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と
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大分県学力定着状況調査 偏差値の推移 （H29-H30）
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課題が見られた問題と指導の改善事項

１（１）②（正答率33.5％・目標値：35.0％・無解答率 0.7％）【知識・選択式】

正距方位図法は中心からの距離と方位が正しく記され、地球全体が真円で
表されるという知識を基に、中心点から任意の都市までのおおよその距離を
選択する問題。

（１）正答率が低かった問題

・方位の読み取りは正答率71.9％
・距離の読み取りは正答率33.5％
・距離について、問題中の地球半周分の距離に関する説明と
地図に示された同心円の情報を結び付けて読み取ることが
できなかったことが予想される。

指導の改善事項

○ 平素から地図帳を十分活用するとともに、生徒の地理的技能の
習熟の様子を踏まえながら、地図から様々な情報を読み取る活動
を繰り返し指導する。

Ｈ３０ 大分県学力定着状況調査より※数値は市町村立学校

資料１
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課題が見られた問題と指導の改善事項

５（３）（正答率41.9％・目標値：35.0％・無解答率23.5％）【活用・記述式】
シルクロードの特徴について、ガラス製の器の写真２枚、当時の交通路を示し

た地図、奈良時代の年表の３種類の資料から必要な情報を取り出し、その情報
を結び付けて文章で表現する問題。

（２）無解答率が高かった問題

・参考にする資料の数と種類が多く、資料中の語句を用いて
説明しなければならなかったため、情報の取り出しとそれら
の結び付けができなかったことが予想される。

指導の改善事項

○ 情報の取り出し、比較、表現のどの段階でつまずいているかを
実態把握し、支援・指導していく。

○ グループ学習を通して、異なる視点から情報を得たりその考えを
記述したりする場面を設定する。

Ｈ３０ 大分県学力定着状況調査より※数値は市町村立学校

資料２

4



40

45

50

55

60

65

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

国語

社会

数学

理科

英語

総合質問紙調査結果の推移「教科の勉強が好き」（H25-H30）
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総合質問紙調査結果の推移「教科の勉強が分かる」 （H25-H30）

H30社会
全国肯定値64.3％

H30社会 市町村の
最大値と最小値の差
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64.5％
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社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動
を通して、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生き
る平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能
力の基礎を次のとおり育成することを目指す。

新学習指導要領における授業改善

単元など内容や時間のまとまりを見通して学習課題を設
定し，

諸資料や調査活動などを通して調べたり，思考・判断・表
現したりしながら，

社会的事象の特色や意味などを理解したり社会への関心
を高めたりする学習などを指している。

「課題を追究したり解決したりする活動」とは（解説P24参照）

（新）第１ 目標（柱書）
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主体的・対話的で深い学びが実現されるよう，

生徒が社会的事象等から学習課題を見いだし，

課題解決の見通しをもって他者と協働的に追究し，

追究結果をまとめ，

自分の学びを振り返ったり新たな問いを見いだしたりする

方向で充実を図っていくことが大切である。

社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動
を通して、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生き
る平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能
力の基礎を次のとおり育成することを目指す。

新学習指導要領における授業改善

（新）第１ 目標（柱書）

「課題を追究したり解決したりする活動」の方向性（解説P24参照）
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１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。

(1)  単元など内容や時間のまとまりを見通して、その中

で育む資質・能力の育成に向けて、生徒の主体的・

対話的で深い学びの実現を図るようにすること。＜後略＞

（これまでの）実践を否定し、全く異なる指導方法を導入し

なければならないと捉えるのではなく、＜中略＞「主体的

な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の視点から授業

改善を図ることが重要。

（新）第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

授業改善の重要性（解説P169参照）

新学習指導要領における授業改善 資料５
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主体的・対話的で深い学びは必ずしも１単位時間の授業
の中ですべてが実現されるものではない。単元など内容
や時間のまとまりの中で、例えば、

主体的に学習に取り

組めるよう学習の見通

しを立てたり学習したこ

とを振り返ったりして自

身の学びや変容を自覚

できる場面をどこに設

定するか、

か、

対話によっ

て自分の考

えなどを広

げたり深め

たりする場

面をどこに

設定する

か、

学びの深まりを

つくりだすため

に、生徒が考え

る場面と教師が

教える場面をど

のように組み立

てるか、

といった視点で授業改善を進めることが求められる。

授業改善の視点（解説P169、170参照）

新学習指導要領における授業改善 資料６
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単元（題材）のまとまりを見通した学びの実現に向けて

