京都教育大学における
租税教育に関する授業
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取 組
事 例

教室

事例１

事例２

事例３

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ５

グループ
（班）

リーダー

ページ

１

小辻 亮太

１

２

青山 ともり

４

７

宮本 梨瑚

８

４

岸本 竜樹

11

５

田村 健二

16

８

山崎 菜摘

19

３

尾家 玲菜

26

６

新見

陸

30

９

伊藤 穂乃花

35

令和３年 12 月 16 日(木)

【１班作成

授業案】

指導上の留意点

学習活動・学習内容

教材・資料（☆）

導

１

「税の意義や役割について、自分の言葉でまとめてみよう。
」

・学習課題を提示する。

入

２

身近な税の使いみち（学校教育費） 税の意義、税の種類・分類

☆国税庁 HP「税の学習コー

・公立学校に通う生徒一人当たりの年間教育費（国と地方公共団体の

ナー（発展編）」
、副教材

負担額）を予想する。
・歳出金額をイメージさせ
るために、100 万円の束が
１㎝、１億円が１ｍ、１兆
（平成 29 年度）

円が 10 ㎞などと考えさせ
る。

・月謝に置き換えると、毎月約８万５千円が必要となることを知る。

・教科書裏表紙の記述「国⺠

・教育費にかかる国や地方公共団体の歳出金額を調べる。

の税金で無償で支給」に気

・国や地方公共団体が教育費を負担（支出）している根拠を調べる（憲

付かせる。

法第 26 条第２項「義務教育は、これを無償とする」
）。

・税に関する知識がない状

・税金が多いほうがいいか、少ないほうがいいか、考える。

態での生徒の考えを把握

・生徒や保護者などの大人が支払っている税金の種類について考え、

する

それについて知る。
展

３

税の役割 税の種類・分類

開

・税金が使われている施設を挙げ、それらの共通点を考える。
→「街のみんなが利用する」、
「営利目的ではない」
、
「街に必ず必要」
など

・公共サービスは、私たちの
暮らしに欠かせないもの
であること、その提供には

・政府の役割は、利潤を追求する⺠間では供給されにくい公共施設

費用がかかり、税はその費

や公共サービスの提供にあり、その建設や運用の費用には税金が

用を賄うものであること

使われている（税は公共サービスの財源である）ことを理解する。

を理解させる。

・税の基本的な仕組みや種類・分類などを理解する。
☆国税庁 DVD
（「ご案内しま

【所得税】
→会社員の所得税は、会社が毎月給料から差し引く。
【消費税】

す

アナザーワールドへ」

（15 分 57 秒）
）

→生徒は、物を買う都度消費税を支払っている。
・消費税のように負担者と納税者が異なる税は間接税、所得税のよう
に一致する税は直接税に区分されることを理解する。
・これまでに学習した税の種類や分類（直接税と間接税、国税と地方
税）を整理する。

☆イラストなど
・身近な生活と税が密接に
関わっていることに気付
かせる。
・公平の原理について説明
する。
（本時の授業では取り

４

税の必要性

扱わない）

・様々な税を集め、どのような目的で集めているかを考える。
・DVD を視聴し、税のある暮らしとない暮らしとを比べ、税がなけれ
ばどのような社会になるのかを考え、税の必要性を理解する。
・納税者が納税の義務を果たさなかったらどうなるのかを考える。
→公共サービスを賄う財源が不足し、税のない社会と同じになるこ
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【１班作成

授業案】
とに気付き、納税の義務を果たすことの大切さを理解する。

展

・税は、公共サービスの費用を賄うものであり、みんなが互いに支え合

・「公平」、「社会の会費のよ

開

い、共によりよい社会を作っていくための費用は、みんなが広く公平

うなもの」などのキーワー

に分かち合うことが必要である。このため、税は「社会の会費のよう

ドは板書し、認識の共有化

なもの」であると言えることを理解する。

を図る。

５

税の仕組みや種類・分類

・会社員の一日の生活の例から、どのような税が関わっているのか、
どのような税の種類があるのかを知る。

☆イラストなど
・身近な生活と税が密接に
関わっていることに気付
かせる。

・税の基本的な仕組みや種類・分類などを理解する。
【所得税】

☆国税庁 HP「税の学習コー
ナー（発展編）」
、副教材

→会社員の所得税は、会社が毎月給料から差し引き、年末に１年
間の税額の過不足を精算する（年末調整）。
→事業者などの所得税は、１年間の所得や税額を自分で計算し、
確定申告の時期に申告・納税する。

・e-Tax など ICT を使って
確定申告や納税ができる

【消費税】

ことに気付かせる。

→生徒は、物を買う都度消費税を支払っているが、税務署への申
告・納税は、お店が確定申告の時期などに行っている。
・消費税のように負担者と納税者が異なる税は間接税、所得税のよう

・生徒も消費税を負担して
いる税の負担者であること
に

気付かせる。

に一致する税は直接税に区分されることを理解する。
・これまでに学習した税の種類や分類（直接税と間接税、国税と地方
税）を整理する。
・所得税など国税は、自⼰の所得等を最も正確に把握している国⺠が
自ら税額を適正に計算し申告と納付を行う申告納税制度（自発的に
納税義務を履行する⺠主的な税制度）であることを理解する。
・税の公平とは、税を負担能力に応じて分かち合うという意味であ
り、公平には２つの大きな考え方があることを理解する。
→等しい負担能力のある人（経済力が同じ人）は等しい負担をす
るという考え方（消費税など）

６

・「公共サービスの費用は、
広く公平に分かち合う必
要がある」と学習したこと
を再確認する。
・公共サービスの財源を賄

→負担能力の大きい人はより大きな負担をするという考え方（所

えるよう、また、負担が公

得税や相続税などは、所得など課税対象額が多くなるほど税率

平になるよう多くの税の

が高くなる仕組み（累進税率））
。

種類が組み合わされてい

選挙と税

ることに気付かせる。

・過去の選挙の争点を調べ、税との関わりを考える。

・総務省・文部科学省作成副

→選挙の争点の多くは、税の使いみち（どのような政策を行うか）

教材「私たちが拓く日本の

や税の集め方（その財源をどのように確保するか）に関わる問題

未来」活用のための指導資

であることに気付く。

料（指導上の政治的中立の

・税の使いみちや集め方は、国⺠が選挙により選んだ代表者が国会で
決めていることを理解する。

確保等に関する留意点）の
記載に留意する。
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【１班作成
・主権者である国⺠が社会や政治、税の在り方や使いみちなどに関⼼
を持ち、代表者の選出（選挙）を通してその議論に参加するなど、自
ら社会や政治に参画する意識を持つことの大切さを理解する。
・自らの代表が国の支出の在り方を決めることと自らが国を支える税
を負担しなければならないことは、表裏一体であることを理解する。

授業案】

☆新聞記事
・選挙に関する新聞記事を
活用し、地方創生、教育・
子育て、福祉、復興、増税・
減税などのヒントを出し
ながら考えさせる。

ま
と

７

本時のまとめとして、
「税の意義や役割について考えたこと」をワ
ークシートに自分の言葉で表現する。

・生徒の言葉でまとめさせ
る。

め
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【２班作成

授業案】

【中学校】 事例１ 「政府の働きを支える税の役割とその仕組み」
ポイント➢ 税の意義や役割、基本的な税の仕組みを学ぶことに重点を置いた授業例
○実施学年、教科など
・第３学年＞社会科＞公民的分野＞(2)私たちと経済＞イ国民の生活と政府の役割
○単元の目標
・公共サービスの財源を賄う税の意義・役割や基本的な仕組みを理解する。
・政府の経済活動（財政）に対する関心を高め、社会資本の整備、社会保障の充実、環境の保全など市場の
働きに委ねることが難しい諸問題に関して政府が果たしている役割や、日本の財政の課題を理解する。
○評価規準
・税の意義や役割、基本的な仕組みを理解している。（知識・理解）
・市場の働きに委ねることが難しい諸問題を具体的に考えることができている。
（思考・判断・表現）
○指導計画（５時間・各１時間）
第１時 政府の仕事と租税＜本時＞
第２時 財政の働き
第３時 社会保障と国民の福祉
第４時 公害の防止と環境保全
第５時 日本経済の課題
○本時の学習（１／５時間）
学習活動・学習内容
導
入

１ 「税の意義や役割について、自分の言葉でまとめてみよう。
」
１．「税の意義を知り、使い道を見直そう」
２ 身近な税の使いみち（学校教育費）
２．税の種類について知っていることをあげる
・公立学校に通う生徒一人当たりの年間教育費（国と地方公共団体の負
担額）を予想する。

約 882,000 円

約 1,052,000 円

約 1,000,000 円
（平成 29 年度）

展
開

・月謝に置き換えると、毎月約８万５千円が必要となることを知る。
・教育費にかかる国や地方公共団体の歳出金額を調べる。
・国や地方公共団体が教育費を負担（支出）している根拠を調べる（憲
法第 26 条第２項「義務教育は、これを無償とする」
）。
３ 税の仕組みや種類・分類
・会社員の一日の生活の例から、どのような税が関わっているのか、
どのような税の種類があるのかを知る。
【家】住民税（住むこと）、固定資産税→【会社】法人税、所得税
（給料）→【外出】自動車税、ガソリン税（揮発油税）
、消費税
（買い物）、相続税（葬儀場）→【帰宅】酒税、たばこ税
な
ど
・税の基本的な仕組みや種類・分類などを理解する。
【所得税】
→会社員の所得税は、会社が毎月給料から差し引き、年末に１
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指導上の留意点
教材・資料（☆）
・学習課題を提示する。
☆国税庁 HP「税の学習コー
ナー（発展編）」
、副教材

・歳出金額をイメージさ
せるために、100 万円の
束が１㎝、１億円が１
ｍ、１兆円が 10 ㎞など
と考えさせる。
・教科書裏表紙の記述「国
民の税金で無償で支給」
に気付かせる。

・公共サービスは、私たち
の暮らしに欠かせない
ものであること、その提
供には費用がかかり、税
はその費用を賄うもの
であることを理解させ
る。
「公平」、
「社会の会費のよ
うなもの」などのキーワ

