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２ 「学習指導要領の趣旨を実現し、指導と評価の一体化を進める授業と評価」
の単元の指導計画

(ｱ) 大単元 「アジア諸地域の動揺」の目標と評価規準

本単元の構成
小単元１「オスマン帝国支配の動揺とアラブのめざめ」

・オスマン帝国支配の動揺とアラブ民族のめざめ … １時間
・オスマン帝国の改革とイラン・アフガニスタンの動向 … １時間

小単元２「南アジア・東南アジアの植民地化」
・インドの植民地化 … １時間
・東南アジアの植民地化 … １時間

小単元３「東アジアの激動」
・アヘン戦争・アロー戦争とロシアの東方進出 … １．５時間
・太平天国の乱と洋務運動 … 本時（１時間）
・日本の変革と日清戦争 … １時間

① 大単元の目標

世界市場の形成を背景としたヨーロッパ諸国のアジア進出とオスマン、ムガル、清朝及び日本などアジア諸国の動
揺と改革を扱い、19世紀のアジアとヨーロッパの関係を理解する。
○産業革命を達成したヨーロッパ諸国の進出によって、アジア諸国では伝統的な手工業や農村経済が打撃を受け、工

業製品の販売市場、農産物や工業原料の供給地として、ヨーロッパを中心とする分業体制に組み込まれていったこ
とを理解する。

○進出を受けたアジア諸国では、国内危機が深まり、オスマン帝国のタンジマートや清朝の洋務運動など、体制を維
持するための改革が実施されたこと、またそれらの改革の多くが失敗に終わった中で、開国後の日本はヨーロッパ
文明の導入や制度改革に努め、新興国家としての地位を確立したことを理解する。

○ヨーロッパ諸国と国内支配層による二重の抑圧に苦しむ民族・民衆に中には、イラン・エジプトなどのようにイス
ラーム教を抵抗の原点とする抵抗運動や、インドのシパーヒーの乱、中国の太平天国の乱に代表される巨大な民族
運動が現れたことを理解する。

○東アジアでは、条約に基づく新しい国際関係が欧米諸国との間に成立し、清朝を中心とする冊封＝朝貢体制による
伝統的な国際秩序が動揺し、解体に向かったことに着目させる。

② 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

19世紀以降のヨーロッ 大航海時代以降の進出と19世 アジア諸国が受けた影響や改 ヨーロッパ諸国のアジ
パ諸国のアジア進出とア 紀以降の進出の本質的な相違を 革の動向、民衆の動き、現代の ア進出とアジア諸国のう
ジア諸国の受けた影響や とらえ、アジア諸国が受けた影 アジア諸地域の問題に関するグ けた影響や改革の動向、
改革の動向、民衆の動き 響や改革の動向、民衆の動きに ラフや文献などの資料を活用 民衆の動きについての基
について関心と問題意識 注目しながら、多面的・多角的 し、歴史的事象を追求する方法 本的な事柄を理解し、そ
を高め、意欲的に追究し に考察し、現代のアジア諸地域 を身につけるとともに、追究し の知識を身につけてい
ようとしている。 の問題と関連づけて考えようと 考察した過程や結果を適切に表 る。

している。 現している。

(ｲ) 小単元「東アジアの激動」の指導と評価の計画（各時間ごとの指導と評価の計画）
□各時間ごとの内容 （●特に記録を残す評価）

１ アヘン戦争・アロー戦争とロシアの東方進出

主な学習内容 主な学習活動・具体的な評価規準 評価の方法・指導

○アヘン戦争 ○「三跪九叩頭の礼」のエピソードなどを通じて、中華思想 ○発問、発表

１ 清朝の衰退 に関する理解と興味を高める。【関】

・ 三角貿易 ○茶の輸入急増による銀の流失に苦しんだイギリスが、植民 ●質問紙記入

５ 南京条約 地インドにアヘンを栽培させ、これを中国に輸出する三角 「三角貿易の成立事情」

時 貿易によって銀の回収につとめたことを理解する。

間 【思】【知】

目 ○南京条約とその追加条約によって、五港の開港と公行の廃 ○行動観察、プリント記入

止が決定されて、貿易制限が撤廃されたこと、中国側にと

って著しく不利な規定が設けられたこと（いわゆる不平等
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条約）を理解する。【知】

