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第１章 平成 30 年度 研究実践校実践報告と学習指導案 

小倉東高等学校 

「主体的にものごとに関わる生徒を育てる  

～論理的に説明する力を育成する授業改善の研究～」 

 

１ 主題設定の理由及び実践計画について 

本校生徒に必要な資質・能力として生徒自らが主体的にものごとに関わる力が挙げら

れる。しかし、学習面や部活動、進路選択に至るまで、「指示を待つ」姿勢があり、そ

の結果、生徒自身が自己の可能性を最大限に伸ばせていない現状がある。 

このような現状を打破し、生徒の主体性を育むためには、学校生活の根幹である日頃

の授業において、生徒が主体的にものごとに関わる活動を取り入れることが必要である。

そのような活動を、全職員が意識的に授業の中で行うためには、容易に取り組める手立

てが必要となる。その手立てとして「福岡県立学校『新たな学びプロジェクト』平成

29 年度報告」から、北筑高等学校の研究テーマである「論理的に説明する力を育む授

業改善の研究～グループワークやディスカッションを取り入れた授業を通して～」が、

本校の課題解決において取り入れやすい手立てを含むテーマであると考えた。 

「論理的に説明する力」とは、「自分の考えを自分の言葉で相手に分かるように伝え

る力」である。授業の中でこの力を育成することを全職員が意識し、グループワークな

どの活動を通して主体的に授業に参加させる。北筑高等学校では実践の成果として、生

徒の学習に対する主体性が育まれたこと、説明をする生徒はもとよりその説明を聞く生

徒にとっても学力の深化が見られたことを挙げている。 

本校の取組では、まず、(1)生徒自身に本校の学校生活について、「主体的とはどう

あることか」について考えてもらうために、生徒会主催のアンケートを実施し、生徒と

教師が共に目指す生徒像の共有を図る。次に、(2)授業改善のための職員研修を実施し、

実践例を紹介するなどの情報提供を行う。また、(3)授業の評価規準となるルーブリッ

クの作成を行い、教師と生徒が共に学習や学校行事への目標の確認や振り返りとして活

用する。さらに、(4)北九州市内の中学校で実施されている「話す活動と書く活動」を

取り入れた授業を参観させてもらうなど、中学校との連携を図る。「話す活動と書く活

動」は「自分の言葉で相手に分かるように表現する力」を育成するためのもので、本校

の研究内容と合致するものである。生徒はすでに中学校でこのような授業を受けてきて

いることを踏まえて、授業改善に取り組む必要がある。以上の内容を全職員で共有し、

学校全体の取組としていく。 

 

２ 実践報告 

(1) 生徒会アンケート 

ア 平成 30 年４月 26 日（木） 

イ 対 象 全学年生徒及び職員 

ウ 内 容 「東高生の実態調査及びこれからの東高生像について」 

経済産業省が示す「社会人基礎力」の 12 項目を本校用にアレンジしたものであ

る（資料１）。このアンケートのねらいは、教師と生徒が共に目指す「これから
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の東高生像」を共有し、教師は生徒にどのような力を付けさせるのかを明確にし

て授業を行うことを、また、生徒には現段階でどのくらいの社会人基礎力がある

かを把握させ、授業を通して力を育み、学校生活に意識的に取り組ませることで

ある。 

 

