
平成26～27年度教育課程研究指定校事業 

長崎県立佐世保北高等学校 
報告者： 溝上貴稔 森川剛志 

世界史・日本史・地理関係科目の相互の 
連携を図り思考力を育む授業実践の研究 
 

【研究課題】 
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仮説１ 

○授業内容の各科目間の連携を図る 

  →多面的・多角的な見方や考え方を培い、 

    生徒の思考力等の育成につながる 
 

仮説２（方法論） 

○「アクティブ・ラーニング」の手法を取り入れる    

  →豊かな言語活動を促し、思考力等を 

    育成する手立てとして効果的である 

【研究課題へのアプローチ】 
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  「地理歴史科における 

     各科目間の連携を通した 

           思考力の育成についての研究」 
 

  ～アクティブ・ラーニングを活用した 

                    学習活動の展開～ 

【研究主題の設定】 
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【研究計画】 
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日本史Ｂ２単位・世界史Ｂ 
４単位を履修している生徒 

【１年目の授業実践事例】 

主題：「８世紀の東アジア世界～天宝の争長事件をめぐって～」 

生徒の振り返り 
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おおいに深

まった 

73% 

深まった 

27% 

あまり深まらなかった 

0% 

深まらなかった 

0% 

グループ活動による思考の深まりはあったか？ 
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①科目間の連携を図ることが，思考力の育成に 

 効果的であるということを確認することができた。 

 

②アクティブ・ラーニングの手法を取り入れること 

 は，「言語活動の充実」につながり，かつ思考 

 力等の育成に資するということが明確になった。 

 

③教科会として組織的に取り組むことで，思考力 

 等の育成に係る授業改善を効果的・効率的に 

 実施できた。 

【１年目の研究成果】 
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①世界史Ｂ－日本史Ｂ間以外の科目間連携 

  を実践し、事例を蓄積すること 
 

②年間を通してアクティブ・ラーニングを実  

  践し、生徒の中・長期的な変化を見取る 

  こと 

 

③評価方法を検討すること 

 

【２年目の研究課題】 
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【主題】 

中世ヨーロッパの「北ヨーロッパ商業圏」「地中海商業圏」
の形成には、どのような歴史的地理的背景があるのか。 

 
対象：世界史Ｂ選択者４１名 

（うち、地理Ａ選択者３１名 日本史Ｂ選択者１０名） 

     

①世界史Ｂ－地理Ｂ科目間連携の実践 

9 



【活動１】 
現代のヨーロッパ地図（ブルーバナナを示している）
と中世の地図（二つの商業圏を示している）を見て、
都市の集中している地域の違いを確認する。 



生徒の解答例 

日本史Ｂ、世界史Ｂ 
を履修 

地理Ａ、世界史Ｂ 
を履修 
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北ヨーロッパ商業圏と地中海商業圏が形成された歴
史的・地理的背景を考察する。 

【活動２】 
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生徒の振り返り(１) 地理Ａ、世界史Ｂ 
を履修 
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生徒の振り返り（２） 日本史Ｂ、世界史Ｂ 
を履修 
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○主題 

ＡＳＥＡＮ諸国の経済成長によって、なぜ経済格
差が生じたのか。 

 

○活動 

１）経済格差を示すデータを読み取り、その  

  特徴をもとに２つのグループに分ける。 

２）大きく経済成長している国とそうでない国に 

  ついて、歴史的・地理的な観点から考察する。 

①地理Ｂ－世界史Ｂ科目間連携の実践 
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生徒の振り返り 
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②年間を通してのアクティブ・ラーニン 
 グの実践 ～日本史の事例～ 

１）単元を貫く「基軸となる問い」（ＭＱ：メインク
エスチョン）を示す 

 

２）ＭＱを考察する上で理解すべきＳＱ（サブク
エスチョン）を提示し、授業を展開する 

 

３）ＳＱやＭＱについて、答えを作成する 

  →発表、レポート等での評価 21 
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対象：２年生（文Ⅰ） 
日本史Ｂ（４単位）・ 
世界史Ａ（２単位）選択者 

【基軸となる問い】  
日本人はいつから「日
本人」になったのか？ 

①旧石器時代 
②縄文時代 
③弥生時代 
④古墳時代 
⑤飛鳥時代前半 
⑥飛鳥時代後半 
⑦奈良時代前半 
⑧奈良時代後半 
⑨平安時代初期 

→９グループがそれぞれ 
 年表を作成し、発表 
→参観者が評価 
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生徒の振り返り（1） 
日本史Ｂ、世界史Ａ 

を履修 
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【基軸となる問い】  
日本人はいつから「日
本人」になったのか？ 

