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中学校社会科との関連を重視した高等学校地理歴史科の指導と評価に関する研究

－世界史Ａを中心として－

教科研修部教科教育班

研究指導主事 河 本 太

１ 研究の意図

平成 年度から、学習指導要領の改訂に伴14

い、小・中学校の新教育課程が完全実施され

た。中学校社会科では、学習の過程の重視、

学習内容の厳選、調べ方や学び方を学ぶ学習

の充実、地理・歴史・公民三分野の関連の重

視など、改訂の趣旨を踏まえた新しい実践が

15行われている。一方、高等学校では、平成

年度入学生から年次進行で新教育課程に移行

する。このため地理歴史科においても、来年

度入学生の履修する科目を中心に、指導と評

価面での中学校とのなめらかで有効な連携を

模索しているのが実情である。

、 、 、これらの現状を踏まえ 本研究では まず

中学校社会科と高等学校地理歴史科における

関連の深い科目を取り上げ、両者の学習内容

を比較検討し、連携にかかわる問題点を探る

ことにした。次に、それらの問題の解決のた

めの試案を提示し、指導と評価の改善を考察

することとした。

２ 研究の内容

(1) 中高の連携にかかわる問題の所在

中学校社会科と高等学校地理歴史科につい

、ての連携にかかわる問題の所在を考察すると

以下の通りである。

ア 学習内容の重点化及び構造化に起因する

問題点

学習指導要領の改訂により、学習内容を大

幅に厳選するため、より一層の重点化及び構

造化が図られた。このため、中高の関連する

分野、科目間において、学習内容の接続に不

整合が生じている。

イ 主題学習の重複に関する問題点

今回の改訂により、中学校社会科、高等学

校地理歴史科及び公民科において、調べ方や

学び方を学ぶ学習の充実が図られた。このた

め相互の分野、科目における「主題学習（適

切な主題を設定して追究する学習：以下、主

題学習と表記 」のテーマや探究の方法が重複）

することが懸念される。

(2) 研究の対象分野及び科目

中高の連携に関する上記の問題点の分析と

改善の方途を検討するため、対象分野及び科

目を設定することが必要となる。

は、山口県内の公立、私立高等学校、図１

延べ115校における平成14年度新入生の履修状

況の割合を示したものである。

図１ 平成14年度新入生の履修状況

高等学校地理歴史科においては、第１学年

で世界史Ａの履修が突出しており、平成15年

度以降も同様の履修傾向が予測される。この

ことから、本研究では、中高における学習内

容の関連が最も深い歴史的分野と世界史Ａ、

相互の接続が密接な関係にある公民的分野と

世界史Ａとを対象として取り上げ、考察する

こととした。

(3) 歴史的分野と世界史Ａにおける「内容」
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の連携に関する問題点と改善案

