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見通し・振り返りを重視した授業実践
−ヨーロッパ州を例に−

栃木県
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はじめに

｢見通し・振り返り｣ 学習活動は，学習指導

鹿沼市立板荷中学校

青木

靖

「学習計画・振り返り表」を用いた
「見通し・振り返り」学習活動の
ポイント

表１ 「見通し・振り返り」学習活動のポイント

要領において学習意欲の向上と自主的な学習態

ポイント

計画表

度の育成，学習内容の確実な定着と思考力・判

（１）｢ねらい｣ ｢学習課題｣ を提示する。

⑤⑥

断力・表現力等の育成という生徒に最も必要視

（２）学習の流れ･展開，程度を考慮しな
がらさらに考えるための留意点や考え方
等を生徒の立場に立って示す。

⑦⑧

（３）毎時の学習･それまでの学習を振り
返らせながら，テーマとして掲げた考察
の仕方で考察させる。

⑨

（４）毎時の考察の仕方での考察をもとに
単元というまとまりで改めて考察させる。

⑩⑪

される資質・能力及び態度を形成するための最
重要事項である。その一つの方策として，私は，
特に地理的分野の学習において「学習計画・振
り返り表」（以下，｢計画表｣）を作成して指導
を行ってきた。
「計画表」
は学習意欲を持続させ，
単元の学びを生徒が「見通し・振り返り」を行

（５）自らの進歩を実感させ，学びに向か
④
う力を高める。
（⑨⑩⑪）

うのに役立つよう作成したものである。そこで

（６）社会的事象の地理的な見方・考え方，
地理的分野の学び方を気づかせ学ばせる。

本稿では，ヨーロッパ州の単元を事例に生徒が
実際に記入した「計画表」
（図１）を用いながら，
「見通し・振り返り」の学習活動を重視した授

ねらい（
「計画表」ではめあてとしている）

業実践について紹介したい。

2

⑧⑨
⑩⑪

を示すことは生徒の学習意欲を高めたり，本時
の学習内容や方法に見通しをもたせたりするた

「学習計画・振り返り表」の効果

めの一つの手段となっている。そこで表１の
（１）
では，生徒がねらいを知り，学習課題によっ

「計画表」を活用することにより，次のよう

てどのような学習内容・方法で，あるいはどの

な効果があった。まず，指導する教師側にとっ

ような見方・考え方や留意で追究していくのか

ては，単元の全体や詳細を考えながら構想や指

を知ることができるよう，ねらいと学習課題の

導を行うことができたこと，毎時生徒に感想・

両方を示すこととした。

考察を書かせることにより学習の振り返りをさ

なお，ねらい（図１-⑤）は次のようなもの

せることができたこと，また，生徒にとっては，

を設定した。学習課題について追究していくた

「気をつけること・心がけること」という項目

めに ｢何がわかればよいか，できればよいか」，

（図１-⑧）や教師からのアドバイスが，学習の

｢何について考えればよいか｣，｢どのような学

ガイダンスや学習ガイドとして機能していたこ

習活動をするか，どのような活動を通してどの

とがあげられる。

ような方法で学ぶか｣，｢どのようなことに着目
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図１

生徒が記入したヨーロッパ州の「学習計画・振り返り表」の例（カコミや数字は編集部）

して学ぶか｣ といったものである。

との関連を図り生徒に見通しをもたせながら適

学習課題（図１-⑥）は，ねらいをもとに検

切な学習課題の提示を行い，また意図的な留意

討し，またその追究や解決を学習内容・方法と

や，ゆさぶり・ほのめかし等を行うことによっ

することから，授業構想および授業実践におい

て学びの促進をめざしたい。学習課題は，社会

て，目標－指導－評価の一体化の具現であり，

的事象の経緯を調べるならば「〇〇はどのよう

根幹をなすものである。これは ｢見通し・振り

な～だろう」
，社会的事象の背景や原因を中心

返り｣学習活動の中でおおいに意識したい。
（２）

に追究していくならば，「〇〇はなぜ～だろう」

でもいえるが，授業では導入の学習活動・内容

といった各々の課題解決型の学習にふさわしい

※：図中◎は，考察の仕方のポイントとなる「結びつき」を考える上で中心となる時間（単元によっては，その単元で特に育成を
はかりたい資質・能力を発揮させる時間）
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・項目「目標」
（図１-③）
：今回は ｢日本と比べたり

