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研究主題

探究的な学習活動を通して、
高次の能力を育むことを可能とする

単元構成とは

予測困難な社会の変化に対し、主体的に判断し、課題を
解決していく力の重要性。
選挙権年齢や成年年齢が引き下げられ、
公民としての資質・能力を育むことの重要性。 2



資質・能力の要素（目標の柱）

能力・学習活動の階
層レベル（カリキュ
ラムの構造）

知識 スキル 情意（関心・意欲・態
度・人格特性）

認知的スキル 社会的スキル

教
科
等
の
枠
づ
け
の
中
で
の
学
習

知識の獲得と
定着（知って
いる・でき
る）

事実的知識、技能
（個別的スキル）

記憶と再生、機械的実行と
自動化 学び合い、知識の共同構

築

達成による自己効力感

知識の意味理
解と洗練（わ
かる）

概念的知識、方略
（複合的プロセ
ス）

解釈、関連付け、構造化、
比較・分類、帰納的・演繹
的推論

内容の価値に即した内
発的動機、教科への関
心・意欲

知識の有意味
な使用と創造
（使える）

見方・考え方（原
理と一般化、方法
論）を軸とした領
域固有の知識の複
合体

知的問題解決、意思決定、
仮説的推論を含む証明・実
験・調査、知やモノの創発
（批判的思考や創造的思考
が深く関わる）

プロジェクトベースの対
話（コミュニケーショ
ン）と協働

活動の社会的レリバン
スに即した内発的動機、
教科観・教科学習観
（知的性向・態度）

学
習
の
枠
づ
け
自
体
を
学
習
者
た
ち

が
決
定
・
再
構
成
す
る
学
習

自律的な課題
設定と探究
（メタ認知シ
ステム）

思想・見識、世界
観と自己像

自律的な課題設定、持続的
な探究、情報収集・処理、
自己評価

自己の思い・生活意欲
（切実性）に根差した
内発的動機、志やキャ
リア意識の形成、

社会関係の自
治的組織化と
再構成（行
為システム）

人と人との関わり
や所属する共同
体・文化について
の意識、共同体の
運営や自治に関す
る方法論

生活問題の解決、イベン
ト・企画の立案、社会問題
の解決への関与・参画

人間関係と交わり（チー
ムワーク）、ルールと分
業、リーダーシップとマ
ネジメント、争いの処
理・合意形成、学びの場
や共同体の自主的組織化
と再構成

社会的責任や倫理意識
に根差した社会的動機、
道徳的価値観・立場性
の確立

学校で育成する資質・能力の要素の全体像を捉える枠組み（出典：石井英真『今求められる
学力と学びとは―コンピテンシー・ベースのカリキュラムの光と影』日本標準、2015年。）

※太字部分は、それぞれの能力・学習活動のレベルにおいて、カリキュラムに明示され中心的に意識されるべき目標の要素。
※認知的・社会的スキルの中身については、学校ごとに具体化すべきであり、学習指導要領等で示す場合も参考資料とすべきだろう。情
意領域については、評定の対象というより、形成的評価やカリキュラム評価の対象とすべきであろう。 3



高次の学力とは何か？
・「見方・考え方」を働かせて、思考・判断・表現する力

・批判的思考力や創造的思考力

・メタ認知をする力

なぜ探究的な学習活動か？
「見方・考え方」を働かせて、思考・判断・表現する力や

批判的思考力、創造的思考力など育むためには、正解がすぐ
分かる問いではなく、正解のない探究的な学習活動が必要。
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研究内容

