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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時の想起をし、本時のめあてをつかむ。 

(1) 古墳や、副葬品の資料を見る。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

 

 

 

・古墳と、埴輪などの副葬品の映像 

さぐる 

２ 映像資料や分布図から、古墳とその分布の特徴を読

み取り、その理由を考える。 

(1) 古墳の映像や分布図から、それぞれの特徴を読み取

る。 

(2) 近畿地方と、それ以外の地方の古墳の違いから、当

時の相互の関係について考える。 

３ 古墳の副葬品から、当時の日本においての「鉄」が

持つ意味を考える。 

(1) 「鉄」入手方法と使用目的を、教科書から読み取る。 

(2) 「鉄」が、ヤマト王権を中心とした国家形成につい

て果たした役割について、班で話し合い、発表する。 

 

 

 

・大山古墳の映像資料 

・その他の地方の古墳の分布図 

 

 

 

 

・実物投影機で学習プリントを映す。 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

 数名の感想を聞き、本時のまとめを行う。 

 

単元計画（全 4 時間） 

つかむ 

【１時間】 

１．古墳時代、鉄と前方後円墳が全国に広まった理由

について、資料をもとに考える。【本時】 

さぐる 

【２時間】 

２. 蘇我氏と聖徳太子の政治と、仏教や大陸文化との

関わりについて調べる。 

(1)蘇我氏と聖徳太子は、どのような政治を行ったのか

を調べ、当時の社会の様子を考察する。 

(2)渡来人がもたらした、仏教をはじめとする大陸の文

化と、政治との関わりについて調べる。 

まとめる 

【１時間】 

３. 大化の改新について調べ、唐の律令政治が日本に

どのような影響を与えたかについてまとめる。  

第 7学年（中 1） 社会 

単元名：鉄から見える 
ヤマト王権 

 

古墳からヤマト王権の 
全国統一について考えよう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 身近な地域の遺跡や古墳に感
心を持ち、進んで調べることが
できる。  （関心・意欲・態度） 

○ 鉄と前方後円墳が全国に広が
った理由を、根拠を示しながら
説明することができる。 

（思考・判断・表現） 
○ 鉄の延べ板の出土地や、主な古

墳の分布の資料から、当時の権
力者の出現の様子を読み取る
ことができる。    （技能） 

○ 渡来人が伝えた技術について、
具体的なことがらを理解し、知
識を身につけている。 
        （知識・理解） 

 

・鉄と前方後円墳が各地に広まった理由を、各地の古墳の分布の様子から、多面的に考察し、根拠をもって適切

に表現することができる。（思考・判断・表現） 

・古墳や鉄の延べ板の分布図などの資料から、当時、強大な権力者が出現し、全国に勢力を伸ばしていったこと

を読み取ることができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い、古墳の

資料映像を提示する。 
① 
A1 

電子黒板を使い、地図や

資料を提示する。 

実物投影機と電子黒板を

使い、説明する。 

② 
A1 

③ 
C2 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 古墳や副葬品の映

像を見せる。 A1 

◇ 電子黒板 
電子黒板を使用し、日本国内の様々

な古墳（円墳・前方後円墳）や、その

中に納められている副葬品の映像を見

せた。 

生徒たちは、文化祭の時に古墳を調

べた経験もあり、興味深く映像を見て

いた。映像を見ながら、古墳に副葬品

が納められている理由を考え、ワーク

シートにまとめていった。 

 ② 鉄とヤマト王権の

関係を考えさせる。 A1 
◇ 電子黒板 

電子黒板を使用し、大山古墳の映像

や、各地の古墳と、その分布図などの

資料を提示し、古墳の大きさと分布の

関連性、鉄と全国統一の関わりについ

て考えさせた。 

生徒たちは熱心に考え、自分の意見

をまとめた後、班で交流を行い、意見

をひとつにまとめていった。その後、

班の意見を発言プリントにまとめた。 

 ③ 電子黒板に映して

説明する。 C2 
◇ 電子黒板、実物投影機 

班で話し合った結果を、実物投影機

を利用して、電子黒板に映して説明さ

せた。各班の代表者は、しっかりと要

点をまとめて説明することができた。 

生徒たちは発表時、電子黒板に注目

し、他の班の発表をしっかり聞くこと

ができた。その後、質問や意見の交流

を行い、学習を深めていった。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 電子黒板を使用することで、様々な資料が効率よく提示でき、生徒の関心を高めることができた。 
● 電子黒板を使用しての説明や意見交換については、事前に十分な指導が必要である。今回は実物投

