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２ 評価規準を明確にした単元ごとの指導と評価の計画例「院政と平氏の台頭」

(ｱ) 大単元「古代政権の崩壊と鎌倉幕府の成立、鎌倉社会」の評価規準と具体例

□大単元の目標
古代国家の崩壊と鎌倉幕府政権の成立の過程を理解し、武士の支配（封建制）について考察し、社会や経済の特

色と合わせてその本質を理解する。
鎌倉幕府の二元的支配の状況を考察し、その克服の過程を理解する。

□大単元の評価規準

関心・意欲・態度 思考・判断 資料活用の技能・表現 知識・理解

古代政権崩壊と武家 古代政権崩壊と武家政権 古代政権崩壊と武家政権の成立の 古代政権崩壊と武家政
政権の成立の過程及 の成立の過程及び武家政権 過程及び武家政権の本質について文 権の成立の過程及び武家
び武家政権の本質に の本質について課題を見い 献や絵画などの諸資料を活用するこ 政権の本質についての基
ついての関心と課題 だし，武士の土地支配と公 とを通して，歴史的事象を追究する 本的な事柄を東アジア世
意識を高め，意欲的 武関係について多面的・多 方法を身に付けるとともに，追究し 界の動向と関連付けて理
に追究している。 角的に考察している。 考察した過程や結果を適切に表現し 解し，その知識を身に付

ている。 けている。

□大単元の各節（小単元）における評価の内容の一覧 ※評価の方法のＰはプリント

節 テーマ 評 価 の 内 容 評価方法

１節 ①院政の開始 天下三不如意の意味とその社会的背景のまとめ Ｐ

関 １節 ②保元・平治の乱 平治の乱に敗れた源氏一族と郷土の史跡との関連付け Ｐ

心 １節 ③平氏政権と院政期の文化 奥州に花開いた平泉文化の概要 Ｐ
・
意 ２節 ④源平の争乱 源義経の活躍と源平古戦場の確認 Ｐ

欲 ２節 ⑤鎌倉幕府 源氏における鎌倉の地の意味の認識 Ｐ
・
態 ３節 ⑥承久の乱 尼将軍北条政子の演説をカセットで聞き、その内容の考察 Ｐ・観察

度 ３節 ⑦執権政治 謡曲「鉢の木」を題材にした、執権北条時頼の生き様の考察 Ｐ

３節 ⑧武士の生活 絵巻物からみた武士の生活状況の認識 Ｐ

⑨テストの反省・自己評価 ノート

１節 ①保元・平治の乱 政権争いにおける武士の実力の重要性についての考察 Ｐ

１節 ②平氏政権と院政期の文化 日宋貿易にみる平氏の経済感覚についての考察 Ｐ
思
２節 ③鎌倉幕府 源頼朝による幕府組織の工夫の考察 Ｐ

考
・ ２節 ④幕府と朝廷 将軍と御家人との封建制度のメカニズムの考察 Ｐ
判
３節 ⑤北条氏の台頭 有力御家人の滅亡と北条氏台頭の理由の考察 Ｐ

断
３節 ⑥執権政治 執権政治の確立と北条氏独裁体制への方向性に対する考察 Ｐ

技 １節 ①院政の開始 後三条天皇と摂関家との関係の系図読みとり Ｐ

能 １節 ②平氏政権と院政期の文化 天皇の外戚としての平氏の系図読みとり Ｐ
・
表 ２節 ③執権政治 御成敗式目を分析して、武士政権の特色を把握 Ｐ

現 ３節 ④武士の生活 武士の土地支配を荘園の図面から読みとり Ｐ

知 １節 ①院政と平氏の台頭 院政と平氏政権についての基本的事項の理解 Ｐ・テスト
識
・ ２節 ②鎌倉幕府の成立 鎌倉幕府の成立過程についての基本的事項の理解 テスト
理
解 ３節 ③武士の社会 武士の社会の特色についての基本的事項の理解 テスト
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(ｲ) 第１小単元「院政と平氏の台頭」の評価規準と単元指導計画

□単元の目標 院政から平氏の全盛期において、貴族政権から武家政権への移行過程及びこの時期の中央から地方へ
の文化の伝播を理解する。

□単元の評価規準

関心・意欲・態度 思考・判断 資料活用の技能・表現 知識・理解

院政期の社会と平氏政権 院政期の社会と平氏政 院政期の社会と平氏政権を経 院政期の社会と平氏政
を経て、鎌倉幕府に至る経 権を経て、鎌倉幕府に至 て鎌倉幕府に至る経過に関する 権を経て、鎌倉幕府に至
過に対する関心と課題意識 る経過から課題を見いだ 諸資料を活用することを通して る経過についての基本的，
を高め，意欲的に追求して し，武士の発展と社会の 歴史的事象を追求する方法を身 な事柄を理解し，その知
いる。 変化とを関連付けて多角 に付け，適切に表現している。 識を身に付けている。

