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インド文明（インダス文明，アーリア人進入以後の文化，社会，国家の
発展）

ティーム・ティーチングや少人数指導の実施に当たっては，学習の実
現状況が十分でない生徒への対応という点が重視されましたか

日本や世界各地の自然や人々の生活を扱ったテレビ番組をよく見て
いますか

世界史Ｂの授業で，テーマを設けて討論する（話し合う）学習は好きで
すか

博物館や郷土資料館等の地域にある施設を活用した授業を行ってい
ますか

オリエント文明（オリエント文明の成立と発展，イラン民族の活動）

理解が不十分な生徒に対し，授業の合間や放課後などに更に指導し
ていますか

社会の一員としてよりよい社会を考えることができるよう，世界史を勉
強したい

世界史Ｂの授業で，自分の考えたことや調べたことを発表する学習は
好きですか

世界史Ｂの勉強に関することで，分からないことや興味・関心をもった
ことについて自分から調べようとしていますか

世界史Ｂの勉強で，学校の図書館などを利用して，資料を集めたり活
用したりしていますか

世界の国々や日本の各地の様子を扱った本や雑誌，ガイドブックをよ
く読んでいますか

世界史Ｂの授業で，自分の考えたことや調べたことをレポートや報告
書にまとめたりすることは好きですか
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(5)

188
(6)

190
(7)

192
(8)

194
(9)

196
(10)

198

(11) ユーラシアの東西交流（ユーラシア大陸や海路を通じての東西交流） 200

(12)

202
(13)

204
(14)

206
(15)

208
(16)

210
(17)

212
(18)

214
(19)

216
(20)

218
(21)

220
(22)

222
(23)

224

(24) 科学技術の発展と現代文明（巨大技術，環境問題） 226

(25)

228

４　日本史Ａ 235

生徒質問紙 設問１ (1) 「日本史Ａ」はどの学年で履修しましたか 235

(2) 次の科目は，どの学年で履修しましたか 236

(3)