【２班作成

展
開

年間の税額の過不足を精算する（年末調整）
。
→事業者などの所得税は、１年間の所得や税額を自分で計算
し、確定申告の時期に申告・納税する。
【消費税】
→生徒は、物を買う都度消費税を支払っているが、税務署への
申告・納税は、お店が確定申告の時期などに行っている。
・消費税のように負担者と納税者が異なる税は間接税、所得税のよ
うに一致する税は直接税に区分されることを理解する。
・これまでに学習した税の種類や分類（直接税と間接税、国税と地
方税）を整理する。
・所得税など国税は、自己の所得等を最も正確に把握している国民
が自ら税額を適正に計算し申告と納付を行う申告納税制度（自発
的に納税義務を履行する民主的な税制度）であることを理解す
る。
・税の公平とは、税を負担能力に応じて分かち合うという意味であ
り、公平には２つの大きな考え方があることを理解する。
→等しい負担能力のある人（経済力が同じ人）は等しい負担をす
るという考え方（消費税など）
→負担能力の大きい人はより大きな負担をするという考え方
（所得税や相続税などは、所得など課税対象額が多くなるほど税率
が高くなる仕組み（累進税率））
。
・税は、公共サービスの費用を賄うものであり、みんなが互いに支え
合い、共によりよい社会を作っていくための費用は、みんなが広く
公平に分かち合うことが必要である。このため、税は「社会の会費
のようなもの」であると言えることを理解する。
３ 税の役割
・税金が使われている施設を挙げ、それらの共通点を考える。
→「街のみんなが利用する」、
「営利目的ではない」
、
「街に必ず必要」
など
・政府の役割は、利潤を追求する民間では供給されにくい公共施設や
公共サービスの提供にあり、その建設や運用の費用には税金が使わ
れている（税は公共サービスの財源である）ことを理解する。
４ 税の必要性
・DVD を視聴し、税のある暮らしとない暮らしとを比べ、税がなけれ
ばどのような社会になるのかを考え、税の必要性を理解する。
・納税者が納税の義務を果たさなかったらどうなるのかを考える。
→公共サービスを賄う財源が不足し、税のない社会と同じになること
に気付き、納税の義務を果たすことの大切さを理解する。
・税は、公共サービスの費用を賄うものであり、みんなが互いに支え
合い、共によりよい社会を作っていくための費用は、みんなが広く
公平に分かち合うことが必要である。このため、税は「社会の会費
のようなもの」であると言えることを理解する。
・絵を見て、税のある暮らしとない暮らしとを比べ、税がなければど
のような社会になるのかを考え、税の必要性を理解する。
・納税者が納税の義務を果たさなかったらどうなるのかを考える。
→公共サービスを賄う財源が不足し、税のない社会と同じになること
に気付き、納税の義務を果たすことの大切さを理解する。
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授業案】

ードは板書し、認識の共有化
を図る。
☆イラストなど
・身近な生活と税が密接に
関わっていることに気付
かせる。
☆国税庁 HP「税の学習コーナ
ー（発展編）」、副教材
・e-Tax など ICT を使って確
定申告や納税ができるこ
とに気付かせる。
・生徒も消費税を負担して
いる税の負担者であること
に気付かせる。
・「公共サービスの費用は、
広く公平に分かち合う必
要がある」と学習したこと
を再確認する。
・公共サービスの財源を賄
えるよう、また、負担が公
平になるよう多くの税の
種類が組み合わされてい
ることに気付かせる。
・総務省・文部科学省作成副
教材「私たちが拓く日本の
未来」活用のための指導資
料（指導上の政治的中立の
確保等に関する留意点）の
記載に留意する。
☆新聞記事
・選挙に関する新聞記事を
活用し、地方創生、教育・
子育て、福祉、復興、増税・
減税などのヒントを出し
ながら考えさせる。

・「公平」、「社会の会費のよ
うなもの」などのキーワー
ドは板書し、認識の共有化
を図る。

【２班作成
展
開

授業案】

・税は、公共サービスの費用を賄うものであり、みんなが互いに支
え合い、共によりよい社会を作っていくための費用は、みんなが
広く公平に分かち合うことが必要である。このため、税は「社会
の会費のようなもの」であると言えることを理解する。
５ 税の仕組みや種類・分類
・会社員の一日の生活の例から、どのような税が関わっているの
か、どのような税の種類があるのかを知る。
【家】住民税（住むこと）
、固定資産税→【会社】法人税、所得税
（給料）→【外出】自動車税、ガソリン税（揮発油税）
、消費税
（買い物）
、相続税（葬儀場）→【帰宅】酒税、たばこ税など

・税の基本的な仕組みや種類・分類などを理解する。
【所得税】
→会社員の所得税は、会社が毎月給料から差し引き、年末に
１年間の税額の過不足を精算する（年末調整）。
→事業者などの所得税は、１年間の所得や税額を自分で計算
し、確定申告の時期に申告・納税する。
【消費税】
→生徒は、物を買う都度消費税を支払っているが、税務署へ
の申告・納税は、お店が確定申告の時期などに行ってい
る。
・消費税のように負担者と納税者が異なる税は間接税、所得税の
ように一致する税は直接税に区分されることを理解する。
・これまでに学習した税の種類や分類（直接税と間接税、国税と
地方税）を整理する。
・所得税など国税は、自己の所得等を最も正確に把握している国
民が自ら税額を適正に計算し申告と納付を行う申告納税制度
（自発的に納税義務を履行する民主的な税制度）であることを
理解する。
・税の公平とは、税を負担能力に応じて分かち合うという意味で
あり、公平には２つの大きな考え方があることを理解する。
→等しい負担能力のある人（経済力が同じ人）は等しい負担を
するという考え方（消費税など）
→負担能力の大きい人はより大きな負担をするという考え方
（所得税や相続税などは、所得など課税対象額が多くなるほど税
率が高くなる仕組み（累進税率））。
5． 税と政治
・税はどこから得ているのかを考える
→国民から税金を得ていることを知り、税金は身近なところで集
められていることを知る。
・税は誰が使い道を決めるのかを考える
→政治家が税金の使い道を決めていることを知り、政治家を国民
が選挙で選ぶ
６．選挙と税
・過去の選挙の争点を調べ、税との関わりを考える。
→選挙の争点の多くは、税の使いみち（どのような政策を行う
か）や税の集め方（その財源をどのように確保するか）に関
わる問題であることに気付く。
・税の使いみちや集め方は、国民が選挙により選んだ代表者が国会
で決めていることを理解する。
・主権者である国民が社会や政治、税の在り方や使いみちなどに関
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☆イラストなど
・身近な生活と税が密接に関わっ
ていることに気付かせる。
☆国税庁 HP「税の学習コーナー（発
展編）」
、副教材
・e-Tax など ICT を使って確定申告
や納税ができることに気付かせ
る。
・生徒も消費税を負担している税
の負担者であることに
気付か
せる。

・「公共サービスの費用は、広く公
平に分かち合う必要がある」と学
習したことを再確認する。
・公共サービスの財源を賄えるよ
う、また、負担が公平になるよう
多くの税の種類が組み合わされ
ていることに気付かせる。
・税は自然に出てくるものではな
く、使い道を政治家が決めているこ
とを知り、主権者である私たちの選
挙の重要性に気づかせる。
・総務省・文部科学省作成副教材
「私たちが拓く日本の未来」活用
のための指導資料（指導上の政治
的中立の確保等に関する留意点）
の記載に留意する。
☆新聞記事
・選挙に関する新聞記事を活用し、
地方創生、教育・子育て、福祉、

【２班作成
心を持ち、代表者の選出（選挙）を通してその議論に参加するな
ど、自ら社会や政治に参画する意識を持つことの大切さを理解
する。
・自らの代表が国の支出の在り方を決めることと自らが国を支え
る税を負担しなければならないことは、表裏一体であることを理
解する。
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授業案】

復興、増税・減税などのヒントを
出しながら考えさせる。

【７班作成

授業案】
社会科学習指導案
191116 宮本梨湖 191117 宗行剛志
191118 森永優太朗 191120 山尾誠吾

○実施学年、教科など
・第 3 学年＞社会科＞公⺠的分野＞（2）私たちと経済＞イ国⺠の生活と政府の役割
○単元の目標
・公共サービスの財源を賄う税の意義・役割や基本的な仕組みを理解する。
・政府の経済活動（財政）に対する関⼼を高め、社会資本の整備、社会保障の充実、環境の保全など市場の働
きに委ねることが難しい諸問題に関して政府が果たしている役割や、日本の財政の課題を理解する。
○評価基準
・税の意義や役割、基本的な仕組みを理解している。
（知識・理解）
・市場の働きに委ねることが難しい諸問題を具体的に考えることができている。（思考・判断・表現）
○指導計画（5 時間・各 1 時間）
第 1 時 政府の仕事と租税<本時＞
第 2 時 財政の働き
第 3 時 社会保障と国⺠の福祉
第 4 時 公害の防止と環境保全
第 5 時 日本経済の課題
○本時の学習
学習活動・学習内容

指導上の留意点
教材・資料（★）

導入

３．税の種類

○一番身近な消費税から様々

5分

○生徒が知っている税金について質問する。

な税金のシステムについて伝

→「消費税！」「所得税！」

える。

〇日本には約 50 種類の税金があり、どのように納税されているか理

・分かりやすくパワーポイン

解する。

トでイラストを用意する。

展開
35 分

【消費税】
物を買う時やサービスを受ける際に払っている。税の負担は消費者
（お客さん）であるが、納税はお店が担う。
【所得税】
会社員の所得税は、会社が毎月給料から差し引き、年末に一年間の
税額の過不足を精算している。所得に応じて税率が大きく変わる。年
収 4000 万以上の場合は、45 パーセントとおよそ半分が徴収されてい
る。
【国際観光旅客税】
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【７班作成

授業案】

乗船券や航空券を購入する際に課税されており、船舶会社や航空会
社がチケット代といっしょに徴収して納付されている。
【関税】
海外から商品を輸入する際にかかる税金であり、商品を輸入する本
人や輸入業者が、輸入する国の税関に納めている。
【固定資産税】
土地や住宅などにかかる税金 であり、建物や土地などの不動産を
持っている人、事業で使う機械や設備などの償却資産が支払う税金。
【住⺠税】
住⺠税とは都道府県や市区町村がおこなう行政サービスを維持す
るために必要な経費を分担して支払う税金。教育や福祉、行政サービ
スの資金のために徴収されている。
4.税の役割
〇「税金は何に使われるのだろう？」
・税金は社会保障費の負担に使われることを示す。
→社会保障費は医療、福祉、介護、災害補償、道路、下水道、公園な
ど社会資本の整備に使われる。
〇「税金の歳出額はどれくらいだろう？」
・106 兆 6097 億円（令和 3 年度当初予算）
・社会保障関係費 35 兆 8421 億円（33.6%）、公共事業関係費 6 兆
695 億円（5.7%）、文教及び科学振興費 5 兆 3969 億円（5.1%）、防
衛関係費 5 兆 3235 億円（5.0%）、経済協力費 5108 億円（0.5%）、
その他 13 兆 7592 億円（12.9%）＜ここまで一般歳出＞
地方交付税交付金 15 兆 9489 億円（15.0%）、国債費 23 兆 7588 億
円（22.3%）
５．税の必要性
○税金が徴収されなくなった場合どうなるのかを考える。

