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科研費研究プロジェクト 

新科目『公共』を核とした公民教育を小中高等学校で効果的に推進するための調査研究 

2020.1.12（日）会場：東洋大学白山キャンパス分科会 F6314教室 

 
「公共の扉」に関する単元開発（グループＡ） 
 
（モデルプラン） 人間らしく生きるための裁判と人としての在り方生き方   
 

中学校社会科公民的分野 ３年 
 
                       報告者：香川大学教育学部 鈴木正行 
 
（１）担当する学習指導要領の内容項目の解釈 
新科目「公共」の大項目「A 公共の扉(2)公共的な空間における人間としての在り方生き

方」では，「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」により，選択・判断の手掛かりと
なる，個人や社会全体の幸福，公正など考え方，人間としての在り方生き方を探求するこ
との重要性，情報の収集・読解力などの知識・技能を身に付けることが目指されている（１）。
さらに，幸福や公正などの倫理的価値を活用し，思考実験などの概念的な枠組みを用いて
考察する活動を通して，人間としての在り方生き方を多面的・多角的に考察し，表現する
力の育成が求められている。ここでは，幸福，正義，公正などに着目した課題の追究・解
決活動を通して，公共的空間を形成する主体である「行為者自身の人間としての在り方生
き方」の探求が，よりよく生きる上で重要なものとして位置づけられている。 
これに対し，中学校社会科公民的分野の目標は，「現代社会の見方・考え方を働かせ，

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形成者に必要な公民としての資質・
能力の基礎」を育成することとされている（２）。とくに「公共」との関係性の深い「C 私
たちと政治（1)人間の尊重と日本国憲法の基本原則」では，「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」，公民としての資質・能力の育成が求められているが，在り方生き方は言及さ
れていない（３）。 
  一方，今次の学習指導要領改訂によって新設された「特別の教科道徳」の目標には，「道
徳的価値についての理解を基に，（中略）人間としての生き方についての考えを深める」
とある（４）。その「内容」には，遵法精神，公徳心，公正，公平，社会正義，社会参画，
公共の精神というように，社会科と深く関連する価値が列挙されている。そもそも社会科
が，在り方生き方に直接踏み込むべきかという問題がある。1958（昭和 33）年に社会科と
道徳が分離して以来，社会科では基本的に在り方生き方に直接踏み込むことは避けてきた。
だが，資質・能力の３要素の一つである「学びに向かう力・人間性等」が，全教科におい
て小・中・高校を一貫する形で示されたことにより，中学校社会科でも公民的分野と「公
共」の接続の点から，在り方生き方を視野に入れた検討を行う必要も生じているのではな
いだろうか。ただし，公民的資質を育成すべき社会科においては，たとえ踏み込むにして
も，社会を形成する市民の育成という視点から，社会的矛盾や課題への異議申し立てなど，
社会をよりよく変革する主体としての自己の在り方生き方を考える学習となろう。 
 
（２）単元開発の方針 
 上記のような問題意識に基づき，裁判官の立場を想定した意思決定型学習に，裁判後の
原告の在り方生き方も加えた授業開発を行った。その際，行為の追体験による共感的理解
を原理とする「理解」理論に依拠するのではなく，学習者が法的根拠に基づいて裁決を下
す裁判官の立場に立つことで，選択・判断する主体として，原告と被告の置かれた状況や
双方の主張と向き合う授業を構想した（５）。学習者が裁判官になったと仮定して選択・判
断を行う学習方法は，しばしば社会科の授業で行われるものであるが，通常は選択・判断
に留まり，これに原告として異議申し立てを行った人たちのその後の人生を加味すること
はほとんどない。本研究では，原告の裁判後の人生も授業内容に加えることにより，それ
を学習者が自己の在り方生き方にどのように反映させるか，確認することをめざした。 
 
（３）単元計画 
ア 単元の目標 
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①障害者の高校入学に関わる裁判事例を通して，「能力に応じてひとしく教育を受ける
権利」（日本国憲法第 26 条）により，障害者一人一人の必要に応じた権利の保障が必
要であるにもかかわらず，その解釈や運用に制約があることや，障害者の人権保障に
向けた社会的支援体制づくりが必要であることを指摘できる    （知識・技能） 

②憲法や教育基本法などの主要な法令をもとに，障害者の教育を受ける権利に関する選
択・判断を行うとともに，効率・公正・幸福・共生の視点から，社会の在り方につい
て意見を述べることができる。          （思考力・判断力・表現力等） 

③裁判の事例を通して，日本の社会の在り方や学校教育制度について見つめ直すととも
に，障害をもつ人々の行動を通して，よりよい社会の形成者としての自己の在り方生
き方について考えを深めることができる。     （学びに向かう力・人間性等） 

 
イ 教材開発の視点  
（ア）裁判の概要 
在り方生き方を考える公民学習教材として，兵庫県尼崎市立尼崎高等学校不合格処分取

消訴訟を取り上げる（６）。この裁判は，進行性の筋ジストロフィー症を患った玉置真人氏
が，1991 年 3 月に市立尼崎高校を受験したものの，障害を理由に不合格とされたことに対
し，憲法第 26 条・第 14 条，教育基本法第 3 条により保障された教育を受ける権利を侵害
するものであるとして，処分を下した高等学校長と尼崎市を相手取り，神戸地方裁判所に
提訴したものである。これは，日本の教育制度の在り方に対し，教育を受ける権利，平等
権，そして人間の尊厳の保障を問いかけるものであった。 
 また，玉置氏の社会的公正さを求める訴えは，すべての国民に等しく教育を受ける権利
を保障すべき学校教育制度が，実際には効率性を原理として成り立っていることを露わに
することになった。もともと通常の学校は，障害者が入ってくることを前提としては設計
されていない。日本の義務教育期間は年齢に基づいて規定されており，修業年限ではない。
学習内容の理解状況にかかわらず，通常は定められた収容人数のクラスに入れられ，自動
的に進級し卒業を迎える。 
だが，健常者であっても，いつどのような事情で障害をもつ身になるかわからない。例

えば，不慮の事故によって，車椅子での生活を余儀なくされたとしよう。今まで通ってい
た学校は，これまで通り受け入れてくれるのだろうか。たとえ学校側の受け入れ意思があ
ったとしても，エレベータやスロープ，多目的トイレ等の施設が整っているところは少な
い。一生徒のために，過度な負担となる施設をすぐに整備することは難しい。おそらくは，
当該生徒のために，家族・教職員・友人たちが協力して介助することで，学校生活を維持
できるように努めるしかないであろう。 
 玉置氏は，周囲の配慮によって小・中学校での生活を送り，高校進学への希望を膨らま
せた。本人だけでなく，保護者や中学校教師も，高校での学校生活は可能であろうと判断
し，市立尼崎高等学校に出願した。しかし，高校側は，施設が整備されていないことや，
体育の実技ができず単位取得の見込みがないことなどを理由に不合格とした。高校側にも
様々な事情があるとはいえ，その判断の根底には，効率性によって成り立つ一機関として
の学校という在り方があったといえよう。 
 不合格処分の取り消しを求める訴えは，1991 年 6 月に神戸地方裁判所に提訴され，1992
年 3 月に玉置氏の勝訴となった。だが，玉置氏は 1 年遅れで合格証書の届いた尼崎高校へ
は進学せず，受け入れ態勢の整っていた関西学院高等部を経て関西学院大学理学部に進学
して宇宙物理学を専攻し，さらに同大学大学院で修士号を取得した。修士論文は，病気が
進行し，文字を書くことが困難になる中で，母親の口述筆記によって仕上げられたという。
その後，病状が悪化したため博士課程への進学を見送り，入退院を繰り返しつつも最期ま
で精一杯生き，2016（平成 28）年 3 月 23 日に亡くなった（７）。享年 40 歳であった。 
 
（イ）教材の意義 
 玉置氏の人生からは，法学的内容だけでなく，障害を負った 15 歳の少年が，いずれ訪れ
る死を覚悟した上で，人間の尊厳をかけて，理不尽な扱いに対する異議申し立ての意思を
表明し，公的機関を相手取って訴訟を起こすとともに，研究活動に邁進することで自己の
存在意義を示したことなど，すべての人が有する幸福追求権に関わる在り方生き方を学ぶ
ことができる。この裁判は，改正教育基本法（2006 年）に障害者の「教育上必要な支援」
を定める項目が新設され，社会が障害者の教育を受ける権利を保障する方向へと動き始め
るきっかけの一つともなった。 
 
ウ 単元の展開 
  「基本的人権の尊重」に関する学習として，資料１のような単元を構想した。本小単元
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は，裁判事例を題材に，学習者が裁判官になったと仮定して判決（選択・判断）を下す意
思決定型の授業構成となっている。資料２は，第２時の学習指導過程を示したものである。
この訴訟は，主に憲法第 26 条第１項の「能力に応じて，ひとしく教育を受ける権利」とは
何かを問うものであった。 
  授業実践は，2019 年２月 26 日（火）に香川大学教育学部附属高松中学校第２学年生徒
（111 人）を対象に，講堂を会場として一斉授業で行った。２年生は公民の授業を受けた

