実施とともに普通科と職業科をあわせた総合制高等学校の設
置が勧められた。
しかし、二十二年二月の「新学校制度実施準備の案内」では、必ずしも男女共学でなくてもよい、
男子も女子も教育上は機会均等であるという新制度の根本原則と、
「地方の実情、なかんずく地域の
教育的意見を尊重して」決定すべきであるとされ、同年の「新制高等学校実施の手引」においても
同様の趣旨が述べられていた。また、総合制高等学校の設置についても、前記「新学校制度実施準
備の案内」では、
「学校数の少ない地方においては、総合的な学校が地方の必要性に適合すると思わ
れる」と述べ、これを漸進的な方針により勧奨していた。したがって文部省としては、三原則の画
一的実施は指導しなかった。しかし、地方によっては、当時の地方軍政部の意向により、その統合
が強力に実施され、多大の混乱を起こしたところもあったが、講和条約成立後はしだいに実情に適
するように改められた。
なお、私立の高等学校は、旧制の中学校・高等女学校等の転換であったため統廃合の例もほとん
どなく、右の三原則の強制も受けなかったが、中学校と高等学校の併置の型が多かった。
」1)。
②高校生急増とその対策
「高等学校への進学率は、戦後一貫して上昇してきた。新制高等学校が発足して間もない昭和二
十五年には、進学率は四二・五％であったが、三十年代から四十年代にかけて十年間ごとに約二〇％
の著しい上昇を示し、四十九年には九〇％を超え、平成二年には九五％に達した。このような高等
学校教育の量的拡大は、教育の質的な変化への対応を要請する。すなわち、中等教育の機会均等の
理念はほぼ実現し、高等学校は国民的教育機関となった反面、能力・適性・進路等極めて多様な生
徒にどう対応すべきかという困難な問題を抱えることになった。四十年代以降の高等学校教育に関
する行政施策や関係者の努力は、高い進学率と第二次ベビーブームによる高等学校教育の量的拡大
への対策に加えて、それに伴う質的な変化への対応に向けられた。
」2)
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③特色ある学校づくり
「昭和四十年代から五十年代にかけて、青少年のほとんどすべての者が進学する国民的教育機関
として、新しい高等学校の在り方が問われるようになった。これに一応の回答を出したのが五十三
年の教育課程の改訂であった。この改訂については既に本章第二節で述べているので、ここでは繰
り返さないが、この時の教育課程審議会の構想した新しい高等学校教育は、第一学年で総合科目を
中心とした必修と第二学年・第三学年での選択中心の教育課程であり、必修科目の縮小・弾力化、
指導内容・方法の弾力化、授業時数の弾力化など、大幅に学校裁量を拡大し、生徒の多様な実態に
対応した弾力的な教育課程編成を可能とするものであった。それは各学校の主体的な創意工夫を生
かして、
特色ある学校づくりを目指し、
それぞれの高等学校の個性化を図ろうとするものであった。
この考え方は平成元年の教育課程の改訂でも踏襲され、それまでの経験を加えて、より弾力的な教
育課程の編成を可能とするよう改善が図られた。
」3)
④単位制高校の発足
「昭和六十年六月の臨時教育審議会第一次答申において、高等学校改革の一環として、六年制中
等学校と単位制高等学校の制度化が提言された。これを受けて文部省においては協力者会議を設け
て検討を進めた結果、六年制中等学校についてはなお検討を継続することとなったが、単位制高等
学校については六十三年三月に関係省令を改正し、六十三年度から発足させた。単位制高等学校は
生涯学習の観点から、誰でも、いつでも、必要に応じ高等学校教育を受けられるようにすることを
目的としており、その履修形態は学年制によらず単位制のみによるものである。社会人を含めて学
習歴や生活環境が多様な生徒を広く受け入れるものであることから、定時制又は通信制課程の特別
な形態のものとして位置付けられた。平成四年度までに公立三一校私立五校が設置され、多様な生
徒を受け入れる柔軟な学校形態として評価されている。
」4) と記述されている。
(2)高等学校の現状
高等学校の現状について、教育目的、学校数・学生数、卒業後の状況等についてみてみる。
