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資料２ 前時の学習状況から児童一人一人の実態を４観点ごとに評価したもの（抜粋）

単元名 徳川家光と江戸幕府

単元の 〈関心・意欲・態度〉
評価規準 ○徳川家光が大名を抑える仕組みを整えたり、身分制度を確立し武士による政治が安定していった

こと、また鎖国によって江戸幕府が安定していったことに関心をもち、それを具体的に調べよう
とする。

〈思考・判断〉
○江戸幕府が長期政権を維持できた過程について問題を見いだして、そのことを追究・解決し、ど

のようにして支配体制を強めていったのかを適切に判断する。
〈技能・表現〉
○年表、文章資料等を活用して、大名行列、身分と人々の暮らし、キリスト教の禁止、鎖国などに

ついて調べ、分かりやすくまとめたり、発表したりすることができる。
〈知識・理解〉
○徳川家光が大名を抑える仕組みを整えたり、身分制度を確立したこと、また鎖国によってキリス

ト教を廃絶したことなどから、２６０年間もの間江戸幕府が安定していったことが分かる。

評価方法 発表、ノート、自主学習、テスト、学力調査

観点別の評価 （空欄はＢ）
児 童 関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

１ Ａ参勤交代の実施や Ａ文章資料や図の資
身分制度、鎖国によ 料など、何が書いて
って江戸幕府が安定 あるのか、そこから
していったことを多 何が言えるのかなど
面的にとらえ、判断 関連付けて考えられ
できる。 る。

２ Ａ江戸幕府の仕組み
や政策について理解
している。

１０ Ｃ歴史学習に興味関 Ｃ江戸幕府が長期政 Ｃ長い文章資料やい Ｃ江戸幕府の仕組み
Ｍ男 心が弱く、追究する 権を維持できたこと くつかの資料を組み や政策について十分

意欲がもてない。 について、多面的に 合わせたりして、そ に理解しておらず、
とらえ、適切に判断 こから読み取ること 長期政権が維持でき
することができな はできない。また、 たことが分からな
い。 自分の思いを発表す い。

ることもできない。
１１ Ａ家庭学習などで自 Ａ一つ一つ調べたこ

分なりにまとめたり とを課題と関連付け
して、意欲をもって て考えることができ
できる。 る。

１２ Ａ歴史学習に興味が Ａ江戸幕府が長期政 Ａいくつかの資料や Ａ江戸幕府の仕組み
Ｈ子 あり、家庭学習など 権を維持できたこと 既習した内容、資料 や政策について十分

で、自分から問題を について、種々の政 を関連づけて、見や に理解し、長期政権
見つけ追究すること 策を多面的にとら すいように図などに が維持できたことが
ができる。 え、適切に判断でき して書ける。 分かる。

る。
１３ Ｃ幕府が実施した内 Ｃいくつかある資料

容について表面的に の中から、自分で選
は分かるが、深く理 択をして読解するこ
解することができな とが弱い。
い。

１８ Ｃ自分から進んで資 Ｃいくつかある資料
料を読んだり、発言 の中から、自分で選
したるすることが弱 択をして読解するこ
い。 とが弱い。

１９ Ａ用語や、政策の内
容を理解している。
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資料３ 指導と評価の計画（全８時間）
時 ねらい 学習活動 資 料 評価規準、評価方法 指導・援助

ノルマントン号事件 ○ノルマントン号事件の絵を ・ノルマントン ○絵から分かるこ

を通して、日本は治外 見て分かることを出す。 号事件の絵 とを多く出す。
法権を認めるといった ○課題を作る。 事件の経過につ

不平等条約があったこ どうして日本人乗客は死 いては教師が話
とを知り、日本に不利 んでしまったのに、イギ す。

な不平等条約をどう改 リス人船長は軽い罪です 〈ア－①〉 ○机間指導時にノ

正していったのか、学 んだのだろう。 ○学習ノート ートにチェック
１ 習課題をもつことがで ○資料をもとに課題に迫る。 ・日米修好通商 ・資料をもとに自分か を入れ、自信を

