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１．はじめに

本稿の目的は，中学校社会科における「地方自治」の取り扱いを信州社会科教育研究会

（以下，信州社研）による教材化の分析を通して明らかにし，「地方自治」の教材化の展望

について言及することである。 

2016年の改正公職選挙法の成立により「18歳選挙権」が実現して 5年が経過した。こ
れに伴い主権者教育1の重要性がこれまで以上に認識され， 2017 年に改訂された中学校社
会科の新学習指導要領（以下，『2017 年版』）でも主権者教育の充実が強調されている 2。

『2017年版』では，育成すべき資質・能力の一つである「思考力・判断力・表現力等」の
具体として，新たに「社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて構想する学習」 

3を挙げている。これは，「構想」が「これからしようとする物事についてその内容・規模・

実現方法などを考えて骨組みをまとめること」4と定義されるように，中学校社会科でも未

来を見据えた具体的な考察を重視する主権者教育の授業が求められていることを意味する。

一方，学校教育における主権者教育に関わる教育実践の蓄積は，高等学校 5や一部の先進

的な自治体6が中心となっている。そのため，現在の取り組みが「散発的であり，体系化さ

れていない」7という指摘もなされている。主権者教育は，小・中学校の段階から指導の充

実を図ることが求められており8，高等学校への接続を考慮した場合，中学校における主権

者教育の推進は重要な役割を持つと考える。

中学校社会科の主権者教育で特に重要な役割を果たすのが単元「地方自治」である。単

元「地方自治」は身近な地域の政治を扱い，自治意識や主権者意識の醸成を主たるねらい

とするため，これまでも多くの実践研究が行われてきた。例えば，松岡・守（ 2014）は，
社会参ð力のñòとしてのóô分析力の育成を目的として望ましいõ政ö÷のあり方を考

える実践を行っている9。また，øùとúûしながら社会参ð力の育成を目指すüý・þÿ・

宮澤（2008）の実践もある 10。こうした中で，吉村（2017）は，『2017年版』を見据えて，
中学校の主権者教育の課題として，「社会を主体的に担う当事者としての『主権者意識』の

醸成」を挙げ，次の 2 点を学習のポイントとしている 11。①現実の政治などの社会のûき

が私たちの社会を規定し，私たちの生活にきわめて大きな影響を及ぼしているということ。 

②政治や社会に対する私たちのûきかけが，社会を維持するだけでなく，社会を変えてい
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く可能性があるということ。そしてこれらを実感させるために，社会の諸問題に対して政

治がどのようなプロセスで解決しているのかという「動的な政治理解」を可能にし，社会

参ð10につながる学習を提案している。このように，近年では，óô判断力や社会参加の

育成の観点から「地方自治」の実践が行われている 12。では，『2017年版』が示す「社会

に見られる課題を把握して，その解決に向けて構想する学習」として「地方自治」を行う

ためにはどうしたらよいか。これについて本稿では，上述のようなこれまでの「地方自治」

に関わる実践研究の成果を再考することで手がかりが得られると考えている。

そこで本稿では，信州社研による実践研究に着目する。信州社研は，「社会科に関するñ

ò科学の研究と社会科教育の発展を図ること」 13を目的として 1955 年に設立された長野

県内における社会科の自主的な研究会である。会員数は，ピーク時（1989年）には 1,200
名を超えており，現在（ 2021年）では約 700 名となっている。全県研究テーマのもと，毎

年 11 月に研究大会が開かれて公開授業と 15のö部による分科会形式のレポート発表が行

われている。

本稿で信州社研に着目する理由は，次の 3 点である。第 1は，文部省・文部科学省の教

科調査官や多くの研究者との密接に関わりながら社会科の実践研究を進めてきた研究会 14

だからである。そのため，学習指導要領の変遷と信州社研の実践研究とを比較した際，そ

こに関連性が見いだせると考える。第 2は，長年，地域素材の教材化に取り組み，児童・

生徒の意識を中核に主体的な学習活動を目指した研究を進めてきた研究会だからである。

そのため，単元「地方自治」のねらいである自治意識の醸成を主眼とした授業が多く実践

されてきていることが推察される。第 3 は，信州社研には，これまでの実践研究に関わ

る資料が残されており，特に公開授業の分析が可能だからである。

社会科教育研究では，信州社研の取り組みについて，各支部における研究の蓄積と

年一回の研究大会を実施するという組織だった活動の中で流行よりも不易の面に着目

して研究を行っていること 15，副読本『のびゆく郷土』を発行していることとその内

容構成の特色 16に触れている。したがって，これまでに信州社研が取り組んできた「地

方自治」に関わる実践の分析はなされていない。

以上を踏まえ，本稿では次の手続きをとる。まず，中学校社会科学習指導要領における

単元「地方自治」の取り扱いについて，位置付け，学習内容，学習方法の点から考察する。

次に，信州社研における単元「地方自治」の教材化について，公開授業の実践記録を位置

付け，学習内容，学習方法の点からの分析を通し，実践の類型化を行うことで明らかにす

る。その上で，中学校社会科学習指導要領における「地方自治」の取り扱いと信州社研の

単元「地方自治」の教材化とを比較検討することで，信州社研の授業研究における「地方

自治」の教材化の特質を明らかにし，今後の展望について言及したい。

なお，本稿の分析対象は信州社研が発行する雑誌『社会科研究』（第 50 号，第 54～55
号，第 60～63 号），著作物，研究大会で配布された中学校社会科学習指導案である。
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中学校社会科における「地方自治」の取り扱い

２.中学校社会科学習指導要領における「地方自治」の取り扱い

2.1「地方自治」の位置付け

中学校社会科学習指導要領は，1947年発行の『学習指導要領社会科編Ⅱ（試案）』（以下，

『1947年版』）から『 2017年版』に至るまでに計 9 回の改訂を経ている。ここでは，信州

社研の教育実践の展開と重なる 1955年発行の『中学校学習指導要領社会科編 改訂版』（以

下，『1955年版』）から『 2017年版』までの計 8 冊の中学校社会科学習指導要領を分析対

象とし，「地方自治」の位置付けを明確にする。以下では， 8 冊の中学校社会科学習指導要

領を『 1955年版』『 1958年版』『1969年版』『1977年版』『1989年版』『1998年版』『2008
年版』『2017年版』と表記する。 

8 冊の中学校社会科学習指導要領における単元「地方自治」の位置付けについて，「分野」

と「内容項目」の点から整理すると表 1のようになる。まず，「分野」に着目すると，『1955
年版』『1958年版』は，「政治・経済・社会的分野」，『1969年版』以降は「公ù的分野」

に位置付くことが確認できる。これは，『1955年版』以前の『 1947年版』と『中学校・高
等学校学習指導要領社会科編Ⅱ 一般社会科（試案）』（以下，『1951年版』）は，単元構成
が学年別に示されていたが，『1955年版』から，「地理的分野」「歴史的分野」「政治・経済・