ア 新科目「公共」について、目標・学習活動・評価についての

理論研究を行い、授業を行う際の目標・学習活動・評価の

具体を明らかにする。

イ 新科目「公共」についての理論研究の結果に基づいて、学

習指導要領を踏まえ、目標を設定し、目標に基づき「主体

的・対話的で深い学び」の視点からの学習活動を組織し、

評価の在り方を検討した上で、単元開発を行う。

ウ 作成した単元計画と学習指導案をもとに、授業を実践し、

生徒の振り返りやワークシート等の記述を分析することで

手立ての有効性を検証する。
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令和２年度の研究の成果

成果１ 高次の能力の中身を吟味し、目標として具体化する

ことができた。

成果２ 目標を達成するために、生徒が主体的に取り組む追究活動を

組織することで「主体的・対話的で深い学び」を実現し、

生徒の資質・能力の育成につながった。

成果３ ＩＣＴを活用して生徒の振り返りを保存・集約する

ことで形成的評価を行うことができた。

成果４ 生徒の振り返りをもとに、形成的な評価の際の

ルーブリックを作成することができた。
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令和２年度の課題

・新科目「公共」を見据えて、年間計画を作成し、単元構成の

開発をすること。

・特に「高次の能力を見取るための評価課題」のさらなる開発。

・形成的評価・総括的評価の評価規準の吟味。

・「社会に開かれた評価を実現する方法」の開発。
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令和３年度の研究の重点

①新科目「公共」を見据えた年間指導計画の作成および

単元の開発（大項目Bのアの(ｳ）以外での単元開発。）

②「高次の能力を見取るための評価課題」のさらなる開発。

③形成的評価、総括的評価の評価規準の吟味。

→特に学習改善につなげる形成的評価の在り方についての研究

→その際,質的に判断されなければならないことから,単元で設定した目標
に合致するルーブリックの開発に取り組む。
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具体的な研究活動 ①年間指導計画について

～公共の内容構成～

・大項目Aで学ぶ「社会に参画する際の選択・判断するための手
掛かりとなる概念や理論など」や「公共的な空間における基本的
原理」などの「見方・考え方」の理解をＢ・Cへつなげる

・大項目Bでは、現実社会の諸課題に関わる具体的な主題を設定
し、これを基に生徒の学習意欲を高める具体的な問いを立て、こ
れを追究したり解決したりする学習展開を重視する。

・大項目Cでは、A・Bで扱った課題などへの関心を踏まえて、現
代の諸課題をAで身に付けた選択・判断の手掛かりとなる考え方
や公共的な空間における基本的原理を活用しながら探究する。
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具体的な研究活動 ①年間指導計画について

10橋本康弘編著『高校社会 「公共」の授業を創る』P１７ 図３より引用



具体的な研究活動 ①年間指導計画について
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☆２年間の研究成果を踏まえ、来年度以降の年間指導計画を作成
大項目A 単元名：「公共」とは何か？正義とは何か？
→【4月～5月中旬まで】１１時間程度

大項目B 単元名：法と経済はどのような関係にあるのか？
→【5月中間後～6月下旬中間試験まで】 １１時間程度
【6月下旬～9月下旬前期期末試験まで】１１時間程度

大項目B 単元名：グローカルな市民として私たちはどうあるべきか？
→【10月初旬～11月下旬中間試験～年明け】２２時間程度

大項目C 単元名：持続可能な社会づくりの主体として私たちに何ができるか？
→【年明け～3月初旬期末試験まで】１５時間程度 大項目C



具体的な研究活動 ①年間指導計画について
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【4月～5月中旬まで】１１時間程度

大項目A 単元名：「公共」とは何か？正義とは何か？

第1次 公共的な空間を作る私たち 2時間

第2次 公共的な空間における人間としての在り方生き方 3時間

第3次 公共的な空間における基本的原理 ６時間



具体的な研究活動 ①年間指導計画について
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【5月中間後～6月下旬中間試験まで】 １１時間程度

【6月下旬～9月下旬前期期末試験まで】１１時間程度

大項目B 単元名：法と経済はどのような関係にあるのか？
第１次 法に関する小単元（効率と公正）～法とは何か？その役割は何か？～

【法や規範の意義及び役割】
５時間

第２次 市場経済はどのような原理のもとで機能しているか？
【市場経済の機能と限界】【金融の働き】

４時間

第３次 私たちの社会はどのような課題を抱え、そこで法と経済はどのような関係に
あるのか？
【財政及び租税の役割、少子高齢社会における社会保障の充実・安定化】
【雇用と労働問題】【多様な契約及び消費者の権利と責任】＋総括的評価

１３時間



具体的な研究活動 ①年間指導計画について
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【10月初旬～11月下旬中間試験～年明け】２２時間程度