①高等学校の教育目的
高等学校の教育目的については、学校教育法の中の第６章第 50 条及び第 51 条に次のように規定
されている。
「第六章 高等学校
第五十条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な
普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
第五十一条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達
成するよう行われるものとする。
一 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健
やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定さ
せ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。
三 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発
展に寄与する態度を養うこと。
」5)と規定されている。
このように、高等学校は、中学校教育を発展させた専門的な技術や高い教養を施すこと、個性に
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応じた将来の進路を決定すること、個性の確立に努めることなどが目的とされている。
②学校数と生徒数
2020 年（令和 2 年）5 月 1 日現在で学校教育法に基づく高等学校は全日制・定時制合わせて全国
に 4,874 校あり、その内、国立 15 校、公立 3,537 校、私立 1,322 校である。在校生は 3,168,262 人
で、男子 1,562,983 人、女子 1,529,081 人である。教員数は、総数 229,245 人、その内の女性教員
は、74,577 人で、女性教員の占める割合は、32.5%である。義務教育期間の教員の内、女性教員の比
率は 53.5%であるので、高校での女性教員の占める比率は低い。また、学科別の在籍者数を見ると、
「平成」に入り、普通科在籍者が全体の 70%以上で推移している 6)。
③卒業後の状況
「１．高等学校等卒業者
高等教育機関（大学（学部）
・短期大学（本科）入学者，高等専門学校４年在学者及び専門学校入
学者）への進学率は８３．５％で，前年度より０．７ポイント上昇し，過去最高。
大学（学部）
・短期大学（本科）進学率は５８．６％で，前年度より０．５ポイント上昇し，過去最
高。 大学(学部)進学率は５４．４％で，前年度より０．７ポイント上昇し，過去最高。 専門学校進
学率は２４．０％で，前年度より０．２ポイント上昇し，過去最高。
」7)と報告されている。
④「高等学校の現状」についての文部科学省の見解
文部科学省は、
「高等学校の現状」について、
「今日の高等学校は、それぞれの学校ごとに入学者
選抜が実施されているものの、全体としては中学校卒業後の生徒の約 98％が進学しており、その結
果、生徒の興味・関心、能力・適性、進路等は極めて多様となっている。例えば、学力面について
は、極めて高い能力を有している者がいる反面、小学校及び中学校での学習内容を十分に修得して
いない生徒も少なからず見られる状態となっている。また、高等学校を中途退学する生徒は少しず
つ減少してきてはいるものの、依然として 5 万人を超えている。こうした状況の中で、特に普通科
の高等学校は、大多数の保護者や生徒の進路希望が大学進学であるため、大学入試に大きな影響を
受け、その準備のための教育に偏りがちとなり、学校教育法に規定する高等学校教育の目標の達成
等を軽んじる嫌いがあるとの指摘がある。他方、職業学科の高等学校は、将来の職業に対する目的
意識を持たせる教育を通じて、主体性や自立心が育まれ、卒業者に対する産業界からの評価が比較
的高くなっているとの声がある。
」8)と、高い進学率は誇るが、学力の二分化傾向や中退者の問題、
教育目標と現実の教育との乖離などが目立つとしている。その一方で、
「キャリア教育」としては成
果が見られるとの認識を示している。