社会的分野」の 3分野に分かれて示されたためである。しかし，「政治・経済・社会的分

表１ 中学校社会科学習指導要領における「地方自治」の位置付け

No. 要領 分野 内容項目 

1 『1955年版』
政治・経済・

社会的分野

（１）近代社会と民主主義（２）近代における政治・経済・社会の構造と機能（３）現代社会の諸問題（４）

世界と日本（５）文化と人間生活（６）生活態度と人生 

2 『1958年版』 政治・経済・

社会的分野

（１）近代社会と民主主義　近代民主主義の原則　人間と社会生活　（２）民主政治の組織と運営　日本国憲

法と民主政治　政治の組織と運営　選挙と政党　（３）産業・経済の構造と機能　経済の組織と動き　財政

と家計　わが国の経済と産業構造の特色　（４）現代の社会生活　家族生活都市と村落の生活職業と社会生

活 文化と社会　（５）世界と日本　国際社会の現状国際平和と国際協力　（６）現代の諸問題　産業・経済

の振興国民生活の向上文化の創造と伝統の継承 

3 『1969年版』 公民的分野

（１）家族生活　ア　家族集団とその機能 イ　家族制度　ウ　家族生活の課題　（２）社会生活　ア　職業と

生活　イ　地域社会の生活 ウ　地方自治と住民　エ　社会生活と文化　（３）経済生活　ア　家計と企業

イ 価格と金融のはたらきウ　財政の役割　エ　日本経済の現状と課題　オ　日本経済と世界経済　（４）

国民生活と政治　ア　日本国憲法の基本的原則イ　人権の尊重と法の支配 ウ　議会制と権力分立　エ　選挙

と政党　オ　国際政治と平和 

4 『1977年版』 公民的分野

（１）民主主義と現代の社会生活　ア　人間の尊重と日本国憲法　イ　個人と社会　ウ　現代の文化と生活

（２）国民生活の向上と経済　ア　消費生活と経済の仕組み　イ　職業と生産活動　ウ　国民生活と福祉　エ　

貿易と国際協力　（３）日本の政治と国際社会　ア　民主政治と法　イ　議会制民主主義　ウ　選挙と政党

エ 国際社会と平和 

5 『1989年版』 公民的分野

（１）現代の社会生活　ア　個人と社会 イ 現代の文化と生活 ウ 情報と社会

（２）国民生活の向上と経済　ア　生活と経済　イ　国民生活と福祉　ウ　経済生活と国際協力

（３）民主政治と国際社会　ア　人間の尊重と日本国憲法　イ　民主政治と政治参加　ウ　国際社会と平和 

6 『1998年版』 公民的分野

（１）現代社会と私たちの生活　ア　現代日本の歩みと私たちの生活 イ 個人と社会生活

（２）国民生活と経済　ア　私たちの生活と経済　イ　国民生活と福祉

（３）現代の民主政治とこれからの社会　ア　人間の尊重と日本国憲法の基本原則　イ　民主政治と政治参加

ウ 世界平和と人類の福祉の増大 

7 『2008年版』 公民的分野

（１）私たちと現代社会　ア　私たちが生きる現代社会と文化　イ　現代社会をとらえる見方や考え方

（２）わたしたちと経済　ア　市場の働きと経済 イ 国民の生活と政府の役割

（３）私たちと政治　ア　人間の尊重と日本国憲法の基本原則　イ　民主政治と政治参加

（４）私たちと国際社会の諸課題　ア　世界平和と人類の福祉の増大 イ よりよい社会を目指して 

8 『2017年版』 公民的分野 

A 私たちと現代社会　(1)私たちが生きる現代社会と文化の特色 (2) 現代社会を捉える枠組み 
B 私たちと経済　(1)市場の働きと経済　(2) 国民の生活と政府の役割 
C 私たちと政治　(1) 人間の尊重と日本国憲法の基本原則 (2) 民主政治と政治参加 
D 私たちと国際社会の諸課題(1)世界平和と人類の福祉の増大 (2) よりよい社会を目指して

（文部省（ 1955，1958，1969，1977，1989，1999），文部科学省（ 2008，2018）より作成）

※下線：「地方自治」に関わる内容を示す。
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野」は，「分野の全体的な構造やこれらの単元相互の関連が不明確」であること，「政治単

元と経済単元に重点がおかれがち」「知識の詰め込みに陥りやす」17いという問題を抱えて

いた。そこで，『1969年版』で公ù的分野に改められる 18。その後，「公ù的分野」という

枠組みは，『1969年版』以降の中学校社会科学習指導要領に引き継がれている。

次に，「内容項目」に着目すると『1989年版』の前後で位置付けが変化していることが

確認できる。『1955年版』は，「（2）近代における政治・経済・社会の構造と機能」に位置

付く。『1958年版』では，「（2）ù主政治の組織と運営（政治の組織と運営）と「（3）産業・
経済の構造と機能（õ政と家計）」，『1969年版』は，「（2）社会生活」の「ウ 地方自治と

住ù」と「（4）国ù生活と政治」の「ウ 議会制と権力分立」という二つで取り上げられ

ている。これに対して，『1977年版』では，「（3）日本の政治と国際社会」の「イ 議会制

ù主主義」に位置付けられる。この背景には，それまでの知識偏重，詰め込み教育への批

判から，社会科の時数が削減されたことがある。つまり，『1958年版』では日本国憲法，

『1969年版』では社会生活とのつながりの中で位置付いていた単元「地方自治」が，この

時点から政治単元の中に組み込まれることになったことが分かる。

さらに，『1989年版』は，『1977年版』と同様に政治単元の一部として，「（3）ù主政治
と国際社会」の「イ ù主政治と政治参加」で取り上げられている。この時期は，小学校

で生活科が成立するとともに，「新学力観」として学習への興味・関心を重視する方向が打

ち÷された時である。そのため，『1977年版』と異なり「政治参加」との関連が明記され

ている。これを受けて『 1977年版』から『 2017年版』では，「ù主政治と政治参加」とい

う内容項目の中で取り上げられている。

2.2「地方自治」の学習内容と学習方法

次に，「地方自治」の具体的な学習内容と学習方法について検討する。表１で示した『1955
年版』から『 2017年版』の「内容項目」から，「地方自治」が該当するものを取り上げ，

「内容の取扱い」を示したのが表 2である。表 2から次のことが確認できる。

第一は，『1955年版』『 1958年版』では，国や地方の政治・行政・õ政の仕組みや運営

を理解させる手段として「地方自治」を取り上げていることである。『1955年版』では，
「国や地方の政治・行政・õ政の仕組みや運営」に対しての生徒の理解を容易にするため

に，「身近なø町村などの地方自治体の仕事と自分達の学校生活との関係などから学習さ

せる」としている。『1958年版』では，「国会・内閣・裁判所，地方自治などの学習を通し

て，政治がわれわれの生活にどのようなûきをしているかを理解させる」や，「予算，租税，

公債などの学習を通して，国や地方のõ政と国ù経済との関係を理解させる」としている。

第二は，『1969年版』『1977年版』において，地方自治についての理解，自治意識の育

成という観点が導入されていることである。『1969年版』では，「ù主主義のñ盤としての

地方自治の意義，日本国憲法と地方自治，地方公共団体のしくみとはたらき，公共施設と

住ùの生活，地方税と地方õ政，住ùの権利と義務などの学習を通して，地方自治につい
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中学校社会科における「地方自治」の取り扱い

