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世界史Ａ平成１６年度シラバス

教 科 地理歴史科 単位数 ２単位 学科・学年・コース・組 普通科 １年 １組～２組

世界史Ａ（○○社）使用教科書

高等学校 世界史資料（○○出版社）副 教 材 等

１ 学習の到達目標

① １９世紀以降の近現代を中心に、世界の歴史を我が国の歴史と関連付けながら理解します。
② 人類が直面する課題を、政治・経済・社会・文化などの様々な観点から多角的に考察します。

③ 世界の構造や成り立ちを歴史的な視野から考察する力と、他地域の文化を理解し、協調していく態度

を身に付けます。

④ ①～③の学習により、国際社会に主体的に生きる民主的、平和的な国家・社会の一員として必要な自覚

と資質を養います。

２ 科目の特色（目標を実現するための重要点を含む ）。

・生徒諸君は 「歴史」は暗記科目と考えいるかもしれません。確かに、歴史を学ぶには、過去に起こった、

たくさんの事実を知識として理解し、そのうちのある程度を記憶しなければなりません。しかし、だから

といって、歴史の学習はそれだけで終わってしまっては意味がありません。この事件はどうして起こった

のか、この事柄と関係のあることは何だろうかなどと、歴史的な事柄をいろいろな角度から考察し、因果

関係などを考えていくことが、歴史の学習の重要な要素です。

・生徒諸君は、また、歴史の学習は古いことだけを学ぶと思っているかもしれません。これもまた間違い

です。もちろん古いことを学習することは言うまでもありません。しかし、それだけではないのです 「イ。

ラクとアメリカの戦争はなぜ起こったのだろうか」という疑問は、過去の事実を調べると解明できる点が

多いでしょう。言い換えると、それは現代のできごとを理解したことにもなるのです。そして、さらに、

わかったことをもとにして、これから将来をどうしていこうと考えることでもあるのです。

・世界史Ａは、以上のことを、近現代史を中心に学ぶ科目です。同じ世界史の科目に、世界史Ｂあります

が、これは、古い時代からの世界の歴史を全体的に学ぶ科目です。

３ 学習の計画（どのような内容を、どの時期に学ぶのかを含む ）。

月 単元名 使用教科書項目（○○出版世界史Ａ） 主な学習活動（指導内容）と評価のポイント 評価方法
４ ※世界史Ａの授業について はじめに ・世界史Ａ学習の意味を理解し学習意欲を高める ｱﾝｹｰﾄ実施（ ）
月 序章 文明の始まり 人類の誕生と進化 ・直立２足歩行のプラス・マイナスと人類について考える ﾌﾟﾘﾝﾄ確認

農耕牧畜の発達と都市文明の発展 ・農耕牧畜と余剰の発生の意味について理解する 行動観察
第Ⅰ部 第１節 東アジア世界 ・言語、民族、文化等の概念について基本的な知識を身に付ける 行動観察
第１章 第２節 南アジア・東南アジア世界 ・各地域世界の文化とそれぞれの風土の関係等について思考し、自 ﾌﾟﾘﾝﾄ確認

５ 地域世界 第３節 イスラーム世界 分なりの「文明論」を形成する基礎を養う 質問紙
月 の特質 第４節 ヨーロッパ世界
第２章 第１節 様々な交流 ・各地域世界間の交流について、交易物品・交流手段・ルート等具 行動観察
ユーラシ 第２節 海とユーラシア 体的な題材に注目して理解する ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
アの交流 第３節 陸とユーラシア ・14世紀から16世紀にかけての東アジア海域の動きを取り上げ、琉 質問紙
圏 第４節 東アジア海域と日本 球王国を中心に諸勢力の交流を理解する 小テスト①
第Ⅱ部 第１節 ヨーロッパの参入 ・ヨーロッパ世界の拡大と宗教改革について理解し、現代の欧米中 行動観察
第１章 第２節 接触の深まり 心的世界観の形成の端緒となる時代とその諸相を認識する ﾌﾟﾘﾝﾄ確認

６ 大航海時 ・絶対王政の展開と革命、植民地戦争について理解する 自己評価表前期中間考査
月 代 ※テスト返却 ※自己評価・授業評価 ・中間考査後、２ヶ月間の授業に対する授業評価行う 授業評価表
第２章 第１節 国民国家の時代 ・産業革命の内容と意義を理解し、ヨーロッパ世界の膨張が本格化 行動観察
産業革命 する要因を考察する ﾌﾟﾘﾝﾄ確認

７ と植民地 第２節 植民地化か独立か ・アメリカ独立革命・フランス革命・ナポレオンの時代の理解を通 質問紙
月 化 イスラーム世界・南アジア世界 して、封建的社会から近代国家への変化、合理主義・自由主義思

の近代化 想の形成などについて理解する
東アジア世界の近代化 ・アジアの帝国の文化と欧米勢力との対立を理解する 小テスト②

９ 第３章 第１節 国民国家から帝国主義へ ・独占資本主義の成立と帝国主義の時代の諸相について理解し、資 行動観察
月 帝国主義 本主義的利害が反映された国家間の対立について、現代の諸問題 ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
の時代 を視野に入れながら考察する 質問紙