○税金が徴収されなくなった

・医療・介護の支援が無くなる

場合どうなるのかを考える。

・火事のとき、消防車が来なくなる

・
「4」の内容を踏まえた上でグ

・道路に穴があっても直す人がいなくなる

ループワークを行う。

・ごみを片付ける人がいなくなる

・発表する

・学校が無くなる

・発表された内容は観点ごと

・教科書が配られなくなる

に板書する。
（福祉・交通・生活

・水道から出てくる水が汚くなる

など）

・警察がいなくなる
・外国のモノがたくさん入ってきて、日本のモノが売れなくなってし
まう
→公共サービスを賄う資源が不足し、人々の生活は不便で危険なも
のになる。国⺠が納税の義務を果たすことがとても大切である。
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【７班作成

授業案】

まと

6．本時のまとめとして、
「税の役割について考えたこと」をワークシ

・生徒の言葉でまとめてもら

め

ートに自分の言葉で表現する。

う。

5分
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【４班作成

授業案】

【中学校】 事例２ 「私たちの生活と税の役割を考える」
ポイント➢ 外国の事例を参考に、消防など公共サービスの費用を賄う税の役割を考える授業例
○実施学年、教科など
・第３学年＞社会科＞公民的分野＞(2)私たちと経済＞イ国民の生活と政府の役割
○単元の目標
(知識・技能)
・身近な例を通して生活と税の関わりに気付き、税の役割や納税の義務を果たすことの大切さを理解する。
(思考力・判断力・表現力等)
政府の役割や財政の在り方について考察し、税金と公共サービスについて自分なりの意見を表現する。
(主体的に取り組む態度)
・社会の一員（税の負担者）として、税の使いみちなど国・地方公共団体の経済活動（財政）に関心を持ち、
積極的に政治に参加しようとする。政府の役割や財政の在り方について考え、意見を持つことの大切さを
理解する。

○指導計画（５時間・各１時間）
第１時 私たちの生活と税の役割＜本時＞
第２時 私たちの生活と財政
第３時 国の支出と収入
第４時 社会保障と私たちの生活
第５時 社会資本の役割と環境への取組

本時の学習（１／５時間）
導
入

学習活動・学習内容
・本時の展開についての説明を聞く。
・ワークシートの本文を読む。
１ ワークシート（課題１）
① 各自が（課題１）の「予想」欄を記入する。
・記入後、複数の生徒が予想を発表し、意見交換を行う。
② レジュメにある A さん、B さんと消防署の会話内容をもとに、もう
一度予想し、発表する。
③米国テネシー州サウスフルトン市の消防の仕組みの説明を聞く。
・市の消防サービスを受けるには毎年 75 ドルの費用を支払う必要が
あること、市長の「消防活動は市が提供するサービスでサービス
を受けるか受けないかは住民の自由である」という考え方を知る。
・
「正解」欄に「Ａさんは、消防のサービスを受けるための費用を払
っておらず、Ｂさんは払っていたから。
」と書く。
・正解を聞いてどう思ったか、複数の生徒が感想を発表する。
③日本とサウスフルトン市との違いを考え、班ごとに意見を発表する。
・日本では、消防活動の費用は無料である。
・日本では、消防活動の費用は税で賄われており、消防活動は納税
の有無にかかわらず行われる。
→国民の生命を守る消防などの公共サービスは国民みんなに広く提
供されており、その費用は税という形で社会の構成員である国民
が広く分かち合って分担していること、憲法には納税の義務があ
ることを理解する。
④国民みんなに広く提供されなければならないサービスが消防以外に
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指導上の留意点
・本文を朗読する。
・机間巡視し、記入の進まな
い者に助言する。
・導入なので自由な発言を引
き出し、雰囲気を盛り上げ
る。

・生徒の意見を受け説明を加
える（公共サービスの負担
の在り方や納税の義務など
に関わる問題であること、
日本は受益＝負担ではない
こと、生徒も社会の一員と
して消費税を負担している
ことに気付かせる。）
。
・副教材やイラストなどを活
用する。

【４班作成

授業案】
もあることに気づかせる。

２ 身近な生活と税との関わり
・生徒の一日の生活の例を通して、自分たちの生活と税の関わりに気
付き、税は自分たちの暮らしを支え、生活に欠かせないものである
ことを理解する。
・意見が出ない場合は、毎日
①生きていくために必要なものは何ですか？
使っているものや施設を想
（予想される生徒の反応）
起させる。
・水
・学校
・警察
・道路
・食料
・電気
・電車
・ネット、携帯 など
（起床）洗面や調理に使う水・上下水道の整備⇒（登校）学校に通
うための道路や信号⇒（授業）学校など教育施設の建設、机・椅子・
教科書⇒（部活動）陸上競技場や野球場などの施設作り⇒（だんら
ん・夕食）安全な食品を作る農業・漁業の支援⇒（就寝）夜の安心、
日々の安全を守る警察や消防
②学校の維持に年間どれくらいの費用が掛かっているか予想させる。
（予想される生徒の反応）
・500 万
・800 万
・200 万
・400 万
・1000 万 など
・答えを発表する

・国税庁 HP「税の学習コーナ
ー」
（発展編）を活用し、国
民一人当たりの警察・消防
費（約 41,911 円・平成 30
年度）など具体的な金額を
提示する。
・学校や警察がどうなるか、
具体例を提示して思考の足
場を組ませる。

③そのお金はどこから出ているから予想させる
（予想される生徒の反応）
・税金
・クラウドファンディング
・国から
・親
・ボランティア
・国債 など
・税金で賄われていることを伝える
３ ワークシート（課題２）
発問：
「もし、国民が税金を納めなかったら（納税の義務を果たさなか
ったら）、どのようなことが起こるでしょうか。」
・（課題２）について考え記入する。
・
「街・地域」では、どのような公共施設や公共サービスがあるのかに
ついても考える。
・記入後、班内で各自の意見を発表する。
・納税の義務を果たすことの大切さを理解する。

・税がなければどのような社
会になるかを考えさせる。
・政府は市場の働きに委ねる
ことが難しいサービスを提
供していることに気付かせ
る。

４ ワークシート（課題３）
・救急車の出動回数の増加に対して有料化すべきとの意見があること

・税負担が当たり前とされる
公共サービスを取り上げ、生
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【４班作成

ま
と
め

について考え、賛成か反対か、理由も併せて記入する。
・班ごとに賛成派、反対派に分けて意見を発表し、意見や質問があれ
ば発表し、意見を交流する。
・政府がどのような公共サービスを提供するのかは、最終的に住民や
国民の意思（選択）により決定されることを理解する。
５ まとめ
・公共サービスを維持していくために自分たちにできることは何かを
考え、記述させる。
・公共サービスの費用を賄う税の役割や納税の義務を果たすこと
の大切さを学んだことを理解する。

授業案】

徒自身が税の負担者として公
共サービスの負担の在り方な
どについて考え、意見を持つ
ことの大切さに気付かせる。

○評価規準
・議論に積極的に参加し意見を述べ、異なる意見の存在を認めることができている。
（関心・意欲・態度）
・公共サービスの負担の在り方について考えることができている。（思考・判断・表現）
・税の役割、納税の義務を果たすことの大切さを理解している。
（知識・理解）
・身近な例を通して生活と税の関わりに気付き、税の役割や納税の義務を果たすことの大切さを理解できてい
る。(知識・技能)
・政府の役割や財政の在り方について考察し、税金と公共サービスについて自分なりの意見を表現できている。
(思考力・判断力・表現力等)
・社会の一員（税の負担者）として、税の使いみちなど国・地方公共団体の経済活動（財政）に関心を持ち、
積極的に政治に参加しようとしている。(主体的に取り組む態度)

○教材・資料 （ワークシート ※Word 版を国税庁ホームページ「税の学習コーナー」に掲載しています。
）
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【４班作成

授業案】

ワークシート
学習日：令和

年

月

日

2010 年秋にアメリカのテネシー州サウスフルトン市で起こった本当の話です。
「私たちの暮らしと政府の経済活動」
Ａさんの家が火事になりました。Ａさんは急いで消防署に電話をしました。
（ 消防隊はＡさんの家に向かおうとしませんでした。
）年（
）組（
）番 名前（
）
ところが、火事が起こっているにもかかわらず、
消火活動が行われないまま、Ａさんの家は、どんどん燃えていきました。やがて、隣のＢさんの家へ
と、火は燃え広がっていきました。
隣のＢさんの家に火が燃え移って、初めて消防隊が出動しました。
現場に到着した消防隊が消火活動を行ったのは、火が燃え移ったＢさんの家だけでした。初めに火
が出たＡさんの家に対して、消防隊は消火活動を全く行いませんでした。
結局、Ａさんの家は全焼しました。
（課題１）消防隊がＡさんの家には何もしないで、Ｂさんの家だけに消火活動を行ったのはなぜでしょう。
予想
正解は・・・
（課題２）
「もし・・・」
学校では・・・
警察では・・・
街・地域では・・・
（課題３）
「救急車の有料化について・・・」

(まとめ) 公共サービス維持していくために、自分たちにできることを書きましょう。
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【４班作成

授業案】

レジュメ
【A さんの場合】
消防 「こちらサウスフルトン市消防サービスです。どうされました？」
A さん「火事です！家の近くで孫がごみを燃やしていたら家に燃え移ってしまいました！早く消してくだ
さい！」
消「分かりました！直ちに向かいます。お名前とご住所を伺ってもよろしいですか？」
A「テネシー州サウスフルトン市○○郡△△－1 の A と言います。
」
消「A さんですね…あれ？あなた消防サービス料の 75 ドルを支払っていないですね？」
A「ああ、そうなんです払い忘れていたんです…」
消「でしたら、消火に向かうことはできません。申し訳ありません。
」
A「そんな！…」
【B さんの場合】
消防 「こちらサウスフルトン市消防サービスです。どうされました？」
B さん「火事です！隣の家の家事がうちに燃え移ってしまいました！早く消火してください！」
消「分かりました！お名前とご住所を伺ってもよろしいですか？」
B「テネシー州サウスフルトン市○○郡△△－２の B です。」
消「B さんですね、消防サービス料をお支払いいただいていることが確認できましたので
直ちに向かいます！」
B「おねがいします！」
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【５班作成

授業案】

○実施学年、教科など
【中学校】
事例２ 「私たちの生活と税の役割を考える」
・第３学年＞社会科＞公民的分野＞(2)私たちと経済＞イ国民の生活と政府の役割
ポイント➢ 外国の事例を参考に、消防など公共サービスの費用を賄う税の役割を考える授業例
○単元の目標
・身近な例を通して生活と税の関わりに気付き、税の役割や納税の義務を果たすことの大切さを理解する。
・社会の一員（税の負担者）として、税の使いみちなど国・地方公共団体の経済活動（財政）に関心を持ち、
政府の役割や財政の在り方について考え、意見を持つことの大切さを理解する。
○指導計画（５時間・各１時間）
第１時 私たちの生活と税の役割＜本時＞
第２時 私たちの生活と財政
第３時 国の支出と収入
第４時 社会保障と私たちの生活
第５時 社会資本の役割と環境への取組
第1時
第2時
第3時
第4時
第5時