表２ 「地方自治」の学習内容と学習方法

No. 要領 内容項目 内容の取り扱い

1
『1955
年版』 

(2)近代における政

治・経済・社会の構造

と機能

日本国憲法における主権在民，基本的人権の保障，立法・行政・司法の三権分立の民主政治の原則や，平和主義や天皇の地位などの憲法の特色につい

て理解させるとともに，国や地方の政治・行政・財政のしくみや運営などについても理解させる。生徒の理解を容易にするためには，身近な市町村な

どの地方自治体の仕事と自分たちの学校生活との関係などから学習させることもよい。このことと関連して，政党や選挙の意義などにふれて，国民が

主権者であるということの自覚を促すことは特にたいせつである。また，民主主義政治の基礎をなしている多数決原理は，ひとりびとりの教養が高

まって，多数者といえども少数者の意見を尊重するようにしないと弊害のでてくることもあることなどを，身近な体験から反省させながらも，人間尊

重の立場からいって，民主主義政治は，けっきょく，これまでの政治に比べてすぐれていることを理解させることも必要である。 

2
『1958
年版』

（2)民主政治の組織と

運営　政治の組織と運

営 

日本国憲法の大要に触れ，国や地方の政治のしくみと働きについての理解をもとにして，主権が国民にあることについての自覚を高める。「政治の組

織と運営」については，国会・内閣・裁判所，地方自治などの学習を通して，政治がわれわれの生活にどのような働きをしているかを理解させる。

（※「日本国憲法と民主政治」，「選挙と政党」は略）

ö÷にあたっては，歴史的分野の学習の成果をじゅうぶんに活用するとともに，õ徳の時間におけるö÷との関連を図ることが望ましい。また，単な

る政治組織についての学習に終ることのないように留意し，民主政治の基盤について考えさせなければならない。権利には義務が伴っていることや，

多数決の原理が正しく行われるためには，ひとりびとりの教養と自覚が高まり，また少数者は多数者の決ðに従うとともに，多数者は少数者の意見を

尊重する必要があることなどを，身近な体験から反省させる。そして民主政治の長所を理解させるとともに，その陥りやすい欠陥にも気づかせ，国民

ひとりびとりが政治の実際について責任を感じ，政治をよくするための知識や態度をみがくことがたいせつであることを認識させる。なお，大局的に

見れば，民主政治はこれまでの他の政治のしくみに比べて，はるかにすぐれていることに気づかせ，民主政治の発展に協力する態度を養うようにす

(3)産業・経済の構造

と機能　財政と家計 

近代産業の発達により，経済生活の様子が一変したことに着目させて，資本主義経済の特色を理解させるとともに，生産・流通・消費の相互関係を理

解させ，この中において財政を考えさせる。また，これらの学習と関連させて，わが国のおもな産業と貿易の現状を明らかにし，その産業構造の特色

を知らせ，経済生活に対する正しい理解と協力の態度を養う。「財政と家計」については，家計の収支，貯蓄と投資などについて学習させて，家計が

生産と結びついていることを理解させる。また，予算，租税，公債などの学習を通して，国や地方の財政と国民経済との関係を理解させる。

(2)社会生活

ウ地方自治と住民 

民主政治の基盤としての地方自治の意義，日本国憲法と地方自治，地方公共団体のしくみとはたらき，公共施設と住民の生活，地方税と地方財政，住

民の権利と義務などの学習を通して，地方自治についての理解を深める。また，地方自治の一般的な問題点とともに，自分の住んでいる地方公共団体

の現状にも触れ，地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育てる。

3 『1969
年版』 (4)国民生活と政治

ウ議会制と権力分立

国会，内閣，裁判所，国の政治と地方自治との関

係などの学習を通して，議会制，権力分立制，議

院内閣制などの意義と精神について理解させる。

その際，多数決の原理とその運用のあり方につい

ての理解を深める。また，政治のはたらきが，国

民の福祉の増進を目ざしてしだいに拡大する傾向

がみられることに着目させ，政治と国民生活との

結びつきがいっそう深まってきたことを明らかに

する。 

(3) 内容の(2)の取り扱いに当たっては，次の事項に留意する必要がある。

ア生徒の身近にある事象をとらえるとともに，社会の一般的傾向については，諸資料を利用して具

体的に理解させること。その際，間題によっては，適宜外国の事例を引用して視野を拡大させるな

どのくふうをすること。

エ内容の(2)のウについては，(4)のウの「国の政治と地方自治との関係」との関連を考慮すること。 

(5)内容の(4)の取り扱いに当たっては，次の事項に留意する必要がある。

アこの内容は，公民的分野の学習の総括であることを考慮し，既習事項の成果をじゅうぶんに活用

するようにくふうすること。

イ単なる政治制度についての学習に終わることのないように配慮すること。

ウ内容の(4)のウについては，この内容と関連する財政に関する事項を取り扱う必要がある。その

際，内容の(2)のウの地方財政や(3)のウとの関連を考慮すること。 

4
『1977
年版』 

(3)日本の政治と国際

社会 　

イ議会制民主主義

地域社会における住民の権利や義務と関連させ

て，地方自治の基本的な考え方を理解させ，地方

自治の発展に寄与しようとする住民としての自治

意識の基礎を育てる。また，国会を中心とする民

主政治の仕組みやはたらき，特に議会制民主主義

の意義について理解させるとともに，多数決の原

理とその運用の在り方についての理解を深

めさせる。 

(1) 内容の取扱いに当たっては，地理的分野及び歴史的分野の学習の成果を活用するとともに，これ

らの分野で育成された態度や能力が，更に高まり発展するように配慮する。

また，社会的事象はすべて相互に関連し合っていることに留意し，特ðの内容だけを取りñòるこ

となく，分野ó体としてのまとまりとôõのある学習ö÷の展øができるようにする。 

(2) 内容の取扱いに当たっては，内容の基本的な意ùを理解させるように配慮する必要があり，úû

用üをý用することになったり，þかな事ÿや程度の高い事項の学習に深入りしたりすることのな

いようにし，政治，経済などについての見方や考え方の基礎が養えるようにする。 

(3) 内容のö÷に当たっては，教育基本法第8条の規ðに基づき，適切に行うよう特に慎重に配慮し

て，生徒の公正な判断力の育成を目öすことが必要である。 

5
『1989
年版』 

(3)民主政治と国際社

会　イ民主政治と政治

参加

地方自治の基本的な考え方について理解させ，地

域社会における住民の権利や義務と関連させて，

地方自治の発展に寄与しようとする住民としての

自治意識の基礎を育てる。

イイについては，ö÷内容の構成や取扱いを十分に工夫し，ôõ立った総合的な理解をさせるよう

留意すること。 

6
『1998
年版』 

(4)現代の民主政治と

これからの社会 　

イ民主政治と政治参加

地方自治の基本的な考え方について理解させる。

その際，地方公共団体の政治の仕組みについて理

解させるとともに，住民の権利や義務に関連させ

て，地方自治の発展に寄与しようとする住民とし

ての自治意識の基礎を育てる。

イイについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ア)調査や見学などを通して具体的に理解させること。 

(イ) 「地方公共団体の政治の仕組み」については，þかな事ÿは取り扱わないようにし，基本的な

内容の理解にとどめること。 

7
『2008
年版』 

(3)私たちと政治

イ民主政治と政治参加

地方自治の基本的な考え方について理解させる。

その際，地方公共団体の政治の仕組みについて理

解させるとともに，住民の権利や義務に関連させ

て，地方自治の発展に寄与しようとする住民とし

ての自治意識の基礎を育てる。

イイについては，次のとおり取り扱うものとすること。 (ア)調査や見学などを通して具体的に理解

させること。 

8
『2017
年版』 

C 私たちと政治 　

（2）民主政治と政治

参加

対立と合意，効率と公正，個人の尊重と法の支

配，民主主義などに着目して，課題を追究したり

解決したりする活動を通して，次の事項を身に付

けるようö÷する。

ア次のような知識を身に付けること。 

(エ)地方自治の基本的な考え方について理解すること。その際，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理解すること。

イ地方自治や我が国の民主政治の発展に寄与しようとする自覚や住民としての自治意識の基礎を育

成することに向けて，次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

(ア)民主政治の推進と，公正な世論の形成や選挙など国民の政治参加との関連について多面的・

多角的に考察，構想し，表現すること。 

（文部省（ 1955，1958，1969，1977，1989，1999），文部科学省（ 2008，2018）より作成）

※下線：「地方自治」に関わる内容を示す。
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ての理解を深める」と具体的な内容により地方自治を理解するように配慮されている。ま

た，その際に自分たちの住む地方公共団体の現状を扱うことで，住ùとしての自治意識の

ñòを育むこともねらいとしている。このことは，「地方自治」が，「内容項目」の「（2）
社会生活」の中に位置付けられたことと関係している。このような流れの中で，『1977年
版』では，『1969年版』で分けられていた地方自治と国の政治が，再び政治単元として統

合されている。具体的な「内容項目」は『 1969年版』と大きく変化していないが，学習方

法は細かな事項に深入りせずに，政治への見方や考え方のñòを養うことを重視している。

第三は，『1989年版』以降は，「地方自治のñ本的な考え方」の理解と「地方自治の発展

に起用しようとする住ùとしての自治意識のñò」の育成を目指していることである。内

容項目は，「ù主政治と政治参加」とされたが，これまでのものを踏襲しており，大きな変

化は見られない。一方，学習方法の面では，『 1989年版』では「筋道立った総合的な理解

をさせる」，『1998年版』『 2008年版』では「調査や見学などを通して具体的に理解させる」

とより具体的な体験を通した理解を求めるよう配慮されている。さらに，『2017年版』で
は「ù主政治の推進と，公正な世ðの形成や選挙など国ùの政治参加との関連について多