第 2 章 高等学校の学校経営と教育活動(公民科)の特色
(1)学校経営
改訂された『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示)』には、
「教育課程を通して,これからの時代
に求められる教育を実現していくためには,よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという
理念を学校と社会とが共有し,それぞれの学校において,必要な学習内容をどのように学び,どのよ
うな資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら, 社会との連
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携及び協働によりその実現を図っていくという,社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。
」9)
との記述がされ、これからの学校は「社会に開かれた教育課程の実現」を目指す学校経営が求めら
れることになる。そのための方向・方策を見てみる。但し、
「高等学校独自」のものというよりは学
校教育全体、小・中・高校で共通するものである。
①社会に開かれた教育課程の実現
文部科学省は、
「2020 年からの新学習指導要領では、
「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創
る」という理念を学校と社会が共有し社会と連携・協働しながら未来の創り手となるために必要な
資質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」の実現を重視している。この理念の実現に向けては、
組織的・継続的に地域と学校が連携・協働していくことが大変重要といえる。具体的な取組として
は、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）や地域学校協働活動の一体的推進が重要とな
る。
」と述べて下記の全体像図を示している。

「地域と学校の連携・協働を効果的、継続的に行うためには、学校運営協議会と地域学校協働本部、
地域学校協働活動の一体的な推進が求められます。具体的には、地域と学校が、子供たちの学びの
充実のために、協議し、協働し、活動後の評価をして、また次の取組につなげていくという PDCA サ
イクルを回していくことが重要です。
」と説明を加えている 10)。
具体的な方向・具体策としては、次に取り上げる「②コミュニティ・スクール（学校運営協議会
制度）
」
、
「③『チームとしての学校』
」
、
「④『学社連携』と『学社融合』
」策が代表的なものとなる。
それぞれの取り組みについての文部科学省による説明を示してみる。
②コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運
営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みであ
る。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特
色ある学校づくりを進めていくことができる。法律（地教行法第 47 条の 5）に基づいて教育委員会
が学校に設置する学校運営協議会には、主な役割として、校長が作成する学校運営の基本方針を承
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認する、学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる、教職員の任用に関し
て、
教育委員会規則に定める事項について、
教育委員会に意見を述べることができるの 3 つがある。
」
11)

。

③「チームとしての学校」の在り方
「これからの学校が教育課程の改善等を実現し、複雑化・多様化した課題を解決していくために
は、学校の組織としての在り方や、学校の組織文化に基づく業務の在り方などを見直し、
『チームと
しての学校』を作り上げていくことが大切である。
そのため、現在、配置されている教員に加えて、多様な専門性を持つ職員の配置を進めるととも
に、教員と多様な専門性を持つ職員が一つのチームとして、それぞれの専門性を生かして、連携、
協働することができるよう、管理職のリーダーシップや校務の在り方、教職員の働き方の見直しを
行うことが必要である。また、
『チームとしての学校』が成果を上げるためには、必要な教職員の配
置と、学校や教職員のマネジメント、組織文化等の改革に一体的に取り組まなければならない。
『チームとしての学校』像としては、校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、
学校の資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの専門性を生
かして能力を発揮し、子供たちに必要な資質・能力を確実に身に付けさせることができる学校
今後、
『チームとしての学校』を実現するためには、以下の 3 つの視点に沿って検討を行い、学校
のマネジメントモデルの転換を図っていくことが必要である。そのためには、専門性に基づくチー
ム体制の構築、学校のマネジメント機能の強化、教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備が必
要・重要となる。
」12)。
④「学社連携」と「学社融合」
生涯学習審議会は、平成 8 年 4 月『地域における生涯学習機会の充実方策について』(1996 年)の
答申の中で「学社融合」の概念を提唱した。
『学社融合』とは、学校教育と社会教育がそれぞれの役
割分担を前提とした上で、そこから一歩進んで、学習の場や活動など両者の要素を部分的に重ね合
わせながら、一体となって子どもたちの教育に取り組んでいこうとする考え方であり、従来の『学
社連携』の最も進んだ形態と見ることができる。
」と説明している。

学社連携から学社融合へ
学社融合
(☞学校教育と社会教育が部分的に重なり合う 関係)
学校教育と社会教育(家庭教育を含む)とが相互補完的に協力し合う関係

同時に共同の教育実践

教育政策の方向性
社会(教育)