公共サービスと私たちの生活〈本時〉
社会保障と私たちの生活
納税の意義
政府の役割と財政の在り方
税の負担者としての意識

○本時の学習（１／５時間）
導
入

学習活動・学習内容
・本時の展開についての説明を聞く。
・ワークシートの本文を読む。
・アメリカのサウスフルトン市の事例を各自タブレット端末で確認す
る。
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指導上の留意点
・本文を朗読する。
・黒板に事例を掲示する。

【５班作成
展
開

１ ワークシート（課題１）
① 各自が（課題１）の「予想」欄を記入する。
・記入後、複数の生徒が予想を発表し、意見交換を行う。
②米国テネシー州サウスフルトン市の消防の仕組みの説明を聞く。
・市の消防サービスを受けるには毎年 75 ドルの費用を支払う必要が
あること、市長の「消防活動は市が提供するサービスでサービスを
受けるか受けないかは住民の自由である」という考え方を知る。
・
「正解」欄に「Ａさんは、消防のサービスを受けるための費用を払
っておらず、Ｂさんは払っていたから。
」と書く。
・正解を聞いてどう思ったか、複数の生徒が感想を発表する。
② 1 日本とサウスフルトン市との違いを考え、班ごとに意見を発表す
る。
・日本では、消防活動の費用は無料である。
・日本では、消防活動の費用は税で賄われており、消防活動は納税
の有無にかかわらず行われる。
・日本であれば、呼べば必ず消防車が来る。
・日本であれば、A さんの家にも消化活動が行われる。
→日本では、当たり前のように来るが、それがなぜか疑問を持つ。
→国民の生命を守る消防などの公共サービスは国民みんなに広く提
供されており、その費用は税という形で社会の構成員である国民
が広く分かち合って分担していること、憲法には納税の義務があ
ることを理解する。
2 日本とサウスフルトン市とではなぜ違いが生まれるのかを班で予想
し、発表する。
・税金で賄われている。
・国の政策が違う。
・アメリカは消防車が足りていない。
・日本が優秀、アメリカは無能
・アメリカは民間業者が消防活動をしている。
・アメリカは面積が広く、統括できていない。

授業案】

・机間巡視し、記入の進まな
い者に助言する。
・導入なので自由な発言を引
き出し、雰囲気を盛り上げ
る。

・生徒の意見を受け説明を加
える（公共サービスの負担
の在り方や納税の義務など
に関わる問題であること、
日本は受益＝負担ではない
こと、生徒も社会の一員と
して消費税を負担している
ことに気付かせる。）
。
・副教材やイラストなどを活
用する。
・ 発 言し や すい 環境 を整 え
る。
・期間指導を行い、話し合い
が止まっている班に助言を
行う。
・国税庁 HP「税の学習コーナ
ー」
（発展編）を活用し、国
民一人当たりの警察・消防
費（約 41,911 円・平成 30
年度）など具体的な金額を
提示する。

3 日本の消防活動が、税金によって賄われていることを知る。
２ 身近な生活と税との関わり
4 同じように税金で賄われている公共サービスについて考え、発表す ・ 発 言し や すい 環境 を整 え
る。
る。
・救急車
・警察
・ごみ収集
・水道
・公園の建設・整備
・道路の整備
・学校
・生徒の一日の生活の例を通して、自分たちの生活と税の公共サービ
スとの関わりに気付き、税は自分たちの暮らしを支え、生活に欠かせ
ないものであることを理解する。
（起床）洗面や調理に使う水・上下水道の整備⇒（登校）学校に通う
ための道路や信号⇒（授業）学校など教育施設の建設、机・椅子・教
科書⇒（部活動）陸上競技場や野球場などの施設作り⇒（だんらん・
夕食）安全な食品を作る農業・漁業の支援⇒（就寝）夜の安心、日々
の安全を守る警察や消防
３ ワークシート（課題２）
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【５班作成

授業案】

発問：
「もし、国民が税金を納めなかったら（納税の義務を果たさなか
ったら）、どのようなことが起こるでしょうか。」
・（課題２）について考え記入する。
・
「街・地域」では、どのような公共施設や公共サービスがあるのかに
ついても具体的に考える。
→そのような施設やサービスがなくなると、私たちの生活がどのよう
になってしまうかを考える。
→税金によって賄われている公共施設や公共サービスが、私たちの生
活をいかに支えているのかについて理解する。
・記入後、班内で各自の意見を発表する。
・納税の義務を果たすことの大切さを理解する。
４ ワークシート（課題３）
・救急車の出動回数の増加に対して有料化すべきとの意見があること
について考え、賛成か反対か、理由も併せて記入する。
・班ごとに賛成派、反対派に分けて意見を発表し、意見や質問があれ
ば発表し、意見を交流する。
・政府がどのような公共サービスを提供するのかは、最終的に住民や
国民の意思（選択）により決定されることを理解する。

・学校や警察がどうなるか、
具体例を提示して思考の足
場を組ませる。
・税がなければどのような社
会になるかを考えさせる。
・政府は市場の働きに委ねる
ことが難しいサービスを提
供していることに気付かせ
る。
・税負担が当たり前とされる
公共サービスを取り上げ、
生徒自身が税の負担者とし
て公共サービスの負担の在
り方などについて考え、意
見を持つことの大切さに気
付かせる。

ま
と
め

５ まとめ
・公共サービスの費用を賄う税の役割や納税の義務を果たすこと
の大切さを学んだことを理解する。
・本時の学習を振り返り、私たちの生活と税がどのように関わってい
るかについてわかったことを書く。
○評価規準
・議論に積極的に参加し意見を述べ、異なる意見の存在を認めることができている。
（関心・意欲・態度）
・公共サービスの負担の在り方について考えることができている。（思考・判断・表現）
・税の役割、納税の義務を果たすことの大切さを理解している。
（知識・理解）

○教材・資料 （ワークシート ※Word 版を国税庁ホームページ「税の学習コーナー」に掲載しています。
）
掲示物（アメリカの事例）
、タブレット端末
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【８班作成

授業案】

【中学校】 事例２ 「私たちの生活と税の役割を考える」
ポイント➢ 外国の事例を参考に、消防など公共サービスの費用を賄う税の役割を考える授業例
○実施学年、教科など
・第３学年＞社会科＞公⺠的分野＞B 私たちと経済＞（2）国⺠の生活と政府の役割
○単元本時の目標
・身近な例を通して生活と税の関わりに気付き、税の役割や納税の義務を果たすことの大切さを理解する。（知
識及び技能）
・税金のグラフから、税の種類について読み取ることができる。
（知識及び技能）
・社会の一員（税の負担者）として、税の使いみちなど国・地方公共団体の経済活動（財政）に関⼼を持ち、政
府の役割や財政の在り方について考え、意見を持つことの大切さを理解する。
・税金のあり方について考察し、表現する。
（思考力、判断力、表現力等）
・税金の問題に関して、資料等を活用して、積極的に取り組むことができる。（学びに向かう力、人間性等）
○指導計画（５時間・各１時間）
第１時 私たちの生活と税の役割＜本時＞
第２時 私たちの生活と財政
第３時 国の支出と収入
第４時 社会保障と私たちの生活
第５時 社会資本の役割と環境への取組
○本時の学習（１／５時間）
学習活動・学習内容

指導上の留意点

学習活動と内容（予想される生徒の反応）

■支援と評価

導

・本時の展開についての説明を聞く。

入

・ワークシートの本文を読む。

・本文を朗読する。

5分
１

どんな税金があるかについて考える。
〈予想される生徒の反応〉

・消費税や所得税等を発表させ

・消費税

る。

・所得税
・税金のグラフ、表を見て日本にはどのような税金があるかを知る。 ・税金のグラフ・表を提示する。
・江⼾時代に存在した税（鯨を捕
まえたら税を取られる、ウサギ
を飼うと税を取られる等）など
の話をし、税金への興味を持た
せる。
■税金のグラフから読み取るこ
とができる。（知識及び技能）
／観察
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【８班作成

授業案】

展

１ ワークシート（課題１）

・机間巡視し、記入の進まない者

開

① 各自が（課題１）の「予想」欄を記入する。

に助言する。

38 分 ・記入後、複数の生徒が予想を発表し、意見交換を行う。
②米国テネシー州サウスフルトン市の消防の仕組みの説明を聞く。

・導入なので自由な発言を引き
出し、雰囲気を盛り上げる。

・市の消防サービスを受けるには毎年 75 ドルの費用を支払う必要があ
ること、市⻑の「消防活動は市が提供するサービスでサービスを受ける
か受けないかは住⺠の自由である」という考え方を知る。
・「正解」欄に「Ａさんは、消防のサービスを受けるための費用を払っ
ておらず、Ｂさんは払っていたから。」と書く。
・正解を聞いてどう思ったか、複数の生徒が感想を発表する。

・生徒の意見を受け説明を加え

③日本とサウスフルトン市との違いを考え、班ごとに意見を発表する。る（公共サービスの負担の在り方
・日本では、消防活動の費用は無料である。

や納税の義務などに関わる問題

・日本では、消防活動の費用は税で賄われており、消防活動は納税の有 であること、日本は受益＝負担で
無にかかわらず行われる。

はないこと、生徒も社会の一員と

→国⺠の生命を守る消防などの公共サービスは国⺠みんなに広く提供して消費税を負担していること
されており、その費用は税という形で社会の構成員である国⺠が広く分に気付かせる。）
。
かち合って分担していること、憲法には納税の義務があることを理解す・副教材やイラストなどを活用
る。
２

する。
身近な生活と税との関わり

・国税庁 HP「税の学習コーナー」

・生徒の一日の生活の例を通して、自分たちの生活と税の関わりに気付 （発展編）を活用し、国⺠一人当
き、税は自分たちの暮らしを支え、生活に欠かせないものであることを たりの警察・消防費（約 41,911
理解する。

円・平成 30 年度）など具体的な

（起床）洗面や調理に使う水・上下水道の整備⇒（登校）学校に通うた金額を提示する。
めの道路や信号⇒（授業）学校など教育施設の建設、机・椅子・教科書・学校や警察がどうなるか、具体
⇒（部活動）陸上競技場や野球場などの施設作り⇒（だんらん・夕食）例を提示して思考の足場を組ま
安全な食品を作る農業・漁業の支援⇒（就寝）夜の安⼼、日々の安全を せる。
守る警察や消防
２

・税がなければどのような社会

ワークシート（課題２）

になるかを考えさせる。

発問：「もし、国⺠が税金を納めなかったら（納税の義務を果たさなか
ったら）、どのようなことが起こるでしょうか。」
・（課題２）について考え記入する。

「街・地域」では、どのような公共施設や公共サービスがあるのかにつ ・政府は市場の働きに委ねる
いても考える。

ことが難しいサービスを提供

・記入後、班内で各自の意見を発表する。

していることに気付かせる。

・納税の義務を果たすことの大切さを理解する。

・税負担が当たり前とされる

４ ワークシート（課題３）

公共サービスを取り上げ、生徒

・救急車の出動回数の増加に対して有料化すべきとの意見があることに 自身が税の負担者として公共
ついて考え、賛成か反対か、理由も併せて記入する。

サービスの負担の在り方など

・班ごとに賛成派、反対派に分けて意見を発表し、意見や質問があれば について考え、意見を持つこと
発表し、意見を交流する。

の大切さに気付かせる。

・政府がどのような公共サービスを提供するのかは、最終的に住⺠や国
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【８班作成