面的・多ñ的に考察し，構想し，表現する」活動を取り入れるようòかれており，理解だ

けでなくこの単元でどのような思考力・判断力・表現力等を身につけるが配慮されている。

では，以上のような中学校社会科学習指導要領における取り扱いを踏まえて学校現場で

はどのように単元「地方自治」を実践してきたのだóうか。次に，信州社研による公開授

業の分析を通して，「地方自治」の教材化について見ていくこととする。

３.信州社会科教育研究会における「地方自治」の教材化 

3.1 授業研究における「地方自治」の位置付け

「１．」で述べたように，信州社研は毎年 11 月に研究大会を開ôし，公開授業を行って

いる。研究大会で公開授業が開õされたのは，1958年öの第 4 回研究大会からである。信

州社研のこれまでの授業研究における「地方自治」の位置付けについて，「研究テーマ」「『地

方自治』に関わる公開授業，ò÷等」の点から整理したのが表 3である。
信州社研の研究大会において「地方自治」に関係する取り組みが行われたのは，「社会科

における政治学習をどのようにしたらよいかø憲法を中心にø」をテーマに政治学習に関

する研究を進めた 1968～69年öである。このテーマの設定理由については，「信州社研の

経過から会員の中より政治学習を取り上げてùしいというú望があり，ûのù主社会の形

成者としてù主的üýを児童・生徒に育成するþ要性があり，また，社会科教育の実践研

究を りかえってみると政治学習をテーマとするものが少なく実践研究が欠けていたこと

などにあった」19とする。ここでは， 2年間にわたって研究が行われたが，研究の柱は，当
時の文部省教科調査官梶哲夫の講演「現代政治学習における問題」において強調された「良

識ある公ùにþ要な政治的教養を教育で尊重してùしいという」思いと，「政治的教養の中

核は憲法学習」という主張を踏まえてどのように政治教育を行うかということであった 20。
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中学校社会科における「地方自治」の取り扱い

表 3 信州社研における研究テーマの変遷と「地方自治」の教材化

回 年度 研究テーマ 「地方自治」に関わる公開授業，書籍等 

1,2 1955,56 社会科教育指導のあり方 

3 1957 道徳教育の問題 

4〜７ 1958〜61 研究授業を通しての研究会 

8 1962 小・中・高を一貫する歴史的分野の指導のあり方 －人物の取り扱いを中心に－

9 1963 歴史的分野における人物の取り扱い －小・中・高を一貫する歴史的分野の指導のあり方− 

10，11 1964，65 小・中・高を一貫する地理的分野の指導のあり方－郷土の取り扱いを中心に－

12 1966 社会科における農業教材をどのようにとらえ，どう扱ったらよいか 

13 1967 社会科における農業教材を，実際授業でどのように扱ったらよいか 

14，15 1968,69 社会科における政治学習をどのようにしたらよいか-憲法を中心に- 1968年度公開 中野市立南宮中学校「社会生活と私たち」 

16，17 1970,71 近代の歴史をどのように指導したらよいか－明治維新を中心に－ 1970年9月 『政治学習指導の実際』発刊 

18，19 1972,73 社会科における工業教材をどのように指導したらよいか 

20〜34 1974〜88 子どもに根ざした社会科の学習指導はどのようにしたらよいか 1988年度公開 駒ケ根市立赤穂中学校 「私たちの駒ケ根市」 

35 1989 子どもが社会に学び，自らの生き方を問う社会科学習はどうあったらよいか 

36〜49 1990〜 

2003 子どもに豊かな見方・考え方が育つ社会科学習はどうあったらよいか 

50〜57 2004〜11 豊かな見方・考え方が育つ社会科学習はどうあったらよいか 

2004年度公開 箕輪町立箕輪中学校「地方自治とわたしたち〜箕輪のまちづくり〜」 

2008年度公開 飯田市立緑ヶ丘中学校「消防団から考える地方自治」 

2009年度公開 坂城町立坂城中学校 「地方の政治と自治」 

58〜62 2012〜16 豊かな見方・考え方を育む社会科学習はどうあったらよいか 

2014年度公開 大町市立仁科台中学校「奥座敷大町の人口減少問題を考える」 

2015年度公開 長野市立篠ノ井西中学校「地方自治〜篠ノ井地区の未来像を考える〜」 

2016年度公開 松本市立旭町中学校，丸ノ内中学校「30年後も住みよい松本市に〜私たちのくらしと地方自治〜」 

63〜 2017~ 一人ひとりの社会的な見方・考え方を育む学びの創造 2017年度公開 木曽町立木曽町中学校「地方自 治と住民の参加〜木曽町文化交流センター建設を通して〜」

（信州社会科教育研究会（ 1984，2004，2008，2009，2014〜2017）より作成）

※太枠は，「3.2」以降で検討する公開授業を表す。

そのため，『政治学習指導の実際』（1970年 9 月）で示された研究成果は，日本国憲法にñ

づく政治学習であった。

こうした中で公開授業として「地方自治」が最初に扱われたのは，1988年öに駒ケ根ø

立赤穂中学校が取り組んだ「私たちの駒ケ根ø」である。以降，2004年öの箕輪町立箕輪

中学校の「地方自治とわたしたち～箕輪のまちづくり～」を境に「地方自治」を扱う公開

授業は急増する。特に 2014年から 2017年にかけては 4年連続で「地方自治」が取り上げ

られており，2004年以降の信州社研の研究テーマ「豊かな見方・考え方を育む社会科学習」

の具現に「地方自治」単元が中核的な役割を果たすと考えられていたことが分かる。

以下では，「地方自治」の教材化が盛んに行われた 2004年öから 2017年öにかけて実

施された公開授業を検討する。

3.2「地方自治」を教材化した公開授業

表 4は，2004年öから 2017年öの公開授業について，中学校社会科学習指導案をもと
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表４ 「地方自治」を題材とした公開授業

