
事 例 中学校 社会科 第２学年 「世界と日本の生活と文化」

テーマ 「一人一人の生徒に確かな資料活用の力を身に付けるための

授業改善」

授業改善 ①身に付けたい資料活用の力を明確にした単元指導計画の工夫改善

の視点 ②資料の見方・活用の仕方を身に付ける個に応じた指導・援助

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握の方法

第２学年の生徒の学習状況を「平成１８年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査（第

１学年時に実施したもの）」の結果からつまずきの内容を分析し、特に重点的に身に付けてい

くことが必要な観点・内容を明らかにする。また、課題となっている点についての学習状況に

ついて、「自校における１学期末の学力テスト」からとらえ、授業改善の方針を明確にする。

(2)学習状況の結果と分析

①平成１８年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果（第１学年）

【結果】

本校の正答率から、現２学年の生徒の課題としてあげられたのが、以下の設問である。

思 資 知 県 本

領 大 小 通 考 料 識 正 校

域 問 問 番 出題の意図 ・ 活 ・ 答 正

判 用 理 率 答

断 解 率

岐阜県の農業について、表をもとに中部地方に

１ ４ 属する他県との比較を行い、その特色を正しく読 ○ 70.3 66.7
地 ２ み取ることができる。

理 ２ ５ 統計資料を読み取り、区分にしたがって地図に ○ 63.5 51.3
的 正しく示すことができる。

分 ５万分の１の地図上での等高線のきまりを用い

野 ３ ３ ８ て、ある地点の高さを等高線を用いて求めること ○ 46.8 41.2
ができる。

４ １ 10 与えられた情報を手がかりにして、実際に略地 ○ 48.7 31.8
図に書き表すことができる。

日本の政治の中心地として平安京がつくられ、

歴 ５ ５ 15 室町幕府が開かれた京都府について、地図上でそ ○ 49.5 43.1
史 の位置を正しく理解している。

的 ６ １ 18 各時代の様子を示す文化財と、それぞれの文化 ○ 67.2 55.1
分 の特色を正しく理解している。

野 日明貿易の様子について、二つの資料から問題

７ １ 20 点と解決策を読み取り、二つの資料をかかわらせ ○ 54.2 39.3
ながら、適切に説明することができる。

【分析】 ※数字は正答率(％)を示す。

〈社会的な思考・判断〉

７の１は、県全体では昨年度類似問題より２０％程度正答率が上昇しているが、本校では伸

びが見られず県の正答率を下回っている。誤答を分析すると、「勘合」と「倭寇」の意味やか

かわりを資料から読み取ることができなかったり、２つの言葉を用いて書くことができなかっ

たりするものが多かった。多様な資料から必要な情報を読み取る資料活用の力や、読み取った

ことを活用して考え、キーワード等を適切に用いて表現する力を身に付けていく必要がある。

〈資料活用の技能・表現〉

全体的に資料活用の技能・表現をみる設問の本校の正答率は、県の正答率を下回っている。

２の１では、表が示す数値を比較したり割合を考えたりすることができない生徒が多く見ら

れた。２の２では、都道府県名と位置が確実に理解できていないことが誤答の要因としてあげ

られる。また、無回答が８％程度あり、統計資料の読み取り方を十分に身に付けていない生徒



がいると考えられる。３の３では、地形図の活用の仕方が十分に身に付いていないこと、４の

１では、地図記号や方位を正しく理解することができていないことが誤答の主な要因であると

いえる。そこで、統計資料や地図の活用の仕方を身に付けていく学習や地図やグラフに表現す

る活動を充実させていく必要がある。

〈社会的事象についての知識・理解〉

５の１では、都道府県の位置が正しく理解できていないことが課題としてあげられる。６の

１では、平安時代の文化財を室町時代の文化財として選択するなど、文化をその時代の特徴を

表すものとして理解することができていないといえる。そこで、歴史学習の中でも地図を積極

的に活用したり、文化の理解を時代とのかかわりや他の時代との関連や比較のなかで理解を深

めたりしていく学習が必要であるといえる。

②自校における１学期末の学力テスト（６月実施）の結果

【結果】 ＊＝５％

観 点 ／ 実現状況 努力を要する おおむね満足 十分満足

社会的な思考・判断 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ６０％

資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ４５％

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ７５％

【分析】

〈社会的な思考・判断〉

右の設問１では、イギリスの技術力の向上や ○設問１「清がイギリスに負けた理由を資料

イギリスと清との国力の差を理解しているもの を基に記述する問題」

の、それを写真資料が示している船の様子の違

いとかかわらせて説明することができない生徒 「清がイギリスに負けた理由を、両国の船の

が多く見られた。 様子から考えて簡潔に書きなさい。」

課題に対する自分の考えを発表する際に、自

分の考えの根拠がどこにあるのか示しながら表

現していく学習を大切にしていく必要がある。

〈資料活用の技能・表現〉

設問２では、多くの生徒が割合を計算で求め

ることができなかった。中には、計算ができて

も、円グラフに表すことができない生徒がいた。

県の学習状況調査の結果と同様で、統計資料を ○設問２「小麦の国別生産量と輸出量の表か

活用する力が十分に身に付いていない生徒が多 らグラフ化して思考する問題」

くいるといえる。

統計資料を活用していく際に、単に読み取る 「資料 1の国別生産量の割合を計算し、円グラ
だけではなく、数値を基に自ら資料化（グラフ フを完成させなさい。」

化、地図化等）して考えを導き出す学習を取り 資料１ 小麦の国別生産量

入れていくことが必要である。 生産量（千 t) 割合（％）

〈社会的事象についての知識・理解〉 中 国 86488
１学期末の学力テストでは、「欧米の進出と インド 65129

日本の開国」の内容については十分に理解され アメリカ 63814
ていたが、「産業の発達と幕府政治の動き」の ロシア 34062
中の「元禄や化政文化」にかかわる内容の理解 フランス 30475
が不十分であった。これは、県の学習状況調査 その他 277535 49.8
の結果と同様で、文化の特徴と時代背景を関連 世界合計 557503 100.0
させることができないことが要因であるといえ 「完成させた円グラフと、資料２「世界の主