238

設問２ (1) 日本史の勉強が好きだ 239

(2) 日本史の勉強は大切だ 239

(3) 日本史の勉強は，入学試験や就職試験に関係なくても大切だ 239

(4) 日本史を勉強すれば，私の入学試験や就職試験に役立つ 240

(5) 日本史を勉強すれば，私の好きな仕事につくことに役立つ 240

イスラーム世界の発展（イスラーム世界におけるトルコ民族の活躍，西
アジア・アフリカにおけるイスラーム諸国の発展）

アメリカ合衆国と自由主義諸国（20世紀におけるアメリカ合衆国の経
済の発展と国際政治における役割，資本主義の変容と国際化）

アジア・アフリカ諸国の民族運動と独立（アジア・アフリカの諸民族の民
族的なめざめと独立運動，独立後の国家建設）

国際対立と国際協調（多極化した国際関係，核兵器問題，人種・民族
問題，第二次世界大戦後の主要な国際紛争）

アメリカ合衆国とアメリカ文明（アメリカ合衆国を中心にしたアメリカ大
陸諸国の発展やアメリカとヨーロッパの関係）

二つの大戦と世界（第一次世界大戦，両大戦間の国際社会，第二次
世界大戦と戦後の国際関係）

東西ヨーロッパ世界の形成（古代地中海世界が解体した後の東西ヨー
ロッパ世界の形成過程，封建社会やキリスト教文化の特色）

ヨーロッパの変革と大航海時代（14･15世紀のヨーロッパの変動，ルネ
サンス，宗教改革，新航路の開拓）

17・18世紀のヨーロッパと世界（絶対主義国家の盛衰，ヨーロッパにお
ける国際関係の展開，アメリカ大陸・アジアへの植民地進出）

市民革命と産業革命（市民革命と自由主義や国民主義の発展，産業
革命と資本主義の展開）

遊牧民族の活動と東アジア世界の形成（３世紀から６世紀にかけての
中国農耕民族と北アジアの遊牧民族の対立抗争と交流，唐帝国の発
展と東アジア諸民族の活動）

中国社会の変遷と隣接諸民族の活動（唐帝国の動揺から元帝国の崩
壊までの中国の社会の変遷と契丹，女真，モンゴルなどの北方民族
の活動）

イスラーム世界の形成（イスラーム教の成立とその特色，アラブ民族と
イスラーム帝国の拡大，イスラーム文化の発展）

「日本史Ａ」は，あなたの目指している進路先の入学試験や就職試験
の対象となっていますか

南アジア・東南アジア世界の展開（南アジア・東南アジアの伝統文化と
イスラーム化に伴う社会の変容）

これからの世界と日本（国際政治，国際経済，現代文明などにおいて
人類の当面する問題）

アジア諸国とヨーロッパの進出（オスマン，ムガル，清帝国などアジア
諸国家の動揺と改革，ヨーロッパ諸国との関係）

中華帝国の繁栄と朝鮮，日本（明・清帝国の発展や中国と朝鮮，日本
の関係）

ソビエト連邦と社会主義諸国（ロシア革命とソビエト連邦の成立，第二
次世界大戦後の社会主義国家の成立）

帝国主義とアジア・アフリカ（19世紀後期からのヨーロッパ諸国による
アジア・アフリカの植民地化とアジア・アフリカの対応）

vi



(6) 日本史を勉強すれば，私のふだんの生活や社会生活の中で役立つ 240

(7)

241

(8) 入学試験や就職試験に役立つよう，日本史を勉強したい 241

(9) 自分の好きな仕事につけるよう，日本史を勉強したい 241

(10) ふだんの生活や社会生活の中で役立つよう，日本史を勉強したい 242

(11)

242

(12) 将来，日本史の勉強を生かした仕事をしたい 242

設問３ (1) 日本史Ａの授業がどの程度分かりますか 244

(2) 博物館や郷土資料館に行くことが好きですか 244

(3)

244
(4)

245
(5)

245

(6) 歴史上のできごとや人物を扱ったテレビ番組をよく見ていますか 245

(7) 歴史上のできごとや人物を扱った本や漫画をよく読んでいますか 246

(8)

246

(9) 様々な地図を使って，国や都市の位置や場所をよく調べていますか 246

(10)

247
(11)

247

(12) 日本史Ａの授業で，テーマを設けて調べる学習は好きですか 247

(13)

248
(14)

248

教師質問紙 設問１ (1) あなたの年齢を記入してください 250

(2) あなたの性別を記入してください 250

(3) あなたの教職経験年数を記入してください 250

設問２ (1) ティーム・ティーチングや少人数指導を実施していますか 251

(2)

251

(3) 習熟の程度に応じて学習グループを編成した授業を行っていますか 251

(4) 宿題を出していますか 252

(5) コンピュータを活用した授業を行っていますか 252

(6) 学校図書館を活用した授業を行っていますか 252

(7) 課題解決的な学習を取り入れた授業を行っていますか 253

(8) 観察や調査・見学，体験を取り入れた授業を行っていますか 253

(9)

253

(10) 調べたことを発表させる活動を取り入れた授業を行っていますか 254

(11) 発展的な課題を取り入れた授業を行っていますか 254

(12)

254

理解が不十分な生徒に対し，授業の合間や放課後などに更に指導し
ていますか

日本史Ａの勉強で，学校の図書館などを利用して，資料を集めたり活
用したりしていますか

世界の国々や日本の各地の様子を扱った本や雑誌，ガイドブックをよ
く読んでいますか

日本史Ａの授業で，自分の考えたことや調べたことをレポートや報告
書にまとめたりすることは好きですか

ティーム・ティーチングや少人数指導の実施に当たっては，学習の実
現状況が十分でない生徒への対応という点が重視されましたか

日本史を勉強すれば，私は，社会の一員としてよりよい社会を考える
ことができるようになる

日本史Ａの勉強に関することで，分からないことや興味・関心をもった
ことについて自分から調べようとしていますか

社会の一員としてよりよい社会を考えることができるよう，日本史を勉
強したい

博物館や郷土資料館等の地域にある施設を活用した授業を行ってい
ますか

日本史Ａの授業で，テーマを設けて討論する（話し合う）学習は好きで
すか

日本や世界各地の自然や人々の生活を扱ったテレビ番組をよく見て
いますか

身近な地域の遺跡や文化財（神社，寺院など）を見学するのは好きで
すか

日本史Ａの授業で，自分の考えたことや調べたことを発表する学習は
好きですか
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生徒質問紙 設問４

教師質問紙 設問３ (1) 古代国家の形成と大陸文化の摂取（原始時代から平安時代まで） 256

(2) 中世社会の展開とアジア世界との交流（鎌倉時代から室町時代まで） 258

(3) ヨーロッパ文化との接触と鎖国（ヨーロッパ文化との接触から鎖国まで） 260

(4)

