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地理Ｂ評価規準と評価方法を明確にした単元の指導計画・学習指導案
１ 年間指導計画例
○２学年【２単位】

目 標 現代世界の地理的事象を、系統地理的・地誌的に考察し、現代世界の地理的認識を養
【学習指導要領】 うとともに、地理的見方、考え方を培い、国際社会に主体的に生きる日本人としての自

覚と資質を養う。

到達目標に向けて ・生徒が興味・関心を持ち意欲的に授業へ参加できる導入の工夫に心掛ける。
、 、 。の具体的な取り組 ・現代世界の地理的事象から課題を見つけ それらを系統地理的 地誌的に考察させる

みの留意点】 ・単元ごとに生徒にレポートを作成、発表させることを通して、現代世界の地理的事象
【評価規準を念頭 を追究する技能を身に付けさせる。
に置いた指導の上 ・現代世界の地理的事象についての基本的な事柄や追究の方法を理解し、その知識を身
の留意点】 に付けさせる。

月 単元名 使用教科書項目（帝国書 主な学習活動（指導内容）と評価のポイン 評価方法
院『新詳地理Ｂ ） ト』

４ 第１章 自然環境と生活 ・地理Ｂの授業説明 レポート作成の説明 ・行動観察。 。
月 １節 生活の舞台とし ・レポートの作成（パソコン室 。 ・単元レポート）

ての地形 ・世界の地形を系統地理的にとらえる視点 の作成
や方法を学習するのに適切な事例をいく

５ ２節 世界の地形環境 つか取り上げ、世界の自然環境を大観さ ・行動観察
せる。 ・プリント提出

月 前期中間テスト ・教育用コンテンツ 奥多摩 を利用して ・小テスト①「 」 、
地形図読解の理解を高める。 ・中間テスト

６ ３節 気候と生活 ・世界の気候、植生などから系統地理的に ・行動観察
とらえる視点や方法を学習するのに適切 ・単元レポート

月 な事例をいつくか取り上げ、世界の自然 の作成
環境を大観させる。 ・プリント提出

・教育用コンテンツ「ジェオ君と学習しよ
７ ４節 世界の気候 う の利用を通し 気候への関心を高め ・行動観察」 、 、
月 気候への考察力、理解力を高める。 ・プリント提出

・日本の自然の特徴を身近な事例を取り上 ・小テスト②
９ ５節 日本の自然の特 げて考察することを通し、何が必要なの ・行動観察
月 徴と人々の生活 かを考えさせる。 ・プリント提出

第Ⅰ部 ・第１章の授業中に生徒の作品 レポート ・期末テスト（ ）
自然と生活 前期期末テスト を利用して授業を展開する。 ・ノート提出

・自己評価させる。 ・自己評価
第２章 資源と産業 ・世界の資源・エネルギーや農業、工業、 ・行動観察
１節 産業の発達と変 流通などから系統地理的にとらえる視点 ・単元レポート

化 や方法を学習するのに適切な事例を幾つ の作成１０
月 ２節 農産物の生産と か取り上げ、世界の資源、産業を大別さ ・プリント提出

流通 せる。 ・小テスト③
・教育用コンテンツ「自動車工業」の利用

３節 資源の生産と消 を通し、産業への関心を高め、産業への ・行動観察
費 考察力・理解力を高める。 ・プリント提出１１

４節 工業製品の生産 ・第２章の授業中に生徒の作品 レポート ・小テスト④（ ）
月 と流通 を利用して授業を展開する。 ・中間テスト

後期中間テスト
第３章 生活と文化 ・世界の都市・村落や消費、余暇に関する ・行動観察
１節 生活・文化の地 行動、人々の衣食住などから系統地理的 ・単元レポート１２

域的変容 にとらえる視点や方法を学習するのに適 の作成
月 ２節 村落と都市 切な事例を幾つか取り上げ、世界の都市 ・プリント提出

３節 衣食住 ・村落、生活文化を大観させる。 ・小テスト⑤
（ ）４節 消費と余暇活動 ・第３章の授業中に生徒の作品 レポート

を利用して授業を展開する。
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第１章 市町村規模の地 ・直接的に調査できる地域の特色を多面的 ・行動観察