対象：２年生（文Ⅱ） 
世界史Ｂ（４単位）・ 
日本史Ｂ（２単位）選択者 

個人で考察した結果をボードに
まとめて発表し、ルーブリック

をもとにして相互評価を行う 
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評価表 
（ルーブリック） 

生徒の相互評価 

個人の振り返り 
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生徒Ｄの解答 

四 
月
十
六
日 

八 
月
二
十
七
日 
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生徒Ｊの解答 

四 
月
十
六
日 

八 
月
二
十
七
日 28 



生徒の振り返り（２） 
世界史Ｂ、日本史Ｂ 

を履修 
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【２学期末アンケート集計結果】（標準クラス：日本史Ｂ４単位・世界史Ａ２単位） 

Ｑ１：これまでの日本史の授業を通して思考力が高まった 
   と感じるか？ 

①の回答理由 
・遺跡のニュースなどにも関心を持つように 
  なった。歴史の番組などを見て、面白いと 
  感じるようになった。  
②の回答理由 
・ＭＱやＳＱ、班活動などで考えることが多い 

 から 
・自分で、間違ってもいいから書こうって思 
 えるようになったから 

・問題出題者の意図を考えるようになったから 
③の回答理由 
・人物名が多くて頭に入ってこない 
・テスト前なども、暗記などで勉強を終わら 
 せてしまうことが多いから 

・考える行為は私も大切だと思いますが、ア 
 ウトプットする前にはある程度知識をイン 
 プットする必要があると思います。先生の 
 解説の時間をもう少しとって語句を１つず 
 つ解説したりして、まずは理解度を高めた 
 方がいいと思います。 
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Ｑ２：これまでの授業を通して学習意欲は高まったか？ 

①の回答理由 
・自国の歴史について調べるのは、タメにな 
 るし、おもしろいから 
②の回答理由 
・流れで覚えたときの面白さがわかったから 
・知りたいことが増えたから 
・今の日本に至るまで、どのような過去があった 
 かを知る必要があると思ったから 

・話合いをするため 
・質問を考えることでその時の時代を理解でき 
 るから 
・中学校の時の歴史の知識プラスのことを学べ 
 て、それが頭の中でつながると面白いと感じ 

 ることができるようになったから 
③の回答理由 
・テスト前ぐらいしか日本史の勉強をしていない 

・日本の歴史にあまり興味が持てないから 
・テスト範囲を余裕をもって終わらせてほしかっ 

 たから 
・プリントをみればわかりやすいから、他の苦手 

 な教科の勉強を優先しようと思うようになった 

 
 



【２学期末アンケート集計結果】（難関大志望：世界史Ｂ４単位・日本史Ｂ２単位） 

Ｑ１：世界史と日本史の両方を学ぶことによって思考力が高 
   まったと感じるか？ 

①の回答理由 
・同時代にどこで何があったかを意識するうち 
 に、国と国とのつながりや現在に至るまで続 
 いている問題について着目できるようになっ 
 た 
・時代ごとに日本と外国の比較ができて土地 
 による変革のスピードの差が見れて面白かっ 
 た 

②の回答理由 
・歴史的な問題に対して以前より多面的に物 

 を考えるようになったと思う 
・日本史と世界史では時代の流れなどをつな 
 がる部分が多くあるので、両方を学ぶことに 
 より、より深く考えられるようになったと思うか 

 ら 
③の回答理由 
・覚えることが多すぎて、どちらかあるいはどち 
 らにも多くの時間を割いて、思案するまでに 
 は至らなかったため（歴史が好きでおもしろ 
 いと思う人には思考力が上がるものだと思い 
 ます） 
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Ｑ２：これまでの授業を通して学習意欲は高まったか？ 

①の回答理由 
・ＭＱが設定されていることで、自分がその単 
 元で何を理解すればいいのかわかるので、 
 そこに留意しながら授業を受けると楽しいと 
 感じたから 
・こういう背景があるからこういう結果になるとい 
 う考えを歴史だけでなくて他の教科でも構築 
 できるようになった 

②の回答理由 
・一問一答形式ではなく、ＭＱ・ＳＱなど文章形 
 式の問題で考えることにより、歴史の面白み 

 が増したから 
・今までよりくわしく学ぶことで日本史が面白く 
 思えてきたから 
・１つ１つのことを深く丁寧に考えると、おもしろ 

 いことがたくさんあるとわかった 
・疑問があったら積極的に調べようと思うように 
 なった 

③の回答理由 
・授業中以外のところで、日本史の学習をしよう 
 という意欲はわいてこなかったと感じるから 

 



③評価方法についての検討 

○科目間連携の意義 

 ・問いを与える →思考する 

 ・思考する →言語活動（対話）を促す 

 ・対話する →多角的・多面的な見方、考え 

          方ができるようになり、思考が 

          より深化する 

 

