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本日のアウトライン

１．昨年度の実践より

２．今年度の改善点

３．研究を行って明らかにしたこと

４．成果と課題



研究内容

本校社会科部における育成したい生徒像

「社会における課題を発見し，

その解決策を考え実践できる生徒」

キーワード 課題把握 課題解決への見通し



１．昨年度の実践より

（１）研究仮説について

（２）学習の見通しと振り返りの必要性

（３）本校生徒の実態調査より

（４）これまでの研究から気付き



（１）研究仮説

資質・能力が身に付いた状態を想定して単元や
一単位時間の授業を逆向きの設計にすることで，
適切な「問い」を設定し，生徒が課題を把握し，
その解決への見通しをもつことができるだろう。

↓

検証方法

生徒が解決への見通しをもてたかどうかワークシートの記述を
活用して見取っていくこと。



単元で身に付けさせたい知
識・技能を事前に明らかにし
ておき，書き出す。

単元で身に付けさせたい概
念・知識を表現させたいもの
を想定して書き出す。

単元で身に付けさせ
たい知識及び技能や
思考力・判断力・表
現力等を身に付けさ
せる活動を設定する。

この単元での学びを串刺すよ
うな問いを設定する。



（２）学習の見通しと振り返りの必要性

生徒は

〇 できるだけ効率よく学んでいきたい

〇 学んできたことを生かして，学びを深めていきたい

教師は

〇 生徒に疑問を解決する授業を味わってもらいたい

〇 生徒に分野間の学びのつながりを味わってもらいたい

〇 授業での学びを日常にある課題解決に活用してもらいたい



振り返りを行うことで

教師は

〇生徒の「学習に向かう態度」の変容を見取りやすくなる。

〇生徒がどの程度「知識」を獲得しているか見取りやすくなる。

〇生徒の「思考力，判断力，表現力等」の育成の手助けを行いや
すくなる。



（３）本校生徒の実態調査より
単元を貫く課題をとらえ、その解決への見通しを持つことができたか。
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（４）昨年度の研究から気付き

【昨年度の研究における，教師の課題把握の認識】
生徒が学習課題への興味を高くもつことを把握と捉えた。

↓
学習の動機付けに重点を置いた授業の設計

【現在の課題把握について】
生徒が学習問題を解決するために，これまでの学びを生かして

課題を挙げる，調査方法や追究課題を考える。
↓

学習の動機付け＋学習の方向付けも行える授業の設計



２．今年度の改善点

（１）ワークシートの体裁

（２）単元の導入と振り返りの時間の計画・実施

（３）研究を行って明らかにしたこと



（１）ワークシートの体裁

中項目を単元としたワークシート 小単元のワークシート



定型的な中項目を貫く問
いを設定することで，前
の時代や次の時代との変
化を比較したり関連付け
たりして時代を大観させ
ることをねらう。

小単元のワークシートの
解を転記することで，基
礎的・基本的な知識の定
着を見取る。

学年をまたぐ中項目は，
評価時期を設定し，学習
の途中の様子を記述させ
る。

単元を貫く学習問題に対
する初発の考えを書く欄
をワークシートの上に
持ってくることで，学習
の過程と一致させた。



小単元の学習問題につい
ては，「どのように」と
いう状態を問う課題を設
定した。

学習を振り返り，学習の
際に重要な事象を学習の
ポイントとして記述させ
る。学習よりわかったこ
とは授業のまとめとして
課題に対する解を記述さ
せる。

本時の課題の設定に当
たっては，具体的な社会
的事象について問う課題
を設定する。



(ｱ) 欧米における近代社会の成立とアジア諸国の動き



中項目の終わりに，初発
の考えや小単元での身に
付けた知識や気付き（破
線部）を振り返って中項
目全体を大きく振り返り
問いに対しての解を記述
させる。

中項目の初めに，これま
での学びを生かしながら
単元を貫く学習問題にい
しての初発の考えを記述
させる。

生徒の記述に対して，線
を引いたりチェックをつ
けたり，することで焦点
化させる。
支援を要する生徒に対し
ては，コメントを残す場
合もある。



小単元の初めに，これま
での学びを生かしながら
単元を貫く学習問題にい
しての初発の考えを記述
させる。

単元の終わりに，初発の
考えや小単元での身に付
けた知識や気付き（破線
部）を振り返って小単元
の学習問題に対しての解
を記述させる。

生徒の記述に対して，線を引
いたりチェックをつけたり，
することで焦点化させる。
支援を要する生徒に対しては，
コメントを残す場合もある。



問いから疑問に思ったことを記述

C(1) 人間の尊重と日本国憲法 より
問い：日本国憲法が保障する権利を守るために、私たちはどのように
社会に関わるべきなのだろうか。

権利について、単元
での学びを活用して
深めていることが読
み取れる。

見方・考え方を振り返る



単元内での生徒の変容を記述
から追っていく。

問いから疑問に感じたことと
問いの解決に役立ちそうなこ
れまでの学びを記述させ。学
習のつながりを見取ります。
複数単元のワークシートを同
時に見ることで生徒の課題把
握の力の変化がつかむ。