262

(5) 国際環境の変化と幕藩体制の動揺（欧米諸国の接近と幕府の動揺） 264

(6) 新思想の展開と教育の普及（国学や蘭学と文化） 266

(7) 欧米文化の導入と明治維新（開国から明治維新まで） 268

(8) 近代国家の成立と国際関係の推移（明治時代の政治と外交） 270

(9) 近代産業の発展と国民の生活（明治時代の経済と国民生活） 272

(10)

274
(11)

276

(12) 戦後の諸改革と国民生活の変化（戦後の改革と生活の変化） 278

(13) 国際社会の動向と経済の発展（戦後の外交と経済） 280

(14) 現代の世界と日本 282

(15) テーマを設けて，時代ごとに区切らずに行う学習 284

５　日本史Ｂ 289

生徒質問紙 設問１ (1) 「日本史Ｂ」はどの学年で履修しましたか 289

(2) 次の科目は，どの学年で履修しましたか 290

(3)

292

設問２ (1) 日本史の勉強が好きだ 293

(2) 日本史の勉強は大切だ 293

(3) 日本史の勉強は，入学試験や就職試験に関係なくても大切だ 293

(4) 日本史を勉強すれば，私の入学試験や就職試験に役立つ 294

(5) 日本史を勉強すれば，私の好きな仕事につくことに役立つ 294

(6) 日本史を勉強すれば，私のふだんの生活や社会生活の中で役立つ 294

(7)

295

(8) 入学試験や就職試験に役立つよう，日本史を勉強したい 295

(9) 自分の好きな仕事につけるよう，日本史を勉強したい 295

(10) ふだんの生活や社会生活の中で役立つよう，日本史を勉強したい 296

(11)

296

(12) 将来，日本史の勉強を生かした仕事をしたい 296

設問３ (1) 日本史Ｂの授業がどの程度分かりますか 298

(2) 博物館や郷土資料館に行くことが好きですか 298

(3)

298
(4)

299
(5)

299

(6) 歴史上のできごとや人物を扱ったテレビ番組をよく見ていますか 299

(7) 歴史上のできごとや人物を扱った本や漫画をよく読んでいますか 300

身近な地域の遺跡や文化財（神社，寺院など）を見学するのは好きで
すか

社会の一員としてよりよい社会を考えることができるよう，日本史を勉
強したい

政党政治と学問や文化の進展（明治中期から昭和初期までの政治や
文化）

日本史Ｂの勉強で，学校の図書館などを利用して，資料を集めたり活
用したりしていますか

日本史Ｂの勉強に関することで，分からないことや興味・関心をもった
ことについて自分から調べようとしていますか

幕藩体制の確立と都市及び農村の経済や文化（江戸幕府の成立と経
済や文化）

両大戦をめぐる国際情勢と日本（大正時代から昭和時代の外交と国
内の動き）

「日本史Ｂ」は，あなたの目指している進路先の入学試験や就職試験
の対象となっていますか

日本史を勉強すれば，私は，社会の一員としてよりよい社会を考える
ことができるようになる
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(8)

300

(9) 様々な地図を使って，国や都市の位置や場所をよく調べていますか 300

(10)

301
(11)

301

(12) 日本史Ｂの授業で，テーマを設けて調べる学習は好きですか 301

(13)

302
(14)

302

教師質問紙 設問１ (1) あなたの年齢を記入してください 304

(2) あなたの性別を記入してください 304

(3) あなたの教職経験年数を記入してください 304

設問２ (1) ティーム・ティーチングや少人数指導を実施していますか 305

(2)

305

(3) 習熟の程度に応じて学習グループを編成した授業を行っていますか 305

(4) 宿題を出していますか 306

(5) コンピュータを活用した授業を行っていますか 306

(6) 学校図書館を活用した授業を行っていますか 306

(7) 課題解決的な学習を取り入れた授業を行っていますか 307

(8) 観察や調査・見学，体験を取り入れた授業を行っていますか 307

(9)

307

(10) 調べたことを発表させる活動を取り入れた授業を行っていますか 308

(11) 発展的な課題を取り入れた授業を行っていますか 308

(12)

308

生徒質問紙 設問４

教師質問紙 設問３ (1) 日本列島における人類文化の発生（旧石器文化と縄文文化） 310

(2) 農耕の開始と社会生活の変化（弥生文化） 312

(3) 国家の形成と大陸文化の摂取（古墳文化と国家の形成） 314

(4) 律令体制の推移と古代文化の形成（奈良時代と天平文化） 316

(5) 文化の国風化と地方の動向（平安時代と国風文化） 318

(6) 武家政権の成立と文化の新気運（鎌倉時代と鎌倉文化） 320

(7) 武家政権の展開と国際関係（室町時代の政治と外交） 322

(8) 社会・経済の変容と庶民文化の萌芽（室町時代の経済と文化） 324

(9)