授業案】

⺠の意思（選択）により決定されることを理解する。

２ 税が自分たちの生活にどのように使われているかを考える。

・ワークシート

・班ごとにワークシートを使用して考える。（3 分）

・自分たちの生活に着目させ

〈予想される生徒の反応〉

る。

・教科書

・班ごとに出た意見を発表さ

・学校の施設、先生の給料

せる。

・医療費

・自分たちの税金が様々なこ

・公共施設（図書館、市⺠館等）

とに使われていることに気
付かせる。
■身近な例を通して生活と税
の関わりに気付き、税の役割大
切さを理解できたか。（知識及
び技能）／ワークシート

３ 国税庁「暮らしを支える税を学ぼう」の動画を視聴する。
・国税庁「暮らしを支える税を
学ぼう」動画（11 分）
４

国⺠が税金を納めなかったらどうなるかを考えて、発表する。

・税は、国⺠の暮らしを支えていることについて理解する。

・ワークシート

・班ごとにまとめて発表する。

・学校、警察、街・地域の各項

〈予想される生徒の反応〉

目ごとに考えさせる。

・学校…先生の給料を支払わなければならない。

・税がなければ、これらの公共

学校で使う机や椅子のお金を自分で支払わなければならな

サービスは自分で支払わな

い。

ければならないことに気付

授業料、施設費用はすべて自⼰負担になる。

かせる。

学校の物を壊したら自分で修理しないといけない。

■税金の問題に関して、資料等

・警察…犯罪に巻き込まれても対応してくれない。

を活用して、積極的に取り組

パトロールをしてもらうのにもお金が必要になる。

むことができたか。（学びに

警察の人に相談するのにお金が必要位なる。

向かう力、人間性等）／観察

・街・地域…道路などが整備されない。
公共トイレが有料になる。
街灯がなくなる。
公園や図書館が有料になる。
まと ５ まとめ
め

・本時の振り返りをワークシートに記入する。

7分

・ワークシート
■税金のあり方について考察

・公共サービスの費用を賄う税の役割や納税の義務を果たすことの大切 し、表現できたか。
（思考力、判
さを学んだことを理解する。

断力、表現力等）／ワークシー
ト

- 21 -

【８班作成

授業案】
・次回の学習に関する予告を行う。

○評価規準
・議論に積極的に参加し意見を述べ、異なる意見の存在を認めることができている。
（関⼼・意欲・態度）
・公共サービスの負担の在り方について考えることができている。（思考・判断・表現）
・税の役割、納税の義務を果たすことの大切さを理解している。
（知識・理解）
・身近な例を通して生活と税の関わりに気付き、税の役割の大切さを理解できたか。
（知識及び技能）／ワーク
シート
・税金のグラフから税の種類について読み取ることができたか。
（知識及び技能）／観察
・税金のあり方について考察し、表現することができたか。
（思考力、判断力、表現力等）／ワークシート
・税金の問題に関して、資料等を活用して、積極的に取り組むことができたか。
（学びに向かう力、人間性等）
／観察
○教材・資料 （ワークシート ※Word 版を国税庁ホームページ「税の学習コーナー」に掲載しています。
）
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【８班作成

学習日：令和

年

月

授業案】

日

私たちの暮らしと政府の経済活動
（

）年（

）組（

）番

名前（

）

2010 年秋にアメリカのテネシー州サウスフルトン市で起こった本当の話です。
Ａさんの家が火事になりました。Ａさんは急いで消防署に電話をしました。
ところが、火事が起こっているにもかかわらず、消防隊はＡさんの家に向かおうとしません
でした。消火活動が行われないまま、Ａさんの家は、どんどん燃えていきました。やがて、隣
のＢさんの家へと、火は燃え広がっていきました。
隣のＢさんの家に火が燃え移って、初めて消防隊が出動しました。
現場に到着した消防隊が消火活動を行ったのは、火が燃え移ったＢさんの家だけでした。初
めに火が出たＡさんの家に対して、消防隊は消火活動を全く行いませんでした。
結局、Ａさんの家は全焼しました。

（課題１）消防隊がＡさんの家には何もしないで、Ｂさんの家だけに消火活動を行ったのはなぜで
しょう。
予想

正解は・・・
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【８班作成

授業案】

（課題１）税金はどのように使われているだろうか。

（課題２）
「もし・・・国民が税金を納めなかったら、どうなるだろうか。」
学校では・・・

警察では・・・

街・地域では・・・
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【８班作成

（課題３）
「救急車の有料化について・・・」

本時のまとめ
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授業案】

【３班作成

授業案】

【中学校】 事例３ 「公平な社会って何だ？」
ポイント➢ 税金を納めるシミュレーションを通して、グループワークにより公平な社会を考える授業例
○実施学年、教科など
・第３学年＞社会科＞公民的分野＞(2)私たちと経済＞イ国民の生活と政府の役割
○単元の目標
・「国民の願いを実現するため、納税者となって税金を納める」というシミュレーションを通して、公共サ
ービスの財源を賄う税の役割、税の公平の考え方、日本の財政状況を理解し、総合的に考える。
・それぞれの立場に配慮し、公平な社会の在り方について多面的・多角的に考え、判断する。
○指導計画（２時間・各１時間）
第１時 「納税者になってみよう」 財政の現状と課題＜本時１＞
第２時 財政の現状と課題 公平な社会とは＜本時２＞
○本時１の学習（１／２時間）
学習活動・学習内容、生徒の反応(※)
導 ・税金に関する既習の事項を振り返る。
・税の歴史
入
・納税の義務について

展
開

・クラス全体をワークシート（前提）①のＡ～Ｇ７グループに分け、各グ
ループの立場を決める。
・ワークシート（前提）の各人の立場、収入と願い、全体で必要な予算総
額を理解する（①～④）
。
１ 財政の現状について知る
・ワークシート（前提）を基に，各人の立場に立って願いを考える。
・生徒に発表させる
※A さん→高齢社会における社会保障
※B さん→少子化対策
※C さん→生活保障と経済効果
※D さん→景気の安定化
※E さん→災害時の社会保障
ワークシート（課題１）
・
（前提）④の予算総額を念頭に置き、各人が収入からどのくらいの税金
を納めることができるかを考え、その金額と理由を②、③に記入する。
・グループ内で、各人が決めた納める税金の額を発表する。
※180 万円から 20 万円を納める生徒や 2,000 万円から１円も納めない
生徒もいる。
・グループ内で、各人が発表した税金の額及び理由について話し合う。
・グループ内で話し合った結果を発表する。
・グループ間においても意見交換をする。
※それぞれの税金の額を比べながら、「私より収入が多いのに税金が少
ない。」
、
「収入が多いのだから、もう少し納めてほしい。
」など、生徒
たちは様々な反応を示す。
・各人が納める税金（②）を収入（①）で割り、それぞれの税率を計算
し、④に記入する。
・グループ内で、各人が計算した④の税率を比較する。
・税率が同じ場合は、消費税に代表される水平的な公平となっているこ
と税率が異なる場合は、所得税に代表される垂直的な公平（収入⦅所得
⦆が多いほど税率が高い累進税率の場合）となっていることを理解す
- 26 る。

指導上の留意点
・歴史などを踏まえて
日本における税金の
在り方を復習させ
る。
・人々には様々な願い
があることを知る。

・各場面をあげる
・適宜補う

・自身の税負担を具体
的に考えることによ
り、納税の実感を得
させる。
・言葉で伝えることで
自身の価値判断の根
拠を自覚させる。
・他者の意見を聞くこ
とで、異なる視点か
ら物事を見つめ直
し、自身の価値判断
の根拠についても再
考させる。
・税の公平には、水平
的公平と垂直的公平
の考え方があること
を示す。

【３班作成
２ 歳出のグラフを作成する
「今，国にはこれだけのお金があるとします。各人の願いをかなえるた
めに，どのように税金を使うのか考えてみましょう。」
・班ごとに歳出のグラフを作成する。

ま
と
め

授業案】

・偏りが出ないように机
間指導する
・全員の意見が反映され
るように注意する

３ 財政の現状について知る
・税金の割合に着目し
・歳出・歳入のグラフを確認し，理想と現実の違いを理解する。
・歳入に占める税金の割合を確認する。
て，理想をかなえる
・必要な経費を捻出するためにはどのような対策が必要か考えさせる。
ためには税金が必要
であるということを
気付かせる。
４ 次回の予告をする

○本時２の学習（２／２時間）
学習活動・学習内容、生徒の反応(※)
導
入
展
開

指導上の留意点
教材・資料(☆)

・前時の復習をする。
１ 納税者になってみよう
・（前提）④の予算総額を念頭に置き、各人が収入からどのくらいの税
金を納めることができるかを考え、その金額と理由を②、③に記入す
る。
・グループ内で、各人が決めた納める税金の額を発表する。
※180 万円から 20 万円を納める生徒や 2,000 万円から１円も納めない
生徒もいる。
・グループ内で、各人が発表した税金の額及び理由について話し合う。
・グループ内で話し合った結果を発表する。
・発表した意見以外に，
・グループ間においても意見交換をする。
異なる意見が出てい
なかったか確認する。
※それぞれの税金の額を比べながら、
「私より収入が多いのに税金が少
ない。」、
「収入が多いのだから、もう少し納めてほしい。」など、生
徒たちは様々な反応を示す。

・税率が等しくないこと
に気づかせる。
・教師が計算し各班に伝
える

・各人が納める税金（②）を収入（①）で割り、それぞれの税率を計算
し、④に記入する。
・グループ内で、各人が計算した④の税率を比較する。
・税率が同じ場合は、消費税に代表される水平的な公平となっているこ
とを，税率が異なる場合は、所得税に代表される垂直的な公平（収入
⦅所得⦆が多いほど税率が高い累進税率の場合）となっていることを理
解する。
・ワークシート（参考）の所得税の税率と④の税率とを比較する。
２ ワークシート（課題２）
・各人の収入には、
（参考：所得税の税率）のどの税率が適用されるの
かを確認し、①に記入する。
・「税額の計算例」を参考に、納める税金を計算し、②に記入する。
・
（課題１）②の納める税金と（課題２）②の納める税金とを比較する。
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・異なる税率だが，納め
る税金は同じという
ことや，同じ税率だ
が，納める税金は異な
るということに気付
かせる。