 
資料１ 単元計画 
１．単元名 人間らしく生きるための裁判と在り方生き方 
２．単元の学習計画（２時間）                                                                

時 主 題 学 習 内 容 教師の働きかけ 

１ 
人権保障を確かなもの
にするための権利 

・日本国憲法における権利の保障 
   参政権，裁判を受ける権利， 
   国家賠償請求権，刑事補償請求権 

・日本国憲法下における人権を
守るための権利の保障につい
て考えさせる。 

 
 
２ 
本
時 

人間らしく生きるため
の権利と人としての在
り方生き方 
 
 

・障害のある人の人権保障 
   教育を受ける権利，法の下の平等 
   幸福追求権，人としての在り方・生き方 
・学校制度と日本の社会 
   効率と公正から見た学校，合理的配慮 
   共生社会への構想と課題 

・市立尼崎高校不合格処分取消
 訴訟を事例として，教育を受
 ける権利や平等権の保障，裁
 判を受ける権利等について，
 効率・公正・幸福・共生等の
 視点から考えさせる 

  

資料２ 学習指導案(第２時) 
 
１．本時の目標 
    ・裁判事例を通して，障害者一人一人の必要に応じた権利の保障が必要であるにもかかわらず，その解釈や

運用に制約があることや，障害者の人権保障に向けた社会的支援体制づくりが必要であることを指摘でき
る。                                     （知識・技能） 

  ・裁判官の立場に立って，憲法や教育基本法等をもとに判決を考え，効率・公正・幸福・共生の視点から社
会の在り方について，意見を述べることができる。         （思考力・判断力・表現力等） 

  ・裁判の事例を通して，日本の社会の在り方や学校教育制度について見つめ直すとともに，原告の行動から，
自己の在り方生き方について考えを深めることができる。      （学びに向かう力・人間性等） 

 
２．学習過程                                                                                      

学習内容 生徒の活動・あらわれ 教師の働きかけ・留意点 

 
１．訴訟の概要 
 

 
・訴訟が起こった状況について理解す
る。 

 

 
・尼崎市立尼崎高等学校不合格処分取消訴訟につ
いて紹介する。（1991-1992年） 

 
 
 

あなたが裁判官なら，T君の訴えを認めますか。それとも退けますか。  
 
   

 
(1)個人で判決を考える。 
 
(2)小グループで話し合い，判決を考え
る。 

 
(3)全体の場で議論する。 
 
 
 
 
・T君の勝訴か，敗訴か予想する。 
・勝訴の理由を考える。 
 
 
 
 
 
・もし自分が事故で両足を折ったら，
学校生活を送ることができるか考え
る。 

 
 
・T君の裁判の意義について考える。 
 
 
 
・授業を通して考えたことについて，
自由に記述する。 

 
 
２．裁判官の立場に
よる選択・判断 

 
 
 
 
 
 
 
 
３．判決の予想と勝
訴の理由 

 
 
 
 
 
４．当事者性の想定
と教育を受ける
権利 

 
 
５．裁判の意義とT
君のその後 

 
 
６．振り返り 

 
・裁判官の立場に立って，T君と教育委員会（県・
市）・校長のどちらを支持するか，法に基づい
て選択・判断させる。 

   憲法13・14・26条，旧教育基本法第3条 
・各グループの判決をもとに，学級全体で判決の
理由，判決による影響等について議論する。そ
の際に学校側（校長・一般教師）・生徒，T君側
（本人・保護者・支援者）のそれぞれの立場か
ら考えさせる。 

 
・T君の勝訴となり，不合格処分から1年後に合格
通知が届いたことを伝える。 

・憲法26条の「能力に応じて」が，一人一人の必
要に応じて最大限に教育の機会を保障すること
を求めるものであるという意見のあることを伝
える。 

 
・誰もが障害を負う可能性があることに気づかせ
る。 

・学校制度や設備が効率性を追求した仕組みにな
っていることに気づかせる。 

 
・T君が起こした裁判は無駄だったのかどうか考え

させる。 
・T君のその後の進路と生き方を伝える。 
 
・次時は，別の裁判（北海道留萌市立留萌中学校
特殊学級入級処分取消訴訟）について考えるこ
とを伝える。 
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ことはないものの，それまでに創造活動の時間（総合的な学習の時間・特別活動・道徳を
合わせた同校独自のカリキュラム）において，裁判官を招いての裁判制度に関する授業や
昔話法廷を用いた模擬裁判などを経験しており，裁判のしくみなどに関する予備知識をも
っていた。そこで，本来第３学年で行うべき授業内容であったが，２年生でも可能である
と判断して授業を実施した。 
  授業の中心は，尼崎市立尼崎高等学校不合格処分取消訴訟について，原告である玉置氏
の主張を認めるか，認めないかを判断させることであった。資料３は，その際に使用した
ワークシートである。生徒には裁判官として，法的根拠に基づき客観的に判決を下すよう
に指示した。はじめに各自で判断し，次に小グループ（４人）で協議して判決を下したの
ち，全体で討論し，最後に T 君の生き方に触れながら，各自で授業を振り返る学習過程と
した。 
 全体討論の場では，憲
法第 26 条における「能
力」をどのように解釈す
るかで論議となった。生
徒の多くは「能力」を学
力，しかも国・社・数・
理・英のいわゆる５教科
と，音・美・保体・技・
家のいわゆる技能教科と
に分けて捉えて議論を行
っていた。これに学校生
活を送る上での「能力」
などの生活能力も加わ
り，「能力」の解釈をめ
ぐって議論が白熱すると
ともに混迷した。これに
より，生徒たちは，法的
な根拠に基づく判断の難
しさを実感していった。
討論の途中で，授業者か
ら，「能力」が学力に限
らず，生きていく上での
全般的な能力も含めた概
念であること，さらに「能力に応じて，ひとしく教育を受ける権利」の解釈について，「能
力に応じて」が選抜をするための意味合いではなく，障害者のような不利な状況にある人
たちに手厚く条件を整えることで，健常者と同様の教育を受ける権利を保障することをめ
ざすという解釈が有力であることを伝えた（８）。その後，原告が訴訟を起こした目的に焦
点を当てた議論が活発になされ，裁判の意味を問いながら全体での討論を行った。授業の
最後に，実際の裁判では原告の勝訴であったことや T 君のその後の生き方を伝え，振り返
りの記述の場を設けて授業を終了した。 
  原告の訴えに対し，生徒たちが下した判決は，表１のようになる。全体（111 人）では，
ア（勝訴）とした者が 74 人（66.7％）に対し，イ(敗訴）とした者が 37 人（33.3％）であ
り，勝訴が敗訴を大きく上回ってい
た。しかし，男女別に見ると，男子
は勝訴と敗訴がほぼ同数なのに対
し，女子では勝訴 45 人（81.8％）に
対して敗訴 55 人（18.2％）というよ
うに大差が生じた。男女とも，法的
根拠に基いて客観的に判断しようと
していたのであるが，女子は入学試
験の点数が高得点だったことを重視
し，文字通り「教育を受ける権利」
に基づいて合格であるべきとしたの
に対し，男子は高校側の主張である
体育の実技ができなければ卒業でき
ないことや，入学した後に周囲に負
担・迷惑をかけること，施設の整備

 
表１ 判決の選択状況                             

判決 男 女 計 

ア（勝訴） 29（51.8） 45（81.8） 74（66.7） 

イ（敗訴） 27（48.2） 10（18.2） 37（33.3） 

計 56（100） 55（100） 111（100） 

                             単位：人 （  ）内：％      
 第２学年生徒 119 人のうち欠席等 8 人 分析対象生徒：111 人   

  資料３ 公立高等学校不合格処分取消訴訟のワークシート 

兵庫県に住むT君は，４歳の時に進行性の筋ジストロフィーと診断され，小学

校の５年生から車いすで通学していた。公立中学校の３年生となったT君は，公

立高等学校への進学を希望し受験した。しかし，中学校での成績もよく，入学試

験では，その高校の上位10％に入る高い得点を取ったにもかかわらず，高校側に

受け入れるだけの十分な施設が整っていない，学校生活を送るには教員や他の生

徒への負担が重い，体育の実技ができないため卒業に必要な高校３年間の全課程

を修了できる見通しがない，などの理由によって不合格となった。 

  T君は入学不許可（不合格）の決定を不服とし，その取り消しを求めて設置者

の自治体（市）並びに高校の校長を相手取って裁判所に提訴した（1991年）。 

 

もし，あなたが裁判官なら，T君の訴えを認めますか。それとも退けますか。 

ア  T君の訴えを認める（勝訴）       イ T君の訴えを退ける（敗訴） 

理由 
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に費用・時間のかかることを理由に不合格とした者が多かった。とくに，男女ともに見ら
れた「教師や他の生徒に負担・迷惑がかかる」という言説は，普段の学校生活の中で教師
からたびたび発せられる言葉でもあり，周りに迷惑をかけるくらいなら入学すべきでない
というような形となって，学習者の判断に影響を与えていた可能性も考えられる。このこ
とは，社会科が学校教育における様々な営みの一つである以上，社会科の学習効果を一教
科としての範疇だけでは捉えられないことを示すものでもあると言えよう。 
  終盤に，「T 君の行動は無駄だったのか？」と問いかけた（９）。そして，その後の人生
（在り方生き方）について伝えた。最後に，授業全体を振り返って自由記述を行わせた。 
 