資料１ 生徒会アンケート（生徒用） 

生徒会アンケート「東高生の実態調査及びこれからの東高生像について」（生徒用）

　今年、小倉東高校は創立４０周年を迎えます。これからの東高が私たちの母校として誇れる学校であり続けるために、生徒会は生徒

と先生方が感じている東高の現状を把握し、これからの東高生像を考えていきたいと思っています。

そこで以下のアンケートに答えてください。後日、アンケート結果を発表します。その結果を受けて、日々の授業や部活動、学校行

事などで、今まで無意識に行動していたことを意識的に行うことで、私たちの学校生活が大きく改善されると考えています。ご協力宜

しくお願いします。

１　あなた自身の現状を把握する質問（回答欄のＡ～Ｄに○をつけ、得点を記入して下さい。）

※学校生活(学習面や部活動など、)や家庭での自分の行動を思い起こして答えて下さい。

(１)自分のすべきことを自分で見出し、自ら考えて取り組むことができる。【主体性】

(２)他者に声を掛け、周囲と協力して物事を行うことができる。【働きかけ力】

(３)自分で決めた目標の達成に、自分の力で取り組み達成することができる。【実行力】

(４)現状を把握して、積極的に情報収集や分析を行い、課題を明らかにできる。【課題発見力】

(５)課題の解決に向けて計画をたてて取り組むことができる。【計画力】

(６)様々な視点から物事を考えたり、新しい知識や考え方を取り入れたりして新しいものを作り出すことができる。【創造力】

(７)自分の考えを分かりやすく相手に伝えることができる。【発信力】

(８)人の意見を、その人の立場にたって聴き、理解することができる。【傾聴力】

(９)自分の意見をもちながら、相手の意見のよさを見出し、自分と異なる意見も受け入れることができる。【柔軟性】

(10)自分にできることと他人ができることを的確に判断し、チームで成果を上げる状況を作り出すことができる。【状況把握力】

(11)ルールやマナーの必要性を理解できており、それを守るとともに、周囲にその必要性を伝えることができる。【規律性】

(12)ストレスの原因と向き合い、その対処法を見出して取り組み、前向きな気持ちをもつことができる。【ストレスコントロール力】

２　あなたのこれからのこと、東高に関する質問

(13)社会人にとって特に重要な力は、(1)～(12)の中でどれだと思いますか？（３つまで）

(14)その力をつけるために、あなたはどのような高校生活を送るべきだと思いますか？

(15)あなたは、高校生活にどのようなイメージを持っていましたか？

(16)あなたは、東高でどのような高校生活を送っていますか？

(17)あなたにとって、東高とはどのようなものですか？

(18)これからの東高、東高生にとって必要なことは何だと思いますか？※(1)～(12)の番号で答えても構いません。

資料２ 生徒会アンケート（教師用） 

生徒会アンケート「東高生の実態調査及びこれからの東高生像について」（教師用）

　今年、小倉東高校は創立４０周年を迎えます。これからの東高が、生徒たちの母校として誇れる学校であり続けるために、そして先生方にとっ

て、私たちを教えることに誇りを感じていただくためにも、生徒会は生徒と先生方が感じている東高の現状を把握し、これからの東高生像を考え

ていきたいと思っています。

　つきましては、以下のアンケートにご協力ください。後日、アンケート結果を発表します。その結果を受けて、日々の授業や部活動、学校行事

などで、私たち生徒が今まで無意識に行動していたことを意識的に行うことで、私たちの学校生活が大きく改善されると考えています。ご協力宜

