
急速な経済発展，そして，オリンピック開催で世界の注目を浴びる中国。だが，わずか100年ほど前ま

での中国は，皇帝が君臨し，人々を支配する国であった。その清王朝を倒し，秦の始皇帝以来の約2200

年にわたった皇帝支配に終止符を打った指導者が孫文であり，辛亥革命である。その孫文と九州との関

わりは深い。経済的に援助した長崎県出身の梅屋庄吉や，中国同盟会が東京で組織される手助けをした

熊本県出身の宮崎滔天，等々。

孫文の辛亥革命を支えた当時の日本人の思いはいかがなものだったのか。そして，近代化に邁進する

明治政府の思いは，孫文に肯定的だったのか，否定的だったのか。先の見えない激動の明治時代の中で，

悩みながらもよりよい選択を迫られた明治の人々の思いに触れさせることで明治という時代をイメージ

させる，そんな歴史のおもしろさに迫ります。

社会科（歴史的分野）学習指導案
日 時 平成20年11月14日（金）第２校時

場 所 熊本大学附属中学校 体育館

年 組 熊本市立龍田中学校 ２年２組

男子17名 女子19名 計36名

指導者 熊本市立龍田中学校 教諭 坂田秀一

１ 単元名「立憲政治のはじまりと日清・日露戦争（明治時代）

(教育出版P122～139)～辛亥革命と日本の関係を中心に～」

２ 単元について

(1) 単元観

本単元は，新学習指導要領において 「自由民権運動，大日本帝国憲法，日清・日露，

戦争，条約改正などを通して，立憲制の国家が成立して議会政治が始まるとともに，我

が国の国際的地位が向上したことを理解させる」と示してある。

明治の初め，欧米列強が勢力を広げる国際情勢の中で，独立を保つため近代国家にな

政府の富る必要性があると考えた明治政府は，短期間で諸改革に取り組んだ。そして，

国強兵・殖産興業政策の下で進展した我が国の近代産業は，産業革命を経て発展し，国

大日本帝国憲法の制定や日清・日露戦争の勝利は，条約改民生活が向上した。さらに，

正を通して国際的地位の向上にもつながっていった。その一方で，自由民権運動や民間

の憲法案，政党の結成，労働問題の解決など，民権派の動きも盛んになっていった。

欧米と同質の近代化を果たそうとする日本の立このように本単元で扱う明治時代は，

場と，近代化した欧米と対峙しながらも，アジアの一国として自己変革を成し遂げてい

こうとする日本の立場が共存し，先の見えにくい状況の中で国家としての選択を迫られ

た時代である。よって，当時の政府や人々が，どのような思いで日本の近代国家の基礎

を整えていったかに気づかせ，国づくりのために尽力した人々の思いに触れさせる大変

価値ある時代でもある。

さらに「辛亥革命と日本」という題材は，明治政府がめざした欧米列強を意識した国

づくりと，孫文が理想としたアジア初の共和制国家の国づくりを，現代に生きる生徒た

ちの視点で，多面的・多角的に考えさせるには，大変意義のある題材であると考える。



(2) 系統観

小学校

３・４年生(5)地域の人々の生活 ６年生（1）日本の歴史

・昔の暮らしに関わる道具 → カ 明治維新をつくりあげた人々

・地域に残る文化財や伝統行事 キ 世界に歩み出した日本

・地域の発展につくした先人 ク 長く続いた戦争

↓ ↓

中学校・歴史的分野

ウエ ３節「立憲政治の始まりと日清日露戦争」(5)イ ２節「明治維新」 (5)

・封建制度の解体 ・自由民権運動と政党の誕生

版籍奉還と廃藩置県 ・憲法の発布と議会の開設

・明治政府の諸改革 ・条約改正と日清戦争→

富国強兵と殖産興業 ・三国干渉と義和団事件

・明治初期の外交 ・日露戦争と韓国併合

・辛亥革命と日本岩倉使節団，朝鮮との外交，国境の確定

(3) 生徒観

観察やアンケートの結果により明らかになった実態は次の通りである （在籍 人）。 ３６

①情意・意識の面から

（a）歴史は好きですか。

大好き･･･２６％ 好き･･･４４％ あまり好きではない･･･２６％ きらい･･４％

(b)資料等を活用して，自分の考えをまとめることができますか

できる １６％ だいたいできる ３４％ あまりできない ４２％ できない ８％・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・