は、平成14年度に本県で採択された中表Ⅰ

学校社会科歴史的分野の教科書三社の内、人

物索引から全て削除された人物と、新たに追

加されたため三社全てに掲載された人物とを

示したものである。

表Ⅰ 歴史的分野の削除・拡充

削除された人物 追加された人物

十返舎一九 阿弖流為（ｱﾃﾙｲ）

幸徳秋水 大黒屋光太夫

森鴎外

杉原千畝

マホメット レーニン

ダンテわ

ガリレオ･ガリレイが

レオナルド･ダ･ビンチ国

ミケランジェロ以

モンテスキュー 柳寛順(ﾕｶﾞﾝｽﾝ)外

ルソー

歴史的分野では、より一層わが国の歴史を

中心として取り上げ、わが国や東アジア世界

と比較的関連の少ない イスラーム世界とヨー「

ロッパ世界の交流 ルネサンス ヨーロッ」、「 」、「

パの近代科学」などが大幅に削除された。一

方、わが国の歴史においては、近世以降の国

際交流や近隣の諸外国との関係史が従前より

補強されるなど、今回の学習指導要領の改訂

に伴う重点化の傾向が端的に現れている。

これに対し世界史Ａでは、従前より近現代

史が重視されたこと、諸地域世界の交流と世

界の一体化を中心に内容の構成を大きく変え

、 。るなど 構造化が図られたことがあげられる

これらのことから連携の問題点として、以

下の二点があげられる。

① 歴史的分野で削除又は追加拡充された内

容を、どのように世界史Ａの内容構成につ

なげて指導するか。

② 歴史的分野で削除されたため、世界史Ａ

。で新出する内容の評価をどのように扱うか

このため、世界史Ａ「一体化する世界－ル

わ
が
国

ネサンスと大航海時代－」の展開例と評価規

準をもとに、改善の要点をまとめてみること

にする。

図２ ルネサンスと大航海時代

ア 学習指導展開例の要旨

は、世界史Ａにおける「大航海時代」図２

を中心とした学習項目の流れと評価規準の具

体例を示したものである。

歴史的分野では 前述したとおり イスラー、 「

」、「 」、「 」ム世界の拡大 ビザンツ 国土回復運動

「ルネサンス」の項目の内容が大幅に削除さ

れている。また 「大航海時代 「宗教改革、、 」、

反宗教改革」については、わが国にかかわる

内容が追加拡充されている。

このため「大航海時代」の学習の導入とし

て、ピッツァの中身を分析し、食材から16世

、紀当時の東西交易のようすを調べる作業学習

「ルネサンス」における芸術作品や文化遺産

についてのグループ別の調べ学習と発表 「大、

航海時代」と「宗教改革、反宗教改革」のつ

なぎの展開部分に、南蛮屏風絵をもとに帆船

・建物・服装などから当時の世界のつながり

を考察する討論の場面を設定した。

また、各学習の場面で特に重視した評価の

観点と評価基準表との関係を、図中に数字で

示した。

イ 学習指導における改善

歴史的分野における削除及び追加拡充され

た部分を踏まえた、世界史Ａでの改善の要点

を示すと以下の通りである。

イスラーム世界の拡大

ビザンツ

ルネサンス
国土回復運動

宗教改革
反宗教改革

大航海時代

①関心・ 意欲・ 態度 ④知識・ 理解③技能・ 表現②思考・ 判断

大航海時代に対して
の関心を高め、意欲
的に追究し、文化遺
産を尊重しようとする。

与えた影響につい
て多面的・多角的
に考察し、公正に
判断している。

文化遺産を調べ
考察した結果を
まとめたり発表
したりしている。

歴史事象や、そ
の時代的特色の
知識を身に付け
ている。

文化遺産
芸術作品

３

ピッツァ
１

南蛮屏風２

評価規準
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(ｱ) 削除された部分の学習指導

具体的な日常生活の素材を用いるなど導入

、 、を工夫し 調べ学習などの活動を通して分析

考察させる。

(ｲ) 追加拡充された部分の学習指導

既習の成果を踏まえ、わが国の歴史学習を

世界史学習へと発展的につなげることのでき