しくお願いします。

１　生徒の現状を把握する質問（回答欄のＡ～Ｄに○をつけ、得点を記入して下さい。）

※学校生活、学習面や部活動などでの生徒の行動を思い起こして答えて下さい。

 (１)生徒は、自分のすべきことを自分で見出し、自ら考えて取り組むことができている。【主体性】

 (２)生徒は、相手の意欲を引き出し、周囲と協力して物事を行うことができている。【働きかける力】

 (３)生徒は、自分で決めた目標の達成に、自分の力で取り組み達成することができている。【実行力】

 (４)生徒は、現状を把握して、積極的に情報収集や分析を行い、課題を明らかにできている。【課題発見力】

 (５)【計画力】生徒は、課題の解決に向けて計画をたてて取り組むことができている。

 (６)【創造力】生徒は、様々な視点から物事を考えたり、新しい知識や考え方を取り入れたりして新しいものを作り出すことができている。

 (７)生徒は、自分の考えを分かりやすく相手に伝えることができている。【発信力】

 (８)生徒は、人の意見を、その人の立場にたって聴き、理解することができている。【傾  聴力】

 (９)生徒は、自分の意見をもちながら、相手の意見のよさを見出し、自分と異なる意見も  受け入れることができている。【柔軟性】

(10)生徒は、自分にできることと他人ができることを的確に判断し、チームで成果を上げる状況を作り出すことができている。【状況把握力】

(11)生徒は、ルールやマナーの必要性を理解できており、それを守るとともに、周囲にその必要性を伝えることができている。【規律姓】

(12)生徒は、ストレスの原因と向き合い、その対処法を見出して取り組み、前向きな気持ちをもつことができている。【ストレスコントロール】

２　生徒のこれからのこと、東高に関する質問

(13)社会人にとって特に重要な力は、(1)～(12)の中でどれだと思いますか？（３つまで）

(14)その力をつけさせるために、生徒はどのような高校生活を送るべきだと思いますか？

(15)生徒に東高でどのような高校生活を送らせたいですか？

(16)生徒にとって高校生活がどのようなものであってほしいですか？

(17)あなたにとって東高とはどのようなものですか？

(18)これからの東高、東高生にとって必要なことは何だと思いますか？
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エ 成 果 

アンケートの結果を生徒会で分析させ（資料３・４）、「主体性、課題発見力、

発信力」を本校生徒のキーワードとした。アンケートを実施したことで、「発信

力」と「新たな学び」の研究テーマ「自分の考えを分かりやすく相手に伝える」

ということが結びつき、教師と生徒が同じ意識をもって、課題に取り組むための

動機付けになったと思われる。生徒会はこのアンケート結果の報告や「新たな学

びプロジェクト」の意義の説明を、２学期の始業式や本校の 40 周年記念式典で発

表した（資料５）。また、教室や昇降口等にポスター（資料６・７）を掲示し、

啓発活動を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 生徒会による分析 
資料６ 掲示ポスター 

資料４ 生徒会による分析 

資料７ 掲示ポスター 資料５ 生徒発表会の様子 
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(2) 職員への「アクティブ・ラーニング推進自己評価票ルーブリック」の実施 