○アロー戦争 ○アヘン戦争後もヨーロッパ側の利益が期待通りに上がらな ●質問紙記入

天津・北京条約 かった理由を、南京条約における開港場の位置から考えさ 「南京条約における開港場の

せる。【思】 位置の特徴」

○天津・北京条約を通じて、華北や内陸の港が開港されたこ ○行動観察、プリント記入

との意義について考えさせる。【知】

また、香港の問題を通じて、現代史に対する関心を高め

る。【関】

○ロシアの東方進出 ○清朝がアロー戦争や太平天国の乱で苦しんでいるのに乗じ ○行動観察、プリント記入

アイグン条約 て、ロシアが北辺から清朝を圧迫し、領土を拡大したこと

北京条約 を理解する。また、このとき定まった国境が現在に引き継

イリ条約 がれることを指摘して、現代史に対する関心を高める。

【関】【知】

２ 太平天国の乱と洋務運動

○太平天国の乱 ○太平天国の性格を「滅満興漢」のスローガン、男女の平等 ○発問、発表

太平天国の政策 や土地の均分などをめざす「天朝田畝制度」などの諸政策 ●質問紙記入

太平天国の没落 から理解する。【技】【知】 （資料の読み取り）

○太平天国の鎮圧に活躍した地主階級（郷勇）の存在に気づ 「太平天国の政策」

かせる。また、外国勢力が清朝を支援して反乱鎮圧に協力 ●質問紙記入

（常勝軍）した理由をアロー戦争との関係で考えさせる。 「地主階級の動向」

【思】【知】 「外交勢力の動向」

○洋務運動 ○太平天国の乱鎮圧に活躍した漢人官僚が中心となり、西洋 ○行動観察、プリント記入

改革の内容と成果 の近代的技術の導入によって富国強兵をはかろうとする洋

改革の性格と限界 務運動が展開され、その結果、「同治の中興」と呼ばれる

一時的な安定期を現出したことを理解する。【知】

○資料を参考に洋務運動が「中体西用」の立場から行われた ●質問紙記入

改革であることを考察する。また明治以後の日本の改革と （史料の読み取り）

対比することで洋務運動の性格や限界を明らかにする。 「洋務運動の性格」

【技】【思】【知】

３ 日本の変革と日清戦争

○日本の変革 ○日本の開国の前後の事情については、日本史での学習との ○発問、発表、プリント記入

日本の開国と明 関連をふまえて指導する。 【知】

治維新 ○琉球問題については、江戸時代までは日中両属であったこ ○発問、発表、プリント記入

初期の外交問題 とを確認する。 【知】

○ロシアとの国境確定条約に関しては、今日の北方領土問題 ○行動観察、プリント記入

との関連で、理解する。 【関】【知】

○日清戦争 ○日清戦争を、中国（清朝）を中心とする冊封＝朝貢体制の ●質問紙記入

動揺・解体といった視点からとらえさせ、同様の事態が進 「伝統的な朝貢体制にもと

行した事例を考えさせる。 づく東アジアの国際秩序の

（アヘン戦争、アロー戦争、琉球問題、清仏戦争） 変更」

【思】【知】



- 4 -

３ 学習指導案の例「太平天国の乱と洋務運動」

教科(科目) 地理歴史科 （世界史Ｂ） 単 元 第13章 アジア諸地域の動揺 ３ 東アジアの激動

本時の主題 太平天国の乱と洋務運動 ２時間目／単元３．５時間中

教科書 詳説世界史（山川出版社） 副教材 最新世界史図表（第一学習社）

１ 太平天国の性格を、洪秀全のエピソードや史料を参考に考えさせ、従来の農民反乱と対比して理解
本時の目標 させる。 【関】【技】【知】

２ 洋務運動の性格を明治維新以後の日本の近代化政策と対比しつつ理解させる。【思】【技】【知】
３ 資料をもとに判断したり、既習事項との関連を類推させることを通じて、歴史的思考力を養う。