エ 評価基準とルーブリック 
 表２は，本授業における評価基準表である。実践では，想定した授業の流れとは異なる
場面も見られ，議論が「能力」に集中したことや，原告の在り方生き方よりも法に基づく
判断の難しさなどに関心が集まったため，評価表が授業の実態に即したものになったとは
言い切れない。 
 授業の最後に行った「振り返りの記述」（自由記述）の中で最も多かった内容は，裁判
や法解釈の難しさに関するものであった。裁判後にもたらされた教育基本法の改正や社会
の変化については，約半数の生徒が言及していた。自分たちとほぼ同年齢だった原告が，
訴訟による異議申し立てを行い，それが社会の変化に繋がったことに対しては，「すごい」
「勇気がある」「尊敬する」などといった表現で賞賛したり，驚嘆したりする者も見られ
た。生徒たちは，裁判事例を通して，法律や制度は所与のものではなく，人々が社会に働
きかけることによって変わってきたことに気づくことができた。 
 しかし，自己の在り方生き方に繋げた表現が見られた者は，約３分の１であった。その
うち，玉置氏の在り方生き方に対して賞賛・驚嘆を示すとともに，自己の在り方生き方に
ついても記述した者は 11 人であった。原告の在り方・生き方に賞賛や驚嘆はしても，それ
が学習者自身の在り方生き方の表明に直接結びつくとは限らないことがわかる。 

 
 
表２ 資質・能力論による本学習の評価基準表                           
 
 

知識・技能 思考・判断・表現力等 学びに向かう力・人間性等 

 
 
基
準
以
上 
３ 
 
 

 
・憲法第26条の「能力に応じて， 
ひとしく教育を受ける権利」を 
社会の公正さや実質的平等を
結びつけて理解している。  

・裁判等を通じた異議申し立て等
により，法律や制度，政策等の
社会的改善がなされていくこ
とを理解している。 

 
・自分が下した判決について，憲 
法の他に様々な法的根拠を挙げ 
て，論理的に説明している。 

・当該裁判の事例に関する判決の 
妥当性と問題点について考察し， 
誰もが幸せに生きられる社会の 
在り方を構想し，自分の考えを 
説明，論述している。 

 
・誰もが原告たちと同じ立場に 
なる可能性のあることに気づ
き，当事者意識をもって学習 
に参加している。 

・障害者への「合理的な配慮」 
の意義と課題について考え， 
社会問題に目を向けようとし 
ている。 

 
 
基 
準 
２ 
 
 
 
 

 
・憲法における平等権，教育を受
ける権利，裁判を受ける権利，
幸福追求権等の規定について
理解している。 

・裁判の基本的なしくみと民事 
訴訟，行政訴訟，刑事訴訟の共
通点や相違点について理解し
ている。 

 
・当該裁判における原告と被告（行 
政）の主張について，憲法に規定
された基本的人権を根拠として，
裁判官の立場から客観的な姿勢
で判断し判決を下している。 

・学校と行政の処置について，効率
と公正の観点から判断し，自分の
考えを説明，論述している。 

 
・原告による異議申し立ての趣 
旨を理解し，基本的な人権の 
保障の観点から，社会的課題 
として訴訟を捉えている。 

・原告の訴えに真摯に耳を傾 
 け，原告の考えや生き方・人 
 生に共感的な理解を示してい 
 る。 

 
 
努
力
を
要
す
る
１ 
 

 
・憲法の各条文と基本的な人権と

を結びつけて捉えることがで
きない。  

・訴訟となった出来事が，人間の
尊厳と基本的人権の保障を問
うものであることを理解でき
ていない。 

・裁判の基本的なしくみを理解 
できていない。  

 
・憲法の規定や法的根拠にもとづか 

ずに，自分の思い込みや感情を優
先して判断を下している。 

・学校や行政の行った処置につい 
て，原告と被告のいずれか一方の
主張に偏って判断している。 

・訴訟事例への感想に留まり，自分
の考えを論理的に説明，論述でき
ない。 

 
・それぞれの訴訟事例を一個の 
完結したものとして閉じた認 
識に留まり，社会全体の課題 
に視野を広げて捉えていな
い。 

・学校や行政の処置，裁判を自 
分自身にも関わる問題として 
捉えず，原告の考えや生き方 
に関心をもたない。 

 
見
方
・
考
え
方 
 
 

 
・人間の尊厳や基本的人権の尊重の視点から，二つの訴訟事例における原告と被告（行政）の主張を 
捉える。 

・効率と公正，対立と合意の観点から，訴訟事例を考察し，社会の在り方や制度，政策について考察， 
構想し，自分の考えを表明する。 

・訴訟を起こした原告の主張やその後の活動に関する考察を通して，法律や裁判のしくみだけでは捉 
えきれない，人の在り方・生き方に対する考えを深める。 

・法律や制度を所与のものとせず，主体的行為によって変えていくことのできるものとして捉える。 
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教育を受ける権利などの基本的人権に関する学習では，実際に起こった事例を教材とし
て，裁判官の立場に立つことで，感情に流されず，法的根拠に基づいて，客観的に公平・
公正な判断をすることに注意が払われる。これにより，現実と法との間に生ずる矛盾や葛
藤を感じながら，裁判や法解釈の難しさに気づくことになる。社会科授業で育成する認識
としては，憲法で保障された基本的人権に関する理解を促すという目的を達成できれば，
ひとまずはこれでよいだろう。また，従来の社会科の授業方法に，原告の在り方生き方や
裁判後の社会の動きを加えることで，裁判による異議申し立てを通して，法や社会を変え
られることを知り，社会形成や自己の在り方生き方について考えるきっかけともなり得る
だろう。加えて，本研究は道徳とは異なる，社会科としての在り方生き方に関わる授業実
践の試みでもある。なお，中学校で行った実践研究ではあるが，扱った題材や学習方法は
「公共の扉」でも応用可能だと考える。参考になれば幸いである。  
 
 
【註】 
（１）文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）』東山書房，2019 年 p.80。 
（２）文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29 年告示』東山書房，2018 年，p.57。 
（３）『中学校学習指導要領（平成 29 年告示』p.59。 
（４）『中学校学習指導要領（平成 29 年告示』p.154。 
（５）片上宗二「調停としての社会科授業構成の理論と方法―意思決定学習の革新―」『社

会科研究』第 65 号，2006 年，pp.1-10。なお，森本直人は，本研究と同じ題材を用い
て，原告（玉置氏）立場になって彼の願いや意図を共感的に理解する授業モデルを開
発している（「理解としての社会科の授業づくりと評価」全国社会科教育学会編『社
会科教育実践ハンドブック』2011 年，pp.25-28）。森本によれば，「理解型の授業は，
学習者の主観的な認識枠組みに立脚して主体的に解釈することによって，学習者の主
体形成に大きく貢献する」とされる。 

（６）横田守弘「身障少年の教育を受ける権利」『別冊ジュリスト 憲法判例百選Ⅱ［第
５版］』No.187，有斐閣，pp312-313。定藤邦子「障害者の教育を受ける権利―高校入
学の教育権訴訟を事例として―」立命館大学大学院先端総合学術研究科『Core Ethics』
Vol.12，2016 年，pp.317-329。高橋まゆみ「障害のある人の人権保障と教育の課題」
『仙台大学紀要』Vol.35，No.2，pp38-48。 

（７）「障害理由に高校不合格 訴訟原告の玉置さんが死去」『神戸新聞 NEXT』2016 年
6月29日付。（https//www.kobe-ne.co.jp/news/shakai/201606/0009232653.shtml 2017.12.13
確認。なお，現在この記事は web 上で閲覧することができない。） 

（８）牧柾名『国民の教育権―人権としての教育―』青木書店，1977 年，pp46-47。 
（９）註（５）森本前掲論文。森本の提案した授業過程は，＜外的状況の把握＞→＜内的

状況の把握＞→＜行為の追体験的予想と検証＞→＜行為の社会的意味理解＞の４段階
となっている。第４段階で，「裁判は，無駄だったのか？」と問いかけ，「障害があ
っても，適格な学力と意志があれば，受け入れるべき，学校設置者は受け入れのため
の最大の努力（教育的措置や施設改善等）を行うべき，とされた。」「玉置君裁判以
降，障害者の普通学級での学習機会が拡充された。」などの発言を想定している。 

                                                                  
 
 
以上，本研究の報告です。以下の補足は，本報告に至る過程において，日本公民教育学

会全国研究大会で口頭発表した際の資料で研究の途中ですが，参考までにお示しします。 
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＜補足＞  
最終報告に至るまで（日本公民教育学会全国研究大会口頭発表資料より） 
 