５月に本校職員における第１回アクティブ・ラーニング（以下ＡＬ）の意識調査

を行った。このルーブリックは、全県下各学校単位で実施されているもので、全県

95 校の平均が 57 点であったのに対し、本校は 37.3 点と県内の平均を大きく下回っ

た。特に①「全教科の授業において、『探究の過程を重視する学習』の導入等、深い

学びの実現を目指した取組を研究・実践している」②「生徒の学びを意識して、教科

横断的に資質・能力を育む授業デザインを組織的に行っている」③「授業改善の参考

となる書籍や最新の資料が常備され、活用されている」点が低い値となっており、本

校職員のＡＬに対する理解と、授業改善への意識改革が急務であると実感した。 

そこで、①②に関しては毎月行われる教科会議の議案として取り上げてもらい、

教科内で単元の指導法などについて話し合う機会を設けた。また、③に関しては、図

書館と連携し、図書館にある関連書籍を職員室に設置し、利用しやすくした。 

(3) 校内研修 

ア 日 時 平成 30 年５月 22 日（火） 

イ 場 所 本校視聴覚教室 

ウ 講 師 福岡教育大学 松尾 剛准教授 

エ 内 容 本プロジェクトを推進していく上でカギとなる、授業改善の手立てであ

るＡＬに関して、講義をしていただいた。ＡＬに対する理解を深め、Ａ

Ｌを取り入れた授業デザインについて考察することができた。 

(4) 本校への学校視察 

ア 日 時 平成 30 年 11 月 21 日（水） 

イ 場 所 本校１年１組教室、小会議室 

ウ 視察者 鹿児島県立明桜館高等学校 主幹教諭１名、教諭１名 

東京都立瑞穂農芸高等学校 教諭２名 

エ 内 容 ５限の「国語総合（古典）」のＡＬ型授業（２学期期末考査の予想問題

を各グループで分担して作成する）を視察。６限に本校の「新たな学び

プロジェクト」リーダーより、本校の取組について説明を行った。いず

れの学校もＡＬに取り組み始めたばかりであるため、それぞれの学校で

抱えているＡＬ導入期の課題について情報交換を行った。 

(5) 授業研究 

「生徒が自分の考えを分かりやすく相手に伝える、発信力を高める授業」を主眼

に、ＡＬを取り入れた研究授業を行った。 

第１回研究授業  

ア 日 時 平成 30 年６月 20 日（水）５限 

イ 授業実施者 教諭 森本 あかね（英語科）、教諭 平野 恭子（数学科） 

第２回研究授業  

ア 日 時 平成 30 年 12 月６日（木）４・５限 

イ 授業実施者 教諭 前田 睦美（英語科）、教諭 原田 信武（地歴科） 

教諭 肘井 加奈（国語科）、教諭 佐伯 響平（理科） 

教諭 谷口 友一郎（数学科）、教諭 末次 真由美（家庭科） 
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ウ 授業実施者自評 

森本（英語科）・・・OUTPUT の部分にＡＬを取り入れた形の授業を実践した

が、結果的に INPUT 段階の学習内容が生徒に十分に定着していないことが判明し

た。ＡＬ型の学習をより効果的なものにするためには、学習内容に対する生徒の

理解度や言語活動の難易度を計画段階で多面的に検討することが重要だと感じた。

生徒にはペアワーク等に抵抗なく取り組む姿勢がみられるので、この点を活かし

た授業を計画していきたい。 

平野（数学科）・・・少人数のグループワークを通して、生徒全員が「主体的

に課題解決を行う」ことを目標

として授業展開を行った。授業

の最後にリフレクションシート

を活用することで、学びの確認

を行ったが、グループによって

は疑問点が解決しづらいなど、

グループ編成の仕方が課題とし

てあげられる。今後も、引き続

き電子黒板を用いて徹底した復

習を行い、演習を重ねること

で、学習の補充をしていきたい

（資料８）。 

前田（英語科）・・・「自分

の考えを分かりやすく相手に伝

えること」という目標達成のた

め、ジグソー法を用いた授業を

計画し、実施した（資料９）。

グループ内の発表で、生徒たち

は英文を一生懸命伝えようとし

ていたが、聞き手がメモを取る

ことに必死になりすぎてしま

い、相互のコミュニケーションができたかの確認が不十分であった。また、１グ

ループの人数が多かったこと、話すテーマが多かったこと、自分の考えを深化さ

せる時間が確保できなかったことなどが反省点としてあげられる。 

原田（地歴科）・・・「世界の中の日本の歴史」、日本の歴史と地理を関連付

けることを意識して授業計画を作成した。ただ、あまりそのことばかりを意識し

てしまうと、日本史の授業ではなくなる恐れがあることから、あくまで「日本史

の授業である」という視点を心がけて授業を展開した。しかし、結果的に世界史

の要素が強すぎる授業になってしまった点が反省点である。 

肘井（国語科）・・・小説『セメント樽の中の手紙』を、ジグソー法を用いて

読解し「主人公は女工に手紙を書いたかどうか」を各班で考え、発表させた。

「自分の考えを分かりやすく相手に伝える」ために、「なぜ、自分はそう考える

資料８ 視覚的に図形を理解する 

資料９ 授業での生徒の様子 
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のか」を、本文に根拠を求めて説明することを意識させた。生徒は活発に意見交