「学校教育のスリム化
」
双方の教育完了・ 双方に成果

学社連携と学社融合の概念図(望月厚志 作成)
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(2) 『高等学校習指導要領(平成 30 年告示 )』における「公民科」の特徴
①新『学習指導要領(平成 30 年度版)』全体における内容の特徴
a.「前文」の新設
これまで、学習指導要領は「総則」から書き起こされることが通例であったが、それとは異なり、
新しい学習指導要領の冒頭には「前文」が掲げられている。そして、その末尾には、
「生徒が学ぶこ
との意義を実感できる環境を整え,一人一人の資質•能力を伸ばせるようにしていくことは, 教職員
をはじめとする学校関係者はもとより,家庭や地域の人々も含め,様々な立場から生徒や学校に関わ
る全ての大人に期待される役割である。幼児期の教育及び義務教育の基礎の上に,高等学校卒業以
降の教育や職業,生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら,生徒の学習の在り方を展望してい
くために広く活用されるものとなることを期待して,ここに高等学校学習指導要領を定める。
」13)と
記述され、
「高等教育」と「職業」
、
「生涯学習」を見通した高校教育を考えるように指示している。
b.新教科・科目の設置
新しい『高等学校学習指導要領(平成 30 年度版)』の総則の「各教科・科目及び単位数」(p.21 の
一覧表参照)では、新たに設置された科目教科として、
「国語」
「地理歴史」
「公民」
「数学」
「外国語」
「情報」が示されている。そして、その新科目の内で 1 つまたは 2 つの科目が必履修科目に設定さ
れた。また、教科「公民」の中の科目「現代社会」が「公共」へ変更された。さらに、従前の「総
合的な学習の時間」は「総合的な探究の時間」となり、この「総合的な探求の時間」は全ての生徒
に履修させるものとしている 14)。
c.「総則」におけるその他の重点項目
「総則」の中に今回記述されたその他の重点項目は、1) 育成を目指す資質・能力の明確化。2)
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進。3) 各学校における「カリキュラ
ム・マネジメント」の推進。4)学校段階等間の接続を図る。5)道徳教育の充実。
」が掲げられた。
(2)新学習指導要領(平成 30 年度版)における「公民科」の内容の概要と特徴
高等学校には「社会」という教科はなく、
「地理歴史」と「公民」がそれに代わる正式な教科とな
っていたが、今回の学習指導要領の改訂でその「地理歴史」と「公民」は大きく変った。教科「公
民」の場合は、
「公共」
、
「倫理」
、
「政治・経済」の３科目から構成されている。新しい学習指導要領
では「現代社会」が廃止され、新たな必修科目として「公共」が新設される。
「倫理」
「政治・経済」
は選択科目となった。
「公共」
（標準単位数 2 単位）では、現代の諸課題を追求したり解決したりす
る活動を通して、(A) 公共の扉、(B) 社会形成への参画、(C)持続可能な社会づくりを学習すること
を大きな内容の中心としている。
「倫理」
（標準単位数 2 単位）では、現代の諸課題を追求したり解
決に向けて構想したりする活動を通して、(A) 現代に生きる自己の課題と人間としての在り方生き
方、(B) 現代の諸課題と倫理について学習することを大きな内容の中心としている。
「政治・経済」
（標準単位数 2 単位）
では、
現代の諸課題を追求したり解決に向けて構想したりする活動を通して、
(A) 現代日本における政治・経済の諸課題、(B)グローバル化する国際社会の諸課題について学習す
ることを大きな内容の中心としている 15)。
これまでの教科「公民」は、
「現代社会、倫理、政治・経済」の構成で、3 つのうちどれかを選ぶ
選択必修制であった。
「公共」の登場とその必修化には、
「18 歳から選挙権が得られるようになった」
というような日本の新しい社会状況への変化が影響していると思われる 16)。
- 287 -

茨城大学全学教職センター研究報告(2021)

第 3 章 「公共」「倫理」「政治・経済」授業のカリキュラム・マネジメントの基礎とその評価
次に、その新設科目「公共」を中心にして、
「倫理」
「政治・経済」の授業のカリキュラム・マネ
ジメントの基礎と評価について考えてみる。
(1) カリキュラム・マネジメントの基本理論(概念と構造 )
①カリキュラム・マネジメントの概念
「カリキュラム・マネジメント」の概念は、
「カリキュラムを主たる手段として、学校の課題を解
決し、教育目標を達成していく営み」17）と言われている。つまり、
「カリキュラム・マネジメント」
は、教育目標の実現を目指して、学校全体の経営と教育活動を改善していくというものである。
②カリキュラム・マネジメントの構造(田村知子、日本標準、2014 年、p.16 より)

