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主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

学習指導要領改訂の方向性

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など、新しい時代に求
められる資質･能力を育成

知識の量を削減せず、質
の高い理解を図るための
学習過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共（仮
称）」の新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を構造
的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については、些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっており、
そうした点を克服するため、重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成

生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

幼稚園、小学校、中学校、高等
学校及び特別支援学校の学習指
導要領等の改善及び必要な方策
等について（答申）【概要】より

目標に準拠した
観点別学習状況
の評価の充実

各教科，各分野
等の目標を資質
・能力の三つの
柱で整理
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●「社会的な見方・考え方」は，社会科，地理歴史科，公民科の見方・考え方の総称。
社会的事象等の意味や意義，特色や相互の関連を考察したり，社会に見られる課題を
把握して，その解決に向けて構想したりする際の「視点や方法（考え方）」。「社会
的な見方・考え方を働かせる」とは，そうした「視点や方法（考え方）」を用いて課
題を追究したり解決したりする学び方を表すとともに，これを用いることにより児童
生徒の「社会的な見方・考え方」が鍛えられていくことを併せて表現している。
●「グローバル化する国際社会に～公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成
することを目指す」は，目標とする⑴～⑶の資質・能力の育成が，必要とされる「公
民としての資質・能力の基礎」の育成につながることを示す。

中学校社会科の目標
社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動
を通して，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生き
る平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能
力の基礎を次のとおり育成することを目指す。
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地理的分野の目標
社会的事象の地理的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活
動を通して，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民
主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育
成することを目指す。

⑴ 我が国の国土及び世界の諸地域に関して，地域の諸事象や地域的特色を理解する
とともに，調査や諸資料から地理に関する様々な情報を効果的に調べまとめる技能
を身に付けるようにする。

⑵ 地理に関わる事象の意味や意義，特色や相互の関連を，位置や分布，場所，人間
と自然環境との相互依存関係，空間的相互依存作用，地域などに着目して，多面
的・多角的に考察したり，地理的な課題の解決に向けて公正に選択・判断したりす
る力，思考・判断したことを説明したり，それらを基に議論したりする力を養う。

⑶ 日本や世界の地域に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野にそこで
見られる課題を主体的に追究，解決しようとする態度を養うとともに，多面的・多
角的な考察や深い理解を通して涵養される我が国の国土に対する愛情，世界の諸地
域の多様な生活文化を尊重しようとすることの大切さについての自覚などを深める。
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社会的事象の見方・
考え方
（小学校社会科）

社会的事象を，位置や空間的な広がり，時期や時間の経過，
事象や人々の相互関係に着目して捉え，比較・分類したり総
合したり，地域の人々や国民の生活と関連付けること

社会的事象の地理的
な見方・考え方

社会的事象を，位置や空間的な広がりに着目して捉え，地域
の環境条件や地域間の結び付きなどの地域という枠組みの中
で，人間の営みと関連付けること

社会的事象の歴史的
な見方・考え方

社会的事象を，時期，推移などに着目して捉え，類似や差異
などを明確にし，事象同士を因果関係などで関連付けること

現代社会の見方・考
え方

社会的事象を，政治，法，経済などに関わる多様な視点（概
念や理論など）に着目して捉え，よりよい社会の構築に向け
て，課題解決のための選択・判断に資する概念や理論などと
を関連付けること

社会的な見方・考え方 中学校学習指導要領解説社会編 p7,p29,p83,p126
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地理的分野において養われる思考力，判断力
社会的事象の地理的な見方・考え方を用いて，地理に関わる事象の意味や意義，特

色や相互の関連を多面的・多角的に考察する力，地理的な課題を把握して，解決に向

けて学習したことを基に複数の立場や意見を踏まえて選択・判断できる力

位置や分布，場所，人間と自然環境との相互依存関係，空間的相互依存作用，地域な
ど

社会的事象を「地理に関わる事象」として捉える際の，社会に見られる課題を「地

理的な課題」として考察する際の視点である。よって，それらの視点に着目すること

で，社会的事象を地理に関わる事象（地理的な事象）として見いだしたり，社会に見

られる課題を「地理的な課題」として考察したりすることを可能にするものである。

これらは従前の「地理的な見方や考え方」においても，主要な視点として組み込まれ

ていたが，今回，教科を超えて深い学びを実現するための各教科等の特質に応じた

「見方・考え方」を整理する中で，それを構成する地理ならではの視点として明示す

ることとした。

中学校学習指導要領解説社会編 pp.32-33
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五つの視点 各視点に関連する主な問い➡想定される効果・発展

位置や分布
「それはどこに位置するのか，それはどのように分布するのか」
➡「なぜそこに位置するのか」「なぜそのような分布の規則性，傾向性を示すのか」という問いに発展

場所
「それはどのような場所なのか」
➡場所の特質が浮かび上がり，他の場所との比較によって地方的特殊性と一般的共通性を探ることに結び付く

人間と
自然環境との
相互依存関係

「そこでの生活は，周囲の自然環境からどのような影響を受けているか」「そこでの生活は，周囲の自然環境に
どのような影響を与えているか」
➡地域的特色を理解したり，地域の環境開発や環境保全を考えたりする際の重要な基礎となる

空間的
相互依存作用

「そこは，それ以外の場所とどのような関係をもっているのか」「なぜそのような結び付きをしているのか」
➡地域間の相互依存や協力，競合などの関係を明確化したり，空間的な関係性の要因の考察により地域的な特色
を明らかにしたりするとともに，地域開発等の課題を見いだし，地域の将来像を構想することにもつながる

地域

「その地域は、どのような特徴があるのか」「この地域と他の地域では，どこが異なっているのか」「なぜ，こ
の地域はそのようになったのか」
➡地域の一般的共通性と地方的特殊性，自然環境との関わり，他地域との結び付き，それらがどのように変容し
ながら，現在の地域が形成されたのかを考察➡「どのような地域にすべきか」という問いに対する考察へ発展

社会的事象の地理的な見方・考え方
社会的事象を，位置や空間的な広がりに着目して捉え，地域の環境条件や地域間の結び付きなどの地
域という枠組みの中で，人間の営みと関連付けること

社会的事象の地理的な見方・考え方の五つの視点と問い

社会的事象を「地理に関わる事象」として捉えたり，社会に見られる課題を「地理的な課題」として考察したりする際の視点

解説 地理歴史編p.36

解説 地理歴史編pp.41-42

地理教育国際憲章（1992）において示された地理学研究の中心的概念
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思考力，判断力，表現力等

