
プログラムを取り入れた指導事例（中学校３年 社会）

１ 単元名 「価格の働きと金融」

２ 単元について

（１）単元観

本単元は，学習指導要領公民的分野内容（２）私たちと経済のア，「市場の働きと経済」を受け

て設定され，「経済活動の意義について消費生活を中心に理解させるとともに，価格の働きに着目

させて市場経済の基本的な考え方について理解させる。また，現代の生産や金融などの仕組みや

働きを理解させるとともに，社会における企業の役割と責任について考えさせる」ことをねらい

としている。

生徒は，小学校第３学年及び第４学年の内容では，商店やスーパーを取り上げ，販売者の側の

工夫を関連づけて学習している。また，消費者の信頼を損なうことなく売り上げを高めるための

販売者の工夫は，商品の品質や，価格などを考えて店や商品を選んで購入している消費者の工夫

にも結び付いていることを学習している。小学校第５学年の内容では，農業や水産業において，

生産を高める工夫や生産地と消費地を結ぶ運輸の働きなどを関連づけて，価格や費用，交通網に

ついて学習している。

現代の社会は無数の商品が大量に消費される消費社会であり，消費者は自分の意思と判断によ

って商品を購入するが，企業の宣伝や広告に影響を受けて商品を購入する場合もある。資本主義

経済のほとんどの企業が利潤を獲得する一方で，競争社会の中で商品の価格や品質を見直し，消

費者のニーズに応えられるような商品を提供し，人々の暮らしを向上させるための社会的責任を

負うことまで求められてきている。

そこで本単元では，経済活動の意義について消費生活を中心に学ばせながら，市場経済にはど

のような仕組みで，どのような機能があるのか，また金融はどのような仕組みでなぜ必要なのか

ということを理解させるとともに，企業にはどのような社会的役割と責任があるのか考えさせる

ようにしていきたい。

（２）生徒の実態

本学級は，男子 名，女子 名，計 名の学級である。本単元を行うにあたり，実態を把

握するために事前調査を実施した。

＜社会科アンケート結果＞

Q１.公民は好きですか。
好き・・・ 名

理由 ・覚えやすい ・今の政治について知ることができて楽しい

・新しいことを知ることができて楽しい ・授業がおもしろい

・現代の日本について知ることができて楽しい

・ニュースなどで言っていることが分かるようになったので楽しい

少し好き・・・ 名

理由 ・覚えやすい ・法律を覚えるのが大変だけど楽しい

・大人になったら役に立つ ・自分が関わりがあり，身近に感じる

・歴史より楽しい ・社会全体の事を学べるから ・経済に関心がある

・公民が好きで，政治について分かってきた

どちらともいえない・・・ 名

理由 ・公民は少し苦手（覚えることが難しい，覚えにくい）

・授業は楽しいけど覚えることが大変 ・授業に対して感情はない

嫌い・・・ 名

理由 ・歴史や地理より覚えにくい ・政治に関する内容が分からない

・難しくて覚えられない ・覚えることが苦手 ・勉強に興味がない

Q２.商品を選ぶとき，何を重視しますか。一番重要だと思うことを選びなさい。
価格・・・ 名 品質・・・ 名 産地・・・ 名

その他・・・ 名（お得さ）



Q３.価格は誰が決めているのでしょうか。
販売する人・・・ 名 買う人・・・ 名 国・・・ 名

その他・・・ 名

→販売する人，買う人の関わりで決まり，ガス，水道などの料金は国が決める

（３）指導観

事前アンケートの結果から，本時では，価格の決定についてどのような仕組みで決定されている

のか，需要と供給や，均衡価格についてしっかりと理解させたい。そのために需要と供給のグラフ

を描いたり，売る側の気持ちや，買う側の気持ちを考えさせたりすることで，どのように価格が決

定するか，この活動を通して，しっかりと身につけさせたい。また，その仕組みだけではなく，重

要な語句をきちんとおさえられるように指導していきたいと考える。その結果として，学習内容が

身についているかを“「ちばのやる気」学習ガイド３”のＰ９４にある１の問題を家庭学習として

使用し，確認したい。

３ 単元の目標

【社会的事象への関心・意欲・態度】

・日常生活における商品の価格についての疑問や，価格の働きについての疑問から，価格の働きに

ついて興味をもち，疑問の解決に向けた話し合いに意欲的に取り組もうとする。

・銀行などの金融機関が社会生活において果たしている役割について関心をもち，意欲的に追究し

ようとする。

【社会的な思考・判断・表現】

・需要量・供給量と価格の関係について，対立と合意，効率と公正などの観点を踏まえて多面的・

多角的に考察し，分かりやすく説明することができる。

【資料活用の技能】

・需要量・供給量と価格の関係や，商品による価格変動の違い，景気変動と経済成長について，具

体的な事例や統計資料を基に読み取り，分かりやすくまとめることができる。

・銀行の役割について，インターネットなどから資料を収集・選択して読み取ったり，考察した内

容を分かりやすくまとめたりすることができる。

【社会的事象についての知識・理解】

・生産資源を効率よく配分する価格の働きについて理解し，市場経済の基本的な考えを身につける

ことができる。

・社会生活における金融と金融機関の役割や金融政策の意義について理解し，その知識を身につけ

ることができる。

４ 指導計画（５時間）

時配 学習内容 学習目標 評価規準

１ １市場経済の仕組 ・商品の価格について，さまざ ・商品の価格の変化と需要量・供給量と