る。 な農産物の国別生産量」から読み取ったア

～エの考えの中から最も適切なものを１つ

選びなさい。」



２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

①身に付けたい資料活用の力を明確にした単元指導計画の工夫改善

②資料の見方・活用の仕方を身に付ける個に応じた指導・援助

学習状況の分析から課題としてとらえた資料活用の力を十分に身に付けていくためには、単元

を通して資料活用の力を意図的・計画的に身に付けていく指導計画が必要となる。また、資料活

用の力を高めるためには、資料の見方・活用の仕方を継続的に身に付け、生徒自身が主体的に資

料を活用することができるようにしていく必要ある。そこで、上記のような方針を定めた。

(2) 改善の具体的方途と実践

①身に付けたい資料活用の力を明確にした単元指導計画の工夫改善

単元「世界と日本の生活と文化」の目標は、以下のとおりである。

世界的視野から見て、日本においては比較的ものの豊かな中で人々が暮らしていること、

また、近代化や国際化の進展などにより伝統的な生活・文化は変容していること、外国から

入ってきた生活・文化は日本の環境条件に対応させて取り入れてきたことといった特色を理

解させるとともに、国内では生活・文化の地域による差異が次第になくなりつつあるが、一

方で各地に特色ある生活・文化がみられることを大観することができる。

本単元におけるこれまでの指導の課題を上記の目標に照らし合わせてみたとき、次のような課

題があり、その要因を学習状況の結果と分析から次のようにとらえた。

〈本単元における課題〉

●日本の豊かさや生活文化の変容は理解できるが、特色ある文化が自然環境に大きく影響を

受けて形成されていることが十分に理解できていない。

●国内において、特色ある生活・文化が見られる地域もあることを多様な地域を比較したり

関連付けたりして考えていくことが十分にできていない。

〈要因〉

・中心となる資料と地図、分布図や統計資料とを関連付けて考えていく力が弱い。

・資料に示された事実を適切に読み取っていくことが不十分なため、考えの根拠を明確にも

って思考を深めていく力が弱い。

・グラフや表の数値に着目し、計算したり資料化したりして活用していくことに十分習熟し

ていない。

そこで、意図的に資料活用の力を身に付けていくことができるように、単元指導計画の形式を

改善し、毎時間の授業の中でどんな資料を使い、どのような見方で資料をとらえさせ、どのよう

に考えていくことができたらよいかを明確にした指導計画を作成した。

○本単元の指導計画〈★指導計画作成のポイント〉

資料活用の視点
題材名 ねらい 課題

資料の見方 資料の考え方

①世界各 世界各地の 世界各地 ①民族衣装と各地の雨温図 ①（比較）生地の厚さや服

地の伝 特色ある伝統 の民族衣装 （数値） の通気性が違っているこ

統的な 的なくらしは がこれほど ・各地の温度、湿度の数値 とを、気温や湿度といっ

生活 自然環境や社 異なってい に着目する。 た自然条件の違いを比較

会的な条件の る理由は何 ②絹・綿の生産地（全体・ して考える。

影響を受けて か。 部分） ②（関連）服装の違いを材

いることに気 ・世界的視野で生産地の広 料の生産地や宗教の教え

付くことがで がりに着目する。 ての影響と関連付けて考

きる。 ③宗教分布図（全体・部分） える。