②知識・理解・態度の面から

(a)明治維新について知っていることに○を付けてください。

五箇条の御誓文･･･８０％ 五傍の掲示･･･５５％ 版籍奉還･･･９０％ 学制･･６５％ 徴兵令･･･８８％

地租改正･･･６０％ 岩倉使節団･･･････６０％ 征韓論･･･････４０％ 日清修好条規･･･２５ ％

日朝修好条規･･・２３％ 台湾出兵･････１４％ 琉球処分････２５％ 樺太千島交換条約･･･ ３８％

（b）孫文の辛亥革命について，知っていますか。

知っている･･･０％ 孫文の名前は知っている･･･２１％ 知らない･･･７９％

③個に応じた学習についての意識の面から

（a）どんな学習の方法（形態）が好きですか

・自分一人で考える学習・・・・２４％ 自分の考えを話す学習・・・・３４％

・グループで考える学習・・・・７６％ 相手の考えを聞く学習・・・・６６％

（b）学級全体での発表は好きですか。 好き･･15％ 嫌い･･56％ どちらでもない･･29％

(c) 自分の考えに自信が持てれば発表したいですか はい･･･７４％ いいえ･･･２６％

○ 社会科の学習では，映像や写真などの視覚的資料に関して，大変興味を示しており，

新しいものを学ぶ，新しいものを知ることの楽しさを自ら感じ取ることのできる集団で

ある。しかし，課題に対して適切な資料を活用したり，資料を用いて考えたりすること

に苦手意識があり，時間を要する点が課題である。

○ 学級での発表に消極的な理由として 「資料の意味を理解するのが難しい 「言うこと， 」



が思いつかない 「恥ずかしい」等があった。また，多くの生徒は小集団での発表を好」

む傾向があり，その理由として 「安心して発表できる 「たくさんの意見が聞ける」と， 」

答えていた。資料の読み取る視点を与えて一人学びを充実させ，自分なりの考えを持た

せてから，互いを認め合いながらみんなで学びあうことのよさをより多く体験させる必

要性を感じる。

(4) 指導観

○ 「明治政府は日本をどんな国にしたかったのだろうか？」という学習課題を単元当

初に設定し，単元を通した学習課題として意識させながら学習を進める。さらに，単

位時間ごとに，スモールステップで価値判断場面を設定する。それぞれの課題に対し

て，自分なりの考えをまとめさせる。それぞれの課題に対して，明治政府の諸政策と

民権派の動きを比較して調べることで，当時の日本政府の思惑や国際情勢，当時の民

衆の思いなどに対するイメージをふくらませるようにしたい。

○ 中国では国父といわれる孫文を教材化する。永年の皇帝による専制政治に終止符を

打った孫文。近代中国の礎を築いた孫文。その革命を支えた日本人として，地域の人

物である宮崎滔天の存在がある。先の見えにくい明治という時代の中で，時には政府

の役人として，そして政府とは違う立場として孫文を支援していった人物を通して，

その当時の人々の思いにふれさせ，多面的な時代の見方・考え方を培いたい。

そして，生徒にとって身近な人物を通して，複雑な時代を生きた人々の生き方や考

え方に触れ，自分自身も主体的に時代を生きていこうとする態度と歴史への興味を喚

起したい。

「今のあなたなら辛亥革命を応援しますか」と「なぜ，明治政府は辛亥革命を積極○

的には応援しなかったのだろうか」いう価値判断場面を設定する。生徒たちに，それ

まで学習してきた判断材料をもとに，今の時代に生きる自分の立場と，当時の明治政

府の立場になって価値判断をさせる。結果的には辛亥革命を支援しなかった当時の日

本政府内にも，様々な意見があった。弱体化する清政府を倒す革命軍を支援し，新政

府で有利な関係を結ぶのか。現状を見守りながら，欧米列強の様子をうかがうのか。

先の見えにくい時代にあって，明治政府も判断に迷った場面である。生徒たちが自

分なりの意見を整理し，人にわかりやすく説明することで，当時の人々の思いに触れ