326

(10) 幕藩体制の形成と鎖国（江戸幕府の成立と鎖国） 328

(11) 産業経済の発展と都市や農村の文化（江戸時代の経済と元禄文化） 330

(12) 国際環境の変化と幕藩体制の動揺（欧米諸国の接近と幕府の動揺） 332

(13) 欧米文化の導入と明治維新（開国から明治維新まで） 334

(14) 立憲体制の成立と政治思想（明治時代の政治） 336

(15) 国際関係の推移と近代産業の発展（明治時代の外交と経済） 338

(16) 近代文化の発展と都市や農村の生活（明治時代の文化） 340

(17) 第一次世界大戦と日本の経済（大正時代の外交） 342

(18) 政党政治の発展と大衆文化の形成（大正時代の政治と文化） 344

ヨーロッパ文化との接触と織豊政権（ヨーロッパ文化との接触と安土桃
山時代）

日本史Ｂの授業で，自分の考えたことや調べたことをレポートや報告
書にまとめたりすることは好きですか

日本史Ｂの授業で，テーマを設けて討論する（話し合う）学習は好きで
すか

日本や世界各地の自然や人々の生活を扱ったテレビ番組をよく見て
いますか

日本史Ｂの授業で，自分の考えたことや調べたことを発表する学習は
好きですか

理解が不十分な生徒に対し，授業の合間や放課後などに更に指導し
ていますか

ティーム・ティーチングや少人数指導の実施に当たっては，学習の実
現状況が十分でない生徒への対応という点が重視されましたか

世界の国々や日本の各地の様子を扱った本や雑誌，ガイドブックをよ
く読んでいますか

博物館や郷土資料館等の地域にある施設を活用した授業を行ってい
ますか
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(19) 第二次世界大戦と日本（昭和時代前半の政治と経済） 346

(20) 戦後の諸改革と国民生活の変化（戦後の改革と生活の変化） 348

(21) 国際社会の動向と経済の発展（戦後の外交と経済） 350

(22) 現代の世界と日本    352

６　地理Ａ 359

生徒質問紙 設問１ (1) 「地理Ａ」はどの学年で履修しましたか 359

(2) 次の科目は，どの学年で履修しましたか 360

(3)

362

設問２ (1) 地理の勉強が好きだ 363

(2) 地理の勉強は大切だ 363

(3) 地理の勉強は，入学試験や就職試験に関係なくても大切だ 363

(4) 地理を勉強すれば，私の入学試験や就職試験に役立つ 364

(5) 地理を勉強すれば，私の好きな仕事につくことに役立つ 364

(6) 地理を勉強すれば，私のふだんの生活や社会生活の中で役立つ 364

(7)

365

(8) 入学試験や就職試験に役立つよう，地理を勉強したい 365

(9) 自分の好きな仕事につけるよう，地理を勉強したい 365

(10) ふだんの生活や社会生活の中で役立つよう，地理を勉強したい 366

(11)

366

(12) 将来，地理の勉強を生かした仕事をしたい 366

設問３ (1) 地理Ａの授業がどの程度分かりますか 368

(2) 博物館や郷土資料館に行くことが好きですか 368

(3)

368
(4)

369
(5)

369

(6) 歴史上のできごとや人物を扱ったテレビ番組をよく見ていますか 369

(7) 歴史上のできごとや人物を扱った本や漫画をよく読んでいますか 370

(8)

370

(9) 様々な地図を使って，国や都市の位置や場所をよく調べていますか 370

(10)

371
(11)

371

(12) 地理Ａの授業で，テーマを設けて調べる学習は好きですか 371

(13)

372
(14)

372
(15)

372

教師質問紙 設問１ (1) あなたの年齢を記入してください 374

(2) あなたの性別を記入してください 374

(3) あなたの教職経験年数を記入してください 374

地理Ａの授業で，テーマを設けて討論する（話し合う）学習は好きです
か

地理Ａの授業で，野外に出て観察したり調査したりする学習は好きで
すか

地理を勉強すれば，私は，社会の一員としてよりよい社会を考えること
ができるようになる

地理Ａの勉強で，学校の図書館などを利用して，資料を集めたり活用
したりしていますか

「地理Ａ」は，あなたの目指している進路先の入学試験や就職試験の
対象となっていますか

地理Ａの授業で，自分の考えたことや調べたことを発表する学習は好
きですか

地理Ａの勉強に関することで，分からないことや興味・関心をもったこと
について自分から調べようとしていますか

社会の一員としてよりよい社会を考えることができるよう，地理を勉強
したい

身近な地域の遺跡や文化財（神社，寺院など）を見学するのは好きで
すか

世界の国々や日本の各地の様子を扱った本や雑誌，ガイドブックをよ
く読んでいますか

地理Ａの授業で，自分の考えたことや調べたことをレポートや報告書
にまとめたりすることは好きですか

日本や世界各地の自然や人々の生活を扱ったテレビ番組をよく見て
いますか
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(2)
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(4) 宿題を出していますか 376