＊別添資料３参照

本時の課
題を明確に
する。

本時活用する資料
名とその資料の見方
を示す。

資料を活用した考
えの導き出し方を示
す。



別添資料３の指導計画に基づいて実践していくなかで、次のような資料を活用し、考えを記述

する生徒の姿が見られた。

○本単元における生徒の姿（課題に対する考えの記述から）

題材名 生 徒 の 姿

①世界各地 Ａ男…ロシアの平均気温を見ると０．６℃になっていて、とても寒いから服の
の伝統的 生地は毛皮。アフガニスタンは年間総雨量が２００㎜程度だし、地図を
な生活 見ると砂漠が多い地域だから、直射日光と砂嵐を避けるためにブルカの

ような頭からすっぽりかぶる服になっている。
（見方…数値 活用の仕方…要因・比較）

②日本の伝 Ｂ女…江戸時代から北海道の昆布は、日本海を通って関西に運ばれていた。歴
統的な生 史的にみても大阪は「天下の台所」と呼ばれていてたくさんのものが集
活 まっていた。一方で関東は、昆布が入ってこなかったし、かつおの水揚

げが多かった。このことから、材料が異なって関東と関西ではだしの味
が変わっているといえる。（見方…全体 活用の仕方…比較・総合）

③変化する Ｃ女…海外渡航者数が多い地域を見ると、ヨーロッパ・東アジア・東南アジア・
生活 アメリカになっている。日本の食生活の中に、これらの国々の文化が特

にたくさん入ってきている。このことから、これらの国と国際交流が盛
んになったことが日本の食文化を変えたと考えることができる。
（見方…部分 活用の仕方…要因）

④独自の生 Ｄ男…那覇市を中心とした地図を見ると、那覇から１０００ｋｍ以内に台湾や
活文化を 韓国、中国などがあることが分かる。江戸（東京）までは１５００ｋｍ
もつ沖縄 離れているから、昔の航海技術からすると交流は進まなかったといえる。

近くて安全な国との交流が盛んとなり、沖縄の文化は、東京などの文化
とちがって独特になったのだといえる。
（見方…部分、数値 活用の仕方…比較）

以上のように、これまでの単元よりも資料が示す数値に目を向け比較をしたり、地図資料の

全体や部分に着目したりして深く考える生徒の姿が見られた。このことは、単元・一単位時間

のねらい・課題を踏まえて身に付けたい資料活用の力を明示した単元指導計画に沿った学習を

展開した成果であるといえる。

②資料の見方・活用の仕方を身に付ける個に応じた指導・援助

ア 資料の読み取りカードの活用

資料を基に自分の考えを書くことが不十分な生徒の中から「資料のどこを見たらいいのかな

かなか決められない。」「資料から分かることを見つけるのが精一杯である。」といった声が聞

かれた。そこで、基本的な資料の見方・活用の仕方を以下のように整理し、読み取りカードと

して配付した。このカードは、資料を読み取る際に何に着目すればよいのか、その事実をどう

考えればよいのかを不安に感じたときに参考にするように指導した。

〈資料の読み取りカード（配付したものの一部）〉

〈資料の見方〉 〈資料活用の仕方〉
１ 全体…全体から読み取る。 １ 要因…資料の中の事実から考える。
「グラフは、右上がりになっているので 「海岸沿いに広がっているので、貿易がしやすいとい
増え続けている。」 える。」

「明るい色がたくさん使われているので、 ２ 比較…２つ以上の資料の相違点から考える。
華やかな印象がもてる。」 「グラフをみると、ＡもＢも生産額が伸びているので、