る教材の開発と指導の工夫を図る。

このほか、歴史的分野の「近代科学と文化

の発達」が削除され、世界史Ａの「ヨーロッ

パ・アメリカの諸革命」との関連が薄れたこ

と、逆に歴史的分野「古代までの日本」と世

界史Ａ「東アジア世界」や「近現代の日本と

世界」と「一体化する世界、現代の世界と日

本」との関連が追加拡充されたことなど、相

。互の内容の取り扱い方が大きく変化している

このことから、新教育課程移行後の世界史

の学習指導では、歴史的分野で削除及び追加

拡充された内容を把握し、生徒の実態に応じ

。た無理のない展開を図ることが求められよう

ウ 評価における改善

の評価規準の具体例をもとに改善の要図２

点を示すと、以下の三点があげられる。

① 各学習活動における評価の観点をあらか

じめ設定し、活動に即した多面的な評価を

行う。

② 生徒の主体的な活動を伴う学習の場面で

は、あらかじめ、特に重視する評価の観点

を具体的に生徒に明示し、評価を行う。

③ 歴史的分野で削除されたため、世界史Ａ

において初めて取り上げることとなった学

習内容については、評価規準、基準を共に

見直し、生徒の実態に合わせて設定する。

①、②については、すでに中学校社会科で

の評価実践が先行しており、地理歴史科にお

、 、 、いても 今後 中学校との連携を図りながら

各学校の実態に即した評価の取組が早急に求

められる。

③については、評価内容をより明確にする

図２ 表ため、 の展開例に即した評価の基準を

に示してみた。２

で示した 「関心・意欲・態度」と「資表２ 、

料活用の技能・表現」の評価の基準は、学習

内容が高等学校で新出することを考慮し、従

前より緩和した基準を設定した。

一方 「関心・意欲・態度」においては、中、

学校社会科での学習内容の拡充と調べ学習の

充実を考慮して、従前より高めの基準を設定

してみた。

③については、今後、地理歴史科のみなら

ず、公民科においても、また、高等学校の他

教科においても、共通する課題となりうる。

平成15年度から新教育課程に基づいて学習し

てきた生徒が入学することを考えると、第一

学年で履修する科目については、早急に検討

が必要となろう。

表２ 「ルネサンスと大航海時代」の評価の基準

評価の観点 具体的な観点別学習内容 評価の基準（Ａ，Ｂ，Ｃの３段階におけるＢの基準）

関心・意欲 ピッツァの中身を調べ、様 ・グループで協力して中身を分類し、食材がヨーロッ

・態度 々な観点から食材を分類する パに流入した時代や背景を追究できる。。

思考・判断 南蛮屏風絵をみて、当時の ・ヨーロッパとアジア、アフリカとの交易が行われて

日本と世界のつながりについ いたこと、キリスト教が広がり、航海や造船の技術

てグループで話し合う。 革新が起こっていたことに気付くことができる。

資料活用の ルネサンスの芸術作品、文 ・様々なメディアを活用して主体的に調べ、内容を大

技能・表現 化遺産を調べて発表する。 まかにまとめて発表することができる。

知識・理解 大航海時代到来の原因とそ ・16世紀以前から海陸の交易のネットワークがあり、

の後の世界の変化をまとめる ヨーロッパ人が参入していったことにより世界の一。

体化が進んだことの概要が理解できる。
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表３ 中学校社会科と高等学校地理歴史科における主題学習の関連

中学校社会科 高等学校地理歴史科

歴史的分野 世界史Ｂ

(1)歴史の流れと地域の歴史 (導入) (1)世界史の扉 (導入)

ア「わが国の歴史」 ア「世界史における時間と空間」

イ「身近な地域の歴史」 イ「日常生活に見る世界史」

公民的分野 ウ「世界史と日本史とのつながり」

(1)現代社会と私たちの生活 (導入) 世界史Ａ

ア「現代日本の歩みと私たちの生活」 (3) 現代の世界と日本 (まとめ)