○世界の地域構成の特色を，大陸と海
洋の分布や主な国の位置，緯度や経
度などに着目して多面的・多角的に
考察し，表現すること。

○日本の地域構成の特色を，周辺の海
洋の広がりや国土を構成する島々の
位置などに着目して多面的・多角的
に考察し，表現すること。

知識

○緯度と経度，大陸と海洋の分布，主
な国々の名称と位置などを基に，世
界の地域構成を大観し理解すること。

○我が国の国土の位置，世界各地との
時差，領域の範囲や変化とその特色
などを基に，日本の地域構成を大観
し理解すること。

Ａ世界と日本の地域構成 ⑴地域構成
次の①と②の地域構成を取り上げ，位置や分布などに着目して，課題を追究したり
解決したりする活動を通して，以下のア及びイの事項を身に付けることができるよう
指導する。

① 世界の地域構成 ② 日本の地域構成
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地理的分野における改訂の要点

ア 世界と日本の地域構成に関わる内容構成の見直し
Ａ(1)

A 世界と日本の地域構成
（1）地域構成

B 世界の様々な地域
（1）世界各地の人々の生活

と環境
（2）世界の諸地域

C 日本の様々な地域
（1）地域調査の手法
（2）日本の地域的特色と地

域区分
（3）日本の諸地域
（4）地域の在り方

イ 地域調査に関わる内容構成の見直し
Ｃ(1)(4)

ウ 世界の諸地域学習における地球的課題の視点の導入
Ｂ(2)

エ 日本の諸地域学習における考察の仕方の柔軟化
Ｃ(3)

オ 日本の様々な地域の学習における防災学習の重視
Ｃ(1)～(4)
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A「世界と日本の地域構成」（1）「地域構成」の展開のポイント

視点：位置や分布など
【知識】

• 緯度と経度，大陸と海洋の分布，主な国々の名称と位置などを基に，世界の地域構成を大観し…
• 我が国の国土の位置，世界各地との時差，領域の範囲や変化とその特色などを基に，日本の地域
構成を大観し…

【思考力，判断力，表現力等】
• 世界の地域構成の特色を，大陸と海洋の分布や主な国の位置，緯度や経度などに着目して多面

的・多角的に考察し，表現する
• 日本の地域構成の特色を，周辺の海洋の広がりや国土を構成する島々の位置などに着目して多面

的・多角的に考察し，表現する
【内容の取り扱い】

都道府県の名称と位置のほかに都道府県庁所在地名も取り上げる
我が国の海洋国家としての特色とともに，竹島や北方領土が我が国の固有の領土であることなど，
我が国の領域をめぐる問題も取り上げ，尖閣諸島については我が国の固有の領土であり，領土問
題は存在しないことも扱う

地球儀や地図を積極的に活用し，学習全体を通して，大まかに世界地図や日本地図を描けるよう
にする

 地理的分野の冒頭に「①世界の地域構成」，「②日本の地域構成」を統合した新たな大項目
 世界と日本の地理的認識の座標軸を形成することを意図
 小学校の地理的な学習内容を振り返るとともに，地図の読図や作図などの地理的技能の基本を身に付

けることで，地理学習の楽しさや有用性を確認し，その後の学習を円滑に展開

14
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C「日本の様々な地域」（1）「地域調査の手法」の展開のポイント

視点：場所など
【知識及び技能】

• 観察や野外調査，文献調査を行う際の視点や方法，地理的なまとめ方の基礎
• 地形図や主題図の読図，目的や用途に適した地図の作成などの地理的技能

【思考力，判断力，表現力等】
• 地域調査の対象となる場所の特徴などに着目して，適切な主題や調査，まとめとなるように，調
査の手法やその結果を多面的・多角的に考察し，表現する

【内容の取り扱い】
対象地域は学校周辺，主題は学校所在地の事情を踏まえて，防災，人口の偏在，産業の変容，交

通の発達などの事象から適切に設定，観察や調査を指導計画に位置付けて実施
作業的な学習活動を取り入れる。縮尺の大きな地図や統計その他の資料を含む地理空間情報を適

切に取り扱い，活用の技能を高める

 生徒の生活舞台を主要な対象地域とした，観察や野外調査，文献調査などの実施方法を学ぶＣ⑴「地
域調査の手法」と，地域の将来像を構想するＣ⑷「地域の在り方」の二つの中項目に分け，再構成

 技能の習得を中心とする学習と，地域の地理的な課題の解決を中心とする学習との目的の違いによっ
て項目を分けることで，学習のねらいを明確にし，その確実な実施を意図

※観察や調査を指導計画に位置付け（内容の取扱い）について（解説p.54）
学校周辺地域の観察や調査を，活動に適した時期に行うようにするなど，年間計画の中で弾力的に実施できる

ようにすることを意味している。観察や調査については，総合的な学習の時間，防災活動や遠足等の学校行事と
組み合わせるなど，各学校で教育課程を工夫するなどして実施することが考えられる。

16
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【地理院地図】
土地の起伏や成り立ちを表現した地図や、過去
から現在までの空中写真、自然災害に関する地
図・写真等の閲覧が可能。自然災害に備えた防
災学習など、様々な場面での活用が考えられる。
白地図の印刷、断面図の作成といった機能もあ
る。

【参考】国土地理院「地理院地図」等の活用

地理院地図の使い方＞学校の地理・防災教育での活用
https://maps.gsi.go.jp/help/intro/school/index.htmlより

【地理教育の道具箱】
様々な地理教育支援コンテンツ等がまとめら
れている。

地理教育の道具箱
https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/index.htmlより
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地理学習におけるＩＣＴ活用事例（神戸大学附属中等教育学校）

自宅近くで避難する場合，どこに避難すればよいのか

想定していた避難場所が最善の避難場所かどうか考察

自宅近くで予想される自然現象は

生活圏の地域で予想される自然現象を読み取る

自宅まで徒歩で避難したい

駅から自宅までの距離を計測し，徒歩で帰宅する際にかかる時間を計算

駅まで徒歩で避難したい

最短で移動できる経路の距離を測定し，その経路が最も推奨される経路か考察

本校が立地する地域で予想される自然現象は？

地域の地図から予想される自然現象に関する情報を読み取る

地理院地図を検索してみよう

各自のスマートフォンなどで検索し地理院地図を表示

危機的な自然現象はいつ起こる
か分かりません。実際に緊急避難
場所までの避難経路を確認してお
きましょう。

また，どのような緊急避難場所
にどのような避難経路で避難する
ことが最適か，話し合っておきま
しょう。

陰影起伏図と
標準地図の対比→

←陰影起伏図の３Ｄ表示で傾斜
を実感

学校と駅間の断面図作成
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中学校・社会科 地理的分野・「日本の諸地域」②

【学習課題の解決に向けて必要な情報を収集する場面】

【課題を把握し，課題解決の見通しを持つ場面】

【活用したソフトや機能】 ウェブブラウザ（動画視聴，RESAS閲覧）

問い：「東北地方の伝統行事にはどのような共通点が見られ
るのだろう。」
 NHK for schoolで『秋田の竿燈まつり』，『仙台七夕まつ
り』などの短時間の動画を閲覧し，気付いたことを話し合
う。 （※付箋機能を利用して話し合うことも考えられる。）