「図 1 は、 カリキュラムマネジメントの実践の際に配慮すべき要素を構造的に示したモデル図で
す。
『ア.教育目標の具現化』や『イ.カリキュラムの PDCA』はカリキュラムマネジメントの核であ
る直接的な教育活動です。これを支える学校内部の条件整備活動が『ウ.組織構造』
『エ.組織文化』
であり、学校外部の規定要因が『力.家庭•地域社会等』や『キ.教育課程行政』です。これらを、校
長をはじめとする『オ.リーダー』たちが中心となって総合的にマネジメントしていくのです。
」18)
と説明されている。
『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示)』の「第 1 章 総則」の「第 7 款 道徳教育に関する配
慮事項」には、
「道徳教育の全体計画の作成に当たっては,生徒や学校の実態に応じ,指導の方針や重
点を明らかにして,各教科•科目等との関係を明らかにして、各教科・科目等の関係わ明らかにする
こと。 その際,公民科の「公共」及び「倫理」並びに特別活動が,人間としての在り方生き方に関する中核
的な指導場面であることに配慮すること。
」19)(下線及び強調は筆者によるものである。)と、公民科
の「公共」及び「倫理」が道徳教育の高等学校でのカリキュラム・マネジメントの重要な教育実践
の中心の一つであることが示されている。
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(2)「公共」授業のカリキュラム・マネジメントの基礎
学校における教育目標（理念）の具現化」がカリキュラム・マネジメントの意味内容であった。
そこで、
「公共」授業の目標・目的と内容について、
『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示)』(平
成 30 年 3 月告示)と『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示 解説) 公民編』(平成 30 年 7 月)で
確認しておきたい。そのことは、授業レベルでのカリキュラム・マネジメントを進める上での基礎
を形成することになる。
「倫理」
、
「政治・経済」でも同様である。
①「公共」授業の目標
「公共」授業の目標は、
『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示 解説) 公民編』(平成 30 年 7 月)
には、次のように示されている。
「(2)目標 人間と社会の在り方についての見方•考え方を働かせ、現代の諸課題を追究したり解決
したりする活動を通して、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民
主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な公民としての資質•能力を次のとおり育成することを
目指す。
(1)現代の諸課題を捉え考察し、選択•判断するための手掛かりとなる概念や理論について理解する
とともに、諸資料から、倫理的主体などとして活動するために必要となる情報を適切かつ効果的に
調べまとめる技能を身に付けるようにする。
(2)現実社会の諸課題の解決に向けて、選択•判断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間における
基本的原理を活用して、事実を基に多面的・多角的に考察し公正に判断する力や合意形成や社会参
画•を視野に入れながら構想したことを議論する力を養う。
⑶よりよい社会の実現を視野に、現代の諸課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに、
多面的•多角的な考察や深い理解を通して涵養される、現代社会に生きる人間としての在り方生き
方についての自覚や、公共的な空間に生き国民主権を担う公民として、自国を愛し、その平和と繁
栄を図ることや、各国が相互に主権を尊重し、各国民が協力し合うことの大切さについての自覚な
どを深める。
」20)
(1)の目標では、
「社会的事象等に関する情報を収集する技能」
「収集した情報を適切かつ効果的に読
み取る技能」
、
「読み取った情報を効果的にまとめる技能」が重要視されている。(2)の目標では、授
業場面において、
設定した適切な学習上の課題である主題に応じ、
様々な概念的な枠組みを用いて、
協働して主題を追究したり解決したりする活動を展開されることが求められている。(3)の目標で
は、
「公共的な空間に生き国民主権を担う公民として、自国を愛し、その平和と繁栄を図ること」や
「各国が相互に主権を尊重し、各国民が協力し合うことの大切さについて」の自覚などを育むこと
を要請している 21)。
②「公共」授業の内容の概略
「公共」授業の内容は、３つの大項目、
「A 公共の扉」
、
「B 自立した主体としてよりよい社会の形
成に参画する私たち」
、
「C 持続可能な社会づくりの主体となる私たち」から構成され、
「A→B→C」
の順序で学習を進めるように指示されている。
「A 公共の扉
(1)公共的な空間を作る私たちー公共的な空間と人間との関わり、個人の尊厳と自主•自律、人間と
社舍の多様性と共通性などに着 目して、社会に参画する自立した主体とは何かを問い、現代社会に
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生きる人間としての在り方生き方 を探求する活動を通して、自らを成長させる人間としての在り
方生き方について理解することなどを身に付けることができるよう指導する。
⑵ 公共的な空間における人間としての在り方生き方―主体的に社会に参画し、他者と協働するこ
とに向けて、幸福、正義、公正などに着目して、課題を追究したり解決したりする活動を通して、
よりよく生きる行為者として活動するために必要な情報を収集し、読み取る技能を身に付けること
ができるよう指導する。
(3）公共的な空間における基本的原理―自主的によりよい公共的な空間を作り出していこうとする
自立した主体となることに向けて、 正義、公正などに着目して、課題を追究したり解決したりする
活動を通して、 人間の尊厳と平等や個人の尊重、民主主義、法の支配などの事項を身に付けること
ができるよう指導する。
B 自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち
自立した主体としてよりよい社会の形成に参画することに向けて、現実社会の諸課題に関わる具
体的な主題を設定し、幸福、正義、公正などに着目して、他者と協働して主題を追究したり解決し
たりする活動を通して、法・経済・政治に関係する事項を身に付けることができるよう指導する。
C 持続可能な社会づくりの主体となる私たち
持続可能な地域、国家•社会及び国際社会づくりに向けた役割を担う、公共の精神をもった自立し
た主体となることに向けて、幸福、正義、公正などに着目して、現代の諸課題を探究する活動を通
して、 課題の発見、課題の解決への協同的な考察、論理的な説明や論述することなどを身に付ける
ことができるよう指導する。
」22)と示された。上記についてまとめられたのが下の図 3 である 23)。