ものを設定することに留意して作成した。

もしながら…（関・意・態）
｣ ｢結びつきに注目し
ながら…（知・理）
｣ などを掲げた。これらは地理

（２）については，
（６）の内容を参照してほ

的な見方・考え方そのものである。単元の最後で

しい。ここでは見通しを意識することが重要で

Ａ～Ｄの４段階で生徒に評価させる（図１-④）
。

ある。

・項目「ねらい（めあて）
」
「学習課題」
（図１-⑤⑥）
：

（３）
（４）の振り返る活動では，活動を通し

見方・考え方にあたる視点や方法を示す。

て授業の前後で自分の考えがどのように変わっ

・項目「主な学習活動・内容」
（図１-⑦）
：今回は

たのか，何が身についたのか等の自覚化が重要

問いに対する答えを半分示してしまった感がある
が，ヨーロッパ州の単元を「世界の諸地域」の学

である。そのため，改めて考察することは，生

習の最初に位置づけたこともあり，見方・考え方

徒にとって自分の学びを評価する活動となる。

を学ばせるには，視点をある程度示した上での追

（５）では，評価がもつ機能をいかして，評

究も（いわば手の内を明かすのも）
，一つの方法

価段階を増やしたり，生徒の記述に対して簡潔

としてよいのではないかと考える。

ながらも賞賛のコメントを記入したり，よい着

・項目「気をつけること・心がけること」
（図１-⑧）
：

眼点や発想には朱書きのアンダーラインを引い

見方・考え方を学習内容・方法に合わせて具体的
に数多く掲げる（指導案の「指導上の留意点」に

たりして，評価を行った。そして，それらの評

あたるもの）
。

価を生徒に返すことによって，それが見方・考

・テーマと関連する記述をする欄（今回では結びつ

え方の獲得，学習意欲の向上，自主的な学習態

き）
（図１-⑨）
：地理的な見方・考え方を中心とし

度の育成，資質・能力及び態度の向上につな

たこれまでの学びを駆使させて記述させる。

がったことを確認できた。

・単元の最後の自由記述の欄（図１-⑩⑪）
：見方・

（６）では，深い学びの鍵として「見方・考

考え方に関する生徒の記述を期待したい。

え方」を働かせることが重要であり，
「計画表」
では多くの項目において「見方・考え方」をふ
まえた。全般的に，生徒の立場に立って地理的

4

単元の授業の実際

な見方・考え方をにおわせるような視点や方法

単元の導入では，発達段階や指導の系統性を

を示したり，わかりやすい表現を心がけたりし

ふまえ，問い（Ｑ）を設定し，生徒に予想を書

た。なお，これについては，ⅰ単元で得た知識

かせた。｢考え方が同じ・似ている｣ ｢小さい国

を中心とした学びを，生徒の思考によりいかす。

が多いので協力している｣ といった結びつきに

ⅱ系統性もふまえ，深い思考をうながすように

つながる回答があった一方で，「国境が山脈や

する。ⅲ育成を図る資質・能力によって「計画

川になっている」「条約・法律がある」といっ

表」の形式を多少変える。ⅳ思考・判断・表現

た社会科の内容にはふさわしいが結びつきをあ

の観点の評価場面を十分確保する。といったこ

まり意識していないものも回答としてあがって

とも考慮している。

いた。そのため，
「テーマ」は，上記の生徒の

これらをふまえ，ヨーロッパ州の「計画表」

統性をふまえ，本単元では教師側から提示する

の各項目を以下のことに留意して設定した。

こととした。

・項目「Q」
（図１-①）
：単元の学習内容やテーマと

第１時 では，国際河川，ピレネー山脈，海峡，

のかかわりをイメージさせ，見方・考え方をにお
わせる問いを位置づける。

島をあえて意識して確認させ，結びつきを考え

・項目「テーマ」
（図１-②）
：考察の仕方を毎時と単

られるようにした。ここで，国と国旗を以前の

元の最後で意識させる。
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国境の近くに住む
ドイツ人の話