(3)現代の民主政治とこれからの社会 (まとめ) オ「地域紛争と国際社会」

地球環境・資源エネルギー問題 地球環境・資源エネルギー問題ウ「世界平和と人類の福祉の増大」 カ「科学技術と現代文明」

(4) 歴史・公民的分野と世界史Ａにおける 主「

題学習」の連携に関する問題点と改善案

中高の連携を考える上での二つ目の課題で

ある主題学習の重複について、問題点と改善

案を述べてみたい。

は、歴史的分野、公民的分野と世界史表３

Ａ・Ｂにおける主題学習の関連を内容項目と

、 。実施目的によって分類し 示したものである

新学習指導要領によると、中学校社会科の

歴史的分野では、歴史学習の導入として「内

容」の最初に、公民的分野では、同じく導入

として「内容」の最初と学習のまとめとして

最後に調べ学習を取り入れた主題学習を実施

するよう求めている。

一方、世界史Ａでは「内容」の最後に学習

のまとめとして、現代の世界と日本が抱える

今日的な課題をテーマに主題学習を実施する

よう求めている。また、世界史Ｂでは学習の

導入として「内容」の最初と、学習のまとめ

として最後に主題学習を実施するよう設定さ

れている。

世界史Ａとの関連で見ると、公民的分野の

「世界平和と人類の福祉の増大」がテーマや

実施目的において、世界史Ａの「科学技術と

現代文明」に最も類似あるいは重複している

ことがわかる。

このため、これら主題学習の実施に伴って

生じる問題点を示すと、以下の二点があげら

れる。

① 歴史・公民的分野の主題学習の指導内容

にくく、世界史Ａの主題学習に関が把握し

連付けにくいこと。

公民的分野と世界史Ａでは、主題学習の②

テーマが重複しており、相互の差異が図り

にくいこと（地球環境問題、資源・エネル

ギー問題、科学技術と現代文明など 。）

このため主題が重複する「地球環境問題」

を例に、相互の関連を図る展開例を示し、改

善の要点をまとめてみる。

ア 主題学習指導例の要旨

主題学習展開例の手順を示すと、以下の通

りである。

(ｱ) 主題（テーマ）の提示

世界史Ａの学習のまとめとして、カ「科学

技術と現代文明」の中から「地球環境問題」

を主題として取り上げる旨を示す。

(ｲ) 主題学習履歴カードの記入と検討

中学校公民科で三分野のまとめとして実施

された「世界平和と人類の福祉」の主題学習

内容を、主題学習履歴カードに記入させる。

（ ）あなたが追究した公民的分野の主題 課題

学習について記入しなさい。

１ いつ頃 ２ どんなテーマで ３ 誰と

４ どんな方法で ５ どんな活動をして

６ どんなことがわかった

図３ 主題学習履歴カードの項目例
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４～５人でグループをつくらせ、主題学習