たり，明治という時代のイメージをふくらませることができると考える。

３ 単元の目標

【確かな 】意欲

欧米列強のアジア進出と，アジアの中の日本の立場に興味を持ち，明治政府が天皇中心

の中央集権国家をめざして行う政策などについて，当時の政府の思いに触れながら，意欲

的に追究させる。

【確かな知識】

明治政府の立場から，国際的な地位の向上とアジアの中での関係のあらましを，廃藩置

， ， ， ，県や岩倉使節団 大日本帝国憲法の制定 日清・日露戦争 条約改正などを通して理解し

その知識を身につけさせる。

【確かな判断】

日清・日露戦争や義和団事件における欧米諸国の利害関係や明治政府の政策について，

諸外国に対する明治政府側からと民衆側などから考察し，公正に判断させる。



【資料活用の技能・表現】

について，資アジア初の立憲制国家の成立から韓国併合までの日本やアジアの動き

料集などから情報などを収集し，課題に対して適切にまとめたり，説明させる。

４ 単元の指導計画（１３時間取り扱い 本時 １０／１３ ）

過程 次 時 主な学習活動 おもな手だて（学習課題） 評 価

・ なぜ廃藩置県に踏みきった ・欧米列強のアつかむ １ ３ ●新政府の方針や版籍奉還 「

のでしょうか」を調べさせるこ ジア進出と，アや廃藩置県などの内容を調

とで，中央主権国家をめざした ジアの中の日本べ，中央集権国家への体制

思いに気づかせる。 の立場に興味をづくりを理解する。

・ 三大改革（学制・徴兵令・ 持ち，政府が中●政府が行った富国強兵と 「

地租改正）に賛成か，それとも 央集権国家をめ殖産興業のための具体的な

反対か を話し合わせることで ざして行う政策内容を理解する。 」 ，

当時の政府と国民の思いの違い などについて，●諸改革が人々へもたらし

に気づかせる。 政府の思いに触た影響について理解する。

・ 岩倉使節団は，なぜ，イギ れながら，意欲●岩倉使節団を調査し，当 「

。時の明治政府が手本とした リスとドイツを手本とした国を 的に追究できる

（ ）国の方向性を理解する。 めざしたのでしょうか」を調べ ワークシート

させることで，のちの大日本帝 【関心・意欲・●領土確定に関して，政府

国憲法制定のねらいについて気 態度】が行った朝鮮との外交や国

づかせる。境の確定を理解する。

・アジア初の立イメー ２ ５ ●専制政治への不満として ・ なぜ板垣退助の民選議院設「

憲制国家の成立ジする 広がった自由民権運動が， 立の建白書を受け入れなかった

から韓国併合ま国会開設や士族の反乱へと のでしょうか」や「なぜ国会開

での日本やアジつながり，国会開設への動 設まで１０年の間を開けたので

しょうか を調べさせることで についきの中，憲法案や政党が作 」 ， アの動き

当時の政府が政府主導で国づく て，資料集などられたことを理解する。

りを進め，植民地化を避けるた から情報などを●民権派に対する政府の取

めに欧米列強に追いつく国をめ 収集し，課題にり締まりや秩父事件などの

ざした思いについて，気づかせ 対して適切にま急進的な動きがおこったこ

る。 とめたり，説明とを理解する。

・ 政府が制定したアジア初の させる。●国会開設へ向けた動きの 「

憲法である帝国憲法をどう評価 （発表内容・ワ中で，政府は内閣制度を確

しますか」について自分の考え ークシート）立したり，君主権の強いプ

をまとめることを通して，天皇 【技能・表現】ロイセンの憲法を手本と

中心の君主制国家をめざした政し，欽定憲法を制定したこ

府の方針を確認させる。とを理解する。

・帝国憲法の特色を，岩倉使節●大日本帝国憲法では，天

団がめざした国づくりと比較し皇が統治者として権限を持

ながら振り返ることで，欧米列つ一方，日本がアジアで初



強を意識した，アジア初の立憲めての立憲国家として，選

国家をめざした政府の思いに気挙に基づく議会政治が始め