ＩＣＴ活用のメリット

問い：「東北地方のお祭りを観光資源として活用するには
どのような工夫をしたらよいのだろう。」，「東北地方では，
どのように他地域とのつながりをもとうとしているのだろう。」等
 ビッグデータを用いることで課題解決に向けて有用な資
料を収集することができることを理解する。

 流線図等，様々な主題図から情報を適切に読み取る
技能を身に付ける。

ＩＣＴ活用のメリット

○動画を近くで確認でき，微細な情報も見つけやすい
○必要に応じて個別再生が可能

例）RESAS→まちづくりマップ→From-to分析
→表示地域を市区町村とし，秋田県秋田市
を設定
→2020年6月と2018年の８月を比較

○生徒の関心を高める資料の提示
○信頼性の高い情報にアクセスする技能の習得
➡Ｃ⑷「地域の在り方」の地域調査での活用

StuDX Style
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C「日本の様々な地域（4）「地域の在り方」の展開のポイント

視点：空間的相互依存作用や地域など
【知識】

• 地域の実態や課題解決のための取組
• 地域的な課題の解決に向けて考察，構想したことを適切に説明，議論しまとめる手法

【思考力，判断力，表現力等】
• 地域の在り方を，地域の結び付きや地域の変容，持続可能性などに着目し，そこで見られる地理
的な課題について多面的・多角的に考察，構想し，表現する

【内容の取り扱い】
各学校において具体的に地域の在り方を考察できるような，適切な規模の地域や適切な課題を取

り上げる
学習の効果を高めることができる場合には，内容のC ⑴や，C⑶の中の学校所在地を含む地域の

学習と結び付けて扱うことができる
地図や諸資料を有効に活用して事象を説明したり，自分の解釈を加えて論述したり，意見交換し

たりするなどの学習活動の充実

 生徒の生活舞台を主要な対象地域とした，観察や野外調査，文献調査などの実施方法を学ぶＣ⑴「地
域調査の手法」と，地域の将来像を構想するＣ⑵「地域の在り方」の二つの中項目に分け，再構成

 技能の習得を中心とする学習と，地域の地理的な課題の解決を中心とする学習との目的の違いによっ
て項目を分けることで，学習のねらいを明確にし，その確実な実施を意図

※Ｃ(1)とＣ(4)をまたがった単元構成及び評価場面設定も考えられる。その場合，二つの中項目を一つの大きな「単
元」とし，それぞれに示された評価規準を並列併記して設定することなどが考えられる。(「参考資料」pp.40-41)
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Ｂ「世界の様々な地域（2）「世界の諸地域」の展開のポイント（中学校学習指導要領解説社会編 pp.55-57）

空間的相互依存作用や地域などに着目して課題を追究，解決する活動

① 世界各地で顕在化している地球的課題は，それらが見られる地域の地域的特色

の影響を受けて，現れ方が異なることを理解すること

② 各州の地域的特色を大観し理解すること

各州の地域的特色を大観し理解すること
 州全体を一つの地域として捉える他に，州を幾つかの地域に分けることもできるが，

その際にも個別の国や小地域の特色を細部にわたって学習することのないようにす
る必要がある。

 大観については，ここでは各州の自然，産業，生活・文化，歴史的背景などについ
て概観し，その結果として基礎的・基本的な知識を身に付けることを意味している。

 ここで習得した知識が後の学習に活用されるとともに，世界の各州について大観す
る学習がなされた際には，概略的な世界像が形成できるように学習内容を構成する
必要がある。
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地球儀，地図帳，衛星画像などを活用し，地誌的な知識や概念の定着を図るとともに，これらを有効に活用し，学習成果を世界地
図上や略地図上に表現するなどして，地理的技能を育成することも重要。取り上げる主題や州に関わる写真，物語，小説なども活
用して学習内容及び学習過程を設計し，生徒の生活経験と結び付いた情報を豊かに獲得させていく指導上の工夫も望まれる。

州 主題例 問いの例 関連付けの例 捉える課題の例

アジア州
人口の増加，居住環
境の変化に関わる
課題

「中国では人口問題に対してどのような対策が取られ
てきたのか」，「経済発展した中国で，なぜ居住環境の
問題が起きているのか」

中国における人口動態，国内
の経済格差，地域間の人口移
動など

人口問題に関わる一般的課
題と中国における地域特有の
課題

ヨーロ
ッパ州

国家統合，文化の多
様性に関わる課題

「EU はどのような経緯でその構成国を変化させてきた
のか」，「EU の構成国内で，なぜ分離や独立などの動
きが見られるのか」

EU の空間的広がり，EU 統合
の歴史的背景，EU 統合がもた
らす成果と課題など

国家間の結び付きに関わる
一般的課題とEU における地
域特有の課題

アフリカ
州

耕作地の砂漠化，経
済支援に関わる課
題

「サヘル地域では砂漠化によって，どのような問題が
生じているのか」，「サヘル地域の砂漠化に対して，な
ぜ諸外国の支援が必要なのか」

サヘル地域の自然環境，地域
経済の変化，地域内の食料需
給など

食料問題に関わる一般的課
題とサヘル地域における地域
特有の課題

北アメリ
カ州

農業地域の分布，産
業構造の変化に関
わる課題

「アメリカでは農業地域の分布にどのような特色がある
のか」，「なぜアメリカは，世界有数の経済大国となって
いるのか」

アメリカの自然環境，都市の分
布，交通網の整備など

産業の立地に関わる一般的
課題とアメリカにおける地域
特有の課題

南アメリ
カ州

森林の伐採と開発，
商品作物の栽培に
関わる課題

「ブラジルでは森林の耕地化が進んだ結果，どのよう
な問題が生じているのか」，「なぜブラジルでは，コー
ヒーから大豆などへと栽培作物が変化しているのか」

森林と耕地面積の変化，農産
物の生産，生物多様性など

持続可能な開発に関わる一
般的課題とブラジルにおける
地域特有の課題

オセアニ
ア州

多文化社会，貿易に
関わる課題

「オーストラリアでは，民族構成がどのように変化して
きたのか」，「なぜオーストラリアでは，アジア諸国との
貿易割合が増えているのか」

先住民との関係，建国の歴史，
貿易相手国や移民出身国の
変化など

多文化社会に関わる一般的
課題とオーストラリアにおける
地域特有の課題

Ｂ「世界の様々な地域」 （2）「世界の諸地域」の展開のポイント（中学校学習指導要領解説社会編 pp.55-57）
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中核として取り上げた特色ある地理的な事象の成立条件を，地域の広がりや地域内
の結び付き，人々の対応などに着目して，他の事象やそこで生ずる課題と有機的に
関連付けて多面的・多角的に考察し，表現する学習を通して，各地域の地域的特色
や課題，事象間の関係性を理解させる