図 3 「公共」の全体構造について
(橋本康弘編『高校「公共」の授業を創る』明治図書、2018 年、p.17 より)
③「公共」授業の評価
「公共」の授業をどう評価するのか、すなわち、
「正解のない問題」をどう評価するのかという問題
が「公共」授業では課題となる。これに対して、
「
『公共』の場合、アクティビティを多用して生徒
に考えさせる授業が求められている。もちろん、記憶したことを再生させるテスト問題が作れない
わけではないが、先の授業プランで行うような活動では、グループごとに扱う問題も異なるし、同
じ問題を議論させても無数の提案が出されてくる。このような『正解のない問題』を評価する方法
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のひとつがルーブリックである。ルーブリックの良い点は、作る過程で教師が何を育てどこまで育
ってほしいかと言う到達目標と評価規準（項目）が明確となると同時に、どのような筋道やステッ
プで到達目標に達するかと言う評価基準（ものさし、段階）が明確になることである。
」24)と、
「公
共」授業には「ルーブリック」評価が適切であるとされている
④「ルーブリック」評価について
ルーブリック」評価については、
「ルーブリックとは何かー絶対評価のための判断基準表 『ルー
ブリック』
」とは、絶対評価（目標に準拠した評価）のための判断基準表のことです。英語では rubric
と表記し、もとは聖書の教典のなかで教会の儀式のあり方を朱書きで示したものを意味していまし
た。そこから、行動規範といったような意味で使われるようになり、教育用語としては、アメリカ
合衆国で 1980 年代からポートフォリオ評価法とともに、絶対評価の判断基準表を意味する用語と
して広く使われるようになってきました。ルーブリックは、縦軸に評価レベルを位置づけ、横軸に
評価したい資質•能力の評価の 観点と評価規準を置き、それらが交差するセルに文章で具体的なレ
ベル別の判断基準を書き込んで並べた一覧表です。こうしたルーブリックが作成されるようになっ
てきたのは、
「思考・判断•表現」や 「主体的に学習に取り組む態度」といったペーパーテストで評
価しにくい資質•能力の観 点について、より客観的で、しかもより高い妥当性と信頼性をもちなが
ら、多面的・多角的に学習評価を行えるようにするためです。
」25)と説明されている。そして、ルー
ブリックの作成手順については、次のような一連のステップを踏むことになる。
「①資質・能力を明
確にする、②資質•能力を、3 つから 4 つの評価の観点にして整理する、③評価の観点を文章化して
評価規準をつくる、④1 つの評価規準について、3 つから 4 つのレベル差を想定して判断基準をつ
くる、⑤評価観点、評価規準、判断基準を整理して一覧表にする、⑥各レベルの配点を決める、⑦
観点別学習状況の評価への換算式をつくる」26)となる。次の表 2 は、中学校社会科のレポートの評
価のためのルーブリックについて示されている一つの例である 27)。