履歴カードを出し合い、公民的分野での主題

学習の内容を相互に説明させる。

調べてわかったことや問題点として残った

ことを話し合わせる。

(ｳ) 追究する課題の決定

地球環境問題について追究する課題 小テー（

マ）を設定させる。例： 大気汚染 「地球温「 」、

暖化問題 「森林の破壊 「ゴミ問題とリサ」、 」、

イクル 「環境ホルモン」など」、

(ｴ) 自己と課題とのかかわりの探究

課題と関連する自己の体験、世界史Ａの既

習事項などをキーワードにして、付せん紙３

～４枚に記入させる。

キーワードを記入した付せん紙を模造紙に

貼り付けさせ、ウェビングにより課題につい

ての関係図を作成させる。

スコットとアムンゼン 海中の古代遺跡

南極の氷が溶ける ツバルが沈む

森の消滅 世界史における気温変化

温室効果ガス 産業革命地球温暖化問題

都市化 猛暑 化石燃料

ヒートアイランド 暖冬 京都議定書

エルニーニョ現象 南北問題 冷戦の終結

図４ 地球温暖化問題のウェビング例

追究させる内容を分野別に分類させ、分担

を決めさせる 例： 珊瑚礁を守るには ヒー。 「 」「

トアイランドと温暖化 「京都議定書は守られ」

るか」など

(ｵ) 仮説の設定と追究

自己の課題について、仮説を立てさせ、追

究の方法を検討させた上、調べ学習を行わせ

る。

(ｶ) 発表とまとめ

グループ別に学習成果をまとめ、ポスター

セッションを行わせる。

個人別に課題と自己とのかかわり、解決の

方策についてレポートを作成させる。

イ 主題学習の指導における改善

中高で重複する可能性の高い主題を取り上

げておこなう主題学習について、前述の展開

例をまとめた をもとに改善の要点を示し図５

てみる。

図５ 地球環境問題

(ｱ) 中学校における主題学習の履歴の確認

主題学習履歴カードを活用すること、いわ

ゆる「学びの履歴」をたどることにより、中

学校社会科における主題学習の実態を教師が

把握するとともに、生徒が学習成果を自己評

価し、生徒相互の社会科での学習実態を把握

させることが肝要と考える。

(ｲ) 中高における課題追究の差異の明確化

学びの履歴をもとに、主題学習のねらい、

、 、 、課題の設定 追究の方法 資料の活用と分析

発表方法等の差異を明確にすることが必要と

なる。公民的及び歴史的追究の視点の違い、

社会全体としての課題を解決する取組を知る

学習から、世界的視野に立ち、自己とのかか

わりを通して考察する学習へとステップアッ

プさせることも重要となろう。もちろん、中

学校社会科で培ってきた課題追究の手法、発

表や討論の方法を活動の場面に応じて活用す

ることも上述の改善を妨げるものではなく、

必要なものと考える。

(ｳ) 生徒の課題追究活動の保障

中高いずれにもかかわるが、年間指導計画

に基づく主題学習時間の確保、追究のための

学習環境の整備（資料や機器等 、主体的な追）

高等学校地理歴史科 世界史Ａ（３）
カ 科学技術と現代文明 「地球環境問題」

目的
三分野のまとめ

方法
インターネット

内容
国の取り組み

自己評価
わからなかった

●世界史学習のまとめとして

●書籍、統計資料の活用、発表の工夫

●自己とのかかわりを中心として

●これまでの学習の概要がつかめた

中学校社会科 公民的分野（３）
ウ 世界平和と人類の福祉の増大 「地球環境問題」

主題学習の履歴の確認

主題学習の設計、評価の観点の明示

主題学習履歴カード
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中学校社会科との関連を重視した高等学校地理歴史科の指導と評価に関する研究 －世界史Ａを中心として－

究を支援する適切な指導が必要となる。不足

する部分を家庭学習で補わせるなど、生徒に

過度な負担を強いることがないよう配慮すべ

きと考える。

ウ 主題学習の評価における改善

主題学習の評価の改善について、以下に要

点を示してみる。

(ｱ) 評価の観点の重点化と明示

ウと同様に、主題学習の各場面におい(4)

ても、どのような観点で評価するかを絞り、

生徒に事前に示すことが必要となる 特に 知、 、「

識・理解」以外の観点に重点が置かれがちで

あることから、生徒自身が追究の意義を実感

できる評価が求められる。

(ｲ) 主題学習の評価の評定への総括

主題学習が適切に評価され、適正に評定に

総括されることは、生徒の主題学習への意欲

に直接影響を及ぼすこととなる。このために

も教師が評価結果を整理し、他の学習評価と

総合し、評定に総括することが求められる。

とかく定期考査等のペーパーテストによる 知「

識・理解」を中心とした評価に偏りがちな高

等学校での現状を是正することも必要となろ

う。

(ｳ) 主題学習の評価の説明責任

主題学習では、生徒にとって自己の追究活

動がどのように評価されたかが見えにくい。

このため、必要に応じて評価内容を説明する

ことも、生徒の自己評価や今後の指導に役立

たせるために重要である。

３ まとめと今後の課題

今回の研究では、中高の連携を教科・科目

の視点からとらえようと試みた。

まず、重点化、構造化に起因する課題につ

いては、平成 年度以降、高等学校での新教15

育課程への移行がはじまることから、各学校

での実態に応じた早急な対策が必要となる。

特に中高のつなぎ目となる中学校社会科「公

民的分野」と地理歴史科の「世界史Ａ」及び

「地理Ａ 、同じく「公民的分野」と公民科の」

「 」 、現代社会 とに顕在化する課題となるため

改善のための中高双方の教師による教材開発

や教科指導の連携がより一層望まれる。また

地理歴史科の授業実践の中から、各科目、各

単元での指導の具体案や評価方法の改善案が

検討されることを期待する。

次に、主題学習の重複については、中学校

での学びの履歴を教師、生徒相互が知り、学

習の目的にあった指導と評価に結びつけるこ

とにより、一応の改善が期待できよう。ただ

し、今後は、本研究で取り上げなかった「地

理的分野 と 地理Ａ 歴史的分野 と 日」 「 」、「 」 「

本史Ａ 「公民的分野」と「現代社会」との」、

関連についての検討が必要である。

最後に、中高の連携については、進路指導

をはじめ、様々な取組がなされている。これ

らを踏まえ、教科教育の立場からも、社会科

と地理歴史科及び公民科において、中高相互

の教師が、同じ生徒を６年間をかけて育み、

見つめ続けていく姿勢と連携が求められてい

ると確信している。
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