「有機的に関連付けて」とは，地域の特色が，様々な事象が結び付き，影響を及ぼ
し合って成り立っていることに着目して，中核とした事象と他の事象との関連から
地域的特色を捉え，その成り立ちを考察すること

「日本の諸地域」の学習における「考察の仕方」の柔軟化
「日本の諸地域」の学習については，各地域の自然や産業などを羅列的に取り上げ

ると，学習内容が過剰で学習負担が大きく，本来の目標である地域的特色の理解自
体が困難

いくつかの「考察の仕方」を基に地域の特色を端的に示す地理的な事象を中核とし
て内容を構成すること，中核とした地理的な事象が他の事象とも関わり合って成り
立っていることに着目して，それらを有機的に関連付けて動態的に取り扱うことな
どが大切

諸地域の単なる地誌的な知識の習得に偏重した学習に陥ることなく，より動態地誌
的な考え方の趣旨に沿った展開ができるよう意図したもの
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②人口や都市・村落の特色ある事象人々の生活・文化

地域の伝統や歴史的な背景

地域の持続可能な社会づくり

①自然環境に関する事象 ③産業に関する事象

④交通や通信に関する事象

②人口や都市・村落を中核とした考察

⑤その他の事象の例
• 地域の産業，文化の歴史的背景や開発の歴史

に関する事象
• 地域の環境問題や環境保全の取組，地域の伝

統的な生活・文化に関する事象

内容の取扱い（ウ（ウ））
地域の考察に当たっては，そこに暮らす人々の生
活・文化，地域の伝統や歴史的な背景，地域の持続
可能な社会づくりを踏まえた視点に留意すること。

有機的に関連付け

※①から④までの考察の仕方は，少なくとも
一度は取り扱うこと。【内容の取扱いウ(イ)】
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東北地方
「② 人口や都市・村落を中核とした考察の仕方」を基に学習する場合の展開例

東北地方の人口分布や動態に着目して市町村別人口増加率を読み取り
問い：「なぜ仙台市周辺に人口が集中する一方で，全体的には人口が減少している

のか」
都市・村落の立地や機能に関する特色ある事象【中核】

都市の発展と都市圏の形成，過疎化する地域の居住環境と人々の生活の変容

地形や気候，そこで暮らす人々の生活・文化，都市が発展した歴史的背景，産業の
動向，交通・通信網などと関連付け

 「仙台市周辺では，人口流入により都市化が進み，商業地域や住宅地域が形成さ
れた」

 「過疎化の進む地域では，地域社会の維持や伝統的な生活・文化の継承が地域の
課題となっている」
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小学校社会科
（地理的環境と
人々の生活）

３年：⑴身近な地域や市の様子
４年：⑴県の様子，⑸県内の特色ある地域の様子
５年：⑴我が国の国土の様子と国民生活，

⑸我が国の国土の自然環境と国民生活との関連
６年：（⑶イ(ｱ)外国の人々の生活の様子）

中学校社会科
地理的分野

Ａ 世界と日本の地域構成

Ｂ 世界の様々な地域

Ｃ 日本の様々な地域

高等学校地理歴史科
地理総合

Ａ 地図や地理情報システムで捉える現代世界

Ｂ 国際理解と国際協力

Ｃ 持続可能な地域づくりと私たち

高等学校地理歴史科
地理探究

Ａ 現代世界の系統地理的考察

Ｂ 現代世界の地誌的考察

Ｃ 持続可能な国土像の探究

⑶日本の諸地域

小，中，高等学

校の一貫性の観

点から見て，中

学校社会科の地

理的分野を特色

付ける学習

小学校社会科，中学校社会科，高等学校地理歴史科における地理に関する学習の流れ
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中項目 考察の視点 主な知識及び技能

⑴地域調査の手法 場所など
観察や 野外調査等の 視点や 方 法， 地理的な
まと め方 の 基礎 ／主題 図の 読 図， 地 図の 作
成などの地理的技能

⑵日本の地域的特色
と地域区分

分布や地域など
日本の自 然環境，人口， 資源・ エネルギー，
国内各 地や日本と 世界 の結 び付きの特色 ／
国土の特色／地域区分する技能

⑶日本の諸地域
空間的 相互依存作
用や地域など

日本の諸地域の地域的特色や地域の課題 ／
取り上げた特色 ある事象と ，それに関 連す
る他の事象や，そこで生ずる課題

⑷地域の在り方
空間的 相互依存作
用や地域など

地域の 実態 や課題 解決のた めの取組／地 域
的な課題の解決に 向けて考察， 構想し たこ
とを適切に説明，議論しまとめる手法

大項目Ｃ「日本の様々な地域」の構成
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【参考】国土地理院「ハザードマップポータルサイト」の活用

ハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/

「重ねるハザードマップ」

・災害リスク情報などを地図に

重ねて表示

・洪水・土砂災害・津波のリス

ク情報、道路防災情報、土地

の特徴・成り立ちなどを，地

図や写真に自由に重ねて表示

・計測機能や作図機能あり

「わがまちハザードマップ」

・各市町村作成のハザードマッ

プへリンクしており，地域の

様々な種類のハザードマップ

の閲覧が可能

「重ねるハザードマップ」 国土地理院「重ねるハザードマップ操作マニュアル」より

「わがまちハザードマップ」

例） 高潮ハザード
マップを作成してい
る市町村を表示した
画面
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目次

1 地理的な見方・考え方を働かせる授業づくり

2地理的分野の改訂の要点

3 学習評価の充実

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326_mid_shakai.pdf
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児童生徒の学習評価の在り方について（報告）
中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会（平成31年１月）

本報告は 2020 年度以降に順次実施される新学習指導要領の下での学習評価の在り方について基本的な
考え方や具体的な改善の方向性をまとめたもの。

学習評価についての基本的な考え方
〇「学習指導」と「学習評価」は学校の教育活動の根幹であり、教育課程に基づいて組織的かつ計画的

に教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントの中核的な役割
〇 特に指導と評価の一体化の観点からは、新学習指導要領で重視している「主体的・対話的で深い学

び」の視点からの授業改善を通して各教科等における資質・能力を確実に育成する上で、学習評価は
重要な役割

課題

・学期末や学年末の事後的な評価に終始してしまうことが多く、学習評価の結果が児童生徒の
学習改善につながっていかない。

・現行の「関心・意欲・態度」の観点について、挙手の回数や毎時間ノートをとっているかな
ど、性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価であるような誤解が払拭し
切れていない。

・教師によって評価の方針が異なり、学習改善につなげにくい。

先生によって観点の重みが違うんです。授業態度をとても重視する先生もいるし，テストだけで判断するとい
う先生もいます。そうすると，どう努力していけばよいのか本当に分かりにくいんです。
（中教審児童生徒の学習評価に関するWG第７回における高等学校三年生の意見より）
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学習評価の改善の基本的な方向性
①児童生徒の学習改善につながるものとすること。
②教師の指導改善につながるものとすること。
③これまで慣行として行われてきたことでも、必要性・妥当性が認められないものは
見直していくこと。