影機で学習プリントを投影したが、タブレット PC なども使用して、視覚的にも時間的にも効率よ
く授業を進めていく必要性を感じた。 

授業を振り返って 

 

古墳や副葬品の映像を熱心に見る生徒 

映像を見ながら考え、プリントにまとめる生徒 

電子黒板を使用し、説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時の想起をし、本時のめあてをつかむ。 

(1) 前時作成資料から、戦う武士の気持ちを確認する。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

・本時は元の襲来とその後の社会の変化を、幕府や武

士たちの行動と心情から探る。  

 

・生徒が作成した資料（前時分）を

提示する。 

 

さぐる 

２ 映像資料により、戦いの結果とその後の武士の行

動を知る。 
(1) 資料映像から、戦いの結果を知る。 

(2) 蒙古襲来絵詞の主人公、竹崎季長ら、武士たちの戦

い後の行動を、資料から読み取る。 

３ 竹崎季長らの行動と幕府の対応から、戦後の武士

たちが置かれた状況と、幕府の事情を考える。 
(1) ３つの立場（①恩賞をやれない幕府(奉行)、②直訴

し恩賞を得た竹崎、③与えられなかった大勢の武士

たち）の立場に分かれ、それぞれの事情や心情を考

え、班で交流し、タブレットＰＣを用いて発表する。 

(2) それぞれの発表をもとに、何が幕府の支配をゆるが

したのかを考える。 

 

・蒙古襲来絵詞 

・ビデオ教材 

 

 

 

 

・タブレット PC の発表枠 

 

 

 

 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

(1) 各班の意見から、戦の前後の社会の変化(幕府と武

士の関係の変化)を考え、プリントに記入する。 

(2) 数名の発表を聞き、本時のまとめを行う。 

 

 

単元計画（全４時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. 鎌倉幕府の成立と承久の乱から、武家社会の支配のしく

みと、土地を媒介とした武士の主従関係をつかむ。 

さぐる 

【２時間】 

２. 資料から、元の襲来の様子と、戦った武士の心情を読み

取り、元の襲来がわが国に与えた影響を探る。 

(1)資料から、詳しい戦いの様子を調べ、戦いの様子と、戦

う武士の心情を探る。 

 

 

 

(2)戦いの後の武士たちの行動から、当時の幕府や武士たち

が置かれた状況や心情を考え、武士の主従関係の崩れと、

それがその後の社会に与えた変化を探る。【本時】 

まとめる 

【１時間】 

３. 鎌倉幕府の滅亡から建武の新政への過程を調べ、東アジ

アの情勢がわが国に与えた影響についてまとめる。 

第 7学年（中１） 社会 

単元名：武家政権の内と外 

 

歴史上の人物の気持ちから、 

幕府滅亡の理由を考えよう 

○ 理解を深める映像提示 ○ 生徒がタブレット PC・電子黒板で表現 単元の目標 

○ 鎌倉時代の歴史に興味を持ち、

進んで調べることができる。 

   （関心・意欲・態度） 

○ 武家社会の主従関係の変化と

内外の情勢を関連づけながら

考え、意見としてまとめること

ができる。（思考・判断・表現） 

○ 文献や絵画などの資料から、当

時の社会や人々の様子を読み

取り、自分のことばで表すこと

ができる。     （技能） 

○ 鎌倉幕府の成立から滅亡まで

の流れと、そうなった理由がわ

かる。    （知識・理解） 

 

・鎌倉幕府滅亡のきっかけを、蒙古襲来や、その後の国内情勢の変化等から、多面的に考察することができる。

（社会的な思考・判断） 

・戦いの後の武士や幕府のそれぞれの行動や対応を資料から読み取り、当時の状況や社会の変化も考慮しながら、

登場人物のことばで表現できる。（資料活用の技能・表現） 

 

本時のねらい 

本時の展開 

 

