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研究結果のポイント 

○授業への主体的な参加の程度と，生徒の「見方・考え方」の深まりには相関が見られる。 

○協働学習は，多面的な「見方・考え方」の獲得に効果がある。 

〇生徒が年間の授業を通して獲得した地理的・歴史的な「見方・考え方」を類型化し，新たな

評価の観点を策定するためのデータが得られた。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「参加型学習」による歴史的・地理的な「見方・考え方」の育成 

生徒が協働的に活動する授業を歴史・地理の授業における共通の軸とし，生徒が歴史的・地

理的な「見方・考え方」を獲得するための実践を行い，あわせて評価方法についても検証する。 

 

（２）研究主題設定の理由 

地理歴史科教育の方向性として，歴史的・地理的な「見方・考え方」を育成することの重要性

が認識される一方で，その育成の手段や，「見方・考え方」と思考の深まり，知識の定着などとの

関わりについて，高校教育の現場で十分に理解が共有されているとはいいがたい。また，今日，

授業におけるアクティブラーニングの有用性について議論が活発になっているが，このことによ

って育まれる力についても様々な考え方がある。 

 以上の課題を踏まえ，歴史的な「見方・考え方」及び地理的な「見方・考え方」の育成に生徒

の主体的な学びが果たす役割が大きいことを明らかにし，具体的な資質・能力として説明してい

くことを研究主題とした。本校では以前より生徒が主体的に活動する学習を多く設定し，生徒に

思考を促す問いを重視した授業を行ってきた。そういった，対話やグループ活動，生徒自身によ

る調査や発表を基本とした学習を「参加型学習」とし，具体的な実践を通じて歴史的・地理的な

「見方・考え方」との関係を明らかにし，他の学校や教員に成果を還元したい。 

 

（３）研究体制 

 管理機関である筑波大学附属学校教育局の下，筑波大学附属小学校，同中学校と連携し，筑波

大学大学院教育研究科の助言を得ながら研究を行っている。特に附属小学校，中学校とは指導の

一貫性の観点からそれぞれが主催する授業公開や研究協議会に相互に参加し合っている。また，

年に一度附属小学校，中学校，高等学校の共催により，大学院教育研究科の教員を助言者として

連携研究協議会を開催し，学校種を越えて歴史的な「見方・考え方」及び地理的な「見方・考え



方」の育成に関して方向性を共有し，指導の在り方を検討する場を設けている。 

（４）１年間の主な取組 

平

成

28

年

度 

〇４月に１年生を対象に授業参加への意識に関するアンケートを実施。 

〇７～８月の夏季休業の際に歴史的・地理的に考えて表現する課題を課す。 

〇８月に国立教育政策研究所調査官による学校訪問と指導があり，研究経過を報告。 

〇10 月の前期末考査（世界史Ａ）で歴史的な「見方・考え方」に関するアンケート実施。 

〇11 月に文部科学省研究開発学校『地理基礎』『歴史基礎』研究発表会に本校教員が参加。 

〇１月に筑波大学教育研究科より助言者を招いて附属の小学校，中学校と本校の歴史教育

に関する連携研究会を実施。 

〇１月および２月に国立教育政策研究所調査官による学校訪問と指導。 

〇学校訪問や歴史及び地理教育関係の研究会への参加。 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
ア．「参加型学習」の意義 

歴史的・地理的な「見方・考え方」を活用して思考する際，前提として生徒の主体性が求めら

れる。教員による伝達ばかりの単純な講義形式では生徒が受け身な姿勢になってしまう。他人任

せの姿勢では成り立たないグループワークなどの参加型学習を取り入れることで，個々の生徒の

主体性を導き，能動的な思考を促すことができると考える。 
イ．「見方・考え方」の育成 
 授業は一貫して問いを軸に構成している。問いはねらいに応じて，①事象の理解を促す過程で