日本公民教育学会 第 30 回全国研究大会                       2019.6.23  於）九州大学 
 
   効率・公正・共生と基本的人権から生き方・在り方を考える社会科公民授業の開発 

―障害者の高校入試不合格及び特殊学級入級処分取消訴訟を題材として― 
 
Ⅰ．はじめに 
  『高等学校学習指導要領』（平成 30 年）では，「公共」の「大項目 A公共の扉」の内容について，
次のように述べている。 

Ａ 公共の扉  
(2) 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，次の事項を身に付けることができるよう指導す
る。 
 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。  
  (ｱ)選択・判断の手掛かりとして，行為の結果である個人や社会全体の幸福を重視する考え

方や，行為の動機となる公正などの義務を重視する考え方などについて理解すること。 
  (ｲ)現代の諸課題について自らも他者も共に納得できる解決方法を見いだすことに向け，(ｱ)

に示す考え方を活用することを通して，行為者自身の人間としての在り方生き方について
探求することが，よりよく生きていく上で重要であることについて理解すること。  

  (ｳ)人間としての在り方生き方に関わる諸資料から，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。  

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。  
  (ｱ)倫理的価値の判断において，行為の結果である個人や社会全体の幸福を重視する考え方

と，行為の動機となる公正などの義務を重視する考え方などを活用し，自らも他者も共に
納得できる解決方法を見いだすことに向け，思考実験など概念的な枠組みを用いて考察す
る活動を 通して，人間としての在り方生き方を多面的・多角的に考察し，表現すること。 

  一方，中学校社会科公民的分野の目標は，次のようになっている。 
現代社会の見方・考え方を働かせ，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形成者に必
要な公民としての資質・能力の基礎 を次のとおり育成することを目指す。 
 (1) 個人の尊厳と人権の尊重の意義，特に自由・権利と責任・義務との関係を広い視野から正

しく認識し，民主主義，民主政治の意義，国民の生活の向上と経済活動との関わり，現代の
社会生活及び国際関係などについて，個人と社会との関わりを中心に理解を深めるとともに
，諸資料から現代の社会的事象に関する情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるよう
にする。  

 (2) 社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を現代の社会生活と関連付けて多面的・多角
的に考察したり，現代社会に見られる課題について公正に判断したりする力，思考・判断し
たことを説明したり，それらを基に議論したりする力を養う。  

 (3) 現代の社会的事象について，現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わ
ろ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，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。 

                                  （文部科学省『中学校学習指導要領』平成 29 年 3 月） 
  新科目「公共」の「公共の扉」では，「公共的な空間における人間としての在り方生き方」に焦点が
当てられ，幸福，正義，公正などに着目した課題の追究・解決活動を通して，「行為者自身の人間とし
ての在り方生き方」の探求が，よりよく生きる上で重要なものとして位置づけられている。これに対し，
中学校社会科公民的分野の「C 私たちと政治（1)人間の尊重と日本国憲法の基本原則」では，「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」（『中学校学習指導要領』p.59），公民としての資質・能力を育成することが求めら
れており，在り方・生き方には言及していない。 
 今次の学習指導要領改訂によって新設された「特別の教科道徳」の目標には，「道徳的価値について
の理解を基に，（中略）人間としての生き方についての考えを深める」（『中学校学習指導要領』p.154）
とある。その「内容」には，遵法精神，公徳心，公正，公平，社会正義，社会参画，公共の精神という
ように，社会科と深く関連する価値が列挙されている（同 p.155）。そもそも社会科が，「在り方生き
方」に直接踏み込むべきかという問題がある，だが一方で，資質・能力の３要素の一つとして，全教科
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において「学びに向かう力・人間性等」が小・中・高校を一貫する形で統一的に示されたことで，社会
科公民的分野と「公共」の接続の点からは，在り方・生き方を視野に入れた検討を行う必要も生じてい
る。1958（昭和 33）年に社会科と道徳が分離して以来，社会科公民学習では基本的に在り方・生き方
に直接踏み込むことは避けてきた。公民的資質を育成すべき社会科においては，たとえ踏み込むにして
も，社会を形成する市民というフィルターを通した上での自己の在り方・生き方を考える学習となろう。 
 以上のような問題意識をもちながら，公民的分野において，裁判官を想定した意思決定型学習に，裁
判後の原告の生き方も加えた授業開発を行った。学習者が裁判官になったと仮定して選択・判断を行う
学習方法は，しばしば社会科の授業で行われるものであるが，通常は選択・判断に留まるため，これに
原告となった人たちのその後の人生を加えることはほとんどない。本研究では，原告の裁判後の人生も
授業内容に加えることによって，そこから学習者が在り方・生き方をどう捉えるか，具体的に確認する
ことをめざした。授業実践の結果からは，授業者の意図とは多少異なる生徒の反応が見られた。本発表
では，授業後の生徒の記述をもとに，授業者の意図と学習者の反応のずれにも焦点を当てながら，その
成果と課題について報告する。 
 
Ⅱ．在り方・生き方を考える公民学習教材 
１．兵庫県尼崎市立尼崎高等学校不合格処分取消訴訟 
  この裁判は，進行性の筋ジストロフィー症を患った玉置真人氏が，1991 年 3 月に市立尼崎高校を受
験したものの，障害を理由に不合格とされたことに対し，憲法第 26 条・第 14 条，教育基本法第 3 条に
より保障された教育を受ける権利を侵害するものであるとして，処分を下した高等学校長と尼崎市を相
手取り，神戸地方裁判所に提訴したものである。これは，日本の教育制度の在り方に対し，教育を受け
る権利，平等権，そして人間の尊厳の保障を問いかけるものであった。 
 また，玉置氏の社会的公正さを求める訴えは，すべての国民に等しく教育を受ける権利を保障すべき
学校教育制度が，実際には効率性を原理として成り立っていることを露わにすることになった。もとも
と通常の学校は，障害者が入ってくることを前提としては設計されていない。日本の義務教育期間は年
齢に基づいて規定されており，修業年限ではない。学習内容の理解状況にかかわらず，通常は定められ
た収容人数のクラスに入れられ，自動的に進級し卒業を迎える。 
だが，健常者であっても，いついかなる事情で障害をもつ身になるかわからない。例えば，不慮の事故
によって，車椅子での生活を余儀なくされたとしよう。今まで通っていた学校は，これまで通り受け入
れてくれるのだろうか。たとえ学校側の受け入れ意思があったとしても，エレベータやスロープ，多目
的トイレ等の施設が整っているところは少ない。一生徒のために，過度な負担となる施設をすぐに整備
することは難しい。おそらくは，当該生徒のために，家族・教職員・友人たちが協力して介助すること
で，学校生活を維持できるように努めるであろう。 
 玉置氏は，こうした周囲の配慮によって，小学校・中学校での生活を無事に送り，高校進学への希望
を膨らませた。本人だけでなく，保護者や中学校教師も，高校での学校生活は可能であろうと判断し，
市立尼崎高等学校に出願した。しかし，高校側は，施設が整備されていないことや，体育の実技ができ
ず単位取得の見込みがないことなどを理由に不合格とした。高校側にも様々な事情があるとはいえ，そ
の判断の根底には，効率性によって成り立つ教育制度の一機関としての学校という在り方があったとい
えよう。 
 不合格処分の取り消しを求める訴えは，1991 年 6 月に神戸地方裁判所に提訴され，1992 年 3 月に玉
置氏の勝訴が決定した。だが，玉置氏は 1 年遅れで合格証書の届いた尼崎高校へは進学せず，受け入れ
態勢の整っていた関西学院高等部を経て関西学院大学理学部に進学し，宇宙物理学部を専攻し，さらに
同大学大学院で修士号を取得した（『神戸新聞 NEXT』2016 年 6 月 29 日）。修士論文は，病気が進行
し，文字を書くことが困難になる中で，母親の口述筆記によって仕上げられたという。その後，病状が
悪化したため博士課程への進学を見送り，入退院を繰り返しつつも最期まで精一杯生き，2016（平成
28）年 3 月 23 日に亡くなった。享年 40 歳であった。 
 玉置氏の人生からは，法学的内容だけでなく，障害を負った 15 歳の少年が，いずれ訪れる死を覚悟
した上で，人間の尊厳をかけて，理不尽な扱いに対する異議申し立ての意思を表明し，公的機関を相手
取って訴訟を起こすとともに，研究活動に邁進することで自己の存在意義を示したことなど，すべての
人が有する幸福追求権に関わる在り方・生き方を学ぶことができる。 
 