(5) コンピュータを活用した授業を行っていますか 376
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(7) 課題解決的な学習を取り入れた授業を行っていますか 377
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(10) 調べたことを発表させる活動を取り入れた授業を行っていますか 378
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生徒質問紙 設問４
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７　地理Ｂ 401

生徒質問紙 設問１ (1) 「地理Ｂ」はどの学年で履修しましたか 401

(2) 次の科目は，どの学年で履修しましたか 402

(3)

404

設問２ (1) 地理の勉強が好きだ 405

(2) 地理の勉強は大切だ 405

(3) 地理の勉強は，入学試験や就職試験に関係なくても大切だ 405

(4) 地理を勉強すれば，私の入学試験や就職試験に役立つ 406

(5) 地理を勉強すれば，私の好きな仕事につくことに役立つ 406

(6) 地理を勉強すれば，私のふだんの生活や社会生活の中で役立つ 406

情報の地図化や読図などの活動を通して，地図に関する理解を深め
るとともに，地図上の位置，距離関係などを踏まえて社会的事象をとら
えることが効果的であることを理解する学習

「地理Ｂ」は，あなたの目指している進路先の入学試験や就職試験の
対象となっていますか

ティーム・ティーチングや少人数指導の実施に当たっては，学習の実
現状況が十分でない生徒への対応という点が重視されましたか

理解が不十分な生徒に対し，授業の合間や放課後などに更に指導し
ていますか

世界の自然環境の地域的特色を大観するとともに，自然と人間との関
係の変容について考察する学習

世界の諸民族の生活・文化を地域の自然環境及び社会環境と関連付
けて理解し，地域によって異なる人々の生活・文化を理解することの
意義について考察する学習

博物館や郷土資料館等の地域にある施設を活用した授業を行ってい
ますか

地球儀や多様な地図を活用して，交通・通信の発達による世界諸地域
の位置，距離関係の変化などに関する現代世界の特色と動向を国際
化の進展という観点から大観する学習

地域調査，縮尺の大きな地図の読み取りなどを通して，国際化の進展
の影響が身近な地域にも及んでいることを理解する学習

環境，資源・エネルギー，人口，食料及び居住・都市問題などの地球
的課題を理解するとともに，それらの諸課題を出現させた要因につい
て多面的に考察する学習

地球的課題は諸地域共通の課題であるとともに各地域によって現れ
方が異なっていることを理解し，地球的課題を地域的な視野から把握
することの意義や各国の取組について考察する学習

地球的課題の解決には，各国の取組のみならず，国際協力が必要で
あることを理解し，日本の地球的課題への取組や国際協力において
果たしている日本の役割などについて考察する学習

世界の諸地域の人々の交流の現状と諸課題を理解し，日本人が世界
の諸地域の人々と交流する際の課題などについて考察する学習
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412

(9) 様々な地図を使って，国や都市の位置や場所をよく調べていますか 412

(10)
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設問２ (1) ティーム・ティーチングや少人数指導を実施していますか 417

(2)

417

(3) 習熟の程度に応じて学習グループを編成した授業を行っていますか 417
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地理を勉強すれば，私は，社会の一員としてよりよい社会を考えること
ができるようになる