「見方・考え方」を活用させる問い，②「見方・考え方」を喚起させる問い，③「見方・考え方」

の定義そのものを考えさせる問い，の３段階で整理している。これらを多様な授業形態で扱えば，

「見方・考え方」は深まるのではないか。とくにグループで取り組む中で，自分では気づかなか

った点を見出したり，自らの思考の弱点を指摘されたりすれば，多様な「見方・考え方」を習得

できるだろう。 
ウ．「見方・考え方」の定着及び評価 

授業において協働的に行ってきた「見方・考え方」を活用した思考活動を，長期休暇中の課題

では個人で行わねばならない。そこでの試行錯誤を通じて「見方・考え方」が内在化するのでは

ないか。また，冬季の課題では，歴史的な「見方・考え方」と地理的な「見方・考え方」の比較

をテーマとするので，両者の類似と差異について明らかにすることで，それぞれへの認識が更に

深まると期待している。なお，本研究における地理的な「見方・考え方」の定義は，学習指導要

領解説に示されている「地理的な見方」の基本（①），「地理的な考え方」の基本（②），「地理的

な考え方」を構成する主要な柱（③～⑤）を用いる。一方，歴史的な「見方・考え方」は多義的

かつ重層的である。比較・因果・総合などと表現することもあるが，それは歴史特有とは言えず，

手法・技能の範疇の定義である。これら基本的な「見方・考え方」を大事にしつつ，「何が歴史的

なのか？」などと定義自体を問い続けることで，概念化や相対化といった，より高次の「見方・

考え方」の獲得も視野に入れている。 
 
（２）具体的な研究活動 
ア．アンケート調査の分析 

授業参加への意識について，クラス差，性差，内部進学か否かにおける差異などの現状把握 
イ．授業における研究実践 
１学年 世界史Ａ 

事前アンケートにおいても積極性に関して差の見られた５組と６組に対して，様々な「参加型

授業」を実践しつつ，歴史的な「見方・考え方」を喚起する授業を行い，定期考査（特に論述問

題）における答案状況，その後の生徒アンケートの結果を分析し，「見方・考え方」の深まりと，

班での協働活動などにおける積極性との相関を考察する。（以下，実践例） 
・中世は   のなかった時代である 
 空欄に当てはまる言葉を４人班で考える。ハンザ同盟，カノッサの屈辱などの資料をジグソー



法により分担し，その情報を基に各班で議論する。 
・大航海時代に代わる新しい時代名称とは？ 
 ヨーロッパ中心主義史観について理解し，そうではない見方としてどういったものが考えられ

るのか，その際に問題点はないのか，クラスで議論する。 
・市民とは誰のことか？ 市民革命は何の革命なのか？ 
 様々な資料を見ながら，４人班で英米仏の革命を比較していく。革命の担い手は誰であったの

か，市民革命とは何のための革命であるのか，を比較検証することを通して，市民と命名する

に相応しい人々は誰なのか，また市民革命という名称がそもそも適切であるのかを考えさせる。 
・夏季休暇課題 
 歴史的思考力，歴史的な「見方・考え方」とは何であるか，各自が定義し，任意の具体的事象

を用いて，それを具体的に説明する。 
 
１学年 地理Ａ 

地理的な「見方・考え方」を活用した資料（地図・統計・写真）の読み取りを，不得手とする

生徒は多い。資料の着目すべき視点にピントを合わせられず，背後にある知識を効果的に活用で

きていないことが多いためだと考える。そこで授業では「参加型学習」の形態を取り，地理的な

「見方・考え方」を喚起し，活用する場面を設定した。また，使用する資料の種類や量は，学習

が進むにつれて増やすこととした。授業課題への取組，定期考査，アンケート等の分析を通して，

「参加型学習」と地理的な「見方・考え方」の育成の効果について相関をみる。（以下，実践例） 
・大陸別に気候区分にはどのような特徴があるのか？ －ケッペンの気候分布割合の統計を読む 
 気候の学習の終わりに，気候帯名と大陸名を伏せたケッペンの大陸別気候分布割合の統計デー

タと，正積図法で描いた世界地図を提示し，気候帯と大陸名を判定する課題を行う。個人で考

えたのち，４人班で作業を行う。学習指導要領解説の「地理的な見方」の基本（①），「地理的

な考え方」の基本（②），「地理的な考え方」を構成する主要な柱の一つ（③）を喚起し活用し

ている事例となる。 
具体的には，どこに，どのような気候帯が，どのように広がっているのか，地理的事象として

学んだ気候帯の分布を思い起こす必要がある。しかし，ほとんどの生徒は分布を完全に記憶し

ているわけではない。そこで，気候帯分布の要因や背景を考察する必要が出てくる。その際，

複数の大陸のデータを基に，比較したり関連付けたりして，一般的共通性と地方的特殊性の観

点から正解を導き出すというプロセスをたどることになる。 
・夏季休暇課題 －主題図をつくる 
 フリーテーマで地図を個人で作成する。地図化された地理的事象を読む授業を通して，扱う事

象（統計）の分布の特徴と分布理由の分析，効果的な表現方法かどうかを評価する。 
地図の作製を通して，生徒個人の興味関心に応じて，地理的事象や諸課題の地理的認識を深め，