２．北海道留萌市立留萌中学校特殊学級入級処置取消訴訟 
  上記の裁判とほぼ同時期に，脊髄損傷による肢体不自由の障害をもつ山崎惠氏により，特殊学級入級
処分取消訴訟が起こされた。この訴訟は，山崎氏が市立留萌中学校の普通学級への入級を希望したが認
められず，新設された特殊学級への入級を強制されたため，処置の取り消しを訴えて旭川地方裁判所に
提訴したものである。山崎氏は，憲法第 26 条により，国民は「その能力に応じてひとしく教育を受け
る権利」を有し，普通学級か特殊学級かの選択権は本人・保護者にあると主張した。これに対し，旭川
地方裁判所は，学校教育法第 28 条第 3 項（現行第 37 条第 4 項）「校長は，校務をつかさどり，所属職
員を監督する。」に基づく校長の特殊学級への入級処置は，合理的に裁量権を行使したものであり，憲
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法第 26 条に違反しないとして，山崎氏の訴えを退けた。山崎氏はこれを不服として，札幌高等裁判所
に控訴した。これに対し札幌高裁は，「肢体不自由者に対する中学校普通教育において，当該不自由者
を普通学級に入級させるか，あるいは特殊学級に入級させるかは，終局的には校務をつかさどる中学校
長の責任において判断決定されるべきもので，本人ないしはその両親の意思によって決定されべきもの
ということはできない。」「実際問題としても，入級処分のあり方については，当該子どもに対する教
育的配慮が最優先されるべきものとしても，学級編制及び入級処分は当該学校における教育設備，教諭
や介護員等の要因の問題を抜きにして決定することはできず，この点を無視して，仮に，子どもや両親
の意思のみに基づいて決定された場合には，ときにかなりの混乱を教育現場にもたらし，他の子どもの
教育にも影響することは容易に予測できるところである。」として，一審の判決を支持した。山崎氏は，
同級生からのいじめや教師による排斥を受けながら 3 年間を過ごした後，定時制高校に進学した。さら
に，大学に進学し，大学卒業後は NPO 法人で障害者の自立を支援する活動を続けた（『東京新聞
TOKYOWeb』2013 年 5 月 5 日）。ここには，教育を受ける権利について，本人の意思に従った帰結
が直接的に導かれるものではないことが示されている。しかし，山崎氏らの努力が決して無駄になった
わけではない。2006 年に改正された教育基本法では，第 4 条に障害者の「教育上必要な支援」を定め
る項目が新設され，社会が障害者の教育を受ける権利を保障する方向へと動き始めていることも確かで
ある。 
 
３．障害者への合理的配慮 
  2006 年 12 月 13 日，国連総会において「障害者の権利に関する条約」（障害者権利条約）が採択さ
れた。日本では，翌 2007 年 9 月 28 日に外務大臣が署名し，2014 年 1 月 20 日に批准書受託，2014 年 2

月 19 日から発効した。外務省発行のリーフレットによれば，障害者権利条約は，「障害者の人権及び
基本的自由の享有を確保し，障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として，障害者の権利の
実現のための措置等」について定める条約である。この条約の主な内容は，以下の４点である。 
 （1）一般原則：障害者の尊厳，自律及び自立の尊重，無差別，社会への完全かつ効果的な参加及び

包容等。 
 （2）一般的義務：合理的配慮

．．．．．
の実施を怠ることを含め，障害に基づくいかなる差別もなしに，すべ 

   の障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し，及び促進すること等。 
 （3）障害者の権利実現のための措置：身体の自由，拷問の禁止，表現の自由等の自由権的権利及び

教育，労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現につ
いては漸進的に達成することを許容。 

 （4）条約の実施のための仕組み：条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利
に関する委員会における各締約国からの報告の検討。 

  このような世界的趨勢を受けて，日本でも障害者の人権を保障する動きが高まってきた。例えば，2011

年・2013 年に改正された障害者基本法（旧心身障害者対策基本法，1975 年制定）第 4 条には，第 1 項
「何人も，障害者に対して，障害を理由として，差別することその他の権利利益を侵害する行為をして
はならない。」，第 2 項「社会的障壁の除去は，それを必要としている障害者が現に存し，かつ，その
実施に伴う負担が過重でないときは，それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよ
う，その実施について必要かつ合理的な配慮

．．．．．．
がなされなければならない。」とされた。さらに，障害者

基本法の改正を受けて，2013 年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別
解消法）が公布され，2016 年から施行された。障害者差別解消法は、障害者基本法の理念に則り，障
害者基本法第 4 条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置づけられ，障害を理由とする差
別の解消の推進に関する基本的な事項や，行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消
するための措置等を定めることにより，差別の解消を推進し，すべての国民が相互に人格と個性を尊重
し合いながら共生する社会の実現に資することをめざすものである。内閣府のリーフレットによれば，
「この法律では，役所や事業者に対して，障害のある人から，社会の中にあるバリアを取り除くために
何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに，負担が重すぎない範囲

．．．．．．．．．．
で対応すること

（事業者においては，対応に努めること）を求め」られている。すなわち，障害者権利条約，改正障害
者基本法，障害者差別解消法における「合理的配慮」は，「負担が重すぎない範囲」で，障害者の意思
を尊重するという意味でもある。 
 不利な立場の子どもほど，手厚い支援を受け，教育を受ける権利を保障する必要があることは明らか
である。しかし，一人の障害者のために条件を整えるのは，周囲への過重な負担とならないのか。現在，
インクルーシブ教育が唱えられる中でも，普通学級の物的・人的条件整備はほとんど進んでいない。こ
れまでの学校教育制度は，効率性と発展性を求める社会の中で，その一翼を担ってきた。そのために，
障害者個々の幸福の求めには応じられないことが多々あった。限られた資源の中で，公正さをいかに実
現していくか。これは，私たちの社会に突きつけられた課題である。 
 
Ⅲ．授業開発―人権と共生社会― 
  公民的分野における「基本的人権の尊重」に関する学習として，資料１のような単元を構想した。こ
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のうち，本小単元（第⑥次）は，前章で紹介した２つの裁判事例を題材に，学習者が裁判官になったと
仮定して判決（選択・判断）を下す意思決定型の授業構成となっている（資料２）。ほぼ同時期に行わ
れた２つの訴訟は，憲法第 26 条第１項の「能力に応じて，ひとしく教育を受ける権利」とは何かを問
うものであった。尼崎高等学校不合格処分取消訴訟は原告の勝訴，留萌中学校特殊学級入級処置取消訴
訟では原告の敗訴という異なる結果となった。よく似た性質の裁判でありながら，結果が大きく異なる
２つの裁判を取り上げることにより，同情・共感による判断と法的判断の違い，法解釈の複雑さと判決
への影響，法的根拠に基づく客観的判断の重要性と困難性等に気づかせようと考えた。 
  授業実践は，2019 年２月 26 日（火）・28 日（水）の２日間にわたり，香川大学教育学部附属高松中
学校第２学年生徒（119 人のうち８人欠席）を対象に，講堂での一斉授業で行った。２年生は公民の授
業を受けたことがないものの，創造活動の時間（総合的な学習の時間・特別活動・道徳を合わせた同校
独自のカリキュラム）において，すでに裁判官を招いての裁判制度に関する授業や昔話法廷を用いた模
擬裁判などを経験しており，裁判のしくみ等に関する予備知識はもっていた。そのため，本来第３学年
で行うべき授業内容であったが，２年生でも可能であると判断した。 
 
（１）第１時の概要 
  第１時は，尼崎市立尼崎高等学校不合格処分取消訴訟について，原告である玉置真人氏の主張を認め
るか，認めないかを判断させた（資料略）。その際，生徒には裁判官として，法的根拠に基づき客観的
に判決を下すように指示した。はじめに各自で判断し，次に小グループ（４人）で協議して判決を下し

資料１ 人権と共生社会の単元計画 
１．単元名 人権と共生社会 
２．単元の学習計画（8 次・11 時間）                                                                
次 主題 時 学習内容 教師の働きかけ 
 
① 
 
 
 

基本的人権と個人
の尊重 
 
 

 
１ 
 
 
 

・日本国憲法における人権の構造 
  個人の尊重と法の下の平等（平等権） 
  自由権，社会権，人権を守るための権利 
・子どもの権利条約 

・基本的人権の構造図を用いる。 
・旧優生保護法下の避妊強制手 
術補償裁判等をもとに考えさ 
せる。 

 
② 
 
 
 
 
 

等しく生きるため
の権利 
 
 
 
 

 
２ 
 
 

・日本の社会にある様々な差別問題１ 
   部落差別，アイヌ民族への差別，沖縄問題， 
  在日外国人差別，男女差別，障害者差別 

・日本社会の中にある様々な差 
別について調べさせる。 
・調べた内容について，小グル 
ープ内で報告，発表を行わせ 
る。 

 

 
３ 
 

・日本の社会にある様々な差別問題２  
・共生社会をめざして 

 
③ 
 
 

自由に生きる権利 
 
 

 
４ 
 
 

・日本国憲法における自由権 
  精神の自由，身体の自由，経済活動の自由 
    自由権の制限 

・様々な自由について，自分が 
優先する順に順位をつけさせ 
る。 

 
④ 
 
 

豊かに生きる権利 
 
 

 
５ 
 
 

・日本国憲法における社会権 
   生存権，教育を受ける権利， 
  勤労の権利，労働基本権 

・朝日訴訟を事例として，人間 
らしい生活の在り方と現行制 
度について考えさせる。 

 
⑤ 
 
 

人権保障を確かな
ものにするための
権利 
 

 
６ 
 
 