よりよい社会の実現を視野に
そこで見られる課題を主体的
に追究・解決しようとする態
度を見取る

小単元の学習問題にどこ
まで迫れたか，生徒自身
が自己の学びを評価する
ことで試行錯誤の様子を
見取る。



問いの解決に役立ちそうなこれまでの学びを記述

A(1) ①世界の地域構成 より

問い：世界はどのようなすがたをしているのだろう。

B(2) 世界の諸地域 ⑥オセアニア州 より

なぜオーストラリアはアジアとの結びつきを強めたのだろう。
学習のつながり、
生徒の課題把握
の力を見取りま
す。



B(2) 世界の諸地域 ③アフリカ州 より

よりよい社会の実現を視野に入れていると考える記述の例

アフリカの中での格差という課題に気付いている。

世界の中での格差という地球的課題を自分た
ちの国をあてはめ、自分事として考えている。

解決策の実現可能性は公民的分野の学習を経
て、再び考えていく。



ワークシートによる指導と評価の一体化



（２）単元の導入と振り返りの計画・実施

単元計画をご覧ください。



振り返りを行うことで

生徒は

授業で獲得した知識をつなぎ合わせて表現する。

↓

学んだことを生かして，学びを整理し，深める。



単元の導入 地理的分野



学習を振り返る活動 地理的分野



単元の導入 地理的分野



学習を振り返る活動 地理的分野



学習を振り返る活動 地理的分野



学習を振り返る活動 公民的分野



（３）研究を行って明らかにしたこと

① 逆向きの授業設計の意味の確認

② 評価について



①逆向きの授業設計の意味の確認

授業改善の視点を教師が認識できる

A 問いの工夫

B 生徒の思考過程を想定する

C 補助発問の工夫・用意・バリエーション



A 問いの工夫

① 生徒の知識を問う【動機付け】

② 生徒の常識と事実の差を問う【動機付け】

③ 社会科の学習ならではの見方・考え方が働く問い【方向付け】



A-1 地理的分野

① アフリカにどのようなイメージかあるか。

→生徒の反応 砂漠。暑い。動物がたくさんいる。貧しい。

② アフリカは資源が豊富にあるのに，貧しいと言ってよいのだ

ろうか。

→生徒の反応 資源が活用されていない。一部の国しか資源がない。

資源を輸出して発展している。

③ 私たちの知らないアフリカとはどのような地域だろう

→生徒の反応 貧しい地域、資源によって発展を遂げている地域、

自動車工業など他国の企業が進出している地域があり、格差があ

る。自立に向けて、自国で産業を変容させる取り組みをしたり、

援助を受けている地域もある。



A-2 歴史的分野

① 聖武天皇は何をしたのだろうか。

→生徒の反応 奈良の大仏を造った人

② 大仏造営にはどれくらいの努力があったのだろうか。

→生徒の反応 全国から資源や人が集められて多くの負担が
あった。

③ なぜ，奈良の大仏はこの時期にこれだけのものを造ったのだ
ろうか。

→生徒の反応 大陸からの圧力が強まる中，天皇による政治を
行う上で，東アジアから取り入れられた律令体制や仏教の力
を借りて国家を治めていこうとしたから。



A-3 公民的分野

① 公共料金には，どのような種類があるのだろうか。

→生徒の反応 電気料金、鉄道運賃、手紙・はがきなどの便料
金、公営水道料金、社会保険資料報酬

② 公共料金なのに，格安航空やタクシー初乗り運賃変更のように、
価格が変わるものには，どのようなものがあるのだろうか。
→生徒の反応 電力自由化など

③ なぜ，すべての経済を市場の働きだけに任せておくことができ
ないのだろうか。

→生徒の反応 人権、安全、生活にかかわるものは、需要にに
関係なく供給されなければならないから。



B 生徒の思考過程を想定する

C 補助発問の工夫・用意・バリエー
ションの準備



② 評価について

A 生徒の学習改善に生かす評価の実施について

B 評定に用いる評価の実施について



A 生徒の学習改善に生かす評価の実施
について

1. ワークシートに線を引いたりチェックをつける。

2. コメントを残す。



学習改善に向け，生徒の気づきを促す

ふれてほしい
点を示す。

改善された点
を焦点化する。

改善された記
述から評価を
再度行う。



B 評定に用いる評価について
ワークシートを用いた評価の実際
問い：主権者である私たちはどのように国の政治に関わっていくのがよいのだろうか

生徒の学習改善に生かす評価

評定に用いる評価

さらにふれてほ
しい点を示す。

国民審査の影響力
の大きさにふれる
ようになったため、
Aと判断した。



４．成果と課題

成果

学習の方向づけ → 取り組み方 → 解決へ見通し

生徒の学習改善に生かす評価を充実させることで生徒の学びの調
整が生まれる。

課題

単元の組み方

レディネスの把握

生徒の学びと教師のねらいのずれ