的に考察している。

□各授業時間ごとの主な内容（単元指導計画）

院政の開始

主な学習内容 主な学習活動・評価の観点 評価の方法・指導

第 ○後三条天皇の登場と摂関 ○天皇家と藤原氏の系図を読解しながら、摂 ○関係系図を調べ、後三条天皇
１ 政治の終焉 関家の外戚ではない後三条天皇の施策につ が摂関家に対抗できた理由を
時 いて理解する。 【技】① 考えて、発表させる。
間 ○院政の開始とその社会の ○院政の開始やその社会の特色を、白河上皇 ○院政における軍事力の確保や
目 特色 の「天下三不如意」や僧兵の強訴に関連さ その経済的基盤を、寄進地系

せながら考える。 【関】① 荘園の発達と関連づけて、考
えさせる。プリント記入。

保元・平治の乱

主な学習内容 主な学習活動・評価の観点 評価の方法・指導

第 ○伊勢平氏の台頭と保元の ○源氏の一時衰退と、それに対する伊勢平氏 ○伊勢平氏や保元の乱の関係人
２ 乱の発生 の台頭の過程を、保元の乱の皇族・摂関家 物を確認しながら、プリント
時 の内紛と関連付けながら、理解する。 に記入する。
間 【知】①
目 ○平治の乱と源氏一族の敗 ○平治の乱の勃発による、源氏一族の敗北と ○美濃青墓における源朝長、尾

北 平氏の繁栄を郷土の史跡や逸話を調査しな 張野間における源義朝の最期
がら把握する。 【関】② に触れ、現在も継承されてい

○保元・平治の乱の歴史的 ○２つの戦乱を通じて、中央の政権争いも、 る伝説を学ぶ。プリント記入
意義 結局は武士の実力によって解決する時代が ○承平天慶の乱の時代の武士と

到来し、将来の武士政権確立の土壌ができ 貴族の立場を想起し、この時
ていったことを考察する。 【思】① 期の武士の立場と比較する。

平氏政権と院政期の文化

主な学習内容 主な学習活動・評価の観点 評価の方法・指導

第 ○平氏政権の特色 ○天皇の外戚となるなど貴族的側面や、日宋 ○平清盛の人物像を紹介しなが
３ 貿易の展開など独自の経済政策を行った平 ら、平氏政権の隆盛を把握す
時 氏政権の特色を確認する。 【技】② る。プリント記入。
間 【思】②
目 ○院政期の文化の特色 ○奥州平泉や三仏寺投入堂などの華麗さを図 ○図説や文学作品で平泉に代表

説で確認し、中央から地方へすぐれた文化 される院政期の文化の地方波
が伝播した状況を理解する。 【関】③ 及を理解、プリント記入。
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３ 第１小単元「院政と平氏の台頭」第２時限目 学習指導案例

日時 平成 年 月 日（金）第１限 指導ｸﾗｽ ２年６組（男子 名、女子 名） 指導者16 10 8 13 26

教科（科目） 日本史Ｂ 単元名 院政と平氏の台頭 本時（２時間目／３時間目）

教科書 詳説日本史（山川出版社） 副教材 新詳日本史図説（浜島書店 ・新日本史史料集成（第一学習社））

本時の主題 保元・平治の乱

本時の目標 ①源義家の死による源氏の一時衰退と、それに対する桓武平氏の台頭という時代背景の中で、皇族・
摂関家の内紛により、保元の乱が発生したことを理解する。 【知識・理解】

②院近臣の勢力争いに端を発した平治の乱において、軍事力にすぐれた平清盛の勝利と、源氏一族の
敗北を、郷土の史跡や逸話を調査しながら把握する。 【関心・意欲・態度】

③保元・平治の２つの乱を通じて、中央の政治抗争も最終的には武士の実力で決着がつく時代が到来
したことを考察する。 【思考・判断】

過程 学習項目 指導のねらい 学 習 活 動 指導上の留意点・観点別評価（ ）

導 ・平安時代末期から、次第 ・今の社会における 紅白 の由来や具体例 歌 ・ 紅白」について思いつくも「 」 （ 「
入 に実力をつけてきた、源 合戦・饅頭・幕 、また「ホタル」の種類の のを発問し、プリントに記入）

氏と平氏という、拮抗す 名称から、源氏と平氏の二大武士団の存在を 具体的例を列挙させる 【関】。
５分 る二大武士団について考 想起させる。 ｛評価方法｝記入、挙手、発表

える。

・源義家の死後、源氏の衰 ・源義家の死後 平正盛・忠盛・清盛の台頭を ・図説の系図により、源氏と平、 、
退と、伊勢平氏の台頭に 院への接近と関連づけながら考える。 氏の進出状況を対比しながら
ついて理解させる。 考察する 【技】。

発問 戦乱の原因は何か。 ｛評価方法｝行動観察。

・保元の乱の勃発を、その ・保元の乱の人物関係には、必
原因となった皇室や摂関 ・後白河天皇と崇徳上皇の確執や、摂関家の内 要以上に深入りしないよう留
家の確執に触れながら理 紛に加え、源平とも、一族が敵味方に分かれ 意する 【知】。