換を行っていたが、多様な意見を集約する力や、他者の意見を聞いて、自分の読

みを変容させる力が不足していることが分かった。本時の中で、その力を補う手

立てが必要であった。 

佐伯（理科）・・・「出題された問題を全員が理解すること」と、「解法をわ

かりやすく相手に伝える」ことの二点を目標とし、教え合いによる活動と、生徒

自身が模範解答を作成する活動を行った。全員理解を目指して生徒同士は教え合

いを熱心に行い、模範解答の作成にも真剣に取り組むことができた。学習に対す

る生徒の満足度は高かったが、時間を大雑把にしか設定していなかったため、早

く終わった生徒が手持ち無沙汰になっている様子がみられた。 

谷口（数学科）・・・「線形計画法の文章題」、基本問題を復習し、その問題

を文章題に変換したものから、適切に文字を用いて、生徒が基本例題と内容が同

じであることに気付けるように意識して、授業計画を作成した。補助プリントを

使うことで、気付きの部分ではある程度誘導できたが、基本問題の確認の時間、

および班での討議に時間をかけ過ぎてしまい、生徒の発表まで時間がとれなかっ

たのが、反省点である。 

末次（家庭科）・・・本校のテーマである「自分の考えを分かりやすく相手に

伝えること」ができるようになることを目標に、ピアインストラクションとジグ

ソー法を混合した学習方法を用いた授業を計画し、実施した。本来なら生徒が学

習方法や授業目標、そして評価規準を理解した上で学習を進めるべきであったが、

生徒の話合いの時間を十分に確保したい気持ちが優先し、説明が不十分になって

しまった。そのため生徒が積極的に考え、工夫する機会が十分ではなかったよう

に感じた。 

エ 研究協議会 

研究授業参観者には、授業参観時に配布した２

色の付箋に「良い点」と「改善点」をそれぞれ記

入してもらい（資料 10）、研究協議会ではＫＪ法

により、各班で意見をまとめた。以下に各教科で

共通した内容を挙げる。 

（良い点） 

・ＡＬを取り入れたことで、生徒が活発に意見 

を出していた。 

・他者の考えを理解しようとする姿勢が見られた。 

・自分の言葉で説明することの難しさに直面しながらも、それを乗り越えよう

とする姿が見られた。 

・生徒が主体的に考えようとしていた。 

・ＩＣＴの活用により、授業がテンポよく展開していた。 

（改善点） 

・授業時における教師の関わりが不足しているのではないか。 

・時間配分は適切だったか。 

資料 10 ＫＪ法 
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・生徒が自分の考えを深化させる手立ては十分であったか。 

・教科内で指導法についてより深く検討しておく必要があった。 

 

３ 成果と課題 

(1) 授業アンケート 

７月と 12 月に実施した授業アンケートで、「新たな学び」に関する項目として

「あなたは『相手にわかりやすく伝えること』を意識して発言していますか。」につ

いて、「とても意識している、意識している」が 42％から 69％と上昇、「全く意識

していない」が 17％から６％に減少しており、生徒の変容が見られた（資料 11）。 

 

 

(2) 第２回「ＡＬ推進自己評価票ルーブリック」の結果(資料 12) 

平均が 37.3 点から 68.3 点と上昇したことから、ＡＬに関する理解や取組は前進し

たと考えられる。今後は、特に「授業改善に組織的に取り組むための校内体制作りが

できている」、「授業改善のＰＤＣＡサイクルが校内体制として確立している」項目

に関して、本校としての具体的方策を示し、取り組む必要があると思われる。 

今年度の取組から、成果としては教師と生徒が「『新たな学び』に共に取り組も

う。」という意識を持つことは出来たと思われる。しかし、当初の計画に掲げていた

「授業の評価規準となるルーブリックの作成」や、「中学校との連携」はまだ実現で

きていない。また、ＡＬを取り入れた授業改善も全ての職員に十分に浸透しているわ

けではない。 

 

資料 11 授業アンケート結果 
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今後の課題としては、以下のことが挙げられる 