大項目B 単元名：グローカルな市民として私たちはどうあるべきか？

第１次 主権者として私たちはどうあるべきか？
【国家主権、領土（領海・領空を含む）】
【政治参加と公正な世論の形成】【司法参加の意義】

５時間

第２次 グローカルな市民として私たちはどうあるべきか？
【経済のグローバル化と相互依存関係の深まり（国際社会に
おける貧困と格差の問題を含む）】
【国際貢献を含む国際社会における我が国の役割】
【我が国の安全保障と防衛】

１４時間

第３次 あなたは将来どのように生きたいか？
【職業選択】＋総括的評価

３時間



具体的な研究活動 ①年間指導計画について
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【年明け～3月初旬期末試験まで】１５時間程度 大項目C

大項目C 単元名：持続可能な社会づくりの主体として私たちに何ができるか？

第１次 課題の設定 ２～３時間

第２次 課題に対する現状把握と解決策の探究 ５～６時間

第３次 中間報告（探究内容に関する助言） １時間

第４次 助言を踏まえて探究 ３～４時間

第５次 最終報告および学習の振り返り ２時間



具体的な研究活動 ①単元開発について

今年度開発した単元

実践者 福井県立若狭高校 松村一太朗 教諭

実施学年：1年生 現代社会

実践①：「正義とは何か？～先人たちの多様な考え方～」

→大項目Aに相当（４時間）

実践②：「私たちの社会において法はどのような役割を

果たしているのか？」

→大項目B（ア）と（ウ）に相当（５時間）
※令和３年10月27日および１１月５日 教育課程研究指定校事業 研究授業として発表
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令和３年10月27日および11月5日
教育課程研究指定校事業 研究授業の様子

17



具体的な研究活動 ①単元開発について

☆実践②における単元開発にあたっての特色

→法分野の専門家と協働して単元構想・授業内容を検討

「福井法教育研究会」の皆様（大学教授3名、弁護士8名、民間経営者1名）と合計4回にわたる
研究会の開催

～研究会を通して得られた知見～

・法教育とは法内容の理解ではなく、法の根底にある価値観の理解を重視

→「公共」における見方・考え方（幸福・公正・効率・正義）を軸とした学習との親和性

・「現代社会」では法教育の内容が政治や経済といった分野に散りばめられており、
体系的な単元学習を通じて生徒の法に対する理解や認識を育むことが十分にできて
いない

・「現代社会」では倫理・政治・法・経済・国際といった各分野が独立した内容に
なっており、各分野間の内容のつながりが不十分である
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第１次
（実践②）

私たちの社会において法はどのような役割を果たしているのか？
内容：法や規範の意義及び役割

５時間

第２次 市場経済はどのような原理のもとで機能しているか？
内容：市場経済の仕組み、国民所得と経済成長

２時間

第３次 私たちの社会はどのような課題を抱え、そこで法と経済はどのよう
な関係にあるのか？
内容：戦後日本経済の歩み、中小企業とその役割、日本の農業と食
料自給、公害の発生と防止、消費者問題と消費者保護、雇用問題と
労働関係の改善、社会保障と国民福祉

10時間

19

具体的な研究活動 単元計画について
単元：法と経済はどのような関係にあるのか？



実践②における単元計画

単元名 「私たちの社会において法はどのような役割を果たしているのか？」

第１時～第２時：私たちの社会において法はどのような役割を果たしているのか？

～テーマパークにおけるシングルライダーにあなたは賛成・反対？～

第３時～第５時：私たちの社会において法はどのような役割を果たしているのか？

～チケット不正転売禁止法にあなたは賛成・反対？～

20

具体的な研究活動 単元計画について



具体的な研究活動 単元計画について

成果１）第1次（実践②）の目標（昨年度の研究の成果より）
授業実践における単元の目標は、「公共」の大項目Ｂ「自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち」の（内容の取扱い）を踏まえて
設定した。（ただし現行学習指導要領上の指導内容にも準拠する）