(本時) み まな事例を基に考え，市場経 の関係について多面的・多角的に考慮

・市場経済とは 済についての関心を高める。 し，その過程や結果を適切に表現して

・需要と供給 ・市場経済の基本的な考え方に いる。 （思考・判断・表現）

ついて，身近で具体的な事例 ・市場経済の仕組みや価格の決定につい

を通して理解する。 て理解し，意欲的に自分の考えをまと

めようとしている。

（関心・意欲・態度）

２ ２価格の働き ・価格の働きについて，具体的 ・独占禁止法の意義や，公共料金が定め

・市場経済におけ な事例を基に理解する。 られている理由について，多面的・多

る価格の働き ・独占価格の影響や公共料金が 角的に考察している。

・独占価格 設けられている理由につい （思考・判断・表現）

・公共料金 て，消費者の立場から考え， ・価格には生産資源を効率よく配分する

理解する。 働きがあることを理解している。

（知識・理解）



３ ３貨幣の役割と金 ・身近な事例を基に，貨幣の役 ・生産と消費を結びつける貨幣の役割に

融 割や金融の働きに興味をも ついて，昔の紙幣や硬貨などの資料を

・貨幣の役割 つ。 基に多面的・多角的に考察している。

・お金の貸し借り ・金融の方法と働きについて， （思考・判断・表現）

と金融 具体的な事例を基に理解す ・金融の方法と働きについて理解し，そ

・金融の方法と働 る。 の知識を身につけている。

き （知識・理解）

４ ４私たちの生活と ・銀行の働きと日本銀行の役割 ・銀行がどうやって利益を得ているの

金融機関 について，具体的な事例を基 か，多面的・多角的に考察し，その過

・銀行の仕組みと に理解する。 程や結果を適切に表現している。

働き ・預金通帳を読み取ることを通 （思考・判断・表現）

・預金通貨 して，預金通貨の役割につい ・日本銀行の役割について理解し，その

・日本銀行の役割 て理解する。 知識を身につけている。（知識・理解）

５ ５景気と金融政策 ・好景気と不景気の特徴につい ・戦後日本の経済成長の過程について，

・景気と私たちの てまとめ，景気変動が社会や 統計資料などから的確に読み取ってい

生活 生活に与える影響について理 る。 （技能）

・日本銀行の金融 解する。 ・景気変動が社会生活に与える影響や，

政策 ・日本銀行が景気を安定させる 金融政策の意義について理解し，その

・戦後の日本経済 ために金融政策を行っている 知識を身につけている。（知識・理解）

ことを理解する。

５ 本時の指導

（１）目標

・商品の価格の変化と需要量・供給量との関係について多面的・多角的に考慮し，その過程や結果

を適切に表現することができる（社会的な思考・判断・表現）

・市場経済の仕組みや価格の決定について意欲的に自分の考えをまとめるようとする。

（社会的事象への関心・意欲・態度）

（２）展開

過程 時配 学習内容と活動 指導，支援(・) 評価(○) 資 料

つ 5分 １ むらさきイモの価格を考える。 ・むらさきイモを提示し価格を むらさ

か ・１００円 ・５０円 予想させる。 きいも

む ・１２０円 ・２００円

調 20分 ２ 学習課題に対して，予想を立て ・予想させ発表させる。

べ る。

る ・売る人が決める。

・需要と供給で決まる。

・大きさ ・形 ・季節

・作るときにかかった費用

・生産量 ・入荷量

３ 個人で実際にむらさきイモの価格 ・売る側と買う側，それぞれの プリン

を決定する。 立場から具体的に価格を決定 ト

・１個の価格を１００円から４００ させる。

円に設定し上限４０個とする。

４ 決定した価格のデータをもとにグ ・縦軸に価格，横軸に需要量・ プリン

ラフを作成する。 供給量をとったグラフを完成 ト

・グループで，記入したデータを基 させる。

にしてグラフを作る。 ・需要量：買おうとする量

どのようにして商品の価格は決まるのでしょうか。



供給量：売ろうとする量

について説明する。

○商品の価格の変化と需要量・

供給量との関係について多面

的・多角的に考慮し，その過

程や結果を適切に表現するこ

とができたか。

（思考・判断・表現）

深 20分 ５ グラフから売る側と買う側それぞ ・自信をもって自分の意見を発 付箋

め れの立場で読みとれることを個人で 表し，しっかりと他の人の意 ホワイ

る 考え，グループで話し合い，まとめ 見を聞くように促す。 トボー

る。 ド

売る側

・多く作って，多く売りたい。

・高値で売りたい。

・もうけたい。

買う側

・安く買いたい。

・安ければたくさん買いたい。

６ 均衡価格について確認する。 ・均衡価格について説明する。

ま 5分 ７ 授業で学んだことを参考に，学習 ・自分の考えをまとめ発表させ

と 課題に対するまとめを行う。 る。

め ○市場経済の仕組みや価格の決

る 定について意欲的に自分の考

えをまとめるようとしたか。

（関心・意欲・態度）

８ 宿題を提示する。 ・「ちばやる気」学習ガイドから

宿題を提示する。

（３）板書計画

〔売る側，買う側の気持ち〕

商品の価格は，需要量と供給量の関係で決まる。需要量と供

給量の一致したところを，均衡価格という。

どのようにして，商品の価格は決まるのでしょう

か。

需要についての

グラフ

需要と供給についての表

ホワイトボード ホワイトボード ホワイトボード

ホワイトボード ホワイトボード ホワイトボード

供給についての

グラフ