①生徒の実態に即した、学力向上のためのＡＬを取り入れた教科指導の充実 

②主体的に学ぼうとする生徒を育成する学習指導法の開発 

③授業の評価規準となるルーブリックの作成 

④授業改善のＰＤＣＡサイクルの確立 

 

No. ５月 １月

1 2.5 4

2 2.6 4

3 1.5 3.5

4 1.5 3.2

5 1.3 3

6 1.9 3.3

7 1.3 2.8

8 1.2 2.4

9 1.7 2.7

10 2.8 3.7

11 1.7 3.3

12 1.6 3.2

13 2.6 3.7

14 2.1 4

15 1.1 4.7

16 2.9 4

17 1.6 2.8

18 2.1 3.5

19 2.2 3.4

20 1.1 3.1

達成度

授業改善に取り組むために、行政的支援が得られている。

研究授業のテーマや視点が明確で、研究協議が実りあるものになっている。

授業改善の参考となる書籍や最新の資料が常備され、活用されている。

各組織におけるリーダーは、ビジョンとパッションを持ち、リーダーシップを発揮して授業改善に取り組んでいる。

公開授業の実施に関して、地域住民や保護者、他校や小学校の教員等に周知を図り、参観を促している。

各教科・科目の目標が生徒や保護者と共有されている。

学校説明会やパンフレット、ＨＰ等により授業改善の取り組みと成果を日常的に発信している。

授業改善の取り組みを評価する指標が明確になっている。

全教科の授業において、ペアやグループにする以外の観点で「対話的な学び」の実現を目指した取り組みを研
究、実践している。

授業改善のＰＤＣＡサイクルが校内体制として確立している。

全職員で主体的、協働的に授業改善に取り組む雰囲気が醸成されている。

全教科の授業において、「探究の過程を重視する学習」の導入等、「深い学び」の実現を目指した取り組みを研
究・実践している。

「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す授業デザインや手法について、計画的に研修を行っている。

１授業だけでなく、単元や内容のまとまりを意識した授業デザインを組織的に行っている。

「多面的な学習評価」の導入や研究を積極的に進めている。

授業改善に組織的に取り組むための校内体制づくりができている。

生徒の学びを意識して、教科横断的に資質能力を育む授業デザインを組織的に行っている。

ＡＬ推進自己評価票ルーブリック

項目

授業を通して育てたい資質・能力が明確に示され、全職員に共有されている。

「主体的・対話的で深い学び」の概念について全職員が理解している。

全教科の授業において、興味関心を高める以外の観点で「主体的な学び」の実現を目指した取り組みを研究・
実践している。

合計点 

５月 １月 

37.3 68.3 

/１００点 

資料 12 第 2 回「ＡＬ推進自己評価票ルーブリック」の結果 
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地理歴史科（日本史Ｂ）学習指導案 

学 校 名 福岡県立小倉東高等学校        

指 導 者 職名 教諭 氏名 原田 信武  印  

実 施 日 時 平成 30年 12月６日木曜日 ６時限   

実 施 学 級 第２学年４・５組日本史選択者 38名   

（男子 10名、女子 28名） 

実 施 場 所 ２年５組教室             

１ 単元名 
第６章 幕藩体制の確立  １ 織豊政権 ヨーロッパ人の東アジア進出 

 

２ 単元観 

○単元観 

   本単元では、ヨーロッパ人の来航と鉄砲、キリスト教などの外来文化の受容から、織田信長の時代

を経て豊臣秀吉の天下統一と桃山文化までを扱う。ヨーロッパ人の来航及び織豊政権の特質について

の基本的な事項を、外来文化の受容がその後の日本の歴史に与えた影響と関連付けて考察させる。 

大航海時代前後の 15世紀から 18世紀に至る各時代の代表的な地図を取り上げ、世界地図の相違や

変遷からその時代の人々の考え方や作成者の意図について推測・考察させることで、歴史に対する豊

かなイメージを形成させたい。時代によって世界観に違いがあることを理解させ、世界認識の特徴に

ついて考察させることで史料に対して多面的・多角的な分析を行わせ、歴史的思考力を高めるよう授

業を展開し今後の学習に繋げていきたい。 

 