日本や世界各地の自然や人々の生活を扱ったテレビ番組をよく見て
いますか

地理Ｂの授業で，テーマを設けて討論する（話し合う）学習は好きです
か

地理Ｂの授業で，野外に出て観察したり調査したりする学習は好きで
すか

理解が不十分な生徒に対し，授業の合間や放課後などに更に指導し
ていますか

地理Ｂの授業で，自分の考えたことや調べたことを発表する学習は好
きですか

博物館や郷土資料館等の地域にある施設を活用した授業を行ってい
ますか

社会の一員としてよりよい社会を考えることができるよう，地理を勉強
したい

身近な地域の遺跡や文化財（神社，寺院など）を見学するのは好きで
すか

世界の国々や日本の各地の様子を扱った本や雑誌，ガイドブックをよ
く読んでいますか

地理Ｂの授業で，自分の考えたことや調べたことをレポートや報告書
にまとめたりすることは好きですか

ティーム・ティーチングや少人数指導の実施に当たっては，学習の実
現状況が十分でない生徒への対応という点が重視されましたか

地理Ｂの勉強に関することで，分からないことや興味・関心をもったこ
とについて自分から調べようとしていますか

地理Ｂの勉強で，学校の図書館などを利用して，資料を集めたり活用
したりしていますか
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交通・通信の発達が，人々の地理的視野を拡大し地域間の交流を一
層密接にしていることを大観するとともに，国際社会の形成に大きな
役割を果たしていることについて考察する学習

世界の人口の分布や動態を大観するとともに，人口問題の現れ方は
地域によって異なっていることを理解し，その解決への取組について
考察する学習

世界の自然環境の地域的特色を大観するとともに，それらの地域の
自然環境の特色を，自然を構成する諸要素を相互に関連付けて総合
的に理解する学習

生活様式や生産様式，集落の立地など人間の諸活動の地域的特色
を自然環境及び社会環境と関連付けて理解し，人間と自然との関係
の変容について考察する学習

現代世界が多様な国家から構成されていることを大観するとともに，
それらの国家が他の国々と結び付いて国家群を形成していることや領
土問題の動向について考察する学習

地球儀と世界地図を活用して，世界諸地域の地球表面上の方位，位
置，距離関係や時差及び世界地図の利用上の問題などについて理解
する学習

地域に関する情報の地図化などの活動を通して，地域の特色を資料
に基づいて把握する方法を考察するとともに，地図・画像も目的に応じ
て作成されていることを理解する学習

地域調査，縮尺の大きな地図の読み取りなどを通して，国際化の進展
の影響が身近な地域にも及んでいることを理解するとともに，世界の
国々に関する文献調査を通してその特色を理解し，世界や日本の諸
地域を調査・研究する方法について考察する学習

現代世界における日本の立場と役割を地理的な観点から総合的に考
察するとともに，国際社会に生きる日本人の態度について考察する学
習

世界に居住する人種・民族の地域的特色を理解し，人種・民族と国家
との関係やそれをめぐる問題について考察する学習

産業や人口の都市集中の地域的特色を理解し，それらが地域の産業
や生活・文化に及ぼす影響や快適な環境づくりを目指す諸活動につい
て考察する学習

世界の人々の消費や余暇に関する行動の地域的特色とその動向を
地理的諸条件と関連付けて理解し，消費や余暇の行動圏の拡大が諸
地域の産業や開発に及ぼす影響について考察する学習

自然や文化などの多様性に着目して世界を幾つかの地域に区分する
方法を理解するとともに，世界の地域の特色を総合的に把握する方法
について考察する学習

日本の国土の特色とその変容を，位置や領域などの諸要素を関連付
けて総合的に理解するとともに，日本全体の地域的特色を総合的に
追究する方法について考察する学習

世界の環境問題の動向を大観するとともに，環境問題の現れ方は地
域によって異なっていることを理解し，その解決への取組について考
察する学習

農業，工業など産業活動の地域的特色を大観するとともに，産業の立
地と地域の変容の関係について考察する学習

諸地域の産業活動の現状と動向を国際化，情報化の進展と関連付け
て理解し，これらの社会の変化が諸地域の産業活動に及ぼす影響に
ついて考察する学習

都市，村落の機能や結び付きなどの地域的特色と動向を人々の生活
と関連付けて理解する学習
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８　現代社会 463

生徒質問紙 設問１ (1) 「現代社会」はどの学年で履修しましたか 463

(2) 次の科目は，どの学年で履修しましたか 464

(3)

466

設問２ (1) 現代社会の勉強が好きだ 467

(2) 現代社会の勉強は大切だ 467

(3) 現代社会の勉強は，入学試験や就職試験に関係なくても大切だ 467

(4) 現代社会を勉強すれば，私の入学試験や就職試験に役立つ 468

(5) 現代社会を勉強すれば，私の好きな仕事につくことに役立つ 468

(6) 現代社会を勉強すれば，私のふだんの生活や社会生活の中で役立つ 468

(7) 現代社会を勉強すれば，私は，自分の生き方を考えるのに役立つ 469

(8)