【３班作成
ま
と
め

授業案】
３ 公平な社会とは何かを考える。
・２つの公平の考え方や所得税の税率を知り、改めて各人の税負担や公
平な社会の在り方について話し合う。
※税率は同じにした方が平等だと思う。その場合でも収入が多ければ納
める税金が多くなるのに、税率まで高くするのはおかしいと思う。
※収入が多い人は損だと思うかもしれないが、
「助け合いの心」だと思う。
※全員が同じ税金を納めるのは金額だけ見れば平等かもしれないけど、
収入に応じた負担は平等ではないから、累進税率は良いと思う。
※累進税率は賛成だけど、税率のバランスが悪いと思う。もっと高所得
者の税率を高くして、低所得者の税率を下げた方がよい。
※垂直的公平だと貧富の差がなくなるけど、やり過ぎると真面目に働く
人がいなくなるので難しいと思った。
※どちらもそれぞれに公平だと思う。それぞれに必要とされる場面が違
うので、その場に応じた公平の適用が必要だと思う。
※どちらの公平が正しいとか、どちらにすべきというものではないと思
う。人によって考え方は違うので、公平というのは難しいなと思った。
※結構な税金を払わなければならないことに驚いた。
※両方の公平を上手く組み合わせてバランスを取ることが大事だと思っ
た。

- 28 -

【３班作成

授業案】

○まとめ（実践を終えて）
・みんなとても熱心にグループ討議を重ね、積極的に発言が出された。中でも、
「一部の人が裕福で、一部
の人が見捨てられるような国は嫌だ。」、
「たくさん税金を払っても、それが社会のためになっているのな
ら頑張ろうと思う。」など、思いやりの心や相互扶助の精神が強く感じられたことが特に印象的であった。
・他者の立場や社会全体の利益に配慮し、「みんなの生活が良くなるように」という視点で物事を捉える姿
勢には感心するものがあった。
・生徒間の議論を通じ、様々な価値観に触れることで、自分自身の考えについて見直すきっかけにもなった
ようにも感じられた。
・これからの社会を担う生徒たちに、今後も税を通して社会の在り方について考えるきっかけを与えること
ができればと思う。
○教材・資料（ワークシート ※Word 版を国税庁ームページ「税の学習コーナー」に掲載しています。
）
（前提）
① 各人の立場
②各人の収入
③各人の願い（例）
④③の政策に
（所得）
必要な予算額
高齢者のＡさん
250 万円 (
)
※6,800 万円
医療費負担の軽減、介護支援等
＝高齢社会における社会保障
育児中のＢさん
500 万円 （
）
1,600 万円
子育て支援（児童手当、育児環境
整備）など＝少子化対策
フリーターのＣさん
180 万円 （
）
3,800 万円
雇用創出、企業への補助金支給
など＝生活保障と経済効果
企業経営者のＤさん
2,000 万円 （
）景気回復など
7,200 万円
＝景気の安定化
災害に遭われたＥさん
800 万円 （
）住宅確保、イ
5,300 万円
ンフラの復旧など
＝災害時の社会保障
持病をもっているＦさん
350 万円 医療費負担の軽減など
（※に含まれ
る）
介護をしているＧさん
1,000 万円 介護休暇制度の充実など
（※に含まれ
る）
合計
（課題１）
各人の立場

Ａさん
Ｂさん
Ｃさん
Ｄさん
Ｅさん
Ｆさん
Ｇさん

5,080 万円
①各人の収入
（所得）
250 万円
500 万円
180 万円
2,000 万円
800 万円
350 万円
1,000 万円

②納める税金

―

2 億 4,700 万円
③理由

④税率
（②/
①）
％
％
％
％
％
税額は、
％
課税所得
％
金額ごと
―
の税率を
掛けて計
算 し ま
す。

万円
万円
万円
（参考：所得税の税率）※令和３年分
万円
税率
万円 課税される所得金額
195 万円以下
5％
万円
195
万円超～330
万円以下
10％
万円
330 万円超～695 万円以下
20％
合計
5,080 万円
万円
―
695 万円超～900 万円以下
23％
（課題２）※便宜上、収入＝課税所得（収入から
900 万円超～1,800 万円以下
33％
差し引く経費なし）として計算
1,800
万円超～4,000
万円以下
40％
各人の立場 ①各人の税率 ②納める税金
4,000 万円超
45％
10％
152,500 円
Ａさん
20％
572,500 円 税額の計算例：課税される所得金額が 400 万円の場合
Ｂさん
5％
90,000 円 ・195 万円×5％＝97,500 円
Ｃさん
（330 万円－195 万円）×10％＝135,000 円
40％
5,204,000 円 ・
Ｄさん
・（400 万円－330 万円）×20％＝140,000 円
23％
1,204,000 円 - 29
Ｅさん
・97,500 円＋135,000 円＋140,000 円＝372,500 円

【６班作成

授業案】

【中学校】 事例３ 「公平な社会って何だ？」
ポイント➢ 税金を納めるシミュレーションを通して、グループワークにより公平な社会を考える授業例
○実施学年、教科など
・第３学年＞社会科＞公民的分野＞(2)私たちと経済＞イ国民の生活と政府の役割
○単元の目標
・「国民の願いを実現するため、納税者となって税金を納める」というシミュレーションを通して、公共サ
ービスの財源を賄う税の役割、税の公平の考え方、日本の財政状況を理解し、総合的に考える。
・それぞれの立場に配慮し、公平な社会の在り方について多面的・多角的に考え、判断する。
○指導計画（２時間・各１時間）
第１時 「納税者になってみよう」＜本時１＞
第２時 財政の現状と課題 ＜本時２＞
第 3 時 小さな政府と大きな政府＜本時３＞
○本時１の学習（１／３時間）
学習活動・学習内容、生徒の反応(※)
導

・クラス全体をワークシート（前提）①のＡ～Ｇ７グループに分け、各グループの立場を決める。

入

・ワークシート（前提）の各人の立場、収入と願い、全体で必要な予算総額を理解する（①～④）
。

指導上の留意点

・人々には様々な願いがあるこ
とを知る。
展

１

ワークシート（課題１）

・自身の税負担を具体的に考え

開

・
（前提）④の予算総額を念頭に置き、各人が収入からどのくらいの税金を納めることができるかを考
え、その金額と理由を②、③に記入する。

ることにより、納税の実感を
得させる。

・グループ内で、各人が決めた納める税金の額を発表する。
※180 万円から 20 万円を納める生徒や 2,000 万円から１円も納めない生徒もいる。
・グループ内で、各人が発表した税金の額及び理由について話し合う。

・言葉で伝えることで自身の価
値判断の根拠を自覚させる。
・他者の意見を聞くことで、異な

・グループ内で話し合った結果を発表する。

る視点から物事を見つめ直

・グループ間においても意見交換をする。

し、自身の価値判断の根拠に

※それぞれの税金の額を比べながら、
「私より収入が多いのに税金が少ない。
」
、
「収入が多いのだか

ついても再考させる。

ら、もう少し納めてほしい。
」など、生徒たちは様々な反応を示す。
・各人が納める税金（②）を収入（①）で割り、それぞれの税率を計算し、④に記入する。
・グループ内で、各人が計算した④の税率を比較する。

・税の公平には、水平的公平と

・税率が同じ場合は、消費税に代表される水平的な公平となっていること税率が異なる場合は、所得
税に代表される垂直的な公平（収入⦅所得⦆が多いほど税率が高い累進税率の場合）となっているこ
とを理解する。

垂直的公平の考え方があるこ
とを示す。
・水平的公平→等しい負担能力

・ワークシート（参考）の所得税の税率と④の税率とを比較する。

のある人（経済力が同じ人）は

２

等しい負担をする（消費税や

ワークシート（課題２）

・各人の収入には、
（参考：所得税の税率）のどの税率が適用されるのかを確認し、①に記入する。

個人住民税は、税率は一定だ

・
「税額の計算例」を参考に、納める税金を計算し、②に記入する。

が、課税対象額が多くなるほ

・
（課題１）②の納める税金と（課題２）②の納める税金とを比較する。

ど税額が多くなる仕組み（比

３

例税率）
。令和３年４月現在）
。

公平な社会とは何かを考える。

・２つの公平の考え方や所得税の税率を知り、改めて各人の税負担や公平な社会の在り方について話
し合う。

・垂直的公平→負担能力の大き

※税率は同じにした方が平等だと思う。その場合でも収入が多ければ納める税金が多くなるのに、税
率まで高くするのはおかしいと思う。

い人はより大きな負担をする
（所得税や相続税などは、所

※収入が多い人は損だと思うかもしれないが、
「助け合いの心」だと思う。

得など課税対象額が多くなる

※全員が同じ税金を納めるのは金額だけ見れば平等かもしれないけど、収入に応じた負担は平等では

ほど税率が高くなる仕組み

ないから、累進税率は良いと思う。

（累進税率）
）
。

※累進税率は賛成だけど、税率のバランスが悪いと思う。もっと高所得者の税率を高くして、低所得
者の税率を下げた方がよい。
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【６班作成

※垂直的公平だと貧富の差がなくなるけど、やり過ぎると真面目に働く人がいなくなるので難しいと思
った。

授業案】

・社会全体の利益と個の在り
方について総合的に考えさ

※どちらもそれぞれに公平だと思う。それぞれに必要とされる場面が違うので、その場に応じた公平の
適用が必要だと思う。

せる。
・
「公平な社会とは何か。
」に

※どちらの公平が正しいとか、どちらにすべきというものではないと思う。人によって考え方は違うの
で、公平というのは難しいなと思った。

ついて自分なりの見解を持
たせる。

※結構な税金を払わなければならないことに驚いた。
※両方の公平を上手く組み合わせてバランスを取ることが大事だと思った。

○本時２の学習（２／３時間）
学習活動・学習内容、生徒の反応(※)
導

指導上の留意点
教材・資料(☆)

・前時の復習をする。

入

展
開

１

公平な社会とは何かを考える。

・最初は財政の現状を知らせ

・２つの公平の考え方や所得税の税率を知り、改めて各人の税負担や公平な社会の在り方について話し
合う。

ず、グループの話し合いの中
で独自の発想を引き出す。

※税率は同じにした方が平等だと思う。その場合でも収入が多ければ納める税金が多くなるのに、税率
☆財務省 HP

まで高くするのはおかしいと思う。
※収入が多い人は損だと思うかもしれないが、
「助け合いの心」だと思う。
※全員が同じ税金を納めるのは金額だけ見れば平等かもしれないけど、収入に応じた負担は平等ではな
いから、累進税率は良いと思う。

・他者の意見を聞き、歳入と歳
出のアンバランスや諸外国
の現状等を知った上で、今後

※累進税率は賛成だけど、税率のバランスが悪いと思う。もっと高所得者の税率を高くして、低所得者
の税率を下げた方がよい。

の日本の在り方について改
めて考えさせる。

※垂直的公平だと貧富の差がなくなるけど、やり過ぎると真面目に働く人がいなくなるので難しいと思
った。
※どちらもそれぞれに公平だと思う。それぞれに必要とされる場面が違うので、その場に応じた公平の
適用が必要だと思う。
※どちらの公平が正しいとか、どちらにすべきというものではないと思う。人によって考え方は違うの
で、公平というのは難しいなと思った。
・人々の願いは様々であり、主