ている十字架等で共通性をほのめかした。
「計

私が住んでいるのは，フランス

画表」のテーマ（結びつき）に関する項目であ

町で，勤 め先があるフランスのス

の国境から 20km ほどのドイツの
つと

る「国境をこえた結びつき」の欄は，前述の通

トラスブールへは毎日，車で通勤
しているの。お給料はもちろんユー

りヨーロッパ州を「世界の諸地域」の最初に位

ロでもらっているし，仕事帰りに

置づけたことから，考える範例となるように生

は，会社の近くにあるフランスの

徒全員で考え教師が適切に関与して表に記入さ

を買うの。ドイツもフ

スーパーマーケットで夕飯の食材
ランスも同じユーロで

せた。
「結びつきによる変化」の欄はこの段階

買い物ができるか

ではまだ難しかったようで，教科書から抜き書

ら，本当に便利よ。

きする程度にとどまった。

図２ 『社会科

中学生の地理』p.56
「国境の近くに住むドイツ人の話」

第２時 の宗教・言語・民族等の文化の学習で
は，
『中学校社会科地図』p.53「③労働者の移動」

あげられていた。

も見せながら，旧植民地から，また労働者とし

「計画表」の最後には，振り返りとして単元

て各地から移住者が集まっていることについて

の学習のまとめを書かせている（図１-⑩）
。こ

ふれた。
「国境をこえた結びつき」については，

こではまだ少々稚拙で単なる学習内容のまとめ

文化を結びつきとの関連でとらえることは生徒

のみに終始してしまった生徒が多かったものの，

にとって難しかったようである。そこで「共通

一方で本単元の考察の仕方である結びつきを

性」
「多様性」をキーワードとして示したところ，

しっかりふまえてまとめを行うことができた生

それをもとにしてとらえる生徒や，国旗の十字

徒もいた。振り返りとしての感想・考察（図１

架について言及する生徒もいた。
「結びつきに

-⑪）には，イギリスのEU離脱問題について記

よる変化」の欄には多様な民族がともに暮らす

述する生徒もおり，社会の動きに主体的に関心

ようになったという記述が多くみられた。

をもとうとしているようすがうかがえた。

第３時 は，『社会科 中学生の地理』p.56「①

なお，振り返りにおいて，見方・考え方をお

フランスとドイツを結ぶ橋をわたる子どもたち

おいに働かせた考察をさせたい場合は，発達段

とその橋」
「国境の近くに住むドイツ人の話」
（図

階や系統的な指導もふまえながら，さらなる発

２）を導入で用い，国境のようすやドイツ人の

問の工夫が必要である。

話を見せ，結びつきの歴史・背景・理由を中心

5

に展開した。「国境をこえた結びつき」の欄は
「加盟国内でできること｣を宿題として記入させ，

おわりに

次時の導入で確認を行った。その上で，
「結び

「世界の諸地域」「日本の諸地域」の学習では

つきによる変化」について考えさせ，
「アメリ

「計画表」を活用して指導している。これを繰

カ合衆国に対抗できるようになった」というこ

り返すことによって，考察の仕方にもとづいた

とや，人々の生活，行き来，貿易，産業発展，

質の高い生徒の記述が見られるようになってい

労働について多くの生徒が気づくことができた。

る。発達段階，生徒の実態，指導の系統性をふ

第４・５時 では，EU域内の食料自給率をあ

まえ，適切な評価や個別の賞賛や励ましといっ

げる取り組みや航空機の分業生産などEU各国

た声かけを交えながら，中長期的な展望をもっ

が協力している姿を取り上げたところ，
「結び

て指導にあたることが大切であろう。
帝国書院の指導者専用サイトに，
未記入の「学習計画・振り返り表」を掲載する予定です。

つきによる変化」では産業にかかわるEU加盟
のメリットとともにデメリットや今後の課題が

（https://www.teikokushoin.co.jp/members/）
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