２ 部分…部分（写真の人や建物、年表の 工業が発達してきたといえる。」
年号）から読み取る。 ３ 関連…２つ以上の資料とかかわらせて考える。
「○○年は、一時生産量が～減っている。」 「ＡとＢの間には～というつながりがあるといえる。」
「着物を着た人の中に、洋服を着た人が 「ＣのグラフとＤの写真の両方から～だといえる。」
いる。」 ４ 総合…既習の学習内容や資料からいえることを考え

３ 数値…個数や数値の変化に着目する。 る。
「ＡはＢの３分の１程度になっている。」 「明治時代の資料を振り返ってみると、西洋の文化が
「グラフでは□％と示しているが、計算 至るところに見られるので、欧米の影響が大きいと
すると、○○億円の生産量があると分 いえる。」
かる。」



資料読み取りカードを継続的に活用することによって、１つの資料から多くの事実を見つ

けたり、グラフ資料の数値の変化をとらえたりする生徒の姿が増えてきた。例えば、次のよ

うな生徒の姿である。

単元「欧米の進出と日本の開国」
課題 徳川慶喜が２６０年も続いた幕府の政権を朝廷に返したのはなぜだろう。

〈全体交流における生徒の発言〉
◇資料：「物価の上昇」 Ｅ女「資料を『部分読み』して、米一石の値段を見たら、1866

年から急に値段が高くなって５倍になっているので、
農民たちの生活が苦しくなってすごく不満が大きく
なってきたと思う。だから、慶喜は農民の大きな不
満を恐れて政権を返したのだと思う。」

教師「資料にある部分を詳しく読み取ったり『５倍になっ
た』とグラフの数値を読み取ったりすることができ
て、様子がよく分かったね。」

Ｆ女「Ｅさんの考えに付け足しで、グラフを見ると全体に
どの品物の値段も上がっているし、前に学習した教
科書の「百姓一揆や打ちこわしの発生件数」のグラ
フから 1860 年代は享保の改革の頃より 100 件以上も
多く一揆などが起こっているから、やっぱり慶喜は
農民たちが不満をもち一揆が増えることを恐れたと思
う。」

以上のように、読み取りカードは、生徒の資料の見方・活用の仕方の幅を広げるとともに、

教師が生徒の姿をカードに示した視点を意識して価値付けることができ、資料活用の力を身

に付けていく上で有効であるととらえている。

イ 個の変容の見届けと指導・援助

一人一人の生徒に確かな資料活用の力を身に付けていくためには、個の学習状況を継続的に

とらえて、その変容に着目していくことが大切である。個の変容をとらえることで個に応じた

的確な指導・援助を行うことができるようになると考えた。

以下に、Ｇ男の歩みについて示す。

(ア)「平成１８年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査」におけるＧ男の学習状況のとらえ

Ｇ男の「全体」の正答率…４５％
「資料活用の技能・表現」の正答率…３３％、「思考・判断」の正答率…３３％

○設問 ２の１の分析から
・２の１は、「岐阜県の農業について、表をもとに中部地方に属する他県と比較を行
い、その特色を読み取る問題」である。Ｇ男は、誤答ウ「岐阜県の耕地面積は、長
野県のおよそ３分の１である」を選択した。誤答ア、イを選択しなかったことから、
数値の単純な比較をすることはできると考えられる。しかし、正答エ「岐阜県の耕
地の４分の３以上が水田に利用されている。」を選択できなかったのは、数値を基
に割合を正確に考えることができなかったためだと考えられる。

以上のことから、Ｇ男には、統計図表やグラフ資料を活用する際に、具体的数値を計算し

その特徴や変化を的確に読み取っていくことができる力を重点的に身に付けていくことがで

きるよう指導・援助していく必要があると考えた。

(イ)単元「欧米の進出と日本の開国」（６月実践）におけるＧ男の学習状況

資料「物価の上昇」のグラフのＧ男の読み取りと教師の指導・援助

〈Ｇ男の読み取り〉
「全体的に見て物の値段が急に上がっているから、農民の生活は苦しかったし、幕府
に不満をもっていたと思う。」
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〈教師の指導・援助〉
「全体からとらえることができました。部分に目を向けるとどうかな。…
例えば『急にあがっている』と言ってけれど、どれくらい上がっているの
か数値に目を向けるとさらに確かな考えがもてるのではないかな。」

〈Ｇ男の読み取り〉
「部分的にみると、1866年から 67年にかけて米の値段が 300銀匁から 1000銀匁へに
急に上がっている。１年でこんなに値段が上がったら、人々の生活は苦しくなって
幕府への不満が急に高まることになったといえる。」