① 
B1 

タブレット PC で、戦の様子

を細かく読み取り、戦う武士

の気持ちを考える。 

② 
C2 

③ 
C1 

電子黒板を使用し、班ご

とに発表させ、意見交流

を行う。 

班での意見交流の結果

を、タブレット PC に記

入する。 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 資料から戦いの様

子を読み取る。 B1 

◇ タブレットＰＣ 
教科書などには一部分しか掲載されてい

ない『蒙古襲来絵詞』の全体を、タブレッ

トＰＣで読み取る活動を行った。 

生徒は、資料を拡大・縮小・スクロール

しながら、戦いの様子を細かく読み取り、

学習プリントにまとめていった。読み取っ

た情報をもとに、戦いに参加する武士の心

情を想像し、タブレット PC に記入してい

った。 

 ② タブレットＰＣに

意見をまとめる。 C2 
◇ タブレットＰＣ 

幕府・恩賞ありの武士・恩賞なしの武士

の３つの立場に分かれ、それぞれの立場の

事情や心情を、各自で考えた後、班で交流

した。 

生徒は全員が意見を発表した後、意見交

流を行い、一つにまとめていった。 

タブレットＰＣの発表資料枠に、班の意

見を記入する生徒たちは、自分たちの思い

が伝わるように、何度も書き直していた。 

 ③ 話し合った結果を

説明する。 C1 
◇ 電子黒板、協働ソフト 

班で話し合った結果を、協働ソフトで電

子黒板に映し、代表者が説明した。 

生徒たちは電子黒板に注目し、他の班の

発表をしっかりと聞くとともに、積極的に

質問し、自分の考えをつくり表現した。 

発表を終えた後、全班の意見を電子黒板

に並べて映し、最後のまとめを行う際の参

考にすることもできた。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC 活用し、資料を自由に観察・分析することができ、主体的な学習になった。 
○ 電子黒板を使用することで効果的にわかりやすく発表でき、全体での意見交換を活発化できた。 
● 電子黒板を使用しての説明や意見交換は、もっと指導が必要である。教師側もファイルの配信・

回収や映写、生徒の巡視など、タイミングを計りながら授業を進める「慣れ」が必要である。 

授業を振り返って 

 

資料を自在に拡大・縮小し、細かく読み取る生徒 

書き込みながら、意見をまとめる生徒 

電子黒板を使用し、説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 資料映像を視聴し、本時のめあてをつかむ。 

(1) 日本で起こる自然災害について概観し、復習する。 

(2) 本時の学習内容と、めあてを確認する。 

・本時は実際の災害現場の写真から、自然災害の被害を

防ぐ対策について考える。  

 

 

 

・様々な種類の自然災害 

・東日本大震災と福岡西方沖地震 

さぐる 

２ ３ヵ所の被災地（玄界島、仙台、南三陸）を班ごと

に分担し、実際に行われた防災対策を調べる。 

(1) グーグルアースのタイムマシン機能を使用し、震災

前と現在の同地点の衛星写真を比較する。 

(2) 写真から、震災後に行われた各地の防災対策を読み

取り、班でまとめる。 

３ 調べたことを、電子黒板を使用して発表し、意見交

流を行う。 

(1) 衛星写真やワークシートを電子黒板に映し、調べた

内容を発表する。 

(2) 他班の内容を聞き、質疑応答や付け加えを行い、意

見の交流を図る。 

 

 

 

・震災前と現在の被災地の同地点の

衛星写真 

 

 

 

 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

(1) 各班の発表から、実際に行われている防災対策につ

いてまとめ、感想を書く。 

○現地の実際の写真を見て、それ以

外の対策の必要性に気づく。 

単元計画（全 5 時間） 

つかむ 

【２時間】 

１．世界と日本の自然環境の特色から、わが国では様々

な自然災害が起こりやすいことを理解する。 

(1)世界と日本の気候を比較し、日本の地形や季節風によ

ってもたらされるわが国の気候の特徴を探る。 

(2)日本で起こる自然災害の種類と原因を調べ、福岡県で

も、そのいくつかが起こりうることを知る。 

さぐる 

【２時間】 

２. わが国の自然災害と、防災対策について考える。 

(1)タブレット PC で新旧の衛星写真を比較し、災害後に

行われている防災対策を調べ、発表する。【本時】 

(2)ハード面の対策以外に、実際に行われている防災対策

と、その必要性を調べる。 

まとめる 

【１時間】 

３．自然災害から、自らを守る方法について考える。 

(1)ハザードマップを使用して、宗像地区と日の里の自然

災害と防災対策について考える。 

第８学年（中２） 社会 

単元名：自然環境から
見た日本 

 

インターネットで実際の 
防災対策を調べよう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 生徒がタブレット PC で調査活動 単元の目標 