・日本国憲法における権利の保障 
   参政権，裁判を受ける権利， 
   国家賠償請求権，刑事補償請求権 

・隣人訴訟などの具体的事例を 
通して，憲法下における権利 
の保障について考えさせる。 

 
⑥ 
 
 
 
 
 
 

人間らしく生きる
ための権利と人と
しての在り方・生き
方 
 
 
 
 

 
７ 
・
８ 
 
 
 
 

・障害のある人の人権保障 
   教育を受ける権利，法の下の平等 
   幸福追求権，人としての在り方・生き方 
・学校制度と日本の社会 
   効率と公正から見た学校，合理的配慮 
   共生社会への構想と課題 
 

・市立尼崎高校不合格処分取消 
裁判や留萌市立中学校特殊学 
級入級処分取消裁判を事例と 
して，教育を受ける権利や平 
等権の保障について，効率・ 
公正・幸福・共生等の視点か 
ら考えさせる。 

 
⑦ 
 
 

公共の福祉と国民
の義務 
 

 
９ 
 
 

・公共の福祉による人権の制限 
・国民の三大義務 
   納税，勤労，普通教育を受けさせる義務 

・公共工事に伴う立ち退き問題 
について，効率・公正・公共 
の福祉から考えさせる。 

 
⑧ 
 
 
 
 
 
 
 
 

新しい人権とこれ
からの人権保障 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
 

 

・社会の変化と新しい人権 
   プライバシーの権利，環境権，自己決定権， 
    知る権利 

・表現の自由と知る権利等の権 
利がぶつかり合う事例に関す 
る討論を行わせる。 

 
11 
 
 
 
 

・グローバル社会と人権 
   世界人権宣言，国際人権規約， 
  人種差別撤廃条約，女子差別撤廃条約， 
  障害者権利条約，子どもの権利条約 
 

・世界各地の状況と日本社会の 
人権保障の実態について，発 
展途上国や欧米諸国の事例を 
もとに考えさせる。 
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たのち，全体で討論し，最後に各自で授業を振り返る学習過程とした。 
 全体討論の場では，憲法第 26 条における「能力」をどのように解釈するかで論議となった。生徒の
多くは「能力」を学力，しかも国・社・数・理・英のいわゆる５教科と，音・美・保体・技・家のいわ
ゆる技能教科とを分けて捉えて議論を行っていた。これに学校生活を送る上での「能力」などの生活能

資料２ 小単元の学習指導案（⑥） 
１．小単元の目標 
    ・障害者の高校入学や普通学級入級拒否に関わる裁判事例を通して，日本の学校教育制度が，憲法 26 条等 
  に規定された「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」が障害者一人一人の必要に応じた権利の保障が 
  必要であるにもかかわらず，その解釈や運用に制約があることや，障害者の人権保障に向けた社会的支援 
  体制づくりが必要であることを理解する。                    （知識・技能） 
  ・憲法，教育基本法などの主要な法令をもとに，障害者の教育を受ける権利に関する判決について選択・判 
  断するとともに，効率・公正・幸福・共生の視点から社会の在り方について，意見を述べることができる。 
                                  （思考力・判断力・表現力等） 
  ・裁判の事例を通して，日本の社会の在り方や学校教育制度について見つめ直すとともに，障害をもつ人々 
  行動から，自己の在り方・生き方について考えを深めることができる。  
                                   （学びに向かう力・人間性等） 
 
２．学習過程                                                                                      
時 学習内容 生徒の活動・あらわれ 教師の働きかけ・留意点 
 
第 
１ 
時 
 
能
力
に
応
じ
て
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利 
 

 
１．事件の概要 
 

 
・事件の概要について理解する。 
 

 
・尼崎市立尼崎高等学校入学拒否事件裁判について
 紹介する。（1991-1992年） 

 
 
 

あなたが裁判官なら，T君の訴えを認めますか。それとも退けますか。  
 
 

  
 
(1)個人で判決を考える。 
(2)小グループで話し合い，判決を考える。 
(3)全体の場で議論する。 
 
・T君の勝訴か，敗訴か予想する。 
 
・勝訴の理由を考える。 
 
 
・もし自分が事故で両足を折ったら，学校 
生活を送ることができるか考える。 
 
 
 
 
 
 
・授業を通して考えたことを記述する。 

 

２．裁判官の立場によ
 る選択・判断 
 
 
３．判決の予想と勝訴
 の理由 
 
 
 
４．当事者性の想定と
 教育を受ける権利 
 
 
 
 
 
 
５．振り返り 

・裁判官の立場に立って，T君と教育委員会（県・
市）・校長のどちらを支持するか，法に基づいて 
選択・判断させる。 

   憲法13・14・26条，旧教育基本法第3条 
・各グループの判決をもとに，学級全体で判決の理 
由，判決による影響等について議論する。その際， 
学校側（校長・一般教師・生徒），T君側（本人 
・保護者・支援者）のそれそれの立場から考えさ 
せる。 

・T君の勝訴となり，不合格処分から1年後に合格通
知が届いたことを伝える。 

・憲法26条の「能力に応じて」が，一人一人の必要
に応じて最大限に教育の機会を保障することを求
めるものであるという意見のあることを伝える。 

・誰もが障害を負う可能性があることに気づかせる。 
・学校制度や設備が効率性を追求した仕組みになっ 
ていることに気づかせる。 

 

 
第 
２ 
時 
 
障
害
者
の
意
思
と
憲
法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１．事件の概要 
 

 
・事件の概要について理解する。 
 

 
・北海道留萌市立留萌中学校特殊学級入級処分取消 
裁判（1991-1994年）について紹介する。 

 
 
 

あなたが裁判官なら，Yさんの訴えを認めますか。それとも退けますか。  
 
 

  
 
(1)個人で考える。 
 
(2)グループで話し合い，判決を考える。 
 
(3)全体の場で議論する。 
 
・Yさんの勝訴か，敗訴か予想する。 
 
 
 
 
・Yさんが敗訴した理由を考える。 
 
 
 
・Yさんの努力は無駄だったのか考え，意見
を述べる。 

 
 
 
・「負担が重すぎない範囲」について，T君
 やYさんの要望を受け入れることは，学校
 にとって「重すぎる負担」と判断されるか
 どうか話し合う。 
 
・15歳で決断し，自分の意思を表明すること
の重みについて考える。 

 
・授業全体を通して考えたことを記述する。 
 

 

２．裁判官の立場によ
 る選択・判断 
 
 
 
 
３．判決の予想と敗訴
 の理由 
 
 
 
 
 
 
 
４．裁判後の社会の変
 化 
 
 
 
 
  
 
 
 
５．T君・Yさんの決断
と人生 

 
６．振り返り 
 

・裁判官の立場に立って，Yさんと教育委員会・校
 長のどちらを支持するか，法に基づいて選択・判
 断させる。 
   憲法13・14・26条，旧教育基本法第3条 
  学校教育法28条。 
 
・Yさんの敗訴となったこと，肢体不自由のYさんは
知的障害者が排除される可能性も考え，校長の裁
量権に関する争いではなく，憲法26条の普通教育
を受ける権利を争点として争っていたことなどを
伝える。 

・現行の解釈では，憲法26条が，障害者の意思のま
まに普通教育を受ける権利に直結しないことを伝
える。 

 
・2006年改正教育基本法第4条に障害者の「教育上必
要な支援」を定める項目が新設されたことを伝え
る。 

・障害者権利条約批准，障害者基本法改正，障害者 
差別解消法制定の動きを伝える。 

・改正障害者基本法，障害者差別解消法の「合理的 
配慮」のもつ両面性について，内閣府リーフレッ 
トの「負担が重すぎない範囲で対応すること」と 
いう文言をもとに考えさせる。 

 
・T君とYさんの裁判後の人生について紹介する。 
・すべての人にそれぞれの可能性があり，幸福を追 
求する権利があることに気づかせる。 
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力も加わり，「能力」の解釈をめぐって議
論が白熱するとともに，混迷することによ
り，法的な根拠に基づく判断の難しさを実
感していった。討論の途中で，授業者から，
「能力」が学力に限らず，生きていく上で
の全般的な能力も含めた概念であること，
さらに「能力に応じて，ひとしく教育を受
ける権利」の解釈について，「能力に応じ
て」が選抜をするための意味合いではなく，

障害者のような不利な状況にある人たちに
手厚く条件を整えることで，健常者と同様
の教育を受ける権利を保障することをめざ
すという解釈が有力であることを示した。
その後，原告が訴訟を起こした目的を焦点
を当てて裁判の意味を問いながら，再び全
体での討論を行った。授業の最後に，実際
の裁判では原告の勝訴であったことを伝
え，振り返りの記述の場を設けて授業を終了した。 
  原告の訴えに対し，生徒たちが下した判決は，表１のようになる。全体（111 人）では，ア（勝訴）
とした者が 74 人（66.7％）に対し，イ(敗訴）とした者が 37 人（33.3％）であり，勝訴が敗訴を大きく
上回っていた。しかし，男女別に見ると，男子は勝訴と敗訴がほぼ同数なのに対し，女子では勝訴 45

