
平成２８年度中学校学力向上対策支援事業に係る
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中学校社会科指導力向上協議会

平成２８年１０月１３日（木）
大分県教育庁義務教育課



これまで中学校社会科の教員が大切にしてきたこと

（「全国中学校社会科教育研究会大会主題」より）

H26 『社会を創る力を育てる社会科学習 ～わかる・つながる・つくる～』

H27 『主体的に社会の形成に参画する力を育てる社会科学習』

H25 『一人ひとりを見つめ、ともに学ぶ社会科学習～交わる・つながる、高めあう～』

H24 『自分づくり』『社会づくり』をとおして生きる力をはぐくむ社会科学習

H17 意欲的な学びの追求 ―材・方法・評価を視点として―
H16 自ら見つけ、学び、わかる喜びを ―社会に求め、社会とかかわる社会科学習―

H15 生きる力を培う社会科学習の在り方―多面的・多角的なものの見方や考え方の育成

H5 ひとりひとりが生きる授業問題を発見し追究する能力や態度を育てる指導の在り方―

H4 自ら学び、考え、未来に生きるたしかな力を育てる社会科教育― 課題意識を高めるため
の教材の構成と指導の工夫―

S50 考えやすくわかりやすい学習の場の設定

S49 ひとりひとりを拓く社会科学習 ― たしかな学習過程の創造―

S48 創造性を培う社会科教育【大分大会】

S46 思考を深める社会科の学習指導法
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次の教科などの勉強はどれくらい好きですか。
（Ｈ２５～Ｈ２７ 大分県学力定着状況調査 生徒質問紙より）
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次の教科などの勉強はどれくらい好きですか。
（平成２８年度大分県学力定着状況調査 生徒質問紙より）
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次の教科などの勉強はどれくらいわかってますか。
（平成２８年度大分県学力定着状況調査 生徒質問紙より）
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• 課題やまとめがない授業
• 課題があっても解決したくなる課題ではない
• 教師と特定の生徒のやりとりで１時間が終わる
• 教師の説明が長く生徒が眠くなる
• 教室に学習規律がなく、私語が多い
• 教師の説明の途中でチャイムが鳴ってしまう
• 小テストの時間が長い
• １時間の中に生徒が思考をする時間がない
• ほとんどの生徒が発問に反応しない
• 発問直後に、付け足しや言い直しをしている

こんな授業は楽しくない・わからない



• 発問や指示の直後に、「何すればいいの？」と隣に
聞いている生徒がいる

• 教科書と同じ内容しか板書していない
• ワークシートのカッコを埋めるのが学習の中心
• 板書の時間が長い（黒板ばかり見て話している）
• どこが重要なのかわからない
• １時間の中で生徒の意見交流の時間がない
• 生徒が板書をノートに写すだけで、説明を聞いてい
ない

• 同色チョークを多用している
• 定期テストの問題はワークブックの切り貼り

こんな授業は楽しくない・わからない



新大分スタンダード

＊問いの発見・解決、自己の考えの形成・表現、思いに基づく構想・創造
＊様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業

１ １時間完結型

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」

2 板書の構造化

*思考を整理したり促したりする板書、思考の過程を振り返ることができる板書

３ 習熟の程度に応じた指導

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開

各教科の見方・考え方を働かせて展開する「課題設定⇒情報収集⇒整理分析⇒まとめ・発信・交流⇒
振り返り・評価」等の学習過程の中で行われる

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

「主体的・対話的で深い学び」を創造する学習展開

新大分スタンダードで
アクティブ・ラーニング！
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今求められる力の一つ

単元を構想する力

以前から求められていますが・・・・・。
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○基礎的・基本的な知識及び技能