○ 日本の自然環境と災害に興味を

持ち、進んで調べようとしてい

る。    （関心・意欲・態度） 

○ 行政が行う防災対策と、それ以外

の対策について考え、自分の意見

として発表できる。 

（思考・判断・表現） 

○ 映像の比較から、実際に行われて

いる防災対策を調べることがで

きる。         （技能） 

○ 自然災害から身を守るためには、

行政だけでなく、個人やコミュニ

ティーなどの対策も重要である

ことがわかる。 （知識・理解） 

 

・実際に行われている防災対策を、タブレットを使用して意欲的に調べ、その内容を的確に発表することができ

る。（資料活用の技能・表現） 

・自分の班の調べた結果と、他班の結果から、国や地方公共団体の防災対策についてまとめるとともに、それだ

けでは不十分であることに気づく。（社会的な思考・判断・表現） 

 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い、自然災

害の資料映像を見る。 
① 
A1 

タブレット PC で実際の

防災対策を調べる。 

電子黒板を使って、調べ

た結果を説明する。 
③ 
C1 

① 
B1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 災害の資料映像を

見せる。 A1 

◇ 電子黒板 
阪神淡路大震災や東日本大震災、福岡西

方沖地震の被災地の写真を見せた。 

生徒は、記憶に新しい地震や津波の映像

や被害の様子を熱心に観ていた。また、福

岡西方沖地震の映像から、自分たちの身近

な地域でも大規模自然災害が起こりうるこ

とを知り、自然災害の恐ろしさを感じ、防

災対策の必要性と、それを調べ、考えよう

という意欲が高まった。 

 ② 実際に行われた防

災対策を調べる。 B1 
◇ タブレット PC 

３ヵ所の被災地（玄界島、南三陸、仙台）

を班で分担し、グーグルアースのタイムマ

シン機能を使用して、被災前、直後、現在

の衛星写真から、その変化（防災対策）を

調べさせた。 

生徒は、衛星写真の海岸線をスクロール、

拡大、縮小しながら、過去と現在の様子を

何度も見比べ、変化したところや、防災対

策が取られたところを探していった。 

 ③ 話し合った結果を

説明する。 C１ 
◇ 電子黒板、タブレット PC 

班で話し合った結果をタブレットＰＣの

ワークシートにかかせ、班ごとに電子黒板

に映して説明させた。 

生徒は、ワークシートを使い、自分たち

が調べた防災対策について説明していっ

た。聞く生徒も、電子黒板を注視しながら

しっかり聞いていた。意見交換では、被災

地の違いによる独自の対策や、３ヵ所の共

通点などが出され、理解が深まった。 

 

 

 

 

 

 

○ 資料映像や、新旧の衛星写真を見せることで興味を高めることができた。 
○ 生徒自身が電子黒板で発表することで、他の生徒の注目度が高まり、自分の考えと比べることがで

きた。生徒の思考が深まり、様々な防災対策を考える上での足がかりとなった。 
● 発表時、生徒がタブレットＰＣを操作し、ワークシートと衛星写真とを切り替えることが難しかっ

た。 

授業を振り返って 

 

阪神淡路大震災の写真を熱心に見入る生徒 

震災前後の衛星写真を比較し、違いを調べる生徒 

ワークシートで、調べた結果を発表する生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 資料映像により本時のめあてをつかむ。 

(1) 事件の概要と、裁判の流れを再確認する。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

・電子黒板（プレゼンテーションソ

フト）で、映像を提示する。 

・本時の流れとめあてを確認する。 

さぐる 

２ 班で模擬裁判員裁判を行い、判決を出す。 

(1) 挙手で一回目の評決を行う。 

(2) 班内で、各自の判決と、そうなった理由を説明し、

意見交流を行う。 

(3) 最終の評決を行い、判決と理由をタブレットに記入

する。 

３ 各班が出した判決を、学級全体で交流する。 

(1) 全体の結果を電子黒板で確認した後、判決と、そう

判断した理由を数班が発表する。 

(2) 発表後、意見交流を行い、様々な考えが判決に影響

することを確認する。 

(3) 模擬裁判員裁判を行って感じたこと（やってみての

感想や意義）を、学習プリントに記入する。 

 

 

 

 

・判決と理由をタブレットに記入し

発表する。 

 

 

 

 

 

 