授業実践②における単元の目標の例

【知識・技能】

・法や経済についての様々な資料から収集し、読み取り、まとめる技能を身につける。

・法の意義や役割、さらにその背景にある価値について理解する。

・法に関係する具体的な課題について考えることを通して、「公正・効率」といった見方・考え方に対する理解を深める。

【思考・判断・表現等】

・具体的な主題に関して、見方・考え方を活用して多面的・多角的な思考ができる。

・多面的・多角的な思考を通して私益だけでなく、公益を意識した価値判断ができるようになる。

・主題に関して協働して考察し、他者の意見を取り入れたり、批判的に検討しながら思考を深め、

明確な事実を論拠として表現することができる。

【学びに向かう力、人間性等】

・異なる価値観をもつ他者との議論や協働において他者を尊重しつつ、よりよい社会の実現に向けて粘り強く対話をすることが

できる。

・授業内容や他者との協働を通じて、自身の学びがどのように深まったのかを認識することができる。
21



具体的な研究活動 単元開発の工夫について

第1次（実践②）の学習活動において特に工夫した点

①「社会的な見方・考え方」を習得し、活用するためにスモールステップの課題事
例を用意し、その事例の検討を通じて見方・考え方の理解を深められるようにした
こと。

②生徒にとって切実性のある現実社会の課題に対して、「社会的な見方・考え方」
を働かせることを通して、課題事例を追究させたこと。

③法分野と経済分野を見方・考え方の活用を通じて横断的に学べるように課題事例
を選定し、単元を構成したこと。

④自身の学びの深まりを認識できるような授業デザイン・ワークシートの構成を

考えたこと。 22



具体的な研究活動 単元開発の工夫について

学習活動の工夫①について

【スモールステップの課題事例を用意して見方・考え方】を習得する

例１：テーマパークにおける「シングルライダー」の仕組みについて賛否を検討

→賛否の判断、理由付けを行わせる中で「効率」の見方・考え方の習得を目指す

例２：テーマパークにおける「エクスプレスパス」の仕組みについて賛否を検討

→賛否の判断、理由付けを行わせる中で「効率」「公正」の見方・考え方の習得
を目指す

→２つの簡単な課題事例の検討の後に本題である「チケット不正転売禁止法」の
是非を「効率」と「公正」の見方・考え方から検討

23



具体的な研究活動 単元開発の工夫について

学習活動の工夫②について

【生徒にとって切実性のある課題事例について検討】

思考する必然性を生み出し、学びの意味を実感させる「実際に生活や社会で直面す
るような状況に即して問題場面を考える」（「真正性（authenticity）」）が重要。

→「シングルライダー」も「エクスプレスパス」も生徒にとって身近な話題

→「チケット不正転売禁止法」はコンサートやスポーツイベントに参加したことが
あるほとんどの生徒にとって身近な話題
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具体的な研究活動 単元開発の工夫について