人（81.8％）に対して敗訴 55 人（18.2％）というように大差が生じた。男女とも，法的根拠に基いて客
観的に判断しようとしていたのであるが，女子は入学試験の点数が高得点だったことを重視し，文字通
り「教育を受ける権利」に基づいて合格であるべきとしたのに対し，男子は高校側の主張である体育の
実技ができなければ卒業できないことや，入学した後に周囲に負担・迷惑をかけること，施設の整備に
費用・時間のかかることを理由に不合格とした者が多かった。とくに，男女ともに見られた「教師や他
の生徒に負担・迷惑がかかる」という言説は，普段の学校生活の中で教師からたびたび発せられる言葉
でもあり，周りに迷惑をかけるくらいなら入学すべきでないというような形となって，学習者の判断に
影響を与えていた可能性も考えられる。このことは，社会科が学校教育における様々な営みの一つであ
る以上，社会科の学習効果を一教科としての範疇だけでは捉えられないことを示すものでもあると言え
よう。 
 
（２）第２時の概要 
 第２時は，留萌市立留萌中学校特殊学級入級処分取消訴訟について，原告である山崎惠氏の主張を認
めるか，認めないかを判断させた（資料３）。学習過程は，第１時とほぼ同様である。 
 生徒たちの判断は，表２のよ
うになった。第１時の時より
も，原告の敗訴が増えている。
とくに女子の変動が大きかっ
た。その理由としては，法的根
拠による客観的な判断への意
識が高まり，５教科を普通学級
で学べるのだから，技能教科は
普通学級で学ぶよりも環境が
整えられている特別支援学級
の方が適しているというよう
に，特別支援学級への入級を
「能力に応じた教育」として捉
えた生徒が増えたことによる。
また，普通学級でのいじめや周
囲の負担に言及した生徒も多
く見られた。 
   第２時の終盤に，TくんとY

さんの行動は無駄だったのか
と問いかけた。そして，二人の
その後の人生（在り方・生き方）
に関する資料を提示した（資料
４）。最後に，２日間の授業全

 
表１ 課題１の判決の選択状況                             

判決 男 女 計  
  
  
  

ア（勝訴） 29（51.8） 45（81.8） 74（66.7） 

イ（敗訴） 27（48.2） 10（18.2） 37（33.3） 

計 56（100） 55（100） 111（100） 

                              単位：人 （  ）内：％      
 第２学年生徒 119 人のうち欠席等 8 人 分析対象生徒：111 人   

 表２ 課題２の判決の選択状況                        

判決 男 女 計  
 
 
 
 

ａ（勝訴） 30（53.6） 33（60.0） 63（56.8） 

ｂ（敗訴） 26（46.4） 22（40.0） 48（43.2） 

計 56（100） 55（100） 111（100） 

                                単位：人 （  ）内：％  
    第２学年生徒 119 人のうち欠席等 8 人 分析対象生徒：111 人 

 資料３ ＜課題２＞公立中学校特殊学級入級処置取消訴訟のワークシート 

 

 

 

 

 

 

北海道に住むYさんは，生まれた時に脊髄を痛め，胸から下が
ま ひ

麻痺して車いす生

活を送っていた。公立小学校を経て，公立中学校へ入学する際，本人も両親も普

通学級への入級を希望した。しかし，校長は普通学級での学校生活は難しいとし

て，特殊学級（特別支援学級）への入級処置をとった。このとき，普通学級との

交流授業は５教科（国・社・数・理・英）を除いて認められず，実技教科や学校

行事では普通学級に入れてもらえなかった。強い希望にもかかわらず，普通学級

への入級を認められなかったため，Yさんは1年生の夏に，「憲法第26条によって

，国民は普通教育を受ける権利があると書かれている。したがって，普通学級か

特殊学級かの選択権は本人・保護者にある。」と主張して，校長や教育委員会を

相手取って裁判所に訴えを起こした。この間，Yさんは他の生徒からのいじめを

受けたり，教師からの
はいせき

排斥を受けたりした。最後まで，みかたになってくれた友

人は一人だけだったという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

もし，あなたが裁判官なら，Yさんの訴えを認めますか。それとも退けますか。 

 

  ａ  Yさんの訴えを認める（勝訴）      ｂ Yさんの訴えを退ける（敗訴） 

 

 

 

 

 

 

 

理由 
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体を振り返って，自由記述を行わせた。 

 
Ⅳ．授業実践から見えてきたこと 
 表３は，２回目の授業の最後に行った「振り返りの記述」（自由記述）をもとに，内容的な要素を取
り出して該当する人数・割合を示したものである。その中で最も多かった内容的要素は，裁判や法解釈
の難しさに関するものであり，111 人のうちの 62 人（55.9％）と半数以上の生徒が記述していた。裁判
後にもたらされた教育基本法の改正や社会の変化については，56 人（50.5％）の生徒が言及していた。
自分たちとほぼ同年齢だった原告が，訴訟による異議申し立てを行い，それが社会の変化に繋がったこ
とに対しては，「すごい」「勇気がある」「尊敬する」などといった表現で賞賛したり，驚嘆したりす
る者も見られた。生徒たちは，２つの裁判事例を通して，法律や制度は所与のものではなく，人々が社
会に働きかけることによって変わってきたことに気づくことができた。 
 しかし，社会を改善・形成していくことへの意識を示した者は，21 人（18.9％）と少なかった。その
中には，「…であるべき」や「…だとよい」，「…の必要がある」のような評論家的な者も含まれてお
り，自らの主体的な行動への意志を述べた者は数名に留まった。また，自己の在り方・生き方に繋げた
表現が見られた者は，約３分の１の 34 人（30.6％）であった。そのうち，玉置氏や山崎氏の在り方・
生き方に対して賞賛・驚嘆を示すとともに，自己の在り方・生き方についても記述した者は 11 人であ
った。原告の在り方・生き方に賞賛や驚嘆はしても，それが学習者の在り方・生き方の表明に直接結び

   資料４                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（１）公立高等学校不合格処分取消訴訟 

  2016（平成28）年3月23日，一人の男性が息を引き取った。享年40歳。公立高等学校入学拒否裁判を闘った
た ま き ま さ と

玉置真人

氏である。この裁判は，進行性の筋ジストロフィー症を患ったＴ玉置が，1991年3月に尼崎市立尼崎高校を受験した

ものの，障害を理由に不合格とされたことに対し，憲法第26条・第14条，教育基本法第3条により，すべての国民に

平等に保障された教育を受ける権利を侵害するものであるとして，処分を下した高等学校長と尼崎市を相手取り，神

戸地方裁判所に提訴したものである。これは，日本の教育制度の在り方に対し，教育を受ける権利，平等権，そして

人間の尊厳の保障の在り方を問いかけるものであった。玉置氏は，周囲の配慮によって，公立小学校・中学校での生

活を無事に送り，尼崎市立高等学校進学への希望を膨らませた。本人だけでなく，保護者や中学校教師も，高校での

学校生活は可能であろうと判断して，高等学校に出願した。しかし，高校側は，施設が整備されていないことや，体

育の実技ができず単位取得の見込みがないことなどを理由に不合格とした。不合格処分の取り消しを求める訴えは，

1991年6月に神戸地方裁判所に提訴され，1992年3月に玉置氏の勝訴が決定した。しかし，玉置氏は1年遅れで合格証

書の届いた尼崎高校へは進学せず，受け入れ態勢の整っていた関西学院高等部を経て関西学院大学理学部に進学し，

宇宙物理学を専攻した。さらに，関西大学大学の大学院で修士号を取得した（『神戸新聞NEXT』）。修士論文の執

筆に際しては，病気が進行し，文字の執筆が困難になる中で，母親の口述筆記によって仕上げたという。その後，病

状の悪化により博士課程への進学を見送り，入退院を繰り返しつつも，最期まで精一杯生き抜いた。 

（２）留萌市立留萌中学校特殊学級入級処分取消訴訟 

 玉置氏の裁判とほぼ同時期に，脊髄損傷による肢体不自由の障害をもつ山崎恵氏による訴訟が起こされた。北海道

の
る も い

留萌市立留萌中学校の普通学級への入級を希望したところ認められず，特殊学級（特別支援学級）への入級を強制

されたため，処置の取り消しを訴えて地方裁判所に提訴したものである。山崎氏は，憲法第26条により，国民はその

能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有し，普通学級か特殊学級かの選択権は本人および保護者にあると主張し