６月の時点で、Ｇ男は資料を全体的な視点でとらえ、グラフや表の大きな変化についてはおお

むね読み取ることができた。また、教師の指導・援助によって、具体的な数値に着目することが

できた。しかし、まだ自らの力で数値に着目して読み取りことや数値を計算して変化を読み取る

ところまでは至っていなかった。そこで、継続的に具体的な数値に着目し、計算して変化や特徴

をとらえる指導・援助を継続的に行うことにした。

(ウ)本単元「世界と日本の生活と文化」における授業の実際とＧ男の姿

○Ｇ男に対する指導・援助の構え

本時は、京都に古い町並みが数多く残る理由を「京都の歴史（年表）」「京都を訪れる観光

客数（グラフ）」「各都道府県の文化財・史跡の数（グラフ）」「京都の人々の思い（文章・グ

ラフ）」「古都保存法・文化財保護法・京都市条例（文章）」の資料を活用して追究する。

そこで、単元指導計画に位置付けた本時大切にしたい資料活用の仕方とＧ男の実態を基に、

Ｇ男に対する指導・援助の構えを明確にした。

〈本時大切にしたい資料活用の仕方〉 〈Ｇ男の実態〉 〈Ｇ男に対する指導・援助〉

◎京都を訪れる観光客 ○グラフや図表の ・「京都を訪れる観光客数」の

・年間４千万人もの観光客が訪れ、 全体をとらえ、 資料だけでなく、「各都道府

一人当たり２万９千円消費してい 顕著な部分を読 県の文化財・史跡の数」の

くから、１兆２千億円京都で消費 み取ることがで 資料にも着目させ、そこか

されることになる。（数値） きる。 ら観光客が多い理由を考え

・京都にとって観光産業は重要な収 るように働きかける。

入になっているから、町並みを保 ○教師の働きかけ （見方：数値、考え方：要

存して京都にたくさんの観光客が があれば、具体 因・関連）

訪れるようにしている。（総合） 的な数値を読み、

○京都の人々の思い 比較することが ・京都を訪れる観光客数「年

・京都の人々は、町並みや季節の移 できる。 間４千万人」、一人当たりの

り変わりを感じることができる町 消費「約２万９千円」とい

屋に満足している。（部分） ●主体的に数値に う数値に着目できるように、

・京都の人々が町並みに満足し、町 着目して資料を 「年間どれくらいの観光収

を誇りに思っているから、古い町 活用していくこ 入があるのか」Ｇ男が考え

並みを残そうとしている。（関連） とが十分にでき ていることと関連付けて問

○古都保存法・文化財保護法・京都市 ない。 いかける。

条例 （見方：数値、考え方：総合）

・国が町並みを守っていくことを決 ●数値を計算する

めているし、京都市が建物の高さ など、資料を分 ・京都らしさに満足している

や外観・素材など細かいところま 析して考えを深 人々が多いというグラフの

で決めている。（部分） めることができ 事実と文章資料の人々の思

・国や市が積極的に古い町並みを残 ない。 いを結び付けて考えさせる。

そうとしているのは、観光産業を （見方：部分、考え方：関連）

盛んにしていくためであるし、そ ●資料と資料を関

こには歴史ある町を未来に残して 連付けて考える

いこうとする人々の思いを反映し ことが十分にで

ているからである。（関連） きない。



○授業の実際

〈活用した資料〉 〈Ｇ男の反応〉 〈教師の指導・援助〉

京都は他の都道府県と比べ

て、国宝の数や史跡の数が多 国宝や史跡のグラフ

い。国宝は 250で一番多くて、 全体をとらえている

史跡は 75 で第３位になって し、国宝や史跡の数ま

いる。 で目を向けることでき

ました。さらに、観光

客のグラフや一人あた

りの消費額が示してい

京都には、約４千万人の観 る数値にも目を向けて

光客が来ている。95 年と 96 読み取っていくと深く

年は少し減っているけれど、 考えることができそう

ほとんど毎年４千万人近く来 です。

ている。きっと、歴史に関係

している古いものがあるから

だと思う。

それに、観光客の一人あた

りの消費額が約３万円とある

から、1 年で 1 兆 2000 億円
ものお金が京都で消費される 消費額の計算をし

ことになる。京都の観光産業 て、観光産業と古い町

のためにも、古い町並みを残 並みを残していくこと

していくことは大切なことだ との関連を考えること

と考えていると思う。 ができました。古い町

並みを残そうとする理

由が、いろいろな面か

観光客一人あたりの消費額 ら見えてきました。

約２万９千円