※結構な税金を払わなければならないことに驚いた。
※両方の公平を上手く組み合わせてバランスを取ることが大事だと思った。

権者である国民一人一人が

２ 「みんなで考えて、税金を納めてくれましたが、人々の願いを全て実現するには税収が足りません。

社会や政治、税の在り方や使

さて、どうしたら良いでしょうか。
」

いみちなどに関心を持ち、代

・税収が不足する場合の対処方法について考え、グループで話し合う。

表者の選出（選挙）を通して

・意見を発表する（他者の意見を聞く。
）
。

その議論に参加するなど、自

※増税する、公債を発行する、一部の願いを諦めるなど、様々な意見。

ら社会や政治に参画する意

３

識を持つことの大切さを理

財政に関する資料を調べる。 財政に関する資料を提示する。

・日本の財政の現状（深刻な財政赤字の状況や諸外国との税負担の違いなど）を知り、今後の日本の在
り方について考え、意見を発表する。海外の税制と日本の税制を提示し、どちらの税制が適切かとい
うことを発表する。
・教師が数人を指定し、意見を述べさせる形にする。
※海外の税制の方が良いと思った。
※日本の税制の方が良かったと思った。
※必要なお金と集まるお金にこれほど差があるとは思わなかった。
※税収が全体の半分くらいで、公債に頼っているのはよくないと思った。
※少子高齢化に伴い、問題が生じていることは知っていたが、これほど影響が出ているとは知らなかっ
た。
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解させる。

【６班作成

授業案】
指導上の留意点

学習活動・学習内容、生徒の反応(※)

展
開

教材・資料(☆)

※諸外国に比べ税負担は少ないので、もう少し増税してもいいのではないかと思う。
※負担＜福祉はうれしいけれど、公債によって負担を先送りするくらいなら国のサービスを減らせばい
いと思う。
※国の現状がよく分かって、国民の一人として真剣に考えていくべきだと思った。
※日本は問題を先送りしていて、きちんと向き合っていないと思った。
※完璧な社会を作り上げることは無理でも、公平な社会を作り上げていかなければならないと思った。
※税によるサービスが充実しているのはうれしいけれど、借金で負担を先延ばしにしていることを知っ
て少し嫌だった。将来の人に負担を押し付けないためには増税も必要だと思う。
※みんなが税制について完璧に納得して、誰一人不満なく暮らせる社会が理想だけれど、それはとても
難しいから、一人一人がどの程度の我慢をするかということを考えていかなければならないと思う。
※今日の授業を通して、私たちも国民の一人として考え、意見を言うことができるようになって良かっ
た。

ま

３

まとめ、質問など

と
め

○本時３の学習（３／３時間）
指導上の留意点

学習活動・学習内容、生徒の反応(※)
導

教材・資料(☆)

・前時の復習をする。

入
展
開

１

海外の税制と日本の税制を提示し、どちらの税制が適切かということを発表す

る。

・海外の税制として、アメリ
カ、スウェーデンの税（消

・教師が数人を指定し、意見を述べさせる形にする。

費税など）の集め方、一人

※消費税が 25％というのはあまりに高すぎると思った。

当たりが払う税がどのく

※アメリカの方が消費税が少ないので、車を買うならアメリカで買おうと思った。

らいなのかをまとめた表
を提示する。

２ 小さな政府、大きな政府について紹介し、それぞれの支持する考え方に分かれ、
どちらの方が良いかということを話し合う。
・
「小さな政府、大きな政府について見ましたが、税制の面だけで見て、どちらの政
府の方がいいと思いましたか。二つに分かれ、ディベートして見ましょう。
」
※自分は病気にあまりならないので、保証をしてもらわなくても良い。そのため、税
金をあまり払わない方が良いから、小さな政府側です。
※自由に使えるお金が増え、自由に使えるお金が増えるから、自由な社会になり、さ
らには経済の活性化につながって日本の経済的課題を克服することができるよう
になると思うので、小さな政府の方が良いのではないだろうか。
※小さな政府は保証が少ないということが課題であるが、逆にそのことによってみ
んなが健康的な生活を心がけるということにつながると推敲するので。小さな政
府でも良いのではないだろうか。
※経済的弱者も救うことになるから、より公平な社会になるので、大きな政府が良い
と思う。
※近年は、生活習慣病も増えており、さらに COVID–19 もあり、いずれ自分が病気に
なるかもしれないから、保証があった方が嬉しい、そのため、大きな政府の方がい
いと思いました。
※小さな政府は税金をあまり集めないから、税金の使い道を決定する政府に対して
の関心が今よりも減ってしまい、投票率も減少していくことが予想されるので、や
はり、税金を多く集める大きな政府の方が良いのではないだろうか。
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・

【６班作成
３ 前時の学習を踏まえて、日本がどの位置にいるのかということを考える。

黒板に、どの生徒が発言した

・生徒に意見を述べさせ、黒板に書いていく。

のかを明確にするため、黒板

※消費税の面から見て、日本はアメリカとスウェーデンの中間位いると思った。

に名札を貼る。

※社会保障の面から見て、少しスウェーデンよりかと思った。
ま
と

授業案】

４ ワークシートに、本時で学んだこと、話し合いによってどのように意見が変わっ
たのかということなどを記入する。

め
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【６班作成

授業案】

○まとめ（実践を終えて）
・みんなとても熱心にグループ討議を重ね、積極的に発言が出された。中でも、
「一部の人が裕福で、一部
の人が見捨てられるような国は嫌だ。」、
「たくさん税金を払っても、それが社会のためになっているのな
ら頑張ろうと思う。」など、思いやりの心や相互扶助の精神が強く感じられたことが特に印象的であった。
・他者の立場や社会全体の利益に配慮し、「みんなの生活が良くなるように」という視点で物事を捉える姿
勢には感心するものがあった。
・生徒間の議論を通じ、様々な価値観に触れることで、自分自身の考えについて見直すきっかけにもなった
ようにも感じられた。
・これからの社会を担う生徒たちに、今後も税を通して社会の在り方について考えるきっかけを与えること
ができればと思う。
○教材・資料（ワークシート ※Word 版を国税庁ホームページ「税の学習コーナー」に掲載しています。）
（前提）
① 各人の立場
②各人の収入
③各人の願い（例）
④③の政策に
（所得）
必要な予算額
高齢者のＡさん
250 万円 医療費負担の軽減、介護支援等
※6,800 万円
＝高齢社会における社会保障
育児中のＢさん
500 万円 子育て支援（児童手当、育児環境
1,600 万円
整備）など＝少子化対策
フリーターのＣさん
180 万円 雇用創出、企業への補助金支給
3,800 万円
など＝生活保障と経済効果
企業経営者のＤさん
2,000 万円 景気回復など＝景気の安定化
7,200 万円
災害に遭われたＥさん
800 万円 住宅確保、インフラの復旧など
5,300 万円
＝災害時の社会保障
持病をもっているＦさん
350 万円 医療費負担の軽減など
（※に含まれ
る）
介護をしているＧさん
1,000 万円 介護休暇制度の充実など
（※に含まれ
る）
合計
（課題１）
各人の立場

Ａさん
Ｂさん
Ｃさん
Ｄさん
Ｅさん
Ｆさん
Ｇさん

5,080 万円
①各人の収入
（所得）
250 万円
500 万円
180 万円
2,000 万円
800 万円
350 万円
1,000 万円

―

②納める税金

2 億 4,700 万円
③理由

万円
万円
万円
万円
万円
万円
万円
（参考：所得税の税率）※令和３年分

④税率
（②/
①）
％
％
％
％
％
％
％

合計
5,080 万円
万円 課税される所得金額
―
―
税率
（課題２）※便宜上、収入＝課税所得（収入から
税額は、
195 万円以下
5％
差し引く経費なし）として計算
課税所得
195 万円超～330 万円以下
10％
各人の立場 ①各人の税率 ②納める税金
金額ごと
330 万円超～695 万円以下
20％
10％
152,500
円
Ａさん
の税率を
695 万円超～900 万円以下
23％
20％
572,500 円
Ｂさん
掛けて計
900 万円超～1,800 万円以下
33％
5％
90,000 円
Ｃさん
算 し ま
1,800 万円超～4,000 万円以下 40％
40％
5,204,000 円
す。
Ｄさん
4,000 万円超
45％
23％
1,204,000
円
Ｅさん
税額の計算例：課税される所得金額が 400 万円の場合
20％
272,500 円 ・195 万円×5％＝97,500 円
Ｆさん
33％
1,764,000 円 ・
Ｇさん
（330 万円－195 万円）×10％＝135,000 円
9,259,500 円 ・
合計
―
（400 万円－330 万円）×20％＝140,000 円
・97,500 円＋135,000 円＋140,000 円＝372,500 円
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【９班作成

授業案】

中等社会科教育 9 班 租税教育指導案 担当：事例 3
※ほとんどの内容を変更したため、訂正箇所は赤字で取り消し線を引き、新しく考えた箇所
は⿊文字で記載しました。
【中学校】事例 3「公平な社会って何だ？」
ポイント≫税金を納めるシュミュレーションを通して、グループワークにより公平な社会を考える授業例

○実施学年、教科など
・第３学年＞社会科＞公民的分野＞(2)私たちと経済＞イ国民の生活と政府の役割

○単元の目標
・
「国民の願いを実現するため、納税者となって税金を納める」ことについて考えるため、
シミュレーションを通して、公共サービスの財源を賄う税の役割、税の公平の考え方、
日本の財政状況を理解し、総合的に考える。
・それぞれの立場に配慮し、公平な社会の在り方について多面的・多角的に考え、判断す
る。

○指導計画
(2 時間・各 1 時間)第 1 時「納税者になってみよう」

〈本時１〉第 2 時 財政の現状と課題

○本時１の学習（１／２時間）
区分

学習活動の内容

・指導上の留意点◇支援□評価

準備物・資料

○発問

（教師の活動）

準備物・資料

≪予想される生徒の反応≫
導入

等

・クラス全体をワークシート（前提）
①のＡ～Ｇ７グループに分け、各グ

５分

ループの立場を決める。
・ワークシート（前提）の各人の立場、
収入と願い、全体で必要な予算総額を
理解する（①～④）
。

○日本には税の種類がたくさんありま
す。何があるでしょうか。
≪児童の反応≫
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【９班作成

授業案】

・消費税

・たばこ税

・酒税

・法人税

・令和 3 年度 一般会計歳出・歳入の

◇令和 3 年度 一般会計歳出・歳入

資料を提示し、日本の税の種類につ

の資料を提示し、日本の財政の現状

年度

いて確認する。

を知る。

計歳出・歳入

・歳入で大きな割合を占めている消
費税と所得税をこの授業では主に
取り扱っていく。
・本時の学習を知る。
・本時のめあて：税の公平的な考え方
について考えよう。
展開