きる。 ○意見交流 条約 ら進んで考え、ノー もって発言でき
トに書けたか。 るようにする。

日本には不平等条約があっ ○意見交流 ○不平等条約の内

たんだ。これから日本はど ・資料に基づいて自分 容は日本にとっ
うなっていくんだろう。 の意見や感想も交え てどうなのかを

て意欲的に表現しよ 考えるよう指導

○自己評価をする。 うとしているか。 ・援助する。
日本にとって不利な不 ○前時の振り返りをする。 〈ア－②〉 ○机間指導時にノ

平等条約を改正するた ○課題を作る。 ・条約改正まで ○学習ノート ートにチェック
めに政府の取り組みを 不平等条約を改正するため の年表 ・資料をもとに自分か を入れ、自信を、

近代国家としての整備 に、明治政府はどんなこと ら進んで考え、ノー もって発言でき、

文化レベルの欧米化、 に取り組んだのだろう。 ・鹿鳴館と舞踏 トに書けたか。 るようにする。
富国強兵政策、条約改 ○資料をもとに課題に迫る。 会の絵 ○意見交流 ○分からない児童

正への交渉などからと ○意見交流 ・資料に基づいて自分 には、舞踏会の
２ らえ、それらを関連さ の意見や感想も交え 絵を見て分かる

せて考えることができ 明治政府は、条約改正をす て意欲的に表現しよ ことを見付ける

る。 るために、憲法や国会、鹿 うとしているか。 ことができるよ
鳴館を作ったり工業をおこ 〈エ－②〉 うにする。

したりして、近代国家を進 ○学習ノート、発言・ ○資料毎にまとめ

めたんだ。条約改正ができ 条約改正に向けての て板書する。
てよかった。 努力から、それに伴 ○分からない児童

って日本の工業面、 には、意見交流
○自己評価をする。 文化面が向上したこ で出てきた内容

とが適切に表現され を記述できるよ

ているか。 うにする。
自分たちと同じくら ○資料から課題を作る ・ビデオ 〈ウ－①〉 ○根拠となる資料

いの年齢の飛騨の娘達 ・働きに行く少 ○ノート、発言 をはっきりとさ
が、過酷で重労働な製 ○○さんたち飛騨の女工た 女達 ・資料をもとに自分か せ、課題とつな

糸工場へ働きに行った ちは、なぜつらい思いをし ・○○さんの写 ら進んで調べ、分かり げて発言できる

理由は、明治から昭和 てまででも行ってよかった 真 やすく表現できたか。 ように指導・援
にかけて飛騨では、食 と思えたのだろう。 ・製糸工場の一 〈イ－①〉 助する。

べ物も少なく逆に工場 ○資料をもとに課題に迫る。 日 ○分からない児童
では食事も十分にあっ ○意見交流 ・後日調査結果 ○ノート、発言 には前に集め

たことや、家族のため ・当時の飛騨の ・自分なりに資料 資 て、資料をもと

に現金収入を得るため 飛騨は食べものも十分無 暮らしと家族 料を関連付けて考え、 に支援する 資。（
であったからであると くてとても貧しかったん ・当時の飛騨の 結果的に日本の国力の 料のアンダーラ

いうことを、資料を調 だ。そんな中、食事も十分 食事と女工達 充実を支えた裏には、 インに着目でき

べて考えるとともに、 にあって自分のためにもな の食事 飛騨の女工達の働きが るようにする。
日本の国力が充実した るし、お金がもらえ家族の ・輸出の割合と あったことをふまえて ○書けない児童に

裏には、飛騨の女工達 ためになったんだ。それに 変化 記述できたか。 は、全体交流や
の果たした役割が大き 結果的に富国もつながった ・ある女工さん ○○さんの話か