た。これに対し，旭川地方裁判所は，学校教育法第28条第3項（現行法第37条第4項）「校長は，校務をつかどり，所

属職員を監督する。」という規定に基づく校長の処置は，合理的に裁量権を行使したものであり，憲法第26条に違反

しないとして，山崎氏の訴えを退けた。山崎氏はこれを不服として，札幌高等裁判所に控訴した。これに対し高等裁

判所は，「肢体不自由者に対する中学校普通教育において，当該不自由者を普通学級に入級させるか，あるいは特殊

学級に入級させるかは，終局的には校務をつかさどる中学校長の責任において判断決定されるべきもので，本人ない

しはその両親の意思によって決定されべきものということはできない。」，「実際問題としても，入級処分のあり方

については，当該子どもに対する教育的配慮が最優先されるべきものとしても，学級編制及び入級処分は当該学校に

おける教育設備，教諭や介護員等の問題を抜きにして決定することはできず，この点を無視して，仮に，子どもや両

親の意思のみに基づいて決定された場合には，ときにかなりの混乱を教育現場にもたらし，他の子どもの教育にも影

響することは容易に予測できるところである。」として，一審（地方裁判所）の判決を支持した。裁判の過程で，弁

護士や裁判官から，勝訴のためには，校長の裁量権の
いつだつ

逸脱を争点とするよう進められたが，山崎氏はすべての障害を

もった子どものために，あくまでも憲法26条に反することが重要だととして，裁判を闘うことを主張したという。山

崎氏は，同級生からのいじめや教師による排斥を受けながら3年間を過ごした後，定時制高等学校に進学して普通教

育を受けた。さらに，大学に進学し，大学卒業後はNPO 法人で障害者の自立を支援する活動を続けている。ここに

は，憲法第26条に規定されている「教育を受ける権利」が，本人の意思に従って直接的に帰結が導かれるものではな

いことが示されている。しかし，山崎氏らの努力が決して無駄になったわけではない。2006年に改正された教育基本

法では，第4条に障害者の「教育上必要な支援」を定める項目が新設され，障害者の教育を受ける権利を保障する方

向へと社会が動き始めていることも確かである。 
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つくとは限らないことがわかる。 
 教育を受ける権利などの基本的人権に関する学習では，実際に起こった事例を教材として，裁判官の
立場に立つことで，感情に流されず，法的根拠に基づいて，客観的に公平・公正な判断をすることに注
意が払われる。これにより，現実と法との間に生ずる矛盾や葛藤を感じながら，裁判や法解釈の難しさ
に気づくことになる。社会科の授業としては，憲法で保障された基本的人権に関する理解を促すという
目的を達成できれば，これでよいだろう。裁判に関わった人々の人生を追い，学習者の在り方・生き方
へ繋ごうとするのは，少々感情に訴えようとしすぎるきらいもある。ただし，従来の社会科の授業方法
に，原告の在り方・生き方や裁判後の社会の動きを加えることで，裁判による異議申し立てを通して，
法や社会を変えられることを知り，社会形成や自己の在り方・生き方について考えるきっかけともなり
得るだろう。 
  本授業実践では，「能力」・「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」などの法解釈を提示する時
機を誤ったこと，「普通教育」の理解に混乱を生じた生徒がいたこと，教育基本法の改正を憲法改正と
誤解した生徒がいたことなどの課題も多く，もう少し丁寧に基本的な用語や概念を指導しておく必要が
あったと反省している。また，事前に作成してあった評価基準表（表４）では，カバーできない生徒の

 
 表３ 振り返りの記述に見られる主な内容的要素                                                            

要素 
       
選択 

裁判の難し
さ，法の解釈
の難しさ 

原告の行為
への賞賛や
驚嘆 

裁判後の法
の改正，社会
の変化 

社会形成へ
の意識 
 

異議申し立
て，声を上げ
る重要性 

自己の在り
方・生き方 
 

附属中や自
分への置き
換え 

 
ア―ａ 

男18 9（50.0） 4（22.2） 10（55.6） 4（22.2） 1（5.6） 7（38.9） 1（5.6） 
女26 15（57.7） 11（42.3） 18（69.2） 3（11.5） 2（7.7） 9（34.6） 4（15.4） 
計44 24（54.5) 15（34.1） 28（63.6） 7（15.9） 3（6.8） 16（36.4） 5（11.4） 

 
ア―ｂ 

 

男11 9（81.8) 1（9.1） 3（27.3） 4（36.4） 1（9.1） 4（36.4） 1（9.1） 
女19 10（52.6) 4（21.1） 7（36.8） 4（21.1） 2（10.5） 4（21,1） 4（21.1） 
計30 19（63.3） 5（16.7） 10（33.3） 8（26.7） 3（10.0） 8（26.7） 5（16.7） 

 
イ―ａ 

 

男12 7（58.3） 4（33.3） 3（25.0） 3（25.0） 3（25.0） 3（25.0） 1（8.3） 
女 7 3（42.9） 5（71.4） 5（71.4） 3（42.9） 0（0.0） 3（42.9） 1（14.3） 
計19 10（52.6） 9（47.4） 8（42.1） 6（31.6） 3（15.8） 6（31.6） 2（10.5） 

 
イ―ｂ 

 

男15 6（40.0） 3（20.0） 9（60.0） 0（0.0） 2（13.3） 2（13.3） 1（6.7） 
女 3 3（100.0） 0（0.0） 1（33.3） 0（0.0） 0（0.0） 2（66.7） 0（0.0） 
計18 9（50.0） 3（16.7） 10（55.6） 0（0.0） 2（11.1） 4（22.2） 1（5.6） 

男 56 31（55.4） 12（21.4） 25（44.6） 11（19.6） 7（12.5） 16（28.6） 4（7.1） 
女 55 31（56.4） 20（36.4） 31（56.4） 10（18.2） 4（7.3） 18（32.7） 9（16.4） 

合計 111 62（55.9） 32（28.8） 56（50.5） 21（18.9） 11（9.9） 34（30.6） 13（11.7） 
                            単位：人 （  ）内：各項目の男・女・計に対する割合（％）を示す。 

表４ 資質・能力論による本学習の評価基準表                           
 知識・技能 思考・判断・表現力等 学びに向かう力・人間性等 

 
基
準
以
上 
３ 
 
 

・憲法第26条の「能力に応じて， 
ひとしく教育を受ける権利」 
を社会の公正さや実質的平等
と結びつけて理解している。  

・裁判等を通じた異議申し立て等
により，法律や制度，政策等の
社会的改善がなされていくこ
とを理解している。 

・自分が下した判決について，憲法
の他に様々な法的根拠を挙げて，
論理的に説明している。 

・当該裁判の事例に関する判決の妥
当性と問題点について考察し，誰
もが幸せに生きられる社会の在
り方を構想し，自分の考えを説
明，論述している。 

・誰もが原告たちと同じ立場に 
なる可能性のあることに気づ 
き，当事者意識をもって学習 
に参加している。 

・障害者への「合理的な配慮」 
の意義と課題について考え， 
社会問題に目を向けようとし 
ている。 

 
基 
準 
２ 
 
 
 
 

・憲法における平等権，教育を受
ける権利，裁判を受ける権利，
幸福追求権等の規定について
理解している。 

・裁判の基本的なしくみと民事訴
訟，行政訴訟，刑事訴訟の共通
点や相違点について理解して
いる。 

・当該裁判における原告と被告（行 
政）の主張について，憲法に規定
された基本的人権を根拠として，
裁判官の立場から客観的な姿勢
で判断し判決を下している。 

・学校と行政の処置について，効率
と公正の観点から判断し，自分の
考えを説明，論述している。 

・原告による異議申し立ての趣 
旨を理解し，基本的な人権の 
保障の観点から，社会的課題 
として訴訟を捉えている。 

・原告の訴えに真摯に耳を傾 
 け，原告の考えや生き方・人 
 生に共感的な理解を示してい 
 る。 

 
努
力
を
要
す
る
１ 
 

・憲法の各条文と基本的な人権と
を結びつけて捉えることがで
きない。  

・訴訟となった出来事が，人間の
尊厳と基本的人権の保障を問
うものであることを理解でき
ていない。 

・裁判の基本的なしくみを理解で
きていない。  

・憲法の規定や法的根拠に基づか 
ず，自分の思い込みや感情を優先
して判断を下している。 

・学校や行政の行った処置につい 
て，原告と被告のいずれか一方の
主張に偏って判断している。 

・訴訟事例への感想に留まり，自分
の考えを論理的に説明，論述でき
ない。 

・それぞれの訴訟事例を一個の 
完結したものとして閉じた認 
識に留まり，社会全体の課題 
に視野を広げて捉えていな
い。 

・学校や行政の処置，裁判を自 
分自身にも関わる問題として 
捉えず，原告の考えや生き方 
に関心をもたない。 

見
方
・
考
え
方 
 

・人間の尊厳や基本的人権の尊重の視点から，二つの訴訟事例における原告と被告（行政）の主張を 
捉える。 

・効率と公正，対立と合意の観点から，訴訟事例を考察し，社会の在り方や制度，政策について考察， 
構想し，自分の考えを表明する。 

・訴訟を起こした原告の主張やその後の活動に関する考察を通して，法律や裁判のしくみだけでは捉 
えきれない，人の在り方・生き方に対する考えを深める。 

・法律や制度を所与のものとせず，主体的行為によって変えていくことのできるものとして捉える。 
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表れも見られた。 
  本研究については，道徳とは異なる，社会科としての在り方・生き方に関わる授業実践の試みとして，
評価基準表も含め，深く分析・考察して改善していく必要がある。なお，中学校で行った実践研究では
あるが，扱った題材や学習方法は「公共の扉」でも応用可能だと考える。参考になれば幸いである。 
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