No. 年度 単元名 授業校 単元目標 願う生徒の姿 主たる題材 単元計画 時数 教材 

1 2004

「地方自治

とわたした

ち〜箕輪の

まちづくり

〜」

箕輪町立

箕輪中学

校

箕輪町への愛着を持った生徒

が公民館活動の調査をする中

で，参加者が少ない実情を知

り，より多くの人たちに参加

してもらうための方策を公民

館主事さんと考え合うことを

通して，地域社会への関心を

高め，箕輪のまちづくりに積

極的に関わっていこうとする

自治意識の基礎を育てる。 

1.箕輪町のまちづくりに関わって「みのわビジョン 21」を
知り，中学生である自分たちもどのような形でまちづくり

に参加していくかを，公民館・分館活動を理解することを

通して考えられるようになる。2.住民投票により自立の道
を選択した箕輪町の現状を踏まえ，町民の一人としてまち

づくりへの具体的な意見や提言を持つことができるように

なる。3.福与区公民館長の丸田さんや木下区公民館主事の
内山さんの「地域コミュニティー」づくりにかける献身的

な努力や取り組みの姿を通して，これまでの参加の意識や

姿勢を振り返り，このような人たちと共にこれからの地

域・まちづくりに積極的に参加していこうという意欲が持

てるようになる。

公民館活動

①私たちのふるさと箕輪町が選んだ自立への道について

考える。②箕輪町の仕事，長野県の仕事について知る。

③地方自治体のしくみについて理解する。④地方分権の

意味と住民参加の仕方(直接請求権等)，地方財政について
箕輪町の現状から理解する。⑤箕輪町が抱えている課題

を考え，「みのわビジョン 21」の内容について知る。⑥
公民館活動に着目し，自分たちの住む地区の公民館活動

を調べる計画を立てる。⑦公民館活動の調査とまとめを

する。⑧「公民館活動の参加者がなぜ少ないのか」公民

館主事の方と一緒に意見交換し，参加者を増やすための

取り組みを提案する。 

8

生徒の意識調査結果，「み

のわビジョン 21」概要，
住民アンケートの結果，公

民館活動ðñò，公民館活

動一óô，公民館分館主事

のビõö 

2 2008
「消防団か

ら考える地

方自治」

÷田ø立

ùúû中

学校

üýþを通ÿて，地方公共þ

体の政治の仕組みや制度，住

民の権利や義務，地方自治に

参加する方法について理解で

きる。また，ý災に携わる

人々の生き方や思いにふれな

がら，地域に対する愛情，住

民としての責任や主体性を理

解し，自治意識を育むことが

できる。 

1.課題を意識した調査やまとめを行い，それらを発ôし合

う中で課題に対する解答を見出し，新たな社会認識を獲得

できる生徒たち 2.üýþ員数の推移のグラフを読み取り，

自分の気持ちや全国のüýþ員数の推移とのずれから，切

実感を持って意欲的に課題を追究する生徒たち 3.÷田øの
üýþ員数が維持された理由を調べ，仲間と協力しながら

発ôの準備をすることで，豊かな見方・考え方を育み，そ

のことに喜びや価値を見出せる生徒たち 4.üýþに関わる
人たちから聞き取り調査をすることによって，多くの人々

の思いと努力によってüýþ活動が成り立っていることを

知ることのできる生徒たち5 地方自治の精神を理解し，ü

ýþをはÿめ地域活動の意義を受け止め，そこに主体的に

参加し，提言することで，よりよい地域づくりに参画しよ

うとする生徒たち

üýþ

①÷田ø長選挙の話題をきっかけにして，地方公共þ体

のしくみや制度などについて調べる。②÷田øの広ðを

読み，øの行う仕事やまちづくりの方針について調べ

る。③÷田øの財政について調べ，その内訳を理解す

る。④÷田øのüý費に着目し，安心・安全に暮らせる

まちを目指すためのüý活動について調べる。⑤÷田ø

üýþのþ長さんのお話を聞いたり，üýþを紹介する 
DVD を見たりして，üýþ活動について理解する。⑥全

国と÷田øのüýþ員数の推移を比較して，÷田øのü

ýþ員数が減っていない理由について考える。⑦÷田ø

のüýþ員数が減っていない理由について地域の方への

聞き取り調査をする。⑧÷田øのüýþ員数が減ってい

ない理由について調査してきたことを発ôし合い，クラ

ス全体で理由を考え合う。⑨üýþを通して学んできた

地方自治のまとめをし，üýþの活性化策についての提

言を考える。 

9

新聞記事，÷田ø議会だよ

り，広ð「いいだ」，副読

本『私たちの÷田ø』，ø

ý災交通課・üý署からの

聞き取り資料，üý署とü

ýþの違い，üýþに関す

る統計，DVD「HERO〜わ
がまちのüýþ〜」，üý

þ員数の推移 

3 2009 「地方の政

治と自治」

坂城町立

坂城中学

校 

1.地方自治のしくみを首長と議

会との関係を中心に理解させ

る。 2.具体的な事例を通し

て，地域の特性を生かした

「まちづくり」の重要性に気

づかせるとともに，国民が政

治に関心を持ち，積極的に政

治に参加することが大切であ

ることを理解させる。

「これからの坂城町は自立していけるか」考え合う場面

で，町長さんに自立を決めるまでの経緯や思い，これから

の見通しについて話を聞いたり，自分たちの考えを認めて

もらう場を設けることで，坂城町は自立していけるという

考えを理解したり，自分たちが地方自治に参加することが

できたことを実感し，社会科学習の楽しさを実感できる。 ø町村合併

①地方自治の意味と役割を具体的に理解する。②住民参

加の方法には様々な方法があることを理解す。③長野県

で最近合併したø町村について調査する。④長野県でも

多くのø町村が合併し，近隣の千曲øや上田øが合併し

ている理由について考える。⑤千曲øが合併した理由に

ついて，行政と住民の立場から考える。⑥坂城町の人々

の意識を調べ，自立したほうが良いと考える理由と合併

した方が良いと考える理由を理解し，自分なりの考えを

もつ。⑦坂城町は自立していけるのか，自分なりに考え

る理由を出し合い，話し合う。 

8

地方自治のしくみ，長野県

の合併したø町村，長野県

内の合併の様子，千曲ø合

併の年ô，母袋上田ø長当

選時のコメント，千曲ø合

併特例債でできたもの，前

千曲ø長の話 

4 2014

「奥座敷大

町の人口減

少問題を考

える」

大町ø立

仁科台中

学校

住民自治を基本とする地方自

治の政治の仕組み，地方財政

の仕組みなどについて理解

し，自分たちが住む地域社会

への関心を高め，住民の一人

として，地方自治の発展に寄

与しようとする自治意識の基

礎を育む

自分たちが住む大町øが抱える人口減少問題に対して，問

題の現状やøが取り組んでいる政策，そこに関わる人の思

いを知り，自分の問題として大町øの将来像やまちづくり

を考えようとする。

人口減少に

伴うまちづ

くり提案

【単元を貫く問い】「大町市の人口減少を食い止めるに

はどうすればいいだろうか」　　　　　　　　　　　　　

①「牛越ø長の公約」や今後の人口動向から大町が抱え

る課題について考える。②大町の人口の特徴とøの定住

促進の政策を知る。③øの財政状況について調べる。④

地域住民の政治参加の仕方について知る。⑤まちづくり

アンケートから，ø民や中学生の定住促進に対する考え

を知る。⑥今まで調べてきたことをもとに，若い世代が 
10年後も住み続けたくなる・帰ってきたくなる政策や街

づくりを考える。⑦異なる分野の政策やまちづくりを結

び付けて，他分野と連携した新たな提案を作る。⑧øへ

の提案をまとめる。 

9

「牛越ø長の公約」，創生

会議によるü滅可能性自治

体，公共サービスの低下，

大町øの人口ピラミッド，

ø町村別異動動態，田舎暮

らし全国 5 位，定住促進係

の仕事，H25 大町øの歳出

と歳入，住民運動が盛んな

地域，大町の NPOや地域
を盛り上げようとしている

人の紹介，ø長からのメッ

セージビõö 

5 2015

「地方自治

〜篠ノ井地

区の未来像

を考える

〜」

長野ø立

篠ノ井西

中学校

地方自治の意義，住民の願い

や生活の向上などについて，

個人と社会とのかかわりを中

心に理解を深め，地方自治に

ついての見方や考え方の基礎

を養うととともに，地域社会

の諸問題に着目させ，具体的

な資料をもとに自ら考えよう

とする態度と資質を育てる。

首長や地方議会，直接請求権など地方自治のしくみを学

び，地方税の存在と役割を知り，限られた財源の中で，

人々の願いを最大限叶えるために，バランスの取れた諸政

策が立案され実行されていることを長野ø議会や篠ノ井自

治協議会，商工会議所などから寄せられた資料を基に学

び，自らの考えをもちつつ，班での話し合いを通して共に

生きる見方・考え方を育ててほしいと願っている。

まちづくり

提案

【単元を貫く問い】 「たくさんの人が集まる長野市にす

るために優先すべき政策は何だろう」 　　　　　　　　　

　①長野øの仕事の内容について理解する。②南長野総

合球技場が作られた経緯を知る。③長野øの財政状況を

調べる。④現在の長野øが抱えている課題についてø長

の方針とø民の願いからつかむ。⑤篠ノ井地区の住民か

ら提案された。⑥ 4つの政策案のうち優先すべきものをグ

ðーñで4つにòる。⑦ランóングした政策についてグ

ðーñで意見交換する。⑧なぜ政治参加が大切なのか今

までの学習から振り返る。 

8

長野øの現状，長野øにお

けるôø内分権の現状，球

技場õ設に向けて，長野ø

の財政，長野øの人口ö

成，ø民の願い，住民自治

協による3 つの案，4 つの
政策案の概要 

6 2016

「30 年後も
住みよい松

本市に〜私

たちのくら

しと地方自

治〜」

÷本ø立

丸ノ内中

学校，ø

町中学

校) 