づかせる。られたことを理解する。

・ どうして何年もかけて条約●近代的な諸制度を整えた 「

改正をしようとしたのでしょうことや，ロシアをめぐる東

か」を調べることで，必死な思アジアの国際情勢の変化か

いで欧米列強と対等な関係を結ら，条約改正の道が開け，

ぼうと努力した政府の思いに気国際的な地位を高めたこと

づかせる。を理解する。

「政府は日清戦争後，日本をど●朝鮮をめぐる勢力争いが

んな国にしようとしたのでしょ清との対立を生み，日清戦

うか」を考えることで，大陸進争を引き起こす原因となっ

出をめざす思いに気づかせる。 ・日清・日露戦たことに気づく。

・ 政府は，なぜ義和団事件に 争や義和団事件●日清戦争に敗北した中国 「

対して，連合軍の主力として兵 における欧米諸をめぐり，列強による中国

を送ったのだろうか」を考える 国の利害関係や分割が進んだことと，中国

ことで，日清戦争に勝利したこ 明治政府の政策民衆の抵抗運動である義和

とで，弱体化する清に対して， について，諸外団事件に対して，連合軍の

欧米列強と同じく中国分割に乗 国に対する明治主力として参加した日本政

り出す政府の方針や，ロシアと 政府側からと民府のねらいを理解する。

の対立につながる原因を想像さ 衆側などから考●日本とイギリスがロシア

せる。 察し，公正に判への対抗策として日英同盟

断させる。を結んだことを理解する。

・ 政府は，なぜイギリスと結 （発表内容・学●韓国や満州をめぐるロシ 「

び，日露戦争は日本にどのよう 習シート）アとの勢力争いから，日英

な影響を与えたのだろうか」を 【思考・判断】同盟を盾に開戦に踏み切っ

考えさせることで，韓国や満州た政府側と，戦争反対派側

をめぐるロシアとの勢力争いの思いを比較する。

や，イギリスとの利害関係をま●講和条約に調印した小村

とめさせる。寿太郎の思いや，日本の勝

利が世界の国々の民族独立

に与えた影響や日本への留

・ 政府は，韓国併合や満州進学生が激増したことについ 「

出することで，日本をどんな国て理解する。

にしたかったのでしょうか」を●戦争後，日本は韓国を植

考えることで，日本が韓国を植民地化し，日本語教育の強

民地化し，大陸への進出を進め制や土地の収奪などを行っ

ていくことを理解する。て，朝鮮の人々の主権を侵

害したことを理解する。

・孫文の三民主義の実現を目指 ・政府の立場か再構成 ３ ２ ●アヘン戦争後，欧米列強



す中国同盟会が日本の東京で組 ら国際的な地位する の帝国支配を受け続ける民

織され， の向上とアジア衆の生活や，清王朝の専制 辛亥革命により中華民

の中での日本の的な支配を受け続ける民衆 国が誕生したことを通して，ア

あらましを，政の様子について理解する。 ジア初の共和制国家が誕生した

府の諸政策など●孫文の唱えた三民主義の ことをの歴史的意義を考えさせ

，目指した理想について理解 る。 を通して理解し

その知識を身にする。

・ 政府はなぜ孫文の辛亥革命 つけることがで本 辛亥革命に対して，明治● 「

を応援しなかったのだろうか」 きる。政府が支援できなかった理

について考えをまとめさせるこ （学習シート）時 由を，それまで学習してき

とで，政府の思惑や国際情勢， 【知識・理解】た明治政府の政策を中心に

当時の民衆の思いに対するイメ考え，政府がめざした国づ

ージをふくらませる。くりについて理解する。

・ 日本の産業革命はいつ頃か ・欧米列強に負定着さ ４ ２ ●日本の産業革命は，軽工 「

ら始まったのだろうか」を，日 けない国づくりせる 業から発展し，1890年代に

清・日露戦争の時期と対比しな をめざした明治資本主義の基礎が確立した

，ことを理解する。 がらまとめることで，政府主導 政府の諸政策が

で急速に発展していく産業の変 国内の産業や生●工業や鉄道網の発達は，