３ かったということ考え んだ。そんな思いで働きに の話 ら課題に対する

ることができる。 行ったんだな。 ・工女小唄 理由（答え）が
・○○さんの話 一つでも書ける

○自己評価をする。 ビデオ ように指導・援
助する。

日清・日露戦争につ ○年表から２つの戦争があっ ・ビゴーの風刺 〈ア－③ 〈エ－①〉 ○年表を使って確〉

いて資料をもとに調べ たことを知り課題を作る。 絵 ○ノート 認する。、
この戦争が、朝鮮、中 ・資料をもとに課題に ○机間指導の時に
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４ 国へ勢力を伸そうとし ○課題を作る。 対する自分の意見が ノートにチェッ

・ たことであることや、 日本にとって２つの戦争 ・年表 書かれているか。 クを入れ、自信
５ この戦争で日本の力が は、どんな意味があったの ・下関条約 ○意見交流 をもって発言で

大きくなったことを理 だろうか。 ・ポーツマス条 ・資料に基づいて自分 きるようにす

解することができる。 ○資料をもとに課題に迫る 約 の意見や感想も交え る。
○意見交流 て意欲的に表現しよ ○それぞれについ

うとしているか。 てまとめる。
２つの戦争で、日本は共 〈イ－②〉 ○分からない児童

に勝って朝鮮の支配を強め ○ノート、発言 には条約の内容

ていったんだ。そして日本 ・２つの戦争で朝鮮支 をしっかりと読
の力は大きくなったんだ。 配を強めていったこ みとれるように

とが書かれている する。

○自己評価をする。 か。
日本が朝鮮を植民地 ○資料から分かること、考え ・なくなる朝鮮 〈イ－③ 〈エ－②〉 ○机間指導の時に〉

にして、日本語教育を られることを出し合う。 語の学習時間 ○資料読解、ノート、 ノートにチェッ
６ 受けさせたことを通し ○課題を作る。 ・日本語で教育 発言、まとめ クを入れ、自信

て、それは国力を充実 日本はなぜ朝鮮の人々に される子ども ・学習のまとめとして をもって発言で

させることであること 日本語教育を受けさせたの ・下関条約 日本の立場を自分の きるようにす
を考えることができる だろうか。 ・ポーツマス条 意見や感想も交えて る。。

○資料をもとに課題に迫る。 約 表現できたか。 ○考えがもてない
○意見交流 子は、日本語を

教えると日本に

朝鮮の人に日本語を教え とっていいこと
ることは、日本にとっては は何かを考える

国力を充実させることだっ ことができるよ
たんだ。 うにする。

○自己評価をする。
国際社会で活躍した ○３人についてどういう人物 ・３人の業績に 〈ア－④ 〈ウ－②〉 ○業績は必ず入れ〉

科学者について調べた かを話す。 ついて ○新聞づくり るようにする。

ことで、科学の分野で ・自分が選んだ人物に○見やすいように
も日本が外国と同様に ３人のうち、一人につい ついて見た目が分か 色を付けたり、

７ 発展したことをつかむ て調べ 新聞にまとめよう りやすい新聞を作れ マンガ等描いた。 、 。
○自分が選んだ一人について たか。 りしてもよいよ

調べ、新聞にまとめる。 うにする。

○交流をする。

３人はとても活躍したん
だ。科学も発展したんだ。

○自己評価をする。
足尾銅山鉱毒 題に対 ○周りの山林が枯れた足尾銅 ・足尾銅山の写 〈ウ－①〉 ○机間指導の時に

して働いた田中正造の 山の写真を見て思ったこと 真 ○ノート ノートにチェッ

生き方を通して、国益 を出し合う。 ・米騒動の絵 ・資料をもとに課題に クを入れ、自信
よりも人としての権利 工業が発達すれば国が豊 ・平塚雷鳥、市 対する自分の意見が をもって発言で

を求めて立ち上がる人 かになるけれど、人々の生 川房枝につい 書かれているか。 きるようにす
々が現れたことをつか 活はどうなったのだろう ての人物伝 る。

む。 か。 ・光り輝く新し

８ ○資料をもとに課題に迫る。 い世の中に
○交流をする。

国の発展に伴って、人々は

自分たちについて見つめ直

し、多くの運動を起こした
んだ。

○自己評価をする。

○単元のまとめを書く。