＜参考＞報告Ｐ．５ 改善等通知１．（４）

学習指導要領等に従い，児童生徒や
地域の実態を踏まえて編成した

教育課程の下で各種指導計画を作成

各種指導計画に基づく

授業（「学習指導」）を展開

日々の授業の下で
児童生徒の学習状況を評価

評価結果を以下のような改善に生かす
・児童生徒の学習の改善
・教師による指導の改善
・学校全体としての教育課程の改善
・校務分掌を含めた組織運営等の改善

ＡＣＴＩＯＮ

ＰＬＡＮ

ＤＯ

ＣＨＥＣＫ

学校全体として
組織的かつ計画的に
教育活動の質の
向上を図る。

新学習指導要領の下での学習評価の
意義
カリキュラム・マネジメントの一環として
の指導と評価

各学校における教育活動

「学習指導」と「学
習評価」は学校の
教育活動の根幹で
あり，教育課程に基
づいて組織的かつ
計画的に教育活動
の質の向上を図る
「カリキュラム・マネ
ジメント」の中核的
な役割を担っている。 ＜参考＞ 報告Ｐ．３ 改善等通知１．（１）
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留意点

○ 学習指導要領の目標や内容，
学習指導要領解説等を踏まえて
作成する。

○ 生徒の実態，前単元までの学
習状況等を踏まえて作成する。

※ 単元の目標及び評価規準の
関係（イメージ）については
右図参照

○ １，２を踏まえ，評価場面や評価方法等を計画する。
○ どのよ うな評価資料（生徒の 反応やワークシート，作品など）を基に ，「おおむね満足できる 」状況
（Ｂ）と評価するかを考えたり，「努力を要する」状況（Ｃ）への手立て等を考えたりする。

○ ３に沿って観点別学習状況の評価を行い，生徒の学習改善や教師の指導改善につなげる。

○ 集めた評価資料やそれに基づく評価結果などから，観点ごとの総括的評価（Ａ，Ｂ，Ｃ）を行う。

３｢指導と評価の計画｣
を作成する

授業を行う

４観点ごとに総括する

１単元の目標を作成す
る

２単元の評価規準を作
成する

「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえた評価規準の作成
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中学校社会科地理的分野の評価の観点及びその趣旨

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

我が国の国土及び世界

の諸地域に関して，地

域の諸事象や地域的特

色を理解しているとと

もに，調査や諸資料か

ら地理に関する様々な

情報を効果的に調べま

とめている。

地理に関わる事象の意味や意義，特

色や相互の関連を，位置や分布，場

所，人間と自然環境との相互依存関

係，空間的相互依存作用，地域など

に着目して，多面的・多角的に考察

したり，地理的な課題の解決に向け

て公正に選択・判断したり，思考・

判断したことを説明したり，それら

を基に議論したりしている。

日本や世界の地域に関

わる諸事象について，

国家及び社会の担い手

として，よりよい社会

の実現を視野にそこで

見られる課題を主体的

に追究，解決しようと

している。

「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び
指導要録の改善等について（通知）」平成31年3月29日初等中等教育局長通知

中学校社会科における「内容のまとまりごとの評価規準」作成の手順
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知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等
(ｱ) 人々の生活は，その生活が営まれる場所の自然及

び社会的条件から影響を受けたり，その場所の自然
及び社会的条件に影響を与えたりすることを理解す
ること。

(ｲ) 世界各地における人々の生活やその変容を基に，
世界の人々の生活や環境の多様性を理解すること。
その際，世界の主な宗教の分布についても理解する
こと。

(ｱ) 世界各地における人々の
生活の特色やその変容の理
由を，その生活が営まれる
場所の自然及び社会的条件
などに着目して多面的・多
角的に考察し，表現するこ
と。

（ ※ 学 習 指 導 要 領 の 「 ２
内容」には，「学びに向
かう力，人間性等」につ
いて関わる事項は示され
ていない。）

学習指導要領 中学校社会科 地理的分野 Ｂ世界の様々な地域 (1) 「世界各地の人々の生活と環境」
場所や人間と自然環境との相互依存関係などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に取

り組む態度
・人々の生活は，その生活が営まれる場

所の自然及び社会的条件から影響を受
けたり，その場所の自然及び社会的条
件に影響を与えたりすることを理解し
ている。

・世界各地における人々の生活やその変
容を基に，世界の人々の生活や環境の
多様性を理解している。その際，世界
の主な宗教の分布についても理解して
いる。

・ 世 界 各 地 に お け る
人々の生活の特色やそ
の変容の理由を，その
生活が営まれる場所の
自然及び社会的条件な
どに着目して多面的・
多角的に考察し，表現
している。

・世界各地の人々
の 生 活 と 環 境 に
つ い て ， よ り よ
い 社 会 の 実 現 を
視 野 に そ こ で 見
ら れ る 課 題 を 主
体 的 に 追 究 し よ
うとしている。

内容のまとまりごとの評価規準(例）
※中学校社会科における「内容のまとまりごとの評価
規準(例)」（「参考資料」pp.105-118）参照。

学習指導要領の中項目を基に，
「内容のまとまりごとの評価
規準」を作成する。

中学校社会科における「内容のまとまりごとの評価規準」作成の手順

※「主体的に学習に取り
組む態度」の評価規準は、
「分野別の評価の観点の
趣旨」における「主体的
に学習に取り組む態度」
を基に作成する。

分野別の観点
の趣旨参照
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地理的分野における単元の評価規準の例 (B(1)「世界各地の人々の生活と環境」を事例に）

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

• 人々の生活は，その生活が営まれる場所の気温や降

水量，標高などの自然的条件及び，宗教や歴史的背

景，科学技術の発展などの社会的条件から影響を受

けたり，その場所の自然及び社会的条件に影響を与

えたりすることを理解している。

• 世界各地における人々の生活やその変容を基に，世

界の人々の生活や環境の多様性とともに，世界の主

な宗教の分布について理解している。

• 「なぜ世界各地では人々の生

活に多様な特色が見られるの

か。また，なぜそれは変容す

るのか」を，その生活が営ま

れる場所の自然及び社会的条

件などに着目して多面的・多

角的に 考察し， 表現している。

• 世界各地の人々の生活

と環境について，より

よい社会の実現を視野

に各地の人々の生活の

特色やその変容の理由

を，主体的に追究しよ

うとしている。

場所や人間と自然環境との相互依存関係などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事
項を身に付けることができるよう指導する。