化や，人々の生活範囲が大きく 活をどのように都市や農村の生活に大きな

，変化をもたらしたことを理 広がったことに気づかせたい。 変化させたかを

意欲的に追究で解する。

・ 日本でも資本主義の矛盾は きる。●急速な工業化の中で，労 「

おきたのでしょうか」をイギリ （発表内容・学働条件の改善を求めて労働

スのそれと比較しながらまとめ 習シート）運動がおこり，資本主義の

ることで，社会主義運動の起こ 【思考・判断】矛盾に対して社会主義運動

りを理解し，不十分な対策のたがおきたことを理解する。

めに被害が深刻化したことも理●足尾銅山鉱毒事件のよう

解させる。な公害問題を引き起こした

ことを理解する。

・国民生活や文学・美術の分野 ・西洋の物質文ふくら ５ １ ●西洋文化の影響を受けた

から「明治政府はどんな国を作 明の影響を受けませる 文学・美術が発展したこと

りたかったのだろうか」という ながら，アジアや，学校教育の普及や情報

単元を貫く学習課題を の精神文化をもの広がったことに気づく。

考えさせ，明治という時代に日 持つ日本の特徴●高等教育や女子教育が高

本独特の国民的文化が形成され を明治という時まる一方で 「家」を重ん，

たことに気づかせる。 代からイメージじる考え方が強まっていっ

で きる （発表たことを理解する。 。

内容・学習シー

ト）

【知識・理解】



５ 本時の学習

(1) 本時の目標

明治政府が積極的に応援しな○ アジア初の共和制国家の成立につながる辛亥革命を，

かった理由を 今までの学習内容をもとに考えることができる。，

(2) 展開

過 時 主な 教師の指導と支援 その他学習活動

程 間 （予想される生徒の反応） 教材･資料

導 ３ 写真の中か ○１枚の集合写真の中から孫文を見つけさ 集合写真１ １枚の集合

前時で学習した辛亥革命と孫文につい の写真ら孫文を見つける。 せ， 孫文

て思い出させる。 年表入 【一斉】

○前時で習った人がいます。誰で，どこにい

るでしょうか，探しましょう。

なぜ，明治政府は孫文の辛亥革命を積極的に応援しなかったのだろうか？
中国南京中山陵展 10 ２ 現代中国における孫文の ○国父とされ，革命により若者に勇気と希望

のDVD評価を知る。 【一斉】 を与えたとされる国民的英雄孫文の南京での

評価を紹介する。開

３ 孫文を支えた宮崎滔天 宮崎滔天の写真３ ○写真に一緒に写っている宮崎滔天し，中国

の思いや考えを知る。 ・言葉にわたり，革命を支えたことを紹介する。

「理想は実行す【一斉】

○もし，今のあなたなら，孫文の辛亥革命 べきなり，実行２ ４ 現在の自分で孫文の考え

を応援しますか？ すべかざるは夢を判断する。 【個人】

想なり」15 ○意見を交換し 班としての意見をまとめる５ 明治政府が応援しない理 ， 。

。 【 】由について考える 班

【予想される生徒たちの意見】

①革命が成功すると日本国内が混乱する

②共和制（民主制）は当時の日本には早すぎる

・三民主義の考えは，明治政府の考えと違う ・孫文と明治政府の目指した国が違う

③天皇中心の中央集権国家をめざす日本には合わない

④欧米の国々と違う対応をするとまずい・欧米列強と動きを合わせようとした

⑤革命が成功すると中国に進出できない・国づくりを支援するより中国に進出したい

⑥他国のことに干渉しないほうがいい

クリアシートま 17 ６ 明治政府が辛亥革命を応 ○明治政府の応援をしない理由を，これまで

の政策などを通して説明してみましょう。援しなかった理由について

単元を貫く学習課と 全体としての意見をまとめ ○発表された意見が具体的になるように，疑

題のシートる。 【班・一斉】 問点があれば全体で考えて，理解を深めるよ

うにする。め

(3) 本時の評価

辛亥革命に応援しなかった明治政府の立場を，今までの学習内容や資料などを用○

い，自分なりの理由をまとめることができたか。