・判決用紙と資料映像を切り替えな

がら説明する。 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

(1) 記入した内容を数名が発表し、裁判員制度の特徴を

まとめる。 

(2) 裁判員制度についての資料と VTR を視聴し、裁判

員制度の意義を確認する。 

 

 

 

・電子黒板で映像資料を視聴し、学

習した内容を確認する。 

単元計画（全６時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. わが国の司法制度のしくみを知る。 

(1)裁判所の役割と、法律と我々の生活との関わりを考える。 

(2)裁判の種類としくみ、裁判の流れを理解する。 

さぐる 

【２時間】 

２. わが国の司法制度の問題点と、その対策を探る。 

(1)司法制度改革と、裁判員制度の大まかなしくみを理解す

る。 

(2)架空の事件（オオカミ殺人事件）の資料をもとに、自分

の判決を出し、模擬裁判の準備をする。 

 

 

まとめる 

【２時間】 

３. 模擬裁判を行い、司法制度改革の課題を考える。 

(1)模擬裁判員裁判を行い、意見交流を行う。【本時】 

(2)わが国の司法制度の課題から、司法制度改革について考

える。 

第９学年（中３） 社会 

単元名：法を守る裁判所 
 

裁判員になって、 
判決を出してみよう 

○ タブレット PC で調べ活動 ○ タブレット PC・電子黒板で発表 単元の目標 

○ 裁判のしくみや裁判員制度に

関心を持ち、模擬裁判に意欲的

に参加することができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ わが国の司法制度やその問題

点について、自分の考えをまと

め、説明することができる。 

（思考・判断・表現） 

○ 資料を活用して、司法制度のし

くみを理解し、模擬裁判で判決

を下すことができる。（技能） 

○ 司法制度改革による裁判員制

度の意義を理解し、説明するこ

とができる。  （知識・理解） 

 

・裁判員裁判に関心を持ち、積極的に模擬裁判に参加することができる。（関心･意欲･態度） 

・模擬裁判員裁判を通して、多様な考え方に触れながら、判決を出すことができる。（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレットで、事件の資料を

詳しく読み取り、個人の判決

を出す。 

① 
B1 

タブレットと電子黒板を

使い、説明する。 
③

C1 

② 
A1 

電子黒板を使い、全班の

判決と理由を見る。 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 資料をもとに自分

の判決を出す。 B1 

◇ 電子黒板、タブレットＰＣ 
電子黒板で事件の概要と模擬裁判の流れ

を確認させた後、全員にタブレットＰＣを

使用させ、資料から判決を出させていった。 

生徒は、必要な資料をサーバーから選び、

タブレットＰＣを巧みに操作して、画面を

切り替えたり、拡大したりしながら、資料

の隅々まで読み込んでいった。読み取った

内容を学習プリントに記入し、自らの判決

を導き出していった。 

 ② 全班の判決を見て

比較する。 A1 
◇ 電子黒板、協働ソフト 

班での評議の前後に、協働ソフトを使用

して、全部の班の判決を電子黒板に映し、

生徒に見せた。 

生徒は、興味深げに電子黒板の全体の結

果を見て、口々に感想を述べていた。この

判決は、後の評議で変更されることも多く、

その変化が視覚的にわかりやすい点でも効

果的で、後の活動である裁判員制度の意義

を考えることにつながっていった。 

 ③ 班の判決と、その

理由を説明する。 C１ 
◇ 電子黒板、協働ソフト 

班で話し合った結果をタブレットＰＣに

記入させ、電子黒板を使って説明させた。 

生徒は、判決を内容用と資料用の２台の

タブレットＰＣを使用し、それを切り替え

ながら、自分たちの班が下した判決と、そ

の理由を詳しく説明した。判決理由と資料

の画面を巧みに切り替えながら、自分たち

の考えを発表し、その後、盛んな意見交流

が行われた。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC を活用し文献や画像を取捨選択し、自由に使うことで多角的に考えることができた。 
○ 電子黒板での発表の場面で、２台のタブレットＰＣを切り替えながら使用させたことで、効率的な

授業ができた。また、判断とその根拠とが明確になったため生徒の理解が深まり、その後の議論が
活発になった。 

● タブレットＰＣで使用するソフトに相性があり、授業中にトラブルが発生することがあった。 

授業を振り返って 

 

事件資料を熟読し、判決を考える生徒 

全班の判決を、興味深く見ている生徒 

資料を提示し、判決の理由を説明する生徒。 