知識及び技能 思考力・判断力・表現力等

(ｱ) 人々の生活は，その生活が営まれる場所の自然及び社会的条件
から影響を受けたり，その場所の自然及び社会的条件に影響を与
えたりすることを理解すること。

(ｲ) 世界各地における人々の生活やその変容を基に，世界の人々の
生活や環境の多様性を理解すること。その際，世界の主な宗教の
分布についても理解すること。

(ｱ ) 世界各地における人々の生活の特色やそ
の変容の理由を，その生活が営まれる場
所の自然及び社会的条件などに着目して
多面的・多角的に 考察し， 表現す る こと 。
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地理的分野における単元の評価規準の例 (B(1)「世界各地の人々の生活と環境」を事例に）

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

• 人々の生活は，その生活が営まれる場所の気温や降

水量，標高などの自然的条件及び，宗教や歴史的背

景，科学技術の発展などの社会的条件から影響を受

けたり，その場所の自然及び社会的条件に影響を与

えたりすることを理解している。

• 世界各地における人々の生活やその変容を基に，世

界の人々の生活や環境の多様性とともに，世界の主

な宗教の分布について理解している。

• 「なぜ世界各地では人々の生

活に多様な特色が見られるの

か。また，なぜそれは変容す

るのか」を，その生活が営ま

れる場所の自然及び社会的条

件などに着目して多面的・多

角的に 考察し， 表現している。

• 世界各地の人々の生活

と環境について，より

よい社会の実現を視野

に各地の人々の生活の

特色やその変容の理由

を，主体的に追究しよ

うとしている。

場所や人間と自然環境との相互依存関係などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事
項を身に付けることができるよう指導する。

知識及び技能 思考力・判断力・表現力等

(ｱ) 人々の生活は，その生活が営まれる場所の自然及び社会的条件
から影響を受けたり，その場所の自然及び社会的条件に影響を与
えたりすることを理解すること。

(ｲ) 世界各地における人々の生活やその変容を基に，世界の人々の
生活や環境の多様性を理解すること。その際，世界の主な宗教の
分布についても理解すること。

(ｱ ) 世界各地における人々の生活の特色やそ
の変容の理由を，その生活が営まれる場
所の自然及び社会的条件などに着目して
多面的・多角的に 考察し， 表現す る こと 。

具体化

地理的分野の「主体的に学習に取り組む態
度」の観点の趣旨
「～よりよい社会の実現を視野にそこで見ら
れる課題を主体的に追究，解決しようとして
いる。」

考察を通して知識
及び技能の習得に
つながる単元全体
に関わる問い
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留意点

○ 学習指導要領の目標や内容，
学習指導要領解説等を踏まえて
作成する。

○ 生徒の実態，前単元までの学
習状況等を踏まえて作成する。

※ 単元の目標及び評価規準の
関係（イメージ）については
右図参照

○ １，２を踏まえ，評価場面や評価方法等を計画する。
○ どの ような評価資料（生徒の 反応やワークシート，作品など）を基に，「おおむね満足できる」状況
（Ｂ）と評価するかを考えたり，「努力を要する」状況（Ｃ）への手立て等を考えたりする。

○ ３に沿って観点別学習状況の評価を行い，生徒の学習改善や教師の指導改善につなげる。

○ 集めた評価資料やそれに基づく評価結果などから，観点ごとの総括的評価（Ａ，Ｂ，Ｃ）を行う。

３｢指導と評価の計画｣
を作成する

授業を行う

４観点ごとに総括する

１単元の目標を作成す
る

２単元の評価規準を作
成する

「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえた評価規準の作成
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・「学習改善につなげる評価」… ●
学習状況を見取り，生徒の成長を認め励ま

すとともに必要に応じて指導，支援を行う
日常の学習改善につなげる評価，

・「評定に用いる評価」…○
観点別学習状況の評価や評定のための資料

として用いる評価

「参考資料」に示す各事例には，●○という
記号を付して，その評価場面を示している。

日々の授業の中 では生徒の学習状況を適宜把握 し
て指導に生 かすことに重点を置きつつ ，単元を 見
通 して ，観点別 学習状況の評価を するために必要
な記録を取ることになる。

「学習改善につなげる評価」と「評定に用いる評価」
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Ｃ（2）「日本の地域的特色と地域区分」の展開のポイント

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

• 日本の 地形や気候の 特色， 海洋に囲ま れた日本の 国土の 特色，
自然災害と防災への取組などを基に，日本の自然環境に関す
る特色を理解している。
• 少子高齢化の課題，国内の人口分布や過疎・過密問題などを

基に，日本の人口に関する特色を理解している。
• 日本の資源・エネルギー利用の現状，国内の産業の動向，環

境やエネルギーに関する課題などを基に，日本の資源・エネ
ルギーと産業に関する特色を理解している。
• 国内や日本と世界との交通・通信網の整備状況，これを活用

した陸上，海上輸送などの物流や人の往来などを基に，国内
各地の結び付きや日本と世界との結び付きの特色を理解して
いる。
• ①から④までの項目に基づく地域区分を踏まえ，我が国の国

土の特色を大観し理解している。
• 日本や国内地域に関する各種の主題図や資料を基に，地域区

分をする技能を身に付けている。

• ①から④までの項目
について，それぞれ
の地域区分を，地域
の共通点や差異，分
布などに着目して，
多面的・多角的に考
察し， 表現している 。

• 日本の 地域的特色を ，
①から④までの項目
に基づく地域区分な
どに着目して，それ
らを関連付けて多面
的・多角的に考察し，
表現している。

• 日本の地域的特色と
地域区分に付いて，
よりよい社会の実現
を視野にそこで見ら
れる課題を主体的に
追究しようとしてい
る。

①から④までの項目を取り上げ，分布や地域などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動
①自然環境 ②人口 ③資源・エネルギーと産業 ④交通・通信 ➡小項目（小単元）

Ｃ(2)の評価規準例
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Ｃ（2）「日本の地域的特色と地域区分」の展開のポイント

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

• 日本の 地形や気候の 特色，海洋に 囲まれた日 本の 国土の 特色，
自然災害と防災への取組などを基に，日本の自然環境に関す
る特色を理解している。【知識1】
• 少子高齢化の課題，国内の人口分布や過疎・過密問題などを

基に，日本の人口に関する特色を理解している。【知識2】
• 日本の資源・エネルギー利用の現状，国内の産業の動向，環
境やエネルギーに関する課題などを基に，日本の資源・エネ
ルギーと産業に関する特色を理解している。【知識3】
• 国内や日本と世界との交通・通信網の整備状況，これを活用
した陸上，海上輸送などの物流や人の往来などを基に，国内
各地の結び付きや日本と世界との結び付きの特色を理解して
いる。【知識4】
• ①から④までの項目に基づく地域区分を踏まえ，我が国の国
土の特色を大観し理解している。【知識5】
• 日本や国内地域に関する各種の主題図や資料を基に，地域区
分をする技能を身に付けている。【技能】