○生徒観 

  対象となる生徒は第二学年普通科文系クラスの日本史Ｂ選択者３８名（男子１０名、女子２８名）

である。歴史に苦手意識を持つ生徒も多く、週４時間の授業を退屈させずに興味・関心を持って授業

に取り組ませるためには、十分な教材研究と授業内容の工夫が必要であると常々感じている。基礎的

な知識の定着が不十分な生徒が少なからず在籍するので、歴史を点ではなく線として結び付けること

で少しでも理解を助けるよう心掛けて授業を実践している。 

 

○指導観 

   身近な事柄や日本の歴史が、世界史と密接な関係があることに気付かせ、歴史を身近に感じること

から、興味・関心を引く授業を展開することは、日本史を学習する上で必要である。私たちの日常と

かけ離れた政治史や外交史を中心とした授業だけで、生徒の学習意欲を持続させるのは容易ではない。

身近にあり、誰もが一度は利用したことがある世界地図を使用し、その歴史と発展について追究する

ことで時代背景や世界観、作成者の意図を見出せることに気付かせ、生徒の歴史への関心を高めたい。

史料を授業の補助教材とするだけでなく、生徒一人ひとりがじっくりと史料に向き合い、自分たちの

知識や経験をもとに主体的に推測・分析を試みることが出来るよう授業展開を考えた。生徒の興味・

関心を引くよう史料を選択し、様々な視点から捉えた史料を準備するよう心がけた。 

 

３ 単元指導目標 

・ヨーロッパ人の来航及び織豊政権の特質に対する関心と課題意識を高め、意欲的に追究しようと

している。設定された主題に積極的に取り組むことができる。       【関心・意欲・態度】 

・ヨーロッパ人の来航について、世界の諸事情と関連付けて、具体的に考察することができる。 

【思考・判断・表現】 

・織田信長・豊臣秀吉の統一過程を捉えるとともに、全国的な支配体制の確立と秀吉の対外政策に

ついて理解している。                            【知識・理解】 

・大航海時代から鉄砲伝来および織豊政権に関する諸資料を的確に選択して活用することを通して、

歴史的事象を追究する方法を身に付けている。               【資料活用の技能】 
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４ 指導計画（単元の配当時間 ６時間） 

第１次 大航海時代における地理的視野の拡大と鉄砲、キリスト教の伝来、宣教師の来日、南蛮貿

易へとつながっていくことを認識する。              ３時間（本時１／３） 

第２次 織田信長と豊臣秀吉２人の戦国大名の政策を中心にと天下統一までの過程を理解する。 

３時間 

 

５ 本時 

(1) 本時の指導目標（到達目標） 

・15～18世紀における代表的な地図から、作成された背景や世界観について考察し、世界史的視野

で日本を見るよう、歴史的思考力を高める。              【思考・判断・表現】 

  ・鉄砲やキリスト教の外来文化の伝来が、大航海時代を背景とした、ヨーロッパ人のアジア進出の

延長線上にあったことを理解し、その後の日本に与えた影響について考察する。 

【思考・判断・表現】 

・与えられた地図資料から必要な情報を読み取ることができる。       【資料活用の技能】 

 

(2) 本時の手立て 

  ・世界地図の変化と地理上の発見の関係に着目させる。 

・グループごとに発表させ、各グループの考察内容を共有できるようにする。 

 

(3) 本時の授業仮説 

  本時では、生徒にとって身近な世界地図を各時代ごとに準備することで歴史に対する興味・関心を

引き、今後の日本史学習に繋げていきたい。また、世界史的視野から多角的・多面的に日本の歴史を

とらえることで、歴史的思考力を高めるとともに、ヨーロッパ人の来航による外来文化の伝来がその

後の戦国時代に与えた影響について考察させることで、今後の学習への動機づけとしたい。 

 