        

      

  

思考の到達点を示す発表やレポートをどのように
評価すべきか？ 
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○科目間連携において教師がやるべきこと 

 １）授業の目的・ねらいを明確に示すこと 

   ・単元目標の設定・提示・計画策定 

      ・「基軸となる問い」の設定  

 
 

 ２）期待される到達度の指標を示すこと 

   ・ルーブリックの作成・提示→評価 
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  思考・判断・表現 資料活用の技能 知識・理解 

３ 日本列島の形成と列島内
の歴史事象について、大
陸との関係を踏まえなが
らテーマの趣旨に沿って
論理的に説明することがで
きる。 

資料集や教科書の年表か
らテーマの趣旨に沿って
必要な情報を取り出し、適
切に史実をつなぎ合わせ
る事ができる。 

多くの歴史用語を正確に
用いて具体的に（いつ、ど
こで、誰が、どのように、何
を、なぜ）説明している。 

２ 日本列島の形成と列島内
の歴史事象について、
テーマの趣旨に沿って論
理的に説明することができ
る。 

資料集や教科書の年表か
らテーマの趣旨に沿って
必要な情報を取り出し、断
片的ながら史実をつなぎ
合わせる事ができる。 

歴史用語を用いているが、
説明が不十分であり、具体
性に欠ける。 

１ 日本列島の形成と列島内
の歴史事象について説明
しているがテーマの趣旨
にあっていない。 

資料集や教科書の年表か
ら情報を取り出しているが
内容が不十分であり、史実
のつながりが見えにくい。 

歴史用語の使用に間違っ
た部分がある。 

０ 説明することができない。 史実のつながりが全く見出
せない。 

歴史用語を使うことができ
ない。 

ＭＱ：日本人はいつから「日本人」になったのか？ 
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  思考・判断・表現 資料活用の技能 知識・理解 

３ 日本列島の形成と列島内
の歴史事象について、大
陸との関係を踏まえながら
テーマの趣旨に沿って論
理的に説明することができ
る。 

資料集や教科書の年表か
らテーマの趣旨に沿って
必要な情報を取り出し、適
切に史実をつなぎ合わせ
る事ができる。 

多くの歴史用語を正確に
用いて具体的に（いつ、ど
こで、誰が、どのように、何
を、なぜ）説明している。 

２ 日本列島の形成と列島内
の歴史事象について、
テーマの趣旨に沿って論
理的に説明することができ
る。 

資料集や教科書の年表か
らテーマの趣旨に沿って
必要な情報を取り出し、断
片的ながら史実をつなぎ
合わせる事ができる。 

歴史用語を用いているが、
説明が不十分であり、具体
性に欠ける。 

１ 日本列島の形成と列島内
の歴史事象について説明
しているがテーマの趣旨
にあっていない。 

資料集や教科書の年表か
ら情報を取り出しているが
内容が不十分であり、史実
のつながりが見えにくい。 

歴史用語の使用に間違っ
た部分がある。 

０ 説明することができない。 史実のつながりが全く見出
せない。 

歴史用語を使うことができ
ない。 

評価観点 

価
値
尺
度 評価基準 
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研究協議での意見 

０～３の「価値尺度」と「評価基準」は適切と言え
るだろうか？     →事前検討の必要性 

 

ルーブリックについて、あらかじめ生徒にしっか
り説明しておく必要があるのではないか？ 

            →到達目標の提示の必要性 

 

生徒の自己評価をその後どのように活用して
いくべきか？  →授業設計の見直しの必要性 

 

            



【２年目の研究成果】 

①科目間連携は、それを狙いとした主題や問いの設定に 

  より可能となる。 
 

②科目間連携を図る上で、その主題設定や評価方法に 

   ついて、教科会組織として取組むことが効果的である。 
 

③「アクティブ・ラーニング」の手法を取り入れることは、生  

  徒の主体性を育み、学習意欲の向上につながる。 
 

④思考力等の育成を狙いとして授業実践を積み重ねるこ 

   とで、事象の関連性や独自性を見出すことができる。 39 



 

 

            

 

 

 

【今後の課題】 

①科目間連携や「アクティブ・ラーニング」を取り入れた授 

  業を設計する場合、５０分単位の日程では時間が不足 

  する（リフレクションや評価の時間が確保できない）。 
 

②言語活動が活発化するためには、前提として歴史的・ 

  地理的事象に対する知識が不可欠であるため、それを 

  踏まえた上で科目間連携を実現するための指導計画 

   を見直す必要がある。 
 

③発表の評価についてはルーブリックの作成が有効であ 

  るが、事例の蓄積が必要である。 40 