1÷本ø長選を中心に÷本øの

政治を取り上げ，地方自治の

しくみやùきや住民の権利や

義務を理解する。 
2将来の÷本øについて，住民

として自分の願いをもち，ø

長選のúû者の政策をüと比

較ýþしていくことで，主権

者として政治に参加すること

の大切さに気付く。

ø長やø役所など 段はなかなか身近に感ÿることのない

生徒が，この単元の学習を通して，地方自治のしくみやù

きを理解するとともに÷本øの良さや課題をつかんでいく

ことを期待している。さらに，÷本ø長選に立úûしたú

û者の政策について考えることは，自分が÷本øの住民と

して何を願っているか考える契機となるだろう。そして，

自分が÷本øの住民の一人であるということを自覚し，主

権者として自分にできることは何かを考え，行動できるよ

うになってほしいと願っている。

÷本ø長選

挙の政権比

較

【単元を貫く問い】「30 年後も住みよい松本市にするに

は, どうしたらいいだろうか」　　　　　　　　　　　 

①÷本øの住民として，これからの÷本øについて考え

る。②私たちの生活と÷本øの関わりについて考える。 
③÷本øのしくみやùきについて調べる。④÷本øの財

政の状況や予算の特色についてまとめる。⑤自分の大切

にしたい願いをúû者の政策をもとにýþする。⑥自分

の願いとúû者の政策を比較する。⑦自分の願いをもと

に，だれがø長にふさわしいか判断する。⑧これまでの

学習を振り返り，住民としてできることを考える。 

8

住民アンケート，÷本ø長

選のþ論会（ビõö），÷

本øの仕事，÷本øの条

例，÷本øの財政，÷本ø

長選úû者の公約 

7 2017

「地方自治

と住民の参

加〜木曽町

文化交流セ

ンターõ設

を通して

〜」

木曽町立

木曽町中

学校 

1住民自治を基本とする地方自

治の考え方や，地方公共þ体

の政治や財政の仕組みについ

て理解する。 2木曽町文化交流

センターを例にして，住民の

願いを実現するための住民参

加型の政治について学び，住

民参加によるまちづくりを進

めていくことの大切さを知

る。

段は自分の問題として考えることが少ない生徒が，この

単元の学習を通して，地方自治の仕組みなどの概念を学ぶ

とともに，木曽町の大型事業である文化交流センターのõ

設について考えることで，地方自治について町民の一人と

して，考えたり提案したりして，地方自治に関わることの

大切さをわかってほしいと願っている。また，すぐに正し

い答えを求めてしまう生徒に対し，学習意欲をかき立てる

問題を設定し，調べてみたいという気持ちをつくる。そし

て，木曽町文化交流センターのõ設に到までの経緯を載せ

た資料を調べたり，あり方ýþ委員会の方々の思いを知っ

たりすることで，学習問題の解決に到るまでの追究過程を

大切に思う気持ちが育つことを期待している。

木曽町文化

交流センタ

ーõ設の経

緯

【単元を貫く問い】 「住民の願いが実現される地方の政

治とはどのようなものだろうか」　　　　　　　　　　　

①地方自治や地方公共þ体の仕事について理解する。②

地方自治の制度について理解する。③地方財政や使途，

また抱えている問題について理解する。④木曾町文化交

流センターがどのような施設なのか見学，調査する。⑤

木曽町文化交流センターがどのようにしてできたのかを

資料をもとに調べる。⑥木曽町文化交流センターがどう

してõ設されたのか予想し，個人でý証する。⑦木曽町

文化交流センターがどうしてõ設されたのか，個人で調

べたものを共有しながら，õ設に対する願いを知る。⑧

「交流」をóーワードに木曽町文化交流センターの活用

方法を考える。⑨地方自治とは何かを，これまでの学習

を踏まえて考え，全体でまとめる。 

9

地方自治のしくみ，木曽町

の財政，住民アンケート，

木曽町文化交流センターõ

設の経緯，õ設賛成派と反

対派の意見

（信州社会科教育研究会「中学校学習指導案」（2004，2008，2009，2014〜2017）より作成）
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中学校社会科における「地方自治」の取り扱い

に，「単元目標」「願う生徒の姿」「主たる題材」「単元計ð」「時数」「教材」の視点から整

理したものである。

まず，「単元目標」についてである。「単元目標」は，学習のゴールであり，概ねどの授

業も「地方自治の政治の仕組み」「住ùの権利や義務への理解」「自治意識の醸成」をねら

いとし，『1998年版』『2008年版』の記述内容と重なっている。また，「願う生徒の姿」

もそれらと対応しつつ，より具体的な生徒の姿として表現されている。

次に，「主たる題材」と「単元計ð」についてである。単元「地方自治」で教材化され

る題材は，時代ごとの地域課題を反映していることが多い。2009年öの坂城町立坂城中

学校「地方の政治と自治」（No.3）ではø町村合併を題材とし，いわゆる平成の大合併の

流れの中で，合併をせずに自立の道を選択した坂城町の町ùや町長の判断について考える

授業展開となっている。さらに，2014年öの大町ø立仁科台中学校「奥座敷大町のü口

減少問題を考える」（No.4），2015年öの長野ø立篠ノ井þ中学校「地方自治～篠ノ井地

区の未来像を考える～」（No.5）では，ü口減少問題に関わる地域課題を題材とし，地域

の活性化のための政策を提案する授業展開となっている。ü口減少問題については， 

2011年に発足したù間会議「日本創成会議」が 2014年にいわゆる「消滅可能性都ø」

を発表したことが話題となっている。全国的な地方活性化と持続可能な地域づくりを目指

す動きと，これら 2つの公開授業の題材選定には大きな関連性があると考えられる。 

2016年öの松本ø立丸ノ内中学校・旭町中学校「30年後も住みよい松本øに～私たち

のくらしと地方自治～」（No.6）では，松本ø長選挙を題材に候補者の公約を比較し，誰

がø長に さわしいかを判断する授業展開となっている。単元目標に「主権者」という語

が入っているように，政治参加を柱とした主権者教育を意識していることがわかる。中学

校社会科学習指導要領に「主権者教育」が位置付けられるのは『2017年版』からである
が，2011年以降における我が国の主権者教育推進の動きと「ø長選挙における政権公約

を比較して候補者を選定する」という学習内容には関連性があると言える。 

3.3 公開授業の類型化

次に，表 4で示した 7つの公開授業の類型化を行う。本稿では，社会科における「政

策に関する学習」を類型化した唐木（2017）に着目する。唐木は，小中高から一つずつ

社会科（高等学校は公ù科）の授業を取り上げ，各授業を学習過程の相違に着目した分析

を通して「政策分析型」「政策評ó型」「政策立案型」の 3つに分類している 21。

表 5は，信州社研の 7つの公開授業について，唐木（2017）による類型を参考にしつ

つ，「目標」「授業のプロセス」「地域に生きるüとの関わり」という 3つの視点から類型

化を試みたものである。ここで言う「地域に生きるü」とは，家族，行政に携わるü，地

域の大üや時には教師を指す。「地域に生きるüとの関わり」を分類の視点とした理由

は，学習のねらいである自治意識の醸成のためには，当事者意識を高めることがþ要であ

り，それらは多様なü々の営みにできる限り多く関わることが重要であるからである。
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髙野・篠﨑

表 5 公開授業の類型

No. 主たる題材

目標

授業のプロセス

地域に生きる人との関わり

授業のタイプ
教室内 教室外

知識・理解
技能，ý考・ñ

ò
態度 資料や映像を通しての関わり

（間接的）

ゲストティーチャーとしての関

わり（直接的）
地域・家庭での調査活動（直接的） 

1 公民館活動

・公民館活動の

中身

・箕輪町の現状

・公民館の参加

者を増やす方策

を考える。

・地域社会への関心

・まちづくりに積極

的に関わろうとする

自治意識

①地方自治のしくみの理解

②課題の認識③調査・分析

④課題解決のための政策立

案と提言

・ビデオで，公民館活動につ

いての分館主事からの話を聞

く。(第7時)

公民館活動への参加者を増やす

ための案を公民館主事と一緒に

考える。(第8時）

・自分たちの地区の公民館活動を調

べる。 (第4~5時) 

政策提案・社会参加型

2 消防団

・消防団を通し

ての政治の仕

組みや権利，住

民参加の方法

・飯田市消防団

の団員数が減少

しなかった理由

を考える。

・地域活動主体的に

参加する自治意識

①地方自治のしくみの理解

②課題の認識③調査・分析

④課題解決のための政策立

案と提言

・DVD「HERO〜わがまちの
消防団〜」を視聴し，消防団

の仕事を理解する。(第5時)

・消防団の活動について飯田市

消防団長の話を聞く。(第 5時) 
・飯田市の消防団員数が減って

いない理由について地域の方(行
政，地域住民，企業)を呼び，聞
き取り調査をする。 (第7時)