１ ワークシート（課題１）
・（前提）④の予算総額を念頭に置き、
各人が収入からどのくらいの税金を
納めることができるかを考え、その
金額と理由を②、③に記入する。

・自身の税負担を具体的に考えるこ
とにより、納税の実感を得させる。
・言葉で伝えることで自身の価値判
断の根拠を自覚させる。
・他者の意見を聞くことで、異なる視

・グループ内で、各人が決めた納める

点から物事を見つめ直し、自身の

税金の額を発表する。

価値判断の根拠についても再考さ

※180 万円から 20 万円を納める生徒

せる。

や 2,000 万円から１円も納めない
生徒もいる。
・グループ内で、各人が発表した税金

・税の公平には、水平的公平と垂直的
公平の考え方があることを示す。

の額及び理由について話し合う。

・水平的公平→等しい負担能力のあ

・グループ内で話し合った結果を発表

る人（経済力が同じ人）は等しい負担

する。

をする（消費税や個人住民税は、税率

・グループ間においても意見交換をす

は一定だが、課税対象額が多くなるほ

る。

ど税額が多くなる仕組み（比例税率）。

※それぞれの税金の額を比べながら、 令和３年４月現在）
。
「私より収入が多いのに税金が少
ない。」、「収入が多いのだから、も

・垂直的公平→負担能力の大きい人

う少し納めてほしい。」など、生徒

はより大きな負担をする（所得税

たちは様々な反応を示す。

や相続税などは、所得など課税対
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資料１：令和 3
一般会

【９班作成

・各人が納める税金（②）を収入（①）

象額が多くなるほど税率が高くな

で割り、それぞれの税率を計算し、

る仕組み（累進税率））。

④に記入する。

・社会全体の利益と個の在り方につ

・グループ内で、各人が計算した④の

いて総合的に考えさせる。

税率を比較する。

・
「公平な社会とは何か。
」について自

・税率が同じ場合は、消費税に代表さ

分なりの見解を持たせる。

れる水平的な公平となっていること
税率が異なる場合は、所得税に代表
される垂直的な公平（収入⦅所得⦆ が
多いほど税率が高い累進税率の場
合）となっていることを理解する。
・ワークシート（参考）の所得税の税
率と④の税率とを比較する。

・クラスを 3 グループ(縦の列で、廊下
側、中央、窓側)に分ける。
それぞれ毎日収入があることを仮定
することを伝える。廊下側:一万円
中央：五千円

窓側：千円

1 日の食費を 700 円 と仮定
○

「クラスのテレビを替えたいと考

・自身の税負担を具体的に考えるこ
とにより、納税の実感を得させる。

えている。クラスの必要経費として、1
人 20％集めたいのだけど、どうかな。」
≪児童の反応≫
・窓側の児童「私、自由に使えるお金
100 円しか残らない」

・立場の異なる意見を積極的に交流
させ、税のあり方について考えるき
っかけをつくる。

・中央の児童「私たちは普通に生活で
きそう」
・廊下側の児童「流石に窓側の人がか
わいそう。
」
○では、どうすれば公平になるだろう。
・クラス全体「もらう金額に応じて集

・クラスの問題として、クラスの解決
策を導き出す。
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授業案】

【９班作成

授業案】

める額を決めるべきでないか。
」
(累進課税の考え方が出てくる。)
※％を決めて集金しようという考えも
出てきそう。どうケアするか。
２

ワークシート（課題２）

・各人の収入には、
（参考：所得税の税
率）のどの税率が適用されるのかを
確認し、①に記入する。
・
「税額の計算例」を参考に、納める税
金を計算し、②に記入する。
・
（課題１）②の納める税金と（課題２）
②の納める税金とを比較する。

・日本では、もらう金額に応じて、集め
る税金の量が異なることを知る。
日本では、所得税や相続税などでこ
の考えが採用されていることを知
る。

・垂直的公平の説明について
シミュレーションを通して 生徒が

令和 3 年度

身近に感じるよう工夫し、具体的な

所得税の税率

イメージを持たせる。
・所得によって課されている税率が
異なることをしっかりおさえる。

・消費税のように、みんなが同じ額を
納める税があることを知る(水平的
公平)。

・水平的公平の説明について。
生徒が身近に感じる事例(消費税な
ど)を取り上げながら説明し、具体
的なイメージを持たせる。

・税には、
「水平的公平」な税と「垂直
的公平」な税の２通りあることを。
知る。

３

資料 2：日本

公平な社会とは何かを考える。

・２つの公平の考え方や所得税の税率
を知り、改めて各人の税負担や公平
な社会の在り方について話し合う。
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【９班作成

≪生徒の意見≫
・税率は同じにした方が平等だと思
う。その場合でも収入が多ければ納
める税金が多くなるのに、税率まで
高くするのはおかしいと思う。
・収入が多い人は損だと思うかもしれ
ないが、「助け合いの心」だと思う。
・全員が同じ税金を納めるのは金額だ
け見れば平等かもしれないけど、収
入に応じた負担は平等ではないか
ら、累進税率は良いと思う。
・累進税率は賛成だけど、税率のバラ
ンスが悪いと思う。もっと高所得者
の税率を高くして、低所得者の税率
を下げた方がよい。
・垂直的公平だと貧富の差がなくなる
けど、やり過ぎると真面目に働く人
がいなくなるので難しいと思った。
・どちらもそれぞれに公平だと思う。
それぞれに必要とされる場面が違
うので、その場に応じた公平の適用
が必要だと思う。
・どちらの公平が正しいとか、どちら
にすべきというものではないと思
う。人によって考え方は違うので、
公平というのは難しいなと思った。
・結構な税金を払わなければならない
ことに驚いた。
・両方の公平を上手く組み合わせてバ
ランスを取ることが大事だと思っ
た。

まとめ

まとめ

5分

日本の税の仕組みや、税の公平性につ

□ 公共サービスの財源を賄う税の役
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授業案】

【９班作成

授業案】

いての自分の考えをまとめよう。

割や、税の公平の考え方、日本の財

(ワークシートに記入)

政状況を理解し、自分の言葉で表現
できているか。

資料 1：令和 3 年度一般会計歳出・歳入の構成(002.pdf (mof.go.jp))

資料２：日本 所得税の税率(令和 3 年度分)
課税される所得金額
195 万円以下

５％

195 万円超〜330 万円以下

10％

330 万円超〜695 万円以下

20％

695 万円超〜900 万円以下

23％

900 万円超〜1,800 万円以下

33％

1,800 万円超〜4,000 万円以下

40％

4,000 万円超

45％
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【９班作成

全て修正させていただいたので、すべて赤書きですと非常に見にくくなります。
赤字取り消し線：元の文書 黒字：追加部分
とさせていただきます。
○本時２の学習（２／２時間）
学習活動・学習内容、生徒の反応(・)
導

・前時の復習をする。

入

１．金額ごとのグループでの話し合い

〇指導上の留意点
教材・資料(☆)
（☆）ワークシート

〇前時に集めてもらったお金が足りません。どうしたら
よいでしょうか。
・もっとお金を集める
・金額が少ないグループは払えないから借金しよう
・高い人がもっと払えばよい
展

１ 「みんなで考えて、税金を納めてくれましたが、人々

・最初は財政の現状

開

の願いを全て実現するには税収が足りません。さて、ど

を知らせず、グル

うしたら良いでしょうか。
」

ープの話し合いの

・税収が不足する場合の対処方法について考え、グルー

中で独自の発想を

プで話し合う。

引き出す。

・意見を発表する（他者の意見を聞く。）
。

（☆）

※増税する、公債を発行する、一部の願いを諦めるなど、 日本の一般会計資料
様々な意見。

タブレット
ワークシート

２．日本の現状（深刻な財政赤字の状況）を知る

〇資料の見方、着眼

〇資料から読み取ったことや考えたことをグループ（同

点を伝える。

じ金額）で交流しましょう。

〇導入で出てきた意

・借金が多い

見を基にして交流を

・日本はこのままで大丈夫なのか

行う

・必要なお金と集まるお金に差があるとは思わなかっ
☆財務省 HP

た。
２

財政に関する資料を調べる。

・他者の意見を聞

・日本の財政の現状（深刻な財政赤字の状況や諸外国と

き、歳入と歳出の

の税負担の違いなど）を知り、今後の日本の在り方につ

アンバランスや諸

いて考え、意見を発表する。

外国の現状等を知

３．グループで出てきた意見を交流する

った上で、今後の

４．各グループで対処方法を考える

日本の在り方につ
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授業案】

【９班作成

授業案】

・北欧の国のように税負担をもっと大きくする

いて改めて考えさ

・社会保障費を減らす（自⼰負担を増やす）

せる。

・負担＜福祉はうれしいけれど、公債によって負担を先
送りするくらいなら国のサービスを減らせばいいと思
う。
５．全体で交流する
※税収が全体の半分くらいで、公債に頼っているのはよ
くないと思った。
※少子高齢化に伴い、問題が生じていることは知ってい

・人々の願いは様々

たが、これほど影響が出ているとは知らなかった。

であり、主権者で

※諸外国に比べ税負担は少ないので、もう少し増税して

ある国⺠一人一人

もいいのではないかと思う。

が社会や政治、税

※国の現状がよく分かって、国⺠の一人として真剣に考
えていくべきだと思った。

の在り方や使いみ
ちなどに関⼼を持

※日本は問題を先送りしていて、きちんと向き合ってい
ないと思った。

ち、代表者の選出
（選挙）を通して

※完璧な社会を作り上げることは無理でも、公平な社会
を作り上げていかなければならないと思った。

その議論に参加す
るなど、自ら社会

※税によるサービスが充実しているのはうれしいけれ

や政治に参画する

ど、借金で負担を先延ばしにしていることを知って少

意識を持つことの

し嫌だった。将来の人に負担を押し付けないためには

大切さを理解させ

増税も必要だと思う。

る。

※みんなが税制について完璧に納得して、誰一人不満な
く暮らせる社会が理想だけれど、それはとても難しい
から、一人一人がどの程度の我慢をするかということ
を考えていかなければならないと思う。
※今日の授業を通して、私たちも国⺠の一人として考え、
意見を言うことができるようになって良かった。
ま

３

まとめ、質問など

と

６．まとめとふりかえり

め

〇前時に集めてもらったお金が足りません。どうしたら
よいでしょうか。
・税収入を増やす
・社会保障を充実左折なら税金を増やしてもよいと思う
・借金を減らすためには国⺠からお金を徴収しないとい
けない
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公民ワークシート
名前：
１．集めてもらったお金が足りなくて困っています！どうやって解決しますか？

２．日本の財政の現状を見て考えたこと、感じたことを書きましょう。

◎他のグループの意見を聞いて

３．対処法について考えよう
「対処法」

「理由」
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授業案】

【９班作成

授業案】

４．振り返り

◎資料
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