域調査 ・多角的に調査して、日常の生活圏、行 ・地域調査レポ

１節 身近な地域の調 動圏の地域性を地誌的にとらえさせると ートの作成

査 ともに、日本又は世界の中から同規模の ・プリント提出

１ ２節 離れた地域の調 地域を取り上げて地誌的にとらえさせる ・小テスト⑥。

、査 ・世界の国家を事例として幾つか取り上げ

第２章 地域を見る方法 それらの地域性を多面的・多角的に考察

月 第３章 国家規模地域の して各々の国を地誌的にとらえさせると

第Ⅱ部 調査 ともに、それらを比較し関連付けること

１節 韓国 を通して国家規模の地域を地誌的にとら

世界の諸地 ２節 オーストラリア えさせる視点や方法を身に付けさせる。

域 ３節 アメリカ合衆国 ・授業中に地域調査レポートを利用する。

第４章 州・大陸規模の ・世界の州・大陸を事例として幾つか取り ・行動観察

地域の調査 上げ、それらをを多面的・多角的に考察 ・プリント提出

２ １節 西アジア・中央 してそれぞれの州・大陸を地誌的にとら ・学年末テスト

・ アジア えさせるとともに、それらを比較し関連 ・ノート提出

３ ２節 ヨーロッパ 付けることを通して、州・大陸規模の地 ・自己評価

３節 東南アジア 域を地誌的にとらえる視点や方法を身に

月 付けさせる。

学年末テスト ・授業中に地域調査レポートを利用する。

・自己評価させる。

○３学年【２単位】＜２学年より継続＞

月 単元名 使用教科書項目（帝国書 主な学習活動（指導内容）と評価のポイン 評価方法

院『新詳地理Ｂ ） ト』

第１章 ２１世紀の世界 ・２１世紀の世界の諸課題を各国のテレビ ・行動観察

の諸課題のとら 保有台数から考察して発見させる。 ・プリント提出

え方

４ 第２章 グローバルに結 ・現代世界の国家群や貿易、交通・通信な ・行動観察

びつく現代世界 どの現状と課題を地域の環境条件と関連 ・単元レポート

１節 現代世界の国家 付けて追究し、それらを世界的視野から の作成（第２

、 、 ）月 と国家群 地域性を踏まえてとらえさせるとともに 章 第３章用

２節 世界を結ぶ交通 国家間の結び付きを地理的に考察するこ ・プリント提出

・通信 との意義に気づかせる。

３節 現代世界の貿易 ・生徒の作品（レポート）を利用して授業

を展開する。

第３章 近隣諸国の研究 ・近隣諸国の生活・文化を地域の環境条件 ・行動観察

５ １節 中国の研究 と関連付けて追究し、日本との共通性や ・プリント提出

２節 ロシアの研究 異文化を理解し、尊重することを学習さ ・小テスト①

月 せ、近隣諸国との交流の在り方や日本の ・中間テスト

第Ⅲ部 役割などについて理解させる。

前期中間テスト ・生徒の作品（レポート）を利用して授業

グローバル を展開する。

化する現代 第４章 地図でとらえる ・世界各地に生起している地球的課題に関 ・行動観察

６ 現代社会 する諸事情を地図化して追究し、その現 ・主題図の提出

１節 地図化によって 状や動向をとらえさせるとともに、地図 ・プリント提出

月 何がわかるのか 化することの有用性に気づかせ、それに

２節 地図化としてと 関する技能を身に付けさせる。

らえる南北問題 ・生徒作品（主題図）の利用。
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第５章 地域区分でとら ・世界各地に生起している地球的課題に関 ・行動観察
６ える現代世界 する諸事情などの分布などに着目し地域 ・地域区分図の

１節 地域区分の目的 区分して追究し、その空間的配置や類似 提出
と方法 性、傾向性をとらえさせるとともに、地 ・小テスト②

月 ２節 地域区分でとら 域区分することの有用性に気づかせ、そ ・プリント提出
える現代世界の れに関する技能を身に付けさせる。
課題 ・生徒作品（地域区分図）の利用。

第１章 人口・食糧問題 ・人口、食糧問題を世界的視野から地域性 ・行動観察
１節 かたよる人口と を踏まえて追究し、それらは地球的課題 ・単元レポート

食料生産 であるとともに、各地域によって現れ方 （第１章、第
７ ２節 さまざまな人口 が異なっていることをとらえさせ、その ２章用）の提

・食糧問題 解決には地域性を踏まえた国際協力が必 出
３節 人口・食糧問題 要であることなどについて考察させる。 ・プリント提出

月 への取り組み ・第１章の授業中に生徒の作品 レポート ・小テスト③（ ）
４節 世界と比べてみ を利用して授業を展開する。

た日本の人口問
題

第２章 都市・居住問題 ・居住、都市問題を世界的視野から地域性 ・行動観察
１節 世界の都市・居 を踏まえて追究し、それらの問題の現れ ・プリント提出

住問題 方による特殊性や地域を超えた類似性が ・小テスト④
２節 さまざまな都市 みられることをとらえさせ、その解決に ・期末テスト

９ 問題 は地域性を踏まえた国際協力が効果的で ・ノート提出
３節 都市・居住問題 あることなどについて考察させる。 ・自己評価

（ ）への取り組み ・第２章の授業中に生徒の作品 レポート
月 ４節 日本の都市・居 を利用して授業を展開する。

住問題 ・自己評価させる。
前期期末テスト
第３章 環境・エネルギ ・環境、エネルギー問題を世界的視野から ・行動観察

ー問題 地域性を踏まえて追究し、それらは地球 ・単元レポート
１節 世界の環境・エ 的課題であるとともに各地域によって現 （第３章、第１０

ネルギー問題 れ方が異なっていることをとらえさせ、 ４章用）提出
第Ⅳ部 ２節 様々な環境・エ その解決のためには地域性を踏まえた国 ・プリント提出

月 ネルギー問題 際協力が必要であることなどについて考 ・小テスト⑤
地球的な課 ３節 解決への取り組 察させる。

（ ）題 み ・第３章の授業中に生徒の作品 レポート
４節 日本の環境・エ を利用して授業を展開する。

ネルギー問題
第４章 民族・領土問題 ・人種、民族と国家との関係、国境、領土 ・行動観察
１節 世界の民族・領 問題の現状や動向を世界的視野から地域 ・プリント提出

土問題 性を踏まえて追究し、それらの問題の現 ・小テスト⑥
２節 民族・領土をめ れ方には地域による特殊性や地域を超え ・学年末テスト１１

ぐる対立の課題 た類似性がみられることをとらえさせ、 ・ノート提出
３節 民族共生へ向け その解決には地域性を踏まえた国際協力 ・自己評価

月 ての課題 が効果的であることなどについて考察さ
４節 民族・領土から せる。

（ ）とらえた日本 ・第４章の授業中に生徒の作品 レポート
を利用して授業を展開する。

学年末テスト ・自己評価させる。

テーマ別学 ・ 世界の地形」 ・これまでの学習の要点を確認しながら、 ・プリント確認１２ 「
月 習 ・ 世界の気候」 重点事項の理解を確認する。「
・ ・ 地形図読解」「
１ ・ 世界の農牧業」「
月 ・ 世界の工業」「

・ 村落と都市」「