【関】【思】

指導の内容・ねらい 学 習 活 動 指導上の留意点・観点別評価

導 ・太平天国に関して ○年表を用いて、既習事項であるアヘン戦争、アロ ○洪秀全のエピソードに関する「読
入 関心を持たせる。 ー戦争の確認を行い、太平天国の乱の位置を確認 み物」を読んで、生徒の関心を高

する。 める。
＜評価方法＞

＜１０分＞ 発問、発表、行動観察 【関】

展 ・太平天国の政策、 Ｑ：太平天国の性格とはどのようなものか？
開 性格

○「滅満興漢」の意味を考える。 ○「満」と「漢」の意味に着目して
40 ○辮髪や纏足の禁止について説明する。 考えさせる。 【思】【知】
分

○質問紙を用いて、太平天国に関する理解を深める｡ ○資料文から男女の平等、土地の均
・太平天国における土地制度・社会制度、女性の地 分などの太平天国の政策を読み取

位などを資料から読み取る。 れるようにする。
また、政治的・経済的に理想とす
べき政策を掲げたという点で、従
来の農民反乱と対比してきわだっ
た違いを見せていることに注意さ
せる。

＜評価方法＞
質問紙記入、発表 【技】

・太平天国の乱の鎮圧に活躍した地主階級や外国勢 ○太平天国の鎮圧に活躍した地主階
力の動向について考えさせる。 級（郷勇）の存在に気づかせる。

また、外国勢力が清朝を支援して
反乱鎮圧に協力（常勝軍）した理
由をアロー戦争との関係で考えさ
せる。

＜評価方法＞
発問、質問紙記入 【思】【知】

・洋務運動の内容、 Ｑ：洋務運動とはどのような改革運動か？
性格

○改革の推進者、内容、成果について説明する。 ○改革の一定の成果として「同治の
中興」に触れつつ、一方で外国勢
力の動向にも注意させ、ドイツの
統一問題やアメリカの南北戦争と
の関連に注目させる。

【思】【知】
○質問紙を用いて、洋務運動の性格を考える。 ○洋務運動が展開された時期が、日
・資料文（断髪易服）を参考にして、「中体西用」 本の変革（明治維新）と同時代で

の意味を明らかにする。 あること、共通する目標として
「富国強兵」を掲げながら、日清
戦争で清国が敗北したことを指摘
して、関心を高める。

＜評価方法＞
発問、発表、質問紙記入

＜３５分＞ 【関】【技】【知】

ま ・本時のまとめと次 ・明治維新以降の日本の改革と洋務運動を比較し、
と 時の予告 相違点を明らかにしつつ、洋務運動の性格につい ＜評価方法＞
め ＜５分＞ て考えさせる。 質問紙記入 【思】
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＜指導上のポイント、考察＞
（１）地歴・公民科の授業実践として発表される事例は、多くの場合「楽しい授業」「分かる授業」の核心部分となる

授業素材（内容構成、現物教材など）や授業方法（ディベート）である。しかし、そのようないわば、“特別な授
業”だけを日常的に行うことは授業の進度・知識の定着といった観点からは困難である。

（２）一方、本校は、いわゆる進学校として、知識の定着に力点が行きがちであり、授業は、教師による一方的な説明
となりやすい。しかし、やはりそれでは生徒が歴史を「主体的に学習」する姿勢や「歴史的思考力」が育つはずも
ない。

（３）そこで、日々の実践として、知識の定着をはかる一方、バランスよく４つの観点をとりいた「指導と評価の一体
化を進める授業」として、本単元を構成しようとした。また、それを実現するための具体的な方法として、質問紙
を使用している。なお、授業プリントとして使用している教材は、本校で作成している『スタンダード・テキス
ト』であり、生徒に【知識】を保証するものである。

（４）本時の授業では、導入での生徒の興味・関心を高めるインパクトがやや弱いが、【思考・判断】【資料活用の技
能・表現】【知識・理解】に重点を置いた展開になっていると考える。