単元の
ねらい

〇ねらいは、教師の授業構想を端的に示した（指導計画、学習指導案に）ものです。
〇Ａ：学習内容（～を、～について）、
Ｂ：学習活動（〇〇を通して、〇〇でまとめて、〇〇と比べて、
Ｃ：育成する資質・能力（～できるようにする、～に気付かせる、～を高める）。
＊Ａ、Ｂ、Ｃの三つの要素を入れます。

〇評価規準は「ねらい」との整合性をもたせて、児童生徒の学習状況を具体的に設定
します。

単元の
めあて

〇「ねらい」を児童生徒の立場で示した（実際の授業で）ものです。
〇具体的には、付けたい力を身に付けさせるための、目指す「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。

〇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。
〇学習の見通しをもたせ、意欲を高めるものになるように工夫しましょう。

指導に

当たっ
て

〇子どもが、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形
成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりする
ことに向かう学習の過程を重視します。

〇子どもが学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を、単元の
冒頭・終末だけでなく、計画的に取り入れるように工夫します。

〇主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働することの重要性などを実感しなが
ら理解することができるよう、各教科等の特質に応じた体験活動を重視します。

〇子どもが自ら学習課題や学習活動を選択する機会を設けるなど、子どもの興味・関
心を生かした自主的、自発的な学習が促されるよう工夫します。

単元の
振り返

り

〇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、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。

資料７
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【単元の課題】九州地方では環境に関して、どのような取組が見られるか。また、なぜそのような取組が行われている
のか。

【課題】九州地方の自然環境には
どのような特色があるか。

【課題】九州地方では、自然環境
の保全のためにどのような取組
が行われているか。

【課題】北九州では環境問題を受け
て、どのような社会を目指した取組
が行われているか。

【単元のまとめ】九州地方の人々は、環境問題や環境保全を地域開発に関連付け、砂防ダムの建設や防災マップの作成や水俣市や北
九州市に見られる街づくりの取組などを行っている。それは、持続可能な社会の構築のためである。

【課題】九州地方の人口や産業に
はどのような特色があるか。

【課題】水俣市や福岡市では、工業
化や都市化がもたらした環境問題に
対してどのように向き合ってきたか。

中学校社会科単元計画【地理的分野：九州地方】

【単元のねらい】九州地方の地域的特色について、環境問題や環境保全を産業や地域の動向、人々の生活などと関連づけて考察し、
持続可能な社会の構築のためには、地域における環境保全の取組が大切であることをとらえさせる。

【単元の振り返り】（視点）1時間ごとに九州地方の白地図に記入した特色や取組をもとに持続可能な社会を構
築するために自分ができることを考え振り返りとする。

【まとめ】九州地方は火山が多く、火山灰が
厚く堆積している地域が見られる。また、比
較的、温暖で台風などの自然災害が多い。

【まとめ】福岡県を中心に九州北部に人口は集
中している。農業は南部で促成栽培を行った畑
作が中心となっている。工業では近年、ICや自
動車産業への転換が進んでいる。

【まとめ】集中豪雨に備えて砂防ダムの建設
をしたり、沖縄ではサンゴ礁を守りながらの
地域開発が進んでいる。

【まとめ】水俣市では、公害を乗り越え、環境
モデル都市として世界に情報を発信してい
る。福岡市では、緑化運動を進めるなど都市
化による災害に対する取組を進めている。

【まとめ】北九州市では廃棄物をリサイクル
するエコタウンが形成され、持続可能な社
会を目指す取組が行われている。

【活動】自然環境の特色を地
図や雨温図・写真等で他の
地域と比較して読み取る。

【活動】人口や産業の特色をグ
ラフや主題図・写真等で空間
的・時間的に比較して読み取
る。

【活動】自然環境の保全と開発の
バランスについて人々の営みと
関連付ける。

【活動】教科書のコラムや写真か
ら各都市の時間的な変化の様子
を比較し、そのための対応策を
人々の営みと関連付ける。

【活動】写真やグラフなどで環
境の変化に着目し、北九州市
の取組と関連付ける。

【単元のめあて】九州地方の特色を環境面に着目して地図にまとめよう。

１
時

２
時

３
時

４
時

５
時

６
時

資料８
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単元計画を基に協議する内容（例）

資料７・８を参考に

・単元のねらいは適切か？

・単元のめあてと単元の振り返りが対応しているか？

・単元の課題と単元のまとめが対応しているか？

資料３～６を参考に

・主体的な学習の場面、対話的な学習の場面、学びの

深まりをつくりだす場面をどこに設定するか？

資料１・２を参考に

・資料から情報を取り出し、比較し、表現する場面を

どこにどのように設定するか？
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