• ①から④までの項目
について，それぞれ
の地域区分を，地域
の共通点や差異，分
布などに着目して，
多面的・多角的に考
察し， 表現している 。

【思考1】
• 日 本の 地域的特色を，

①から④までの項目
に基づく地域区分な
どに着目して，それ
らを関連付けて多面
的・多角的に考察し，
表現している。

【思考2】

• 日本の地域的特色と
地域区分に付いて，
よりよい社会の実現
を視野にそこで見ら
れる課題を主体的に
追究しようとしてい
る。【態度】

①から④までの項目を取り上げ，分布や地域などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動
①自然環境 ②人口 ③資源・エネルギーと産業 ④交通・通信 ➡小項目（小単元）

Ｃ(2)の評価規準例
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Ｃ（2）「日本の地域的特色と地域区分」の展開のポイント

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

• 日本の 地形や気候の 特色，海洋に 囲まれた日 本の 国土の 特色，
自然災害と防災への取組などを基に，日本の自然環境に関す
る特色を理解している。【知識1】
• 少子高齢化の課題，国内の人口分布や過疎・過密問題などを

基に，日本の人口に関する特色を理解している。【知識2】
• 日本の資源・エネルギー利用の現状，国内の産業の動向，環
境やエネルギーに関する課題などを基に，日本の資源・エネ
ルギーと産業に関する特色を理解している。【知識3】
• 国内や日本と世界との交通・通信網の整備状況，これを活用
した陸上，海上輸送などの物流や人の往来などを基に，国内
各地の結び付きや日本と世界との結び付きの特色を理解して
いる。【知識4】
• ①から④までの項目に基づく地域区分を踏まえ，我が国の国
土の特色を大観し理解している。【知識5】
• 日本や国内地域に関する各種の主題図や資料を基に，地域区
分をする技能を身に付けている。【技能】

• ①から④までの項目
について，それぞれ
の地域区分を，地域
の共通点や差異，分
布などに着目して，
多面的・多角的に考
察し， 表現している 。
【思考1】
• 日 本の 地域的特色を，

①から④までの項目
に基づく地域区分な
どに着目して，それ
らを関連付けて多面
的・多角的に考察し，
表現している。
【思考2】

• 日本の地域的特色と
地域区分に付いて，
よりよい社会の実現
を視野にそこで見ら
れる課題を主体的に
追究しようとしてい
る。【態度】

①から④までの項目を取り上げ，分布や地域などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動
①自然環境 ②人口 ③資源・エネルギーと産業 ④交通・通信 ➡小項目（小単元）

Ｃ(2)の評価規準例
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○評定に用いる評価 ●学習改善につなげる評価

小単元
（小項目）

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

①自然環境 ○知識1 ●技能

○知識2 ●知識5

○知識3 ●技能

○知識4 ○知識5 ○技能

○思考1

○思考1 ●思考2

○思考1

○思考1 ○思考2

●態度

○態度

②人口

③資源・エネル
ギーと産業

④交通・通信

自然環境の特色

人口の特色

産業等の特色

交通・通信の
特色

地域区分国土の特色
(大観）

自然環境の地域区分

人口の地域区分

産業の地域区分

交通通信の
地域区分

日本の地域特色

Ｃ(2)「日本の地域的特色と地域区分」の計画の例
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中学校地理的分野「日本の諸地域」の指導と評価の計画例 川崎市の学校の場合（32時間扱い）

●｢学習改善につなげる評価｣は一例のみ

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度
👉中学校社会「参考資料」pp.60-61から抜粋
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「参考資料」事例２ 評価場面の精選 ～重点化と系統化～ Ｃ(2)日本の諸地域

技
能

１北海道 ●教師によって提示された資料を基に，そこから読み取った情報を適切に文章化している。

２中部
●教師によって提示された資料を基に，そこから読み取った北陸・中央高地・東海の３地域それ

ぞれの情報を適切に文章化している。

５東北
○教師によって提示された資料を基に，そこから読み取った情報を，文章とともに適切にグラフ
化，図表化している。

７関東
○生徒自身が収集した資料を基に，そこから読み取った情報を，文章とともに適切にグラフ化，
図表化している。

思
考
・
判
断
・
表
現

３九州
●自然災害を防いだり減らしたりする工夫や，自然を生かした産業の工夫など，人々の生活と自

然との関わりを損害と恩恵の両面から捉えて，文章でまとめている。

４中国・
四国

○都市部と山間部や離島における地域づくりの取組を，それぞれの地域性の違いから捉えて，
ウェビング図やベン図を用いてまとめている。

６近畿
○町並み保全の理由を，日本の古都としての歴史的背景や観光資源といった側面を踏まえ，「環
境の保全と産業の振興の両立」の視点から考えたことを，図や文章を用いてまとめている。

７関東
○東京への一極集中を，人口や産業施設などのハードや，情報や管理機能などのソフトの両面か
ら捉えるとともに，一極集中によるメリットとデメリットの両側面を踏まえて，「持続可能な
地域づくり」の視点から考えたことを，図や文章を用いてまとめている。

👉「参考資料」pp.60-61を基に抜粋
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評価問題の改善（ブラッシュアップ）の取組
個別の知識の獲得を問う評価問題であったものを，説明文と解答群の記述を差し替えることで，
説明文中から読み取れる生活様式と地図中から引き出せる空間情報を結び付ける力を問う評価問題
とした事例

〔問題文〕次の文は，ある国で見られる伝統的な住まいや料理についての説明です。このような伝統的な生活
が見られる国とは，どこの国ですか。選択肢ア～エのうちから最も適切なもの選び,その記号を書きなさい｡

👉「参考資料」p.53
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児童生徒の学習評価の在り方について（報告）
「主体的に学習に取り組む態度」の評価の考え方
各教科等の評価の観点の趣旨に照らして、知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表

現力等を身に付けたりするために、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯
誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を評
価することが重要。

学習の調整に関する態度は必ずしも、その学習の調整が「適切に行われているか」を判断す
るものではない。

指導と評価の取組を重ねながら授業を展開することにより、単元末や学期末、学年末の結果
として算出される３段階の観点別学習状況の評価については、観点ごとに大きな差は生じな
いものと考えられる。

各教科等の特質に応じて、児童生徒の発達の段階や一人一人の個性を十分に考慮しながら、
「知識・技能」や「思考・判断・表現」の観点の状況を踏まえた上で、評価を行う必要。

例えば、ノートにおける特定の記述などを取り出して、他の観点から切り離して「主体的に
学習に取り組む態度」として評価することは適切ではないことに留意する必要。

具体的な評価の方法としては、ノートやレポート等における記述、授業中の発言、教師によ
る行動観察や、児童生徒による自己評価や相互評価等の状況を考慮する材料の一つとして用
いることなどが考えられる。