○課題を解決する思考力、判断力、表現力

○主体的に学習に取り組む態度

バランスよく指導すること

学習指導要領と生徒の実態を踏まえる

○目標、内容の取扱い、指導計画作成上の配慮
○レディネスを見きわめる （知識、技能、意欲）
○授業のねらいに合った学習形態を選ぶ

単元構想のポイント



単元の学習問題

どのように（な）～だろう

どのように（な）～だろう

どのように（な）～だろう

単元のまとめ

※「なぜ」「どのように」型の入れ子構造（澤井陽介氏）

なぜ～なのだろう

なぜ～なのだろう

なぜ～なのだろう

単元と各時間の問いの構造

どのように～しているのだろう

なぜ～なのだろう

このように～している

なぜなら～このようにしているから



佐伯市立鶴谷中学校



単元の見通しを持たせるー模造紙で教室掲示

佐伯市立鶴谷中学校



１時間完結型授業の充実に向けて －各教科等の「例」の見方ー

ねらい ○「目的（身に付けさせたい力など）」と「手立て（その授業の中心となる学習活
動）」を明らかにして設定します。

○評価規準は「ねらい」との整合性をもたせて設定します。
○指導のねらいは、教師の立場で書くもので児童生徒に提示することは基本的にありません。
※ただし、指導案では「～できる」という形で、児童生徒の「目標」として提示することもあります。

めあて ○「ねらい」を児童生徒の立場で示したものです。
○具体的には、付けたい力を身に付けさせるための、めざす「活動のゴールの姿」や
「ゴールとそれまでの道筋」を示します。

○具体的な評価規準が設定できていないと、「めあて」が曖昧なものになります。
○学習の見通しを持たせ、意欲を高めるものになるよう工夫しましょう。

課 題 ○その時間に解決すべき事柄です。
○「なぜ、～なのか」「～することはできるだろうか」「どうしたら～できるか」等
疑問の形で示します。

○児童生徒が追究したくなる課題になるよう工夫しましょう。
①既習事項や既有事項とのズレがある ②意見の対立・拮抗が生じる
③目標達成のために越えなければならないハードルがある
④素朴な驚きや疑問、憧れから問題意識が醸成される 等の要素がある課題になるよう工夫しましょう

まとめ ○本時の課題に対する答え・結論。

振り返り ○学びの成果を実感させ、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげられるよう
視点を設けましょう。その際、本時のキーワードや学習用語を用いる等の条件を
設定して学びを振り返らせるなどの工夫をしましょう。

「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の４つがどの授業でも必要であるというわけではありません。「めあて」と「課題」の
提示の順序が変わることもあります。大切なことは、型にこだわるのではなく、教科の特性や単元の展開、本時のねら
い等に応じて適切に設定することです。



振り返り

まとめ

めあて

ねらい
【社会科中学校地理的分野「第3章世界の諸地域 ヨーロッパ州「国境を自由に超えられる暮らし」】

課 題

展開

EUの統合がもたらす生活の変化や影響を様々な国の人々のインタ
ビューを通して多面的・多角的に考えさせる。

EUの統合がヨーロッパの人々にどのような変化をもたらしたのかを考えよう。

EUによる統合によって人々の生活がどのように変わったか。

①地図でヨーロッパ諸国の距離感をつかむ。
②関税を無くすことの意義を考える。
③人々の行き来を自由にしたことや、通貨統合などの様々な分野
で統合したことを理解する。

（それぞれの国にとってＥＵの統合はどうであったかを確認し、）EUの統合は人々の
生活に大きな変化をもたらし、そこには様々な長所短所がある。

EUの統合により考えたことや疑問に思ったことノートにまとめ振り返りとする。

展開

④人々の生活がどのように変わったのかを様々な立場の6人の視点で考
える。
⑤「ドイツやフランスなどの工業が発達した豊かな国の国民にとって」「旧東
ヨーロッパなどのEU内では比較的所得が低い国の国民にとって」「EU域
内全般の人々にとって」のそれぞれでよかった点、悪かった点をまとめる。

社 会



振り返り

まとめ

めあて

ねらい
【社会科中学校公民的分野「(1)私たちと現代社会イ現代社会をとらえる見方や考え方】

課 題

展開

身近にあるルールを想起させ、その必要性を考えさせることを通し
て、我々が他者と生活するためには、ルールが必要であることに気
付かせる。

合宿という共同生活の例における問題点からルールついて考えよう。

ルールはどんな時に必要か。また、なぜ必要なのか。

①起こりうる問題点を想起する。
②問題点の解決策を考える。
③解決策を考えるのに何が必要であったかを考える。
④ルールがない時、どのようなことが起こるかを考えルールの必要
性を考える。