学習活動の工夫③について

【分野融合的な課題事例の選定】

「チケット不正転売禁止法」については

「効率」と「公正」の見方・考え方から検討することが可能

（「効率」を重視する経済原理に対して「公正」の立場から法が規制をかけている状態）

２つの狙い

１）見方・考え方を活用して検討することで法の根底にある価値や経済の基本原理
に対する認識を育むことができる

２）この次の経済の単元においても法と経済の緊張関係や促進関係を「効率」と
「公正」の見方・考え方を活用して引き続き学習することができる

→小単元での理解だけでなく、経済の大単元のなかで経済に対する理解と法の役割
に対する理解を深めていくことを意図

25



具体的な研究活動 単元開発の工夫について

学習活動の工夫④について

【自身の学びの深まりを認識できるような授業デザイン・ワークシートの構成】

○授業デザイン → 生徒の思考が徐々に複雑化していくように工夫

第1印象での意見形成 →資料を読み、見方・考え方を活用して意見形成

→グループや全体で多様な意見を共有 →最終的な自己の意見形成

○ワークシートの構成

自身の学習を振り返る際に、それぞれの段階の記述が1枚（両面）のワークシートに
残されており（学びの軌跡）、可視化されているように工夫。

自身の学びのプロセスや思考の深まりが可視化されるように工夫。

26



27

１回目の記述
（自身の第１印象）

２回目の記述
（資料の読解後）

３回目の記述
（クラス内での協働後）

ワークシートにおける工夫



第1次（実践②）の評価規準
【知識・技能】

①法や経済についての様々な資料から収集し、読み取り、まとめることができる。

②法の意義や役割、さらにその背景にある価値について理解している。

③法に関係する具体的な課題について考えることを通して、「公正・効率」といった見方・考え方に

対する理解を深めている。

【思考・判断・表現】

①具体的な主題に関して、見方・考え方を活用して多面的・多角的な思考ができる。

②多面的・多角的な思考を通して私益だけでなく、公益を意識した価値判断ができる。

③主題に関して協働して考察し、他者の意見を取り入れたり、批判的に検討しながら思考を深め、

明確な事実を論拠として表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】

①異なる価値観をもつ他者との議論や協働において他者を尊重しつつ、よりよい社会の実現に向けて

粘り強く対話をすることができる。

②授業内容や他者との協働を通じて、自身の学びがどのように深まったのかを認識することができる。

28

具体的な研究活動 ②評価課題の開発について



【思考・判断・表現】に関する形成的評価

29

具体的な研究活動 ②評価課題の開発について

第1次（実践②）における最終段階の記述（第５時）を評価

評価規準
①具体的な主題に関して、見方・考え方を活用して多面的・多角的な
思考ができる。

②多面的・多角的な思考を通して私益だけでなく、公益を意識した
価値判断ができる。

③主題に関して協働して考察し、他者の意見を取り入れたり、批判的
に検討しながら思考を深め、明確な事実を論拠として表現すること
ができる。



【思考・判断・表現】に関する形成的評価
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具体的な研究活動 ②評価課題の開発について

評価規準
①具体的な主題に関して、見方・考え方を活用して多面的・多角的な思考ができる。
②多面的・多角的な思考を通して私益だけでなく、公益を意識した価値判断ができる。
③主題に関して協働して考察し、他者の意見を取り入れたり、批判的に検討しながら思考を深め、
明確な事実を論拠として表現することができる。

A（十分満足できる）と
判断した生徒の記述例



【思考・判断・表現】に関する形成的評価
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具体的な研究活動 ②評価課題の開発について

評価規準
①具体的な主題に関して、見方・考え方を活用して多面的・多角的な思考ができる。
②多面的・多角的な思考を通して私益だけでなく、公益を意識した価値判断ができる。
③主題に関して協働して考察し、他者の意見を取り入れたり、批判的に検討しながら思考を深め、
明確な事実を論拠として表現することができる。

B（おおむね満足できる）
と判断した生徒の記述例

～その後の支援～

→返却時に口頭でフィードバック
（伝えた内容）
・授業では「効率」を「様々な無駄を省くことで全体の満
足度が向上するか」と説明したが、この記述ではどちらか
というと「幸福」の考え方に近い。転売を禁止することで
どのような無駄が省かれ、その結果誰の満足度が上がるの
かを記述できるとさらに良くなる。



【思考・判断・表現】に関する形成的評価
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具体的な研究活動 ②評価課題の開発について

評価規準
①具体的な主題に関して、見方・考え方を活用して多面的・多角的な思考ができる。
②多面的・多角的な思考を通して私益だけでなく、公益を意識した価値判断ができる。
③主題に関して協働して考察し、他者の意見を取り入れたり、批判的に検討しながら思考を深め、
明確な事実を論拠として表現することができる。

C（努力を要する）と
判断した生徒の記述例

～その後の支援～

→添削コメントおよび課題の返却時に支援
「一文目の主張を支える論拠を明示する必要があります。また公正
からのみの視点で意見を形成していますが、反対派の多くは効率を
重視する立場でした。そうした反対派の意見を踏まえて意見を形成
できると良いでしょう。」



【思考・判断・表現】に関する形成的評価から見えた指導の改善点

・同じ課題について賛成、反対を考える機会を３回も行ったことで思考の
深まりが見られた一方で、自身の価値観がより強固となり反対の立場の意
見を踏まえて、論理的に意見を記述できている生徒が少なかった。

→問の説明に「反対派の意見を踏まえて、自身の見解を述べよ」のような
指示が必要。

・多面的、多角的な思考は多くの生徒ができている一方で明確な事実をも
とに意見を形成できている生徒は少なかった。

→そもそも用意した資料では様々な立場からの意見はあったが、客観的な
データは用意されていなかった。転売に関するデータの資料も用意して、
そうしたデータから意見を形成できるようにする必要がある。

33

具体的な研究活動 ②評価課題の開発について



具体的な研究活動 ②評価課題の開発について

【知識・技能】【主体的に学習に取り組む態度】に関わる形成的評価

～振り返り（記述）で用意した問い～

Q1.この小単元を通して、「法」は私たちの社会でどのような役割を果たしていると
考えるようになっただろうか？この小単元の学習を終えた今のあなたの理解を自分の
言葉で書こう。