(4) 教材 

教科書『詳説日本史』（山川出版社）①  副教材 資料集『新詳日本史』（浜島書店）②   

ワークシート③    地図資料④ 

 

(5) 単元の配当時間 

  ・第１次 各地図から時代を特定する情報を読み取り、歴史的背景を考慮した上で、時代順に並べ

替えさせる。 

  ・第２次 各時代を代表する地図の変遷から地図に表れた世界認識や世界観の特徴を読み取り、考

察させる。 

 

(6) 本時の展開 

 学習内容・活動 教師の支援 

指導上の留意点 

教

材 

配当 

時間 

学習 

形態 

評価 

 

導 

 

入 

 

○本時の学習活動について確

認する。 

○「世界の中の日本」、「世界史の歴

史の中の日本の歴史」という視点

を意識して話をするよう心掛け

る。 

① 

② 

3分 一斉  

 

 

 

 

 

 

 

○「大航海時代」航海に出た

ヨーロッパ人の世界観につ

いて考察する。 

 

○「大航海時代」前後で人々

の世界観がどのように変化

していくのかを考察する。 

○当時の人々に「地球が丸い」とい

う概念があったのか問いかける。 

 

 

○私たちが当たり前にイメージす

る世界地図はいつ頃から存在す

るものなのか問いかける。 

① 

② 

③ 

 

 

 

 

15分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ 
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展 

 

 

 

 

 

開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○配布された①～⑥の地図を

各グループで話し合い、時

代順に並べかえる。 

 

○地図の並べ替えを通して、

地理的視野の拡大について

考察する。 

○それぞれの地図から時代を 

特定する情報を読み取る。 

 

○グループごとに地図を並べ

替えた根拠について分かり

やすく簡潔にまとめる。 

 

 

 

 

 

○グループごとに発表する。 

 

 

○各グループなりに、根拠を見つけ

て並べるよう指示をする。 

 

 

○それぞれの世界地図に描かれて

いる大陸やその形に着目させる。 

 

○生徒が地図から必要な情報を読

み取り、推測する事が出来るよう

導く。 

○資料①～⑥の世界地図を比較さ

せることで、近代までは地理上の

認識が限定されていたことに気

付かせる。 

 

 

 

 

○グループごとに並べ替えの根拠

を示しながら発表させる。 

○必要なことはメモを取らせる。 

 

③ 

④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 

 

 

 

 

開 

 

 

 

 

○地理的視野の拡大と並行し

て、世界の諸地域がヨーロ

ッパを中心に広く交流する

時代に入ったことを理解す

る。 

 

○外来文化（鉄砲など）の受

容が、その後の戦国時代に

どのように影響を与えたか

考察する。 

 

○考察した内容をワークシー

トにまとめる。 

○グループごとに発表する。 

 

○鉄砲やキリスト教の伝来が、大航

海時代を背景とした、ヨーロッパ

人のアジア進出の延長線上にあ

ったことに気付かせる。 

 

 

○考察する視点 

・戦法   

・築城方法 

・経済面  

 

○様子を見ながらヒントを与える。 

 

○必要なことはメモを取らせる。 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

15分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5分 

 

グループ 

 

 

外来文 化

の伝来が、ヨ

ーロッパ人

のアジア進

出の延長線

上にあった

ことを理解

し、その後の

日本に与え

た影響につ

いて考察す

る。 

【思考・判

断・表現】 

 

ま

と

め 

○ワークシートをまとめる。 

 

 

○何を目的として今日の授業を実

施したのかを生徒に伝える。 

○補足する点などを各自記入させ

て、提出できるようワークシート

をまとめさせる。 

 

③ 5分 一斉  

 

 

 

 

・アフリカ大陸の認識の変化   ・アメリカ大陸の存在、認識の変化 

・南方の未知の大陸       ・オーストラリア・ニュージーランドの認識 

 