＜授業の事後分析（成果・課題）＞
（１）上にも書いたように、授業の進度を確保し、知識の定着をはかりつつも、生徒の主体的に学習する姿勢や歴史的

思考力を育てることができる授業、そして、特別のその１時間限りの授業ではなく、１年を通じ日常的に実践でき
る授業 … 、理想を言えば切りがないが、実践するのはなかなか難しい。生徒に発問し、あるいは資料を読ませ、
質問紙に記入させて、発表させる。教師の意図したとおりに生徒が反応してくれるとは限らない … 。要は時間が
かかるということである。本授業も結局、５０分では消化しきれず、全体の４分の３ほどで終了してしまった。そ
れでもやはり、必要な場面、特に【思考・判断】に関わる場面では、もう少し生徒にじっくり考えを深めさせたり
する時間がほしいところであった。発問の仕方や質問紙の内容について、より効果的になるよう工夫をしなければ
ならない。外国勢力が清朝を支援して反乱鎮圧に協力した理由を考えさせる場面では、質問紙では「問１④ 諸外
国が、太平天国の乱の鎮圧に協力したのはなぜか、理由を考えよ。」としていたが、「あなたが、外国の公使だと
したら、清朝の側を支援しますか、それとも太平天国の反乱軍を支援しますか？」としたらどうか、という改善案
を頂いた。

（２）生徒の知的好奇心を１時間にわたって維持させようとする場合、導入時にいかなるテーマを提示するかが重要で
あることは言うまでもない。また、一般に、How（どのように）よりも、Why（なぜ）を探求させるほうが、生徒の
知的好奇心を維持させることができやすい。しかし、本時の授業は「太平天国の性格とはどのようなものか？」と
いうテーマから入ったHowのタイプのものである。導入で、「洪秀全のエピソードに関する読み物を読ませて、生徒
の関心を高める」としたが、やはり導入時のインパクトとしてはやや弱い。このような場合、生徒を“飽き”させ
ないための工夫が必要である。その１つの例として、「辮髪」や「纏足」を説明する際、実際の授業では、図表を
用いて説明したが、パワー・ポイントなど映像を使うことも効果的である、というご指摘を頂いた。

（３）授業の後半部分では、資料文（断髪易服）を用いて洋務運動の性格、特に明治以降の日本の改革と比較し、差異
を明らかにすることで、「中体西用」の立場から推進されたこの改革運動の限界や本質を考察させた（質問紙 問
２）。大半の生徒が、「清朝の改革が西洋の技術面のみの導入による表面的な改革にとどまり、政治や社会体制の
変革には及ばなかった」ことに言及しており、満足すべき状況であった。しかし、なかには日本の改革を過大評価
して、明治日本の近代化が“何事もなく”“スムーズ”に行われたかのように受け取れる記述もあった。このこと
は、ともすると日本だけは、他のアジア諸国と違って“優れていた”との誤った認識にいたる可能性もあり、注意
しなければならない。日本の西洋化についても、「和魂洋才」的な受容であったという側面をきちんと指摘してお
く必要がある。

（４）今年度は、本単元以外でも年間を通じて、質問紙を使った授業を継続的に展開した。生徒から回収した質問紙に
は全て“Ａ・Ｂ・Ｃ”の評価と簡単ではあるが教師のコメントを付して返却し、次の授業の最初で全体の講評をす
るようにした。結果は、進度のうえではやはり、昨年度に比べて３週間くらい遅れてしまった。また、生徒の「主
体的に学習」する姿勢や「歴史的思考力」がどれほど高まったかは、容易には判定できない。しかし、事前に「評
価に組み込む」ことを明言したこともあってか、生徒は質問紙への記入に大変真面目に取り組んでくれた。また、
継続的に質問紙を使うことにより、“書く力”“まとめる力”もずいぶん向上したように考えている。一部の生徒
は「論述対策」として意識的に取り組んだようでもあり、質問紙を評価に組み込んだことに対しても、多くの生徒
が、考査の点数だけによる評価にならないことについて好意的にとらえてくれたようである。また、単元の最後で
「この単元の学習を通じて、印象に残ったことや興味を持ったこと、現代との関わりで学んだことなどを、具体的
な史実を挙げながら書きなさい」という項目を設けて自由に書かせたところ、生徒の興味・関心がどこにあるのか
を知るうえで、参考になることも多く、次年度以降の指導に役立てたいと考えている。