・20世紀初頭の欧米諸国による｢世界分割｣の様相を理解する前期期末考査
※テスト返却 プリント確認 ・アジア、アフリカの諸民族、及びヨーロッパ内の少数民族の動向

10 第２節 世界分割とアジア・アフリカ に注目し、20世紀の時代が、民族自立の時代とることについて考
月 第３節 １９世紀の思想と文化 察する
第Ⅲ部 20世紀の人類社会 ・20世紀初頭のアメリカ文化が、この世紀の文化のパターンの開始 行動観察

11 第１章 第１節 第一次世界大戦 であったことを理解する ﾌﾟﾘﾝﾄ確認
月 二つの世 第２節 つかの間の平和 ・両大戦の原因を理解し、国家間の利害に基づく対立と国際紛争調 質問紙
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界大戦 停の可能性について考察する後期中間考査
12 ※テスト返却 現代の世界アンケート ・第二次世界大戦が未曾有の惨禍をもたらしたことを理解し、20世 アンケート
月 第３節 第二次世界大戦 紀が戦争と虐殺の世紀といわれる所以を考察する

世界恐慌とファシズム ・ＮＨＫの「映像の世紀」など、映像資料をふんだんに用いて具体
ファシズムへの抵抗 的なイメージを抱きながら、事象を理解する

１ 第二次世界大戦 小テスト③
月 第２章 第１節 戦後世界の形成 ・戦後の冷戦構造の形成と 冷戦時代の対立構造を ベルリンの壁 行動観察、 、「 」
冷戦から 第２節 三つの世界 ・ キューバ危機 ・ ベトナム戦争」を中心に理解し、イデオロギ ﾌﾟﾘﾝﾄ確認「 」「

２ 新しい時 第３節 ２０世紀の思想と文化 ーの対立とは何かを考察する 質問紙
・ 代へ ・第３世界の動きを理解する 小テスト④
３ ・ソ連型社会主義の崩壊についてその理由を考察する
月 ２１世紀の課題 ・現代史の学習を終えた時点で、学習の成果を生かして、生徒のテ 行動観察

ーマ設定による課題追究学習を実施する 課題調査
・２時間で調査・まとめをさせ、３時間目にグループ内発表。優秀 課題発表
作品は４時間目にクラス内発表 作品提出

世界史Ａの授業を終えて ※授業評価 ・１年間の学習で何を学べたかを総括し、学習した社会的な事象の 年間反省
中でいくつかを取り出して 「普遍的原理」を学ぶことの重要性を、
認識させる
・世界史Ａの学習の意味は何であったかを総括する

後期期末考査

＜学習内容についての補足説明＞（授業の形態等の詳細な説明も含む ）。

・各地域世界の特質と地域と地域の結びつきの深まりが理解できるよう、第１部・第２部・第３部のはじ
めには、地図を利用して各地域の関連を概観します。
・現在起こりつつある事件と世界の歴史を結びつけ、関心と課題意識を高めることができるよう、適宜ニ
ュース解説を行って学習内容との関連を説明し、因果関係等を考察します。
・世界の歴史が我が国との関連で理解できるよう、世界史的事件と我が国との関連については、必ずテー
マを設定して、わかりやすく学習します。
・世界史の知識をもとに人類の課題を多面的に考察できるよう、授業ごとに思考力・判断力を活用できる
発問を設定します。
・諸資料からの情報の選択により歴史的事象を追究する方法が身に付くよう、表・資料・写真等を考察し
て、自分の考えを表現できるような場面を多く設定します。
・人類の課題を多角的に考察できるよう、１年間の学習の最後の時点で、生徒諸君の自らの課題設定によ
る課題追究学習を実施します。

４ 評価の観点・方法（及び年間の評定）

評価は、次の４つの観点から行います。

関心・意欲・態度 世界の歴史に関心をもち、意欲的に追究しようとしているか。

思考・判断 知識をもとに人類の課題を多面的・多角的に考察しようとしているか。

技能・表現 資料を収集し情報を選択して歴史的な事柄を追究する方法を身に付け、その過程や結果を

表現できるか。

知識・理解 近現代史について、我が国と関連付けながら理解し、その知識を身に付けているか。

このため、評価は、具体的には次のものを対象とします。

・年４回の定期考査（各考査の範囲は、３の表の考査直前までの学習内容を基本とします ）。

・おおむね２単元の学習後に一度の割合で実施する小テスト

・授業中の発問に対して回答を記入して提出した質問紙、プリントなど

・課題追究学習のレポート

・自己評価、授業評価の際に記入したプリント

※「学習の計画」にあるように、生徒諸君の理解度等を確かめるため、自己評価や生徒諸君らによ

る授業評価を実施します。

・学習活動への参加の状況（作業への取組、授業中の発言の内容等）

また、１年間の評定は、前期・後期の年間を通じて、上記の内容を総合的に判断して決定します。

５ 特に強調しておきたい点（留意すべき点・担当者からのメッセージを含む）

２の科目の特色でも説明しましたが、世界史Ａは決して「暗記科目」ではありません。生徒諸君が 「疑、

問を持ち、いろいろな方法を使って考え、意見を発表し、解決を図るという学習」をこの１年間で身に付

けることを期待します。