Q2.またそのような理解をするようになった要因やきっかけは何だったか？単元の内
容を振り返るとともに、あなたが単元当初に書いた記述と比較して、あなた自身の学
びに関して振り返ってみよう。

Q3.あなたはこの小単元を通して見方・考え方（「効率」や「公正」）に対してどの
ような理解を深めましたか？また一方でどんな疑問やわからないこと、さらに考えて
いきたいことがでてきましたか？

Q4.あなたはこの小単元を通して、友人との話し合いや資料の読み取りなどから自分
はどういった価値観をもった（大切にした）人間だと気づきましたか？自分の記述を
振り返ってみよう。
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具体的な研究活動 ②評価課題の開発について

実践②における形成的評価課題の開発（振り返りの記述）

～問いの背景にある狙い～
Q1.この小単元を通して、「法」は私たちの社会でどのような役割を果たしていると考えるようになっ
ただろうか？この小単元の学習を終えた今のあなたの理解を自分の言葉で書こう。

→この小単元のテーマである「私たちの社会において法はどのような役割を果たして
いるのか？」に関わる問い。生徒が小単元での学びを終えてどのように「法」を理解
するようになったのかを見とる。【知識・技能の規準②】

Q2.またそのような理解をするようになった要因やきっかけは何だったか？単元の内容を振り返るとと
もに、あなたが単元当初に書いた記述と比較して、あなた自身の学びに関して振り返ってみよう。

→小単元当初に書いた説明と今の自分がQ1で書いた説明を見比べることで自身の
「法」に対する理解が具体的にどのように深まったのかをメタ認知し、さらにその
きっかけを問うことで学習プロセス自体をメタ認知させることを意図。

【主体的に学習に取り組む態度の規準②】
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具体的な研究活動 ②評価課題の開発について

実践②における形成的評価課題の開発（振り返りの記述）

～問いの背景にある狙い～
Q3.あなたはこの小単元を通して見方・考え方（「効率」や「公正」）に対してどのような理解を深め
ましたか？また一方でどんな疑問やわからないこと、さらに考えていきたいことがでてきましたか？

→見方・考え方自体に対する理解の深まりを見とる。【知識・技能の規準③】

→疑問やさらに考えていきたいことから学びに向かう態度を見とる。

【主体的に学習に取り組む態度の規準②】

Q4.あなたはこの小単元を通して、友人との話し合いや資料の読み取りなどから自分はどういった価値
観をもった（大切にした）人間だと気づきましたか？自分の記述を振り返ってみよう。

→自身の価値観に対するメタ認知を育むことを意図。「現代社会に生きる人間として
の在り方・生き方についての自覚」を育む狙い。

【主体的に学習に取り組む態度の個人内評価の資料】
36



実践②における形成的評価課題に対する生徒の記述例
Q1.この小単元を通して、「法」は私たちの社会でどのような役割を果たしていると考えるようになっただろう
か？この小単元の学習を終えた今のあなたの理解を自分の言葉で書こう。

37

→「法」の役割を公正・効率の両面からとらえ、
「幸福」を目指すためのものとしてまとめて理解
できている。

→チケット不正転売禁止法の事例では「法」は
公正さを保つために制定されていたことを踏まえると
この説明になるのは学習上でどこか理解のつまづきが
あったことがうかがえる。

→シングルライダーの事例では「法＝ルール」は
「効率」を促進する役割を果たしていたが、チケッ
ト不正転売禁止法の事例の印象が強く残っているこ
とがうかがえる。経済分野の単元で「効率」を促進
する「法」の事例を扱う必要がある。



実践②の形成的評価課題（振り返り記述）から見えたこと（考察と課題）

38

（Q1から見えたこと）
法に対する理解に関しては全体的にまだ偏りがあり、不十分であることが
わかった。
小単元ではシングルライダーよりもチケット不正転売禁止法を主題として
扱ったために「法＝公正」ととらえる生徒が多くなったが、法には社会の
「効率」を促進する機能もある。今後の単元（経済）ではそのような機能
を果たしている「法」を事例として扱うことでバランスの良い法の役割認
識を育めると考えられる。