なし 

4
人口減少に

伴うまちづ

くり提案

・地方自治のし

くみ　　　　　

・人口減少に苦

しむ大町市の現

状や政策

・大町市の将来

像やまちづくり

を考える。

・地域への関心・自

治意識の基礎

①課題の認識②地方自治の

しくみや政策の理解③調査・

分析④課題解決のための政

策立案と提言

・資料「大町の NPOや地域を
盛り上げようとしている人」

から住民による地域づくりの

大切さを知る。(第 4時) ・大
町市長の市政や人口問題に対

する考えを知る。(ビデオ視
聴)(第5時)

・ワークショップ形式で，子育

て政策，雇用，移住者促進など

政策ごとに関連する人(市役所，
地域住民，企業，NPO法人な
ど)から聞き取りをする。 (第5時
および総合的な学習の時間)

なし 

3 市町村合併

・地方自治のし

くみ　　　　

・首長と議会と

の関係

「坂城町は自立

していけるか」

諸資料や情ðを

基にñòする。

・政治への関心や政

治参加の大切さのó

ô

①地方自治のしくみの理解

②課題の認識③調査・分析

④価値の明確化⑤価値判断

および意志決定

・資料「õö÷市長の話」，

「ö÷市民の話」から，ö÷

市が合併した理由と，住民の

意識を調べる。(第5時)

・自立をøùした町長から将来

の坂城町のビúョûについて話

を聞く。(第8時)

・坂城町の人üが町の合併や自立に

ついてどうýっているのか聞き取り

をする。(第6時および総合的な学習
の時間) 

価値ñò・意志決定型 
5 まちづくり

提案

・地方自治の意

þ

・地方自治のし

くみ

・地域住民のÿ

いを叶えるため

にバラûスをと

りながら諸政策

がó行されてい

ることを資料か

ら考える。

・具体的な資料を基

に自ら考えようとす

る。

①地方自治のしくみの理解

②課題の認識③調査・分析

④価値の明確化⑤価値判断

および意志決定

・資料「篠ノ井地区住民から

提案されたまちづくり案」か

ら住民が望む地域像を知る。 
(第5時)

・自分たちの住む地区で提案さ

れている政策の中から優先すべ

き政策を考える場面で，市役所

の担当者に各グループでの話し

合いの様子からコメûトをもら

う。(第 7時)

なし 

6
松本市長ø

挙の政権比

較

・地方自治のし

くみや働き

・市長ø挙候補

者の政策分析と

比較する。

・主権者として政治

に参加する大切さの

óô

①地方自治のしくみの理解

②課題の認識③価値の明確

化④価値判断および意志決

定

・資料「松本市長ø挙候補者

なしの公約」，「住民アû

ケート」から政策の特色と松

本市の課題をつかむ。(第1， 
6~7時)

なし なし 

7

木曽町文化

交流セûタ

ー建設の経

緯

・地方自治の考

え方やしくみ

・木曽町文化交

流セûター建設

の経緯を考え

る。

・住民参加によるま

ちづくりの大切さ

・問題解決の過程を

大切にýう気持ち

①地方自治のしくみの理解

②課題への認識③調査・分

析④政策立案⑤地方自治の

概念理解

・ビデオ「建設のあり方検討

委員会の委員長さんの話」を

試聴し，建設の経緯やýいを

知る。(第7時)

なし

・木曽町文化交流セûターがど

のような施設なのか見学，調査す

る。(第4時)
しくみ・プロセス理解型

（信州社会科教育研究会「中学校学習指導案」（2004，2008，2009，2014〜2017）より作成）

※「No.」は，表 4 で示した実践の番号を表す。

「地域に生きるü」との関わりは， ①資料や映像を通した間接的な関わり，②ゲストティ

ーチャーとしての直接的な関わり，③地域・家庭での調査活動の 3つからなる。以上を
踏まえ，7つの授業は，「政策提案・社会参加型」「óô判断・意志決定型」「しくみ・プ

ロセス理解型」という 3つに分類することができた。「政策提案・社会参加型」は，「目
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中学校社会科における「地方自治」の取り扱い

標（技能，思考・判断）」において，政策提案が位置付いていること，そして授業のプロ

セスにおいて政策を立案し，提言をまとめる場面が位置付いている授業である。「óô判

断・意志決定型」は，「目標（技能，思考・判断面）」において，諸資料にñづいて適切に

判断することを重視し，授業のプロセスではð争的な課題に対する対立点やóôを明確に

した上で，óô判断をし，意志決定を行っている授業である。「しくみ・プロセス理解

型」は，「単元（技能，思考・判断）」」において，地方行政がどのようにして意志決定を

し，実現しているか，そのしくみや経緯を考えることを重視し，授業のプロセスにおいて

もその理解を深めるための調査活動が位置付いている授業である。

「政策提案・社会参加型」には，No.1，No.2，No.4が位置付く。これらの授業は， ①

地方自治のしくみの理解，②課題の認識，③調査・分析，④課題解決のための政策立案・

提言の授業プロセスを辿っている。特に，④課題解決のための政策立案・提言の場面にお

いて「公ù館主事と一緒に考える」場面（No.1）や「異なる分野の政策やまちづくりを

結び付けて，他分野と連携した新たな提案を作る」場面（No.4）を充実させている。

「óô判断・意志決定型」には，No.3，No.5，No.6が位置付く。これらの授業は， ①

地方自治のしくみの理解，②課題の認識， ③調査・分析， ④óôの明確化， ⑤óô判断お

よび意志決定のプロセスを辿っており，特に ④，⑤が特徴的である。No.3はø町村合併

の是非，No.5は目指すまちづくりのために政策の優先順位を考える， No.6は誰が松本ø
長に さわしいか，公約の比較を通して判断するがそれに該当する。「政策提案・社会参

加型」でも政策立案の前段階にóô判断の場面が存在するが，これらの授業では，より多

面的・多ñ的な資料や意見から，自分が重視するóôを明確にして，判断する学習場面に

重きを置いていることが分かる。

「しくみ・プロセス理解型」には， No.7が位置付く。この授業では木曽町文化センタ

ーがどのようにして建設されたか，その経緯を調査や当事者の話を聞くことなどを通して

理解する展開となっている。単元の後半に木曽町文化センターの活用方法を提案する場面

が位置付いているが，施設建設の経緯への理解や地方自治の中心的な概念への理解を重視

した授業プロセスとなっている。

次に，以上の信州社研による「地方自治」の教材化の取り組みの特質について，「１」

で述べた中学校社会科学習指導要領における「地方自治」の取り扱いとの比較を通して明

らかにする。その上で，信州社研の取り組みが，『2017年版』における「地方自治」の教
材化を進める上でどのような示唆を齎すのかについて言及してみたい。

４．信州社会科教育研究会における「地方自治」の教材化の特質と展望

4.1「地方自治」の教材化の特質

信州社研における「地方自治」の教材化の特質として，次の 2 点が挙げられる。 

1 点目は， 2004年ö以降に「地方自治」の教材化が集中していることである。表 4で示

したように，No.1の箕輪町立箕輪中学校の「地方自治とわたしたちø箕輪のまちづくりø」
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髙野・篠﨑

から No,7 の木曽町立木曽町中学校の「地方自治と住ùの参加ø木曽町文化交流センター

建設を通してø」は，2004年öから 2017年öにかけて行われた実践である。 

2 点目は，公開授業は，「政策提案・社会参加型」と「óô判断・意志決定型」の 2つの
タイプが多く実践されてきたということである。表 5 で示したように，7 つの実践のうち

「政策提案・社会参加型」に 3つ（ No.1，No.2，No.4），「óô判断・意志決定型」に 3つ
（No.3，No.5，No.6）が集まっている。
これらの要因について，「2」で述べた中学校社会科学習指導要領における「地方自治」

の取り扱いとの比較から次のことが考えられる。まず，信州社研が大切にしてきた地域素

材の教材化という点を重視していることである。公開授業が実施される時期が 11 月初旬

であるにも関わらず，１，2 年生の地理的分野や歴史的分野に限らず 3 年生の公ù的分野

の「地方自治」が選ばれているのはこれが影響するであóう。

次に，中学校社会科学習指導要領の改訂の動きを踏まえて研究が行われていることであ

る。まず，『1989年版』『 2008年版』には，地方自治のñ本的な考え方について，「地域社
会における住ùの福祉は住ùの自発的努力によって実現するものであり，住ù参加による