469

(9) 入学試験や就職試験に役立つよう，現代社会を勉強したい 469

(10) 自分の好きな仕事につけるよう，現代社会を勉強したい 470

(11) ふだんの生活や社会生活の中で役立つよう，現代社会を勉強したい 470

(12) 自分の生き方を考えることに役立つよう，現代社会を勉強したい 470

(13)

471

(14) 将来，現代社会の勉強を生かした仕事をしたい 471

設問３ (1) 現代社会の授業がどの程度分かりますか 473

(2)

473
(3)
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(4) 新聞の政治や経済の欄をよく読んでいますか 474

(5)
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475
(8)
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476
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(13) 現代社会の授業で，テーマを設けて調べる学習は好きですか 477
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477
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教師質問紙 設問１ (1) あなたの年齢を記入してください 480

(2) あなたの性別を記入してください 480

(3) あなたの教職経験年数を記入してください 480

現代社会の授業で，自分の考えたことや調べたことを発表する学習は
好きですか

インターネットで，政治や経済についての情報を見たり取り出したりし
ていますか

現代社会の授業で，政治の問題について討論する（話し合う）学習は
好きですか

現代社会の授業で，経済の問題について討論する（話し合う）学習は
好きですか

現代社会の授業で，自分の考えたことや調べたことをレポートや報告
書にまとめたりすることは好きですか

現代社会の授業で，文化や社会，倫理的な問題について討論する（話
し合う）学習は好きですか

現代社会の勉強で，学校の図書館などを利用して，資料を集めたり活
用したりしていますか

「現代社会」は，あなたの目指している進路先の入学試験や就職試験
の対象となっていますか

現代社会を勉強すれば，私は，社会の一員としてよりよい社会を考え
ることができるようになる

現代社会の勉強に関することで，分からないことや興味・関心をもった
ことについて自分から調べようとしていますか

社会の一員としてよりよい社会を考えることができるよう，現代社会を
勉強したい

文化や社会の動向を知るためや倫理的な問題について考えるため，
テレビのニュース番組をよく見ていますか

新聞の文化や社会の欄や倫理的な問題にかかわる内容をよく読んで
いますか

政治や経済の動向を知るため，テレビのニュース番組をよく見ていま
すか

インターネットで，文化や社会，倫理的な問題についての情報を見たり
取り出したりしていますか
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(3)

512

設問２ (1) 倫理の勉強が好きだ 513

(2) 倫理の勉強は大切だ 513
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「倫理」は，あなたの目指している進路先の入学試験や就職試験の対
象となっていますか

倫理を勉強すれば，私は，社会の一員としてよりよい社会を考えること
ができるようになる

理解が不十分な生徒に対し，授業の合間や放課後などに更に指導し
ていますか

社会の一員としてよりよい社会を考えることができるよう，倫理を勉強
したい

xv



(3)

519

(4) 新聞の生き方や倫理的問題にかかわる内容をよく読んでいますか 520

(5)

520
(6)

520
(7)

521

(8) 倫理の授業で，テーマを設けて調べる学習は好きですか 521

(9)

521
(10)

522

教師質問紙 設問１ (1) あなたの年齢を記入してください 524

(2) あなたの性別を記入してください 524

(3) あなたの教職経験年数を記入してください 524

設問２ (1) ティーム・ティーチングや少人数指導を実施していますか 525

(2)

525

(3) 習熟の程度に応じて学習グループを編成した授業を行っていますか 525

(4) 宿題を出していますか 526

(5) コンピュータを活用した授業を行っていますか 526

(6) 学校図書館を活用した授業を行っていますか 526

(7) 課題解決的な学習を取り入れた授業を行っていますか 527

(8) 観察や調査・見学，体験を取り入れた授業を行っていますか 527

(9) 調べたことを発表させる活動を取り入れた授業を行っていますか 527

(10) 発展的な課題を取り入れた授業を行っていますか 528

(11)

528

生徒質問紙 設問４

教師質問紙 設問３ (1) 青年期の意義・課題と生き方 530

(2) 哲学・宗教・芸術の意義と人間としての自覚 532

(3) 核家族化など現代社会の特質と人間 534

(4) 人間の尊厳と生命への畏敬など現代社会を生きる倫理 536

(5) 日本の風土と日本人の考え方 538

(6) 外来思想の受容と日本の伝統 540

(7) 国際社会における日本人としての在り方生き方 542

１０　政治・経済 547
生徒質問紙 設問１ (1) 「政治・経済」はどの学年で履修しましたか 547

(2) 次の科目は，どの学年で履修しましたか 548

(3)