展 解させる。 て戦ったことについて理解する。 ｛評価方法｝プリント記入。

、・保元の乱の勝敗は、武士 ・天皇方の襲撃に対する藤原頼長の狼狽ぶりや ・マンガやプリントに示された
の実力によって決着した 源為朝の奮戦の状況から、乱の勝敗は、最終 資料を読み、乱の状況を把握
状況を考えさせる。 的には武士の実力に拠ったことを理解する。 する 【思】。

｛評価方法｝プリント記入、意
発問 保元の乱の勝敗の決め手になったも 見発表。

のは何か。
開

・保元の乱後まもなく、院 ・後白河上皇の院近臣の勢力争いから、平治の ・図説に掲載された『平治物語
近臣間の争いから、平治 乱が発生し、その中で、軍事力にすぐれた平 絵巻』を見て、当時の状況を
の乱が発生したことにつ 清盛が勝利をおさめてゆく過程を理解する。 推察する 【思】。
いて理解させる。 ｛評価方法｝行動観察。

発問 平治の乱と西濃との関係は？

・平治の乱に敗れた後、東 ・美濃青墓における源義朝次男朝長の最期を、 ・Ｂ紙に書いた地図を利用して
国を目指して落ち延び 現在も青墓地区に残る伝説を織り交ぜながら 源氏一族の逃亡経路を説明す

４０ る、源義朝以下、長男義 学習する。青墓校区出身者に、関連史跡の見 る。青墓における朝長の墓な
分 平、次男朝長、三男頼朝 学体験談の紹介をしてもらう。 ど関連史跡と伝説を紹介。

ら源氏一族の苦悩と悲劇 【関 ｛評価方法｝プリント記】
について考えさせる。 入、行動観察。

・杭瀬川を下り、尾張野間に到着したものの、 ・義朝の死の場面では、野間大
長田荘司忠致の裏切りによる源義朝の最期 坊で購入した木刀を紹介、回
を 野間周辺の史跡と関連付けながら考える 覧する 【関】、 。 。

｛評価方法｝プリント記入。

・伊吹山中で捕らえられた義朝三男源頼朝の、 ・池禅尼の助命嘆願により、頼
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その後の数奇な運命について学ぶ。 朝は、伊豆に流罪になったこ
とについて触れる 【関】。

ま ・保元・平治の乱で、武士 ・保元・平治の２つの乱は、武士の立場を、貴 ・本時の学習内容の確認と次時
と の実力はだれもが認める 族の奉仕者から、政権の担い手として、大き の問題提起を行う 【思】。
め 時代が到来したことにつ く転換させる、重要な戦乱であったことを認 ｛評価方法｝

いて確認させる。 識させる。 ノートに授業の感想記入、
５分 自己評価。

・次時の予告 発問 保元・平治の乱を経て、貴族と武士
の関係はどう変化したか。

・平治の乱に勝利した平清盛を中心とした平氏
全盛期の到来について触れる。

【授業の反省と改善点】

① 導入の「紅白」の例や「ホタル」の種類については、予想される具体例を多くの生徒が列挙す
ることができ、授業の導入としては成功した。

② 郷土の史跡や実物（義朝墓に捧げる木刀 、源氏一族の逃亡経路図などは、特に生徒の授業への）
関心・意欲を高めるのに効果的であった。歴史は現代社会などと異なり、生徒の生活の中から題
材を見いだすことはなかなか難しい。しかし、このような大事件に関連する場合はもちろん、地
域史の中から少しでも題材を見つけて授業の構成要素とすることが重要である。
（ただし、本授業の場合、残念ながら時間不足のため、プリントに掲載した保元・平治の乱に関
する諸資料のうち、一部分は割愛せざるを得なかった ）。

③ 本授業の主題である、２つの乱を通じて武士の実力が中央政争にも大きな影響を及ぼす時代が
到来したことについては、承平・天慶の乱を想起させて、武士の立場の相対的比較を試みたが、
そこまで理解できない生徒も若干いた。

、 、 、理解を進めるには 知識のネットワーク化が必要であるが 先に承平・天慶の乱を学習する時に
、 。あとでこの事件と比較対照にすることを意識して いかに特徴を理解させておくかが重要となる

今後さらに、理解を深める方法を工夫したい。

④ また、観点別評価の【関心・意欲・態度】については、一般には、授業の導入時に関心を高め
、 、 、る題材を提示して それについて関心が高まったかどうかといった 単純な評価が一般的であり

本授業もその域を出ていない。
実際には、一連の学習を通して、テーマにかかわることについて生徒の「探究する意欲」がどの
くらい高まったかを評価しなければならない。
たとえば、本授業の場合、地元の題材と歴史の授業が結びついて生徒の関心が高まったのである
から、これをさらに探究の意欲に高めるためには、地域史の中からこれ以外の事象を見いだして
テーマを設定し、探究する学習を進めるという学習を具体例としてあげることができる。
その際には 「美濃国分寺 「中山道 「関ヶ原の戦い」などが具体例となろう。、 」、 」、

、 。今後そのような学習を構成できるかどうかが さらに次の段階へ飛躍できるかどうかの鍵である