住ù自治にñづくものであること」 22への理解であると示されている。住ù参加の視点か

ら授業を考えた時，単なる地方自治のしくみや住ùの権利・義務を理解するだけでなく，

地域の課題を理解し，積極的に調査活動に取り組むとともに，自律的に思考・判断できる

生徒の育成を目指したことは自然な流れであóう。また，『2008年版』で強調された ①思

考力・判断力・表現力等の育成と言語活動の充実， ②社会参ðをねらいとした学習の充実

は，「政策提案・社会参加型」の授業と「óô判断・意志決定型」の授業の増加に影響を与

えたと考えられる。さらに，地域に生きるüとの多様な関わりが単元の中に位置付けられ

ていることも特質の一つである。ここには研究テーマ「豊かな見方・考え方を育む」上で

重視してきた「もの・こと・ひと」との関わりという点が影響していると考えられる。

4.2「地方自治」の教材化の展望 

2021年öより『 2017年版』が完全実施された。これまで信州社研が取り組んできた「地

方自治」の教材化は，今後の単元「地方自治」の学習においてどのような示唆を与えるも

のなのだóうか。

先述のように，『2017年版』では，身につける思考力，判断力，表現力等について，「ù
主政治の推進と，公正な世ðの形成や選挙など国ùの政治参加との関連について多面的・

多ñ的に考察，構想し，表現すること」と示されている。「構想」とはある物事の実現に向

けて，その実現可能策を具体的に考えて示すことである。この構想する力を養う上で，欠

かせないのが学習のゴールとして地域の課題の解決策を提案する「政策提案・社会参加型」

の授業である。また，政策提案を行うにあたり前提となるóôの明確化やóô判断も授業

のプロセスに組み込むþ要がある。つまり，信州社研の実践が，「構想」を視点とする地方

自治の教材化にあたり大いに寄与するとこóである。
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中学校社会科における「地方自治」の取り扱い

一方で課題もある。それは，地方自治において，より実現可能な政策を提案するために

は， 1 つの政策だけではなく様々な分野との関連性を考えるþ要性である。他分野との関

連性の中から政策を提案する授業として 2014 年öの大町ø立仁科台中学校の実践「奥座

敷大町のü口減少問題を考える」（No.4）が挙げられるが，このような実践の数はまだ多く

はない。また，実践内容においても学習の形態としてグループや個üでの関連づけをどの

ように行うか，さらにそれらをどのように評óするかといった点については，今後の研究

の進展がþ要である。

信州社研の公開授業が示した上記のような点を踏まえて「地方自治」の教材化を進める

ことで，今後さらなる実践の充実が期待できると考える。信州社研による研究成果は，ま

さに今後の「地方自治」の学習につながる重要な手がかりを示した貴重なものである。

５．おわりに

以上から明らかになったことは次の 3 点である。第一は，中学校社会科学習指導要領に

おける「地方自治」の取り扱いは，『1989年版』以降に「ù主政治と政治参加」という点

から取り上げられ，学習方法も改良されていることである。「地方自治」は，『1969年版』
以降の公ù的分野となってから『1969年版』以降は，地方自治のñ本的な考え方の理解，

住ùとしての自治意識のñòの育成が強調される。社会生活と国ù生活というように分か

れて扱われていたが，『1977年版』以降は政治単元に含まれ，『1989年版』から「ù主政
治と政治参加」に含まれる。学習方法面では，『 1989年版』では「筋道立った総合的な理

解をさせる」，『1998年版』『 2008年版』では「調査や見学などを通して具体的に理解させ

る」とより具体的な体験を通した理解を求めるようになり，『2017年版』では，「ù主政治
の推進と，公正な世ðの形成や選挙など国ùの政治参加との関連について多面的・多ñ的

に考察し，構想し，表現する」活動を取り入れるようòかれており，理解だけでなくこの

単元でどのような思考力・判断力・表現力等を身につけるが配慮されている。

第二は，信州社研における「地方自治」の教材化は， 2004年öから 2017年öにかけ

て盛んに行われ，それらは「政策提案・社会参加型」「óô判断・意志決定型」「しくみ・

プロセス理解型」の 3つに分類できることである。「政策提案・社会参加型」は，「目標

（技能，思考・判断）」において，政策提案が位置付き，授業のプロセスにおいて政策を

立案し，提言をまとめる活動を行っている授業である。「óô判断・意志決定型」は，「目

標（技能，思考・判断）」において，諸資料のñづいて適切に判断することを重視し，授

業のプロセスではð争的な課題に対して対立点やóôを明確にした上で，óô判断をし，

意志決定を行っている授業である。「しくみ・プロセス理解型」は，「目標（技能，思考・

判断）」において，地方行政がどのようにして意志決定をしているか，そのしくみや経緯

を考えることを重視し，授業のプロセスにおいてもその理解を深めるための調査活動が位

置付いている授業である。

第三は，信州社研が「地方自治」を教材化した公開授業は，「政策提案・社会参加型」「ó
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髙野・篠﨑

ô判断・意志決定型」の授業が多く行われ，その背景には，信州社研が大切にしてきた地

域素材の教材化という実践研究の姿勢と中学校社会科学習指導要領の改訂への対応という

点があったことである。信州社研の公開授業が 11 月初旬にも関わらず，１，2年生の地理

的分野や歴史的分野ではなく 3 年生の公ù的分野の「地方自治」が選ばれていた。また， 

2004ø2017年öに行われた「地方自治」の実践が，「政策提案・社会参加型」の授業と「ó

ô判断・意志決定型」の授業であった背景には，『2008年版』で強調された ①思考力・判

断力・表現力等の育成と言語活動の充実，②社会参ðをねらいとした学習の充実への対応，

地域に生きるüとの多様な関わりの重視，研究テーマ「豊かな見方・考え方を育む」上で

重視してきた「もの・こと・ひと」との関わりという点が影響していると考えられる。

以上を踏まえ，信州社研の中学校社会科における「地方自治」の取り扱いは，信州社研

が大切にしてきた地域素材の教材化という考えを大切にしながら，社会の状況や学習指導

要領への対応を意識した教材化の取り組みであったと総括される。そのため今回分析した

公開授業は，『2017 年版』以前の『1989 年版』『1998 年版』にñづく実践であったが，
『2017年版』の「地方自治」の教材化を進める上で参考になる視点と方法を有していると

言える。

本稿では，中学校社会科における「地方自治」の取り扱いについて信州社研の実践分析

からその成果と展望に言及した。次なる課題は，本稿の成果を踏まえ，『2017年版』にお
ける「構想する力」をねらいとした単元「地方自治」のあり方を検討し，実践化に取り組

むことである。

註 

1 「主権者教育」という言葉は，総務省（2011）が初出である。 2006 年，教育の目標の一つ

に「公共の精神に基づき，主体的な社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこ

と」を掲げた改正教育基本法が成立したのを受けて総務省が設置した「常時啓発事業のあり

方等研究会」で「主権者教育」の重要性が強調された。報告書では，現代に求められる新し

い主権者像として「国や社会の問題を自分の問題として捉え，自ら考え，自ら判断し，行動

していく主権者」とし，キーワードとして①社会参加の促進，②政治的リテラシー（政治的

判断能力）の向上が挙げられ，学習指導要領における政治教育の充実やカリキュラムへの位

置付けがこれからの常時啓発のあり方として明示された。（総務省常時啓発事業のあり方等

研究会「最終報告書 社会に参加し，自ら考え，自ら判断する主権者を目指して～新たなス
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付 記

本稿の執筆にあたり，信州社会科教育研究会事務局の信州大学教育学部ð属長野中学校

のñ井正ò先生には，資料のóôにおいてý別のõ配慮をöりました。また，下÷村立下

÷中学校のø正ù先生，松本ø立ú川小・中学校のû木ü先生，長野ø立長野中学校のý

þÿ也先生，長野ø立篠ノ井東中学校の齋藤貴弘先生には，貴重な公開授業の資料をご提

供いただきました。ここに記して，厚くõ礼申し上げます。

（2021年11月30日　受付）
（2022年 3月 1日　受理）
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