550

設問２ (1) 政治・経済の勉強が好きだ 551

(2) 政治・経済の勉強は大切だ 551

(3) 政治・経済の勉強は，入学試験や就職試験に関係なくても大切だ 551

(4) 政治・経済を勉強すれば，私の入学試験や就職試験に役立つ 552

(5) 政治・経済を勉強すれば，私の好きな仕事につくことに役立つ 552

(6)

552

倫理の授業で，自分の考えたことや調べたことを発表する学習は好き
ですか

政治・経済を勉強すれば，私のふだんの生活や社会生活の中で役立
つ

倫理の勉強で，学校の図書館などを利用して，資料を集めたり活用し
たりしていますか

インターネットで，生き方や倫理的課題についての情報を見たり取り出
したりしていますか

倫理の授業で，自分の考えたことや調べたことをレポートや報告書に
まとめたりすることは好きですか

生き方や倫理的課題について考えるため，テレビのニュース番組をよ
く見ていますか

倫理の授業で，生き方や倫理的課題について討論する（話し合う）学
習は好きですか

「政治・経済」は，あなたの目指している進路先の入学試験や就職試
験の対象となっていますか

理解が不十分な生徒に対し，授業の合間や放課後などに更に指導し
ていますか

ティーム・ティーチングや少人数指導の実施に当たっては，学習の実
現状況が十分でない生徒への対応という点が重視されましたか
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(7)
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(8) 入学試験や就職試験に役立つよう，政治・経済を勉強したい 553

(9) 自分の好きな仕事につけるよう，政治・経済を勉強したい 553

(10) ふだんの生活や社会生活の中で役立つよう，政治・経済を勉強したい 554

(11)
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(12) 将来，政治・経済の勉強を生かした仕事をしたい 554

設問３ (1) 政治・経済の授業がどの程度分かりますか 556

(2)
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(3)
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(4) 新聞の政治や経済の欄をよく読んでいますか 557

(5)
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(6)
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(7)

558
(8)
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(9) 政治・経済の授業で，テーマを設けて調べる学習は好きですか 558

(10)

559
(11)

559

教師質問紙 設問１ (1) あなたの年齢を記入してください 562

(2) あなたの性別を記入してください 562

(3) あなたの教職経験年数を記入してください 562

設問２ (1) ティーム・ティーチングや少人数指導を実施していますか 563

(2)
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(3) 習熟の程度に応じて学習グループを編成した授業を行っていますか 563

(4) 宿題を出していますか 564

(5) コンピュータを活用した授業を行っていますか 564

(6) 学校図書館を活用した授業を行っていますか 564

(7) 課題解決的な学習を取り入れた授業を行っていますか 565

(8) 観察や調査・見学，体験を取り入れた授業を行っていますか 565

(9) 調べたことを発表させる活動を取り入れた授業を行っていますか 565

(10) 発展的な課題を取り入れた授業を行っていますか 566

(11)

566

生徒質問紙 設問４

教師質問紙 設問３ (1) 世界の政治や経済の情勢や日本の近代化の特質 568

(2) 環境，資源，人口など国際社会の課題 570

(3) 民主政治の基本原理や世界の主な政治体制 572

(4) 日本国憲法と民主政治の仕組み 574

(5) 国際政治の動向と国際連合の働きや国際政治の諸課題 576

(6)

578

政治・経済の授業で，自分の考えたことや調べたことをレポートや報告
書にまとめたりすることは好きですか

インターネットで，政治や経済についての情報を見たり取り出したりし
ていますか

政治・経済の授業で，自分の考えたことや調べたことを発表する学習
は好きですか

政治・経済を勉強すれば，私は，社会の一員としてよりよい社会を考え
ることができるようになる

資本主義経済の発展や社会主義経済など経済社会の変容と企業や
政府の役割

ティーム・ティーチングや少人数指導の実施に当たっては，学習の実
現状況が十分でない生徒への対応という点が重視されましたか

政治・経済の勉強で，学校の図書館などを利用して，資料を集めたり
活用したりしていますか

政治・経済の授業の中で，政治の問題について討論する（話し合う）学
習は好きですか

政治・経済の授業の中で，経済の問題について討論する（話し合う）学
習は好きですか

政治や経済の動向を知るため，テレビのニュース番組をよく見ていま
すか

政治・経済の勉強に関することで，分からないことや興味・関心をもっ
たことについて自分から調べようとしていますか

社会の一員としてよりよい社会を考えることができるよう，政治・経済を
勉強したい

理解が不十分な生徒に対し，授業の合間や放課後などに更に指導し
ていますか
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