実践②における形成的評価課題に対する生徒の記述例
Q2.またそのような理解をするようになった要因やきっかけは何だったか？単元の内容を振り返るとともに、あな
たが単元当初に書いた記述と比較して、あなた自身の学びに関して振り返ってみよう。
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→単元当初の自分の法認識に対してどのような
理解が新たに加わったのかをメタ認知できている。
またそのきっかけとしてグループでの「話し合い」
をあげており、この生徒がグループワークのなかで
考えを深めていった様子がうかがえる。

→単元当初の理解として「社会の良い循環」を挙げてい
たがそれは「効率」のことを意味していたと理解してい
る。このことからこの生徒は単元での学びを通して「効
率」に対する理解を深めたことがわかる。また単元での
学びのなかで自身を含め多くの人が判断基準として
「フェアさ＝公正」を用いていたことから、「公正」と
いう見方・考え方の重要性を認識できたことがわかる。



実践②の形成的評価課題（振り返り記述）から見えたこと（考察と課題）
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（Q2から見えたこと）
話し合いや全体共有の中で自分とは異なる視点や意見に出会わせることの
重要性を確認できた。一方で単元当初の自身の記述と単元後の自身の記述
を比較して、その過程の学びのプロセスを認識できている生徒はまだ少な
く、このプロセスの認識の重要性を確認していく必要性があると感じた。



実践②における形成的評価課題に対する生徒の記述例
Q3.あなたはこの小単元を通して見方・考え方（「効率」や「公正」）に対してどのような理解を深めましたか？
また一方でどんな疑問やわからないこと、さらに考えていきたいことがでてきましたか？
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→多角的に物事を思考・判断することの重要性に気づいてい
る。一方で、「効率」と「公正」をトレードオフの関係で理
解していることがうかがえる。単元のなかで「公正」と「効
率」を対決させる形で学習を進めたためではないかと考えら
れる。これについては後の単元での学びで認識の修正を図っ
ていく必要があることがわかる。

→多角的に物事を思考・判断することの重要性に気づいている。
またさらに思考を進めて、あらゆる制度や法が完璧でないとする
ならばそこで切り捨てられてしまう立場の人々をどう「補う」
＝救済することができるのか、という疑問をもち考えを深めよう
としていることがわかる。



実践②の形成的評価課題（振り返り記述）から見えたこと（考察と課題）
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（Q3から見えたこと）
問いの投げ方がやや曖昧であった。本来の意図は「効率」や「公正」につ
いてそれぞれどのように理解を深めたかを見取りたいところだったが、一
般化して記述する生徒がほとんどだった。
例えば、「効率」という見方・考え方自体に対してどのように理解が深ま
りましたか？という設問に改善することで意図したものを見取れるのでは
ないか。

また疑問点やさらに考えていきたいことはまた別の問いのため、独立して
項目を設けるべきだと考えた。



実践②における形成的評価課題に対する生徒の記述例
Q4.あなたはこの小単元を通して、友人との話し合いや資料の読み取りなどから自分はどういった価値観をもった
（大切にした）人間だと気づきましたか？自分の記述を振り返ってみよう。
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→小単元での自身の思考・判断をメタ認知し、自身が
大切にしている価値観に気づけている。また自身に欠け
がちな「公正」の視点にも注意を払う必要があることを
認識できている。

→「公正」・「効率」のどちらかに偏るのではなく
「幸福」を大切にする立場としてそれら２つの価値観を統
合している。この２つの価値観をトレードオフでとらえる
のではなく両者のバランスを取りながら判断することの大
切さに気づけている。



実践②の形成的評価課題（振り返り記述）から見えたこと（考察と課題）
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（Q４から見えたこと）
この問いがあることで立ち現れてくる自己像があることを認識できた。
多くの生徒がしっかりと自己認識できており、この記録を残しておくこと
で単元を通して、また年間を通しての自身の変容を見取ることができると
考えた。



単元：法と経済はどのような関係にあるのか？における総括的評価の開発
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具体的な研究活動 ②評価課題の開発について

第１次 私たちの社会において法はどのような役割を果たしているのか？
内容：法や規範の意義及び役割

５時間

第２次 市場経済はどのような原理のもとで機能しているか？
内容：市場経済の仕組み、国民所得と経済成長

２時間

第３次 私たちの社会はどのような課題を抱え、そこで法と経済はどのような関
係性にあるのか？
内容：戦後日本経済の歩み、中小企業とその役割、日本の農業と食料自
給、公害の発生と防止、消費者問題と消費者保護、雇用問題と労働関係
の改善、社会保障と国民福祉