他者と生活する中で対立する考えや立場の人がいる時、それらの
合意形成を図るためにルールは必要である。

（本時の感想を書く。）ルールを守ることの大切さを自分の言葉で述
べる。

社 会



○天皇になったつもりで、次の時代をどのような時代にしたいか
考えよう！

○イギリスはどうしてEUを脱退しようとしているのだろうか。

○尊王攘夷運動や討幕への動きはどのようなものだったのか。
→幕末のクライマックスはどこか。

○竹田市の人口減少を防ぐにはどのような政策が良いか。

○なぜ広島市は人口が増えたのか？

○なぜ瀬戸内に人口が集中しているのだろう。

○くにさきの環境を活かした取り組みはどのようなものがあるか。
→この取り組みによって新しい課題が発生していないか。

地理的分野

歴史的分野

これまでの提案授業での学習課題
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事実（情報） 整理・まとめ事実（情報）の
時間的・空間的関係付け

問い
（学習問題）

答え
まとめ

考える

表現する

調べる

◇問題解決の見通し
◇予想・学習計画

◇社会的事象の意
味・ 特色の理解

思考力・判断力・表現力の育成

言語活動の充実

比較・関連付け・
総合（再構成）

①事実をベースにして
問いを作る。
②子どもの疑問を生か
して全体の共通問題と
する。
③一つのことだけを求
める問いにならないよ
うにする。

振り
返り

◇自分の学び・気づきの振り返り
思考力・判断力・ 表現力を評価する場面でも大事な振り返りとなる。
（例）「私は～大切だと思った。」



種 類 考 え 方

比 較 ＡとＢの結果を比べると・・・

関 連 ＡとＢの事実をつなげると・・・

分 類 グループに分けると・・・

仮 定 もし～ならば、

推 測 ～だから、・・・と考えられる

選 択 ～だから、・・・を選んだ

具 体 例えば（具体的には）・・・

多 面 他の視点から考えると・・・

批 判 本当にそう言えるか

総 合 つまり（まとめると）・・・

思考スキルの活用

http://ks-lab.net/haruo/thinking_tool/



課題解決のための工夫

協働して学び合うから思考を見える化する

学習形態

○個→班→一斉→個
○個→班→２班→一斉→個
○エキスパート班→ジグソー班→一斉→個

思考の見える化

○思考ツールの活用

○ホワイトボードの活用

○ICT機器の活用

学習班で協動して課題解決→ 対話



幕末のクライマックスをプロット図に



幕末のクライマックスをプロット図に



プロット図を用いて自分の考えた幕末のクライマクス
を時代の流れに沿って自分の言葉で説明。



学習班で話し合ったことを黒板に位置づけ



授業終了後の黒板例



高校入試問題から授業改善の工夫を



北海道地方の太平洋側（別海町）はなぜ酪農が盛んなのか。



２（４） 夏は濃霧が多く、低温である。

２点 ３０．７％
１点 ２５．５％

解答

資料活用の技能

社会的事象に関する諸資料から有用な情報を適切に選択して、
効果的に活用している。

◯授業中に複数の資料を提示し、課題解決のために必要な資
料を選択させる（個別に提示し一つ一つを解説しない）。
◯説明の際は、結論及びその根拠となる資料名とその資料か
ら分かることを説明させる。
◯資料の因果関係（時間的・空間的）をつかませる。

授業改善

■複数の資料のうち、１つしか読み取れていない。

■説明が論理的でない。因果関係を理解できていない。

（誤答例）「夏の気温が低いため、濃霧が多い。」



折れ線グラフ、棒グラフ、コラム、写真
から気づいたことを記述



【参考】学習指導要領国語

書くことの能力を育成するための指導事項

【記述】

小学校
第５・６学年

引用したり、図表やグラフなどを用いたりして、自
分の考えが伝わるように書くこと。

中学
第１学年

伝えたい事実や事柄について、自分の考えを根
拠を明確にして書くこと。

中学
第２学年

事実や事柄・意見が相手に効果的に伝わるよう
に、説明や具体例を加え工夫して書くこと。

中学
第３学年

論理の展開を工夫し、資料を適切に引用するな
どして、説得力のある文章を書くこと。

◇指導している学年の国語の教科書を参考にしてください。



・生徒が情報を丁寧に読み取ることができたか。
・生徒の気付きや疑問が生かされた学習問題か。
・生徒が予想に基づいて調べ、考えているか。

・生徒が問題解決をするために必要な情報はある
か。
・生徒が協働して問題解決をする場面は効果的か。

・単元または一時間の終末に学習問題についてまと
めているか。

・単元または一時間の終末に生徒がふり返って自分
の考えを書く場はあるか。

授業の再点検のポイント

33