(田中博之『学習評価の手引き』教育開発研究所、2020 年、p.65 より)
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(3)「倫理」授業のカリキュラム・マネジメントの基礎
次に、
「倫理」授業の目標・目的と内容についてみてみる。
①「倫理」授業の目標
「倫理」授業の目標は、
『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示 解説) 公民編』(平成 30 年 7 月)
には、次のように示されている。
「目標 人間としての在り方生き方についての見方・考え方を働かせ,現代の諸課題を追究したり解
決に向けて構想したりする活動を通して,広い視野に立ち,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念
に基づいて. グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の有為な形
成者に必要な公民としての資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1)古今東西の幅広い知的蓄積を通して,現代の諸課題を捉え,より深く思索するための手掛かりと
なる概念や理論について理解するとともに,諸資料から,人間としての在り方生き方に関わる情報を
調ベまとめる技能を身に付けるようにする。
⑵ 自立した人間として他者と共によりよく生きる自己の生き方についてより深く思索する力や,現
代の倫理的諸課題を解決するために倫理に関ずる概念や理論などを活用して,論理的に思考し,思索
を 深め,説明したり対話したりする力を養う。
⑶ 人間としての在り方生き方に関わる事象や課題について主な的に追究したり•他者と共によりよ
く生きる自己を形成しようとしたりする態度を養うとともに,多面的•多角的な考察やより深い思索
を 通して涵養される,現代社会に生きる人間としての在り方牛き方についての自覚を深める。
」28)
この「倫理」の目標を「公共」の目標と比較してみると、
「公共」の目標での「人間と社会の在り
方」が「人間としての在り方生き方」に変えられ、「人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念に基づいて」
という文章が付け加えられて、
「倫理」の特色が示されている(下線及び強調は引用者による)。
②「倫理」授業の内容の概略
「倫理」授業の内容は、次の A と B の二つの大項目から構成されている。
「A 現代に生きる自己の課題と人間としての v 在り方生き方―(1)人間としての在り方生き方の
自覚、 ⑵国際社会に生きる日本人としての自覚
B