地理的技能及び地理的な「見方・考え方」を育成する事例となる。地理的な「見方・考え方」

については，学習指導要領解説の地理的な「見方・考え方」についての内容全般（①～⑤）を

活用することが求められる。 
 
ウ．冬季休暇課題の実施 
 任意の具体的事象を取り上げ，歴史的な「見方・考え方」，地理的な「見方・考え方」の両方を

活用して考察を行う。また，その活動を通してそれぞれの固有の「見方・考え方」を定義させる。 
 
３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

ア．１学年世界史Ａにおけるアンケート結果（考査後に実施）の考察 
①自分の授業参加度として相応しいものはどれですか？ 
前期中間考査

後（６月） 
１ .よく参加し

ていた 

２ .まあまあ参

加していた 

３ .どちらとも

言えない 

４ .あまり参加

していない 

５ .ほとんど参

加していない 

１～５の 

クラス平均値 

５組（40 人） ２人 18 人 11 人 ９人 ０人 2.7 



６組（38 人） ３人 16 人 13 人 ６人 ０人 2.5 

前期期末考査

後（10 月） 
１ .よく参加し

ていた 

２ .まあまあ参

加していた 

３ .どちらとも

言えない 

４ .あまり参加

していない 

５ .ほとんど参

加していない 

１～５の 

クラス平均値 

５組（39 人） １人 20 人 ８人 10 人 ０人 2.7 

６組（37 人） ６人 16 人 14 人 １人 ０人 2.3 

 授業者の私見としても活発である６組だが，前期後半にかけて，当初から積極的であった生

徒に刺激されたのか，クラス全体としての授業参加度が上がっている様子が分かる。対して５

組は，学期間を通して，生徒の体感としても授業参加度が上がっていないことが考察される。 
②期末考査の問題３に関して，答案の論理を組み立てる際に，グループでの議論が役に立ったか？ 
 １.とてもある ２.少しある ３.どちらとも言えない ４.あまりない ５.全くない 

５組（39 人） ８人 21 人 ６人 ４人 ０人 

６組（37 人） 19 人 10 人 ４人 ４人 ０人 

 問題３は，英米仏の革命の中で最も市民革命らしいものはどれか，提示された資料を根拠に

しながら自分の考えを述べるというもの。この問題では自分の考えを主張する際に，資料を根

拠として様々な「見方・考え方」を活用する必要がある。①のデータより積極性が上がってい

たことが確認された６組では，班での協働学習を通して，多面的な「見方・考え方」の構築が

経験されており，それが自身の答案作成に活かされたという体感もあったことが分かる。 

イ．１学年地理Ａにおけるアンケート結果（該当授業後に実施）の考察 
①統計を読み取る課題で何を学んだか？ （以下，回答例） 
 
 
 
 
 
 
 数値としての割合を，具体的な大陸を想定しながら実際の気候帯分布に変換して考察した

り，大陸（地域）の特徴を他大陸と比較して見出そうと努力していることが確認できる。正解

を導き出す過程で，「見方・考え方」を活用していることが分かる。 
②個人作業とグループ作業の違いは何か？ （以下，回答例） 
  
 
 
 
 
 
 個人作業で気付かなかった視点に気付くことができる。「見方・考え方」のアプローチには

様々な違いがあってよいことを，グループワークを通して各々が学んでいることが分かる。一

方で「意見対立が生じたのでグループワークは苦労した」という意見もあり，相手を論理的に

説得する力や，コミュニケーション能力をいかに育成すべきかという課題も浮かび上がった。 

ウ．冬季休暇課題の分析 
 生徒の言葉で表現した「見方・考え方」を類型化する。これにより，参加型学習を軸とした

授業実践を通して，生徒がどのような「見方・考え方」を構築してきているのかを検証する。 
 

（２）今後の取組 

〇１年目の実践についてアンケート調査を行い，授業参加への意識が変容したかを検証する。 
〇冬季休暇課題とアンケート調査の分析を踏まえて１年目の授業実践を振り返り，２年目へ向け

て，「見方・考え方」の育成としてより効果的な授業案の作成研究に当たる。 
〇２学年で行う日本史Ａでは，１年目の世界史Ａ・地理Ａで獲得した「見方・考え方」を，生徒

「数値の大小だけでなく，細かな差に注意深くその意味を見抜いていく必要がある。」 
「特徴的な数値に注目する。」「表をみて自分の知識と結び付けていくことが大切だ。」 
「全体の傾向を把握する必要がある。」「知識や想像力を総動員した。」 
「数値だけを見ていてはダメで，比較する視点が必要であること。」 
「表の解説をされるよりも，自分たちで特徴を見出せたので記憶に残った。」 

「自分の考えを表明するには論理的に統計を読む必要性を感じる。」 
「個人作業では考えつかなかった読み取り方を共有できる。」 
「各自で着目する視点が異なり，どうしてそのようになるのかが分かる。」 
「思い込みを排除することができる。」「自分の意見を更にブラッシュアップできる。」 
「多角的に物事を見られるようになる。理由は違っても同じ答えに行き着くのが面白い。」 



がさらに活用できるような授業を設計する。 