本時においてＧ男は、京都の観光客数が多い理由を文化財・史跡の具体的な数をとらえ、考え

を深めていくことができた。また、４千万人の観光客が約３万円消費するということから観光客

全体での年間消費額を計算し、その金額の多さから京都市にとって観光産業が重要であると考え

た。そして、観光産業と町並みを残すことがかかわっているのではないかと考えを深めていくこ

とができた。

３ 授業改善後の成果

(1)身に付けたい資料活用の力を明確にした単元指導計画の工夫改善

・単元指導計画のなかに、資料のどこに着目して、何を読み取らせていくのかいった資料活用

のねらいと一単位時間に身に付けていきたい資料活用の力（資料の見方・活用の仕方）を明

示したことによって、意図的な指導・援助を行うことができ、一人一人の資料活用の力が高

まっていった。

・単元指導計画を立てる段階で、資料を単位時間のねらいや課題を踏まえて吟味・精選を図る

ことができ、単元を通してバランスよく多様な資料を位置付けたり、資料相互の関係を踏ま

えた指導・援助を行ったりすることができた。

・今後、単元指導計画の作成にあたって、単位時間相互のつながりや役割をとらえ、生徒の意

識の連続を図るとともに、資料の活用と社会的なものの見方や考え方の高まりを構造的にと

らえた指導計画を作成していきたい。

(2)資料の見方・活用の仕方を身に付ける個に応じた指導・援助

・読み取りカードを活用し、資料の見方・活用の仕方を段階的に身に付けていったことによっ

て、生徒が資料を活用して考えをもつことに自信をもち、自分の見方や考え方を積極的に発

表し、仲間と考えを深めていくことができるようになった。

・個の変容を継続的にとらえ、個に応じた指導の構えを明確にして指導の工夫改善を図る指導
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を繰り返したことによって、確かな資料活用の力を身に付けていくことができた。また、資

料活用の力が高まったことによって、社会的な思考・判断や知識・理解という面でも力を伸

ばしていくことができた。例えば、次のようなＧ男の姿である。

○本単元後のＧ男の姿

グラフ資料の数値に着目し考えをもつことに自信をもったＧ男は、その後の学習においても、

主体的に資料が示す数値を比較したり計算したりして追究することができるようになった。

以下は、単元「第一次世界大戦とアジア・日本」におけるＧ男の資料を活用する姿である。

〈グラフ資料「労働争議の増加」〉 〈Ｇ男の読み取り〉

1931年の時には労働争議が1000件を超えて、とても多

くなっている。参加している人は６万人くらい。1937年

では件数は600件ぐらいと31年の時より400件近く減って

いるけれど、参加人員は12万人と31年の倍近くの人が参

加している。ということは、31年頃は小さな規模の労働

争議が多かったということになり、37年頃には争議の規

模が大きくなってきたことが分かる。

全国的に労働者が団結して、労働運動を進めるように

なってきたといえる。

このようにＧ男は、グラフが示す数値を単に読み取るだけでなく、数値を計算し、事象

が示す特徴や変化を的確に読み取ることができた。また、資料を活用することを通して、

第一次世界大戦後の社会運動の広がりについての見方や考え方を高めていくことができた。

また、Ｇ男は２学期の学習を振り返って次のように記述している。

〈Ｇ男の「２学期の学習の振り返り」より〉

ぼくは、４月の頃は、課題をもっても何を調べたらいいのか分からなくて関係のあ

りそうな教科書や資料の文を抜き出していました。グラフや表の資料から多いところ

や少ないところは分かっても、なかなか課題とつながる考えをもつことができません

でした。でも、だんだんどうやってグラフや表を見たらよいのか分かってきました。

数値を比べて引き算をしたり、何倍になっているのかを考えたりすると、発見できる

ことがあって自分なりの考えをもつことができました。それで、考えを発表すること

にも自信がもててきました。２学期は、歴史でも地理でも資料をもとにいろいろと考

えていくことが楽しくできました。

３学期は、教科書に書いてあることをそのまま納得するのではなく、「本当にそう

なのか」といろいろな資料から証拠を見付けていくことを頑張りたいと思います。
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