10時間

→上記の単元終了後に【思考・判断・表現】に関するパフォーマンス課題を実施



【思考・判断・表現】を見取るパフォーマンス課題

46

単元の内容に関連する「最低賃金法」を課題事例とし、
この法を「効率」と「公正」の見方・考え方を活用して
多面的・多角的に検討し、是非を考える



【思考・判断・表現】を見取るパフォーマンス課題における評価
大阪教育大学・八田幸恵准教授の助言より

→個別の課題、単元だけでなく、大項目Bで活用できるルーブリックを開発
「公共」における目標（２）に基づき作成

47

見方・考え方の活用 多面的・多角的 明確な根拠

A
十
分
満
足

主題に対して提示した見方・考え方
をすべて活用して思考、判断するこ
とで妥当な意見を形成できている。

主題について様々な側面および様々
な立場から考察し、自分目線（私
益）からの意見ではなく、包括的な
視点（公益）から意見を形成できて
いる。

諸資料やデータから明確な事実を
根拠として意見を形成しており、
その事実から導かれる主張や論と
しての妥当性もある。

B
お
お
む
ね
満
足

一部活用すべき見方・考え方を使え
ていないところがあるが、主題に対
して見方・考え方を活用して思考、
判断した結果を踏まえて妥当な意見
を形成できている。

主題について想定した側面や立場は
十分であるとは言えないが、複数の
立場や側面を考慮して概ね包括的な
判断のもとで意見を形成できている。

参照したデータに対する明示がな
かったり、活用した事実とそこか
ら導かれる主張や論のつながりに
一部不十分な点が見られるが、諸
資料やデータから明確な事実を根
拠として意見を形成しようとして
いる。

C
努力
を要
する

主題に対して提示した見方・考え方
を活用せず意見を形成している。

主題について一面的な見方や一つの
立場からの意見を形成しており、包
括的な判断ができていない。

諸資料やデータを活用して意見を
形成できていない。



【思考・判断・表現】を見取るパフォーマンス課題における評価
「A・A・A」と評価した生徒の記述例
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【思考・判断・表現】を見取るパフォーマンス課題における評価
「A・B・B」と評価した生徒の記述例
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効率・公正の活用はできているが、多角的思考の点で「非正規雇用者」と「正規雇用者」しか想定できておらず
やや不十分。また事実をもとにした立論という点でもやや不十分。



パフォーマンス課題の結果と考察
（結果）３０名クラス

AAA：９名 AAB：８名 BAA：１名 ABB：４名 BBB：２名

ACA：１名 BAB：１名 BAC：１名 BBA：１名 CCC：２名

観点別

見方・考え方 → A：２２名 B： ６名 C：２名

多面的・多角的→ A：２０名 B： ７名 C：３名

明確な根拠 → A：１２名 B：１５名 C：３名

（考察）

・概ね生徒は目標を達成できていると考えられる。特に見方・考え方を活
用して思考・判断することには生徒も習熟してきている。

・一方で明確な事実を根拠として立論するという点において、まだ生徒は
その書き方がわかっていなかったり、十分意識づけできていないと考えら
れる。→問における指示の出し方を改善
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今年度の成果

１）見方・考え方（「効率」と「公正」）を学習の軸として

分野融合的な新しい単元（「法と経済」）を開発できた

２）大項目A、Bにおける形成的評価および総括的評価の課題

を開発し、実際に実施することで改善点を見出せた

３）大項目Bで活用できる【思考・判断・表現】に関する

ルーブリックを開発できた

４）２年間の研究を踏まえて、本校独自の来年度以降の

年間指導計画を作成することができた
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今後の課題

１）今年度作成した年間指導計画に基づき「公共」の学習を

進めつつ、単元構成や授業内容をより良く改善していく

２）「高次の能力を見取るための評価課題」の継続的な開発

３）形成的評価・総括的評価の評価規準の継続的な吟味
→各分野の専門家を交えた社会に開かれた評価を実施することで

より「真正な評価」へと磨き上げること
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