「主体的に学習に取り組む態度」の評価
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中学校学習指導要領解説社会編
「社会的事象について，よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようと
する態度」
社会的事象について主体的に調べ分かろうとして学習上の課題を意欲的に解決しよ
うとする態度や，よりよい社会の実現に向けて，多面的・多角的に考察，構想（選
択・判断）したことを社会生活に生かそうとする態度など

【地理的分野】

 「日本や世界の地域に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野にそこで

見られる課題を主体的に追究，解決しようとする態度」

➡日本や世界の様々な地理的な事象に生徒自らが関心をもって学習に取り組むことが

できるようにするとともに，学習を通して更に関心が喚起されるよう指導を工夫する

必要性を示している。

「主体的に学習に取り組む態度」の評価
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地理的分野 主体的に学習に取り組む態度の評価の例「Ｂ(1)世界各地の人々の生活と環境」の場合

単元の評価規準の例

世界各地の人々の生活と環境について，よりよい社会の実現を視野に各地の人々の生活の特色やその変容の理
由を，主体的に追究しようとしている。

単元の導入で単元の学習を見通す場面

単元で登場する各地の人々の生活の様子を表すいくつかの景観写真から，気付くことや疑問を出し合い，
ワークシートに記述する活動

●＝「学習改善につなげる評価」
場所などの視点に着目して，世界各地では，日本と異なる多様な生活の様子が見られることから，問いを

見いだしたり予想したりしている。

単元のまとめで単元の学習を振り返る場面

単元の学習を振り返って，関心をもち，さらに調べたいことや，よく分からなかったこと，学習に向かう
姿勢などを自己評価し，ワークシートに記述する活動

○＝「評定に用いる評価」
単元の学習を振り返って，関心をもち，さらに調べたいことや，よく分からなかったことを整理し，これ
からの学習に意欲的に取り組もうとしている。

地理的分野の「～態度」の評価の観点の趣旨：日本や世界の地域に関わる諸事象について，国家及び社会の担
い手として，よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追究，解決しようとしている。

（「参考資料」pp.46-48）
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＜課題１＞⇒＜学習内容のまとめ＞
「中項目(近世の日本)の学習を踏まえ，他の時代との
共通点や相違点に着目して，近世社会の変化について
自分の考えをまとめてみよう」

＝「主体的に学習に取り組む態度」の評価場面

• 1) 例えば，「中項目の導入」における自らの見通しと
，「中項目のまとめ」の＜課題１＞での考察を比較し
て加わった点や気付いた点などの記述から，当初の見
通しが自らの学習にどのように作用しながらまとめに
至っているかを確認するなど，生徒が自己の学習を調
整する姿を評価する。

• 2)については，次の学習へのつながりを見出そうとし
ているかを評価する。

＜課題２＞⇒＜学習の自身の取組や学習の方法
などについての，確認や調整＞

1)「作成したレポートと，単元のはじめに記した自分
の『学習の見通し』を比べ，加わった点や新たに気付
いた点など振り返ってみよう」

2)「近世の社会の変化の学習を振り返り，そのつなが
りに着目して，次の時代に大切になると思うキーワー

ドをいくつかあげて，その理由を示してみよう」

＝「思考・判断・表現」の評価場面
これまでの学習で獲得した知識を組み合わせたり，傾

向を見出したり，類型化したりして，小単元１から４ま
での学習を振り返り，時代の特色を考察し，その結果を
表現していることを評価する。

※ 1)について
①生徒の単元導入時(中項目の始め）の「見通し」の記述
②生徒が＜課題１＞でまとめた学習の成果
⇒③ ①②を比較した生徒の記述

⇒ ③を教師が評価材として活用

生徒の記述を教師が評価材として活用

歴史的分野 「主体的に学習に取り組む態度」の評価方法
B(3)「近世の日本」「中項目のまとめ」の学習活動の評価（「参考資料」pp. 66-68 【事例３】)  

→単元のまとめなどで，生徒が振り返りを行う場面を
計画的に設定することが重要
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歴史的分野
ワークシートを活用した「主体的に学習に取り組む態度」の評価(｢参考資料｣p. 79【事例４】)  

p. 79

単元の学習で獲得した学習内容や考察
の方法，視点，学習上の留意点など
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「主体的に学習に取り組む態度」のうち，

・「自らの学習を調整しようとしながら粘り強く取り組む状況」については，単元末で，単元の始めに立てた

見通しを踏まえて学習を振り返り，次の学習や生活に生かすこととして見いだした内容により評価する。

・「主体的に社会に関わろうとする態度」については，単元の学習後も関心をもって自ら追究し続けたい，

解決， 改善を 図 っていき たいこと と して見 いだした，問 いの内容 とその社会的意義の記述によって評価する。

分野の目標 (3)について
・地理的分野・歴史的分野 「⋯課題を主体的に追究，解決しようとする態度を養う」
・公民的分野 「現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとする態度を養う」
このため，分野の目標を踏まえると、「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準も異なる。

例 「参考資料」事例６（Ｄ(1)「世界平和と人類の福祉の増大」）における「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準

【第一次】

●単元の学習課題の解決に向けて，問いに対する答えを予想したり，解決すべき疑問を挙げたりするなど，解決への見通し

を立てている。（発言，ノート）

【第三次】

●第一次に立てた見通しを踏まえて，学習を振り返り，次の学習や生活に生かすことを見いだしている。（ワークシート）

●国際社会の動きについて関心をもち，問いを見いだし，その社会的意義を記述している。（ワークシート）

【第六次（単元の終末）】

○第一次に立てた見通しを踏まえて，学習を振り返り，次の学習や生活に生かすことを見いだしている。（ワークシート）

○国際社会や世界平和と人類の福祉の増大について関心をもち，問いを見いだし，その社会的意義を記述している。（ワー

クシート）

単元の始めに見通しを立てさせることがポイント。

単元の途中で「学習改善につなげる評価」を行い，適切に指導する。

単元の学習を振り返る時間をしっかり確保することが大切。
（「参考資料」pp.92-101）

公民的分野 「主体的に学習に取り組む態度」の評価
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中学校社会科地理的分野の評価の観点及びその趣旨

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

我が国の国土及び世界

の諸地域に関して，地

域の諸事象や地域的特

色を理解しているとと

もに，調査や諸資料か

ら地理に関する様々な

情報を効果的に調べま

とめている。

地理に関わる事象の意味や意義，特

色や相互の関連を，位置や分布，場

所，人間と自然環境との相互依存関

係，空間的相互依存作用，地域など

に着目して，多面的・多角的に考察

したり，地理的な課題の解決に向け

て公正に選択・判断したり，思考・

判断したことを説明したり，それら

を基に議論したりしている。

日本や世界の地域に関

わる諸事象について，

国家及び社会の担い手

として，よりよい社会

の実現を視野にそこで

見られる課題を主体的

に追究，解決しようと

している。

地理的分野の学習を終えたときの目指す生徒の姿

公民的分野の学習へ