現代の諸課題と倫理―(1）自然や科学技術に関わる諸課題と倫理、(2)社会と文化にかかわる諸

課題と倫理)が明示されている。
③「倫理」の中の「宗教」単元
平成 30 年３月の新学習指導要領での「宗教」の扱いについての記述は、
「倫理」授業の中の「内
容とその扱い」の「Ａ 現代に生きる自己の課題と人間としての在り方生き方」において、
「(ィ)幸
福，愛，徳などに着目して，人間としての在り方生き方について思索するための手掛かりとなる様々
な人生観について理解すること。その際，人生における宗教や芸術のもつ意義について理解するこ
と」29)と示されている(下線及び強調は引用者による)。
また，
「内容の取扱い」についての中で、
「人間の尊厳と生命への畏敬，自己実現と幸福などにつ
いて，古代ギリシアから近代までの思想，キリスト教，イスラーム，仏教，儒教などの基本的な考え方を
代表する先哲の思想，芸術家とその作品を，倫理的な観点を明確にして取り上げること。
」29)と示され
ている (下線及び強調は引用者による)。
さらに、その中で、例えば、
「仏教」についての記述を見ると、
「
『仏教』
（内容の取扱い）につい
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ては,仏陀の言行や大乗仏教の思想などを適宜取り上げ,仏教が人間をどのように捉えているか,ど
のように生きることを目指しているかについて,多様な倫理に関する諸概念を踏まえながら自己の
課題と重ね合わせて思索することを意味している。例えば,無我,無常,縁起の思想などを取り上げ
て,人生における不安や苦がいかにして生まれるか,その苦はいかにして克服し得るかという課題や,
生命あるもの全てに対する慈悲の教えについて,自己の課題と重ね合わせて思索する。これによっ
て,生命の大切さや人間としてどう生きればよいかについて思索を深めることができるようにする
ことが考えられる。
」30)と示されている。
「倫理」の中の一つの単元として、キリスト教・イスラム
教・仏教などについて学ぶことになっている。
(4)「政治・経済」授業のカリキュラム・マネジメントの基礎
①「政治・経済」授業の目標
「政治・経済」授業の目標は、
『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示 解説) 公民編』(平成 30 年
7 月)には、次のように示されている。
「目 標 社会の在り方についての見方・考え方を働かせ，現代の諸課題を追究したり解決に向けて
構想したりする活動を通して，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和
で民主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な公民としての資質・能力を次のとおり育成するこ
とを目指す。
⑴ 社会の在り方に関わる現実社会の諸課題の解決に向けて探究するための手掛かりとなる概念や
理論などについて理解するとともに，諸資料から，社会の在り方に関わる情報を適切かつ効果的に
調べまとめる技能を身に付けるようにする。
⑵ 国家及び社会の形成者として必要な選択・判断の基準となる考え方や政治・経済に関する概念や
理論などを活用して，現実社会に見られる複雑な課題を把握し，説明するとともに，身に付けた判
断基準を根拠に構想する力や，構想したことの妥当性や効果，実現可能性などを指標にして議論し
公正に判断して，合意形成や社会参画に向かう力を養う。
⑶ よりよい社会の実現のために現実社会の諸課題を主体的に解決しようとする態度を養うととも
に，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される，国民主権を担う公民として，自国を愛
し，その平和と繁栄を図ることや，我が国及び国際社会において国家及び社会の形成に，より積極
的な役割を果たそうとする自覚などを深める」)と示されている。
この総論的な目標では、
「公共」の目標とほぼ同じ内容が示されているが、
「公共」冒頭の「人間と社
会の在り方について」が「政治・経済」では、「社会の在り方ついて」と「人間」という言葉が削除され
ている 31)。
②「政治・経済」授業の内容の概略
「政治・経済」授業の内容は、次の A と B の二つの大項目から構成されている。
「A 現代日本における政治・経済の諸課題、(1)現代日本の政治•経済、(2)現代日本における政治・
経済の諸課題の探究
B グローバル化する国際社会の諸課題、(1)現代の国際政治•経済、(2) グローバル化する国際社会
の諸課題の探求」32)が明示されている。
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第 4 章 学習指導案の作り方と「公共」の学習指導案の実際
(1)学習指導案とは何か
学習指導案（略称は指導案）は 1 単位時間（一般的にいう 1 時間分、高等学校 の場合は通常 50
分）の学習指導計画のことを指す。1 単位時間分の授業展開の設計図と捉えることができる。全国
の学校共通の定まった様式というものはない。記載すべき共通項目は、次のようになる。
①単元名（大単元名•小単元名、授業で教える学習内容のまとまりを単元といい、大単元名は教科
書の章の題目、小単元名は節の題目）
、 ②授業年月日・学級・授業者名（実習生名）
、③教材観（単
元観、小単元ではどのような学習内容を扱い、どのようなことを理解させたいのかといった単元設
定理由）
、④生徒観（授業を行う対象生徒の状況）
、⑤単元目標（生徒の観点からの小単元の到達目
標）
、⑥指計画（大単元の時間配当計画とその中で当該授業の位置づけ）
、⑦本時〈この授業〉の目
標、⑧本時の展開（授業進行の計画）
、⑨本時の評価、を記述するのが一般的である 33)。
教育実習では学習指導案を必ずつくることになるが、学習指導案を作成し使用する意義は、教師
が授業を行う上での指針・授業進行計画書として利用するということにある。
(2)学習指導案の作り方(基本フォーマット)34)

(宮崎 猛・小泉博明『教育実習完璧ガイド』小学館、2015 年、p.58 より)
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(3)「公共」の学習指導案の例 35)、紙面スペースの関係で詳細な説明は割愛している。
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