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Ⅰ はじめに

来年度から学習指導要領が全面実施になる。この中では知識・技能を活用して課題を解決するために必要
な思考力・判断力・表現力の育成が図られている。社会科では公民的な資質の基礎を養うという社会科の究
極のねらいのもと，社会的事象に関心をもって多面的・多角的に考察し，公正に判断する能力と態度を養い，
社会的な見方や考え方を成長させる１）ことを改善の基本方針の最初に掲げていることからも，社会的事象に
関心を持つことや，多面的・多角的に考察する力や判断する能力についてはその育成に一層の力を入れるこ
とが必要となるであろう。本年度は社会的にも大きな変動があった。このように社会の中で大きな変動があ
る時こそ，それらの変動を自分なりに解釈し，判断し，思考する力が必要になってくるのではないだろうか。
本年度の社会科では昨年度に引き続き，パフォーマンス課題の設定と評価の手法を取り入れることで思考
力・判断力等を育成することを主題として研究を行っている。課題設定については昨年も研究を進めていた
が，本年度はパフォーマンス課題を取り入れることで思考力・判断力・表現力等を育成したい。またパフォ
ーマンス課題に基づく評価を取り入れることで，思考力・判断力・表現力等のプロセスを少しでも見取りや
すくし，それを授業者，生徒ともに活用することで，課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力
等を育成していきたいと考える。

Ⅱ 研究の経過

本研究主題は 7 年次となる。主題にある「社会を実感する」ために必要な力として，主に思考力に焦点を
当ててきた。主な研究内容については以下の表に示す通りである。
研究年度

主 な 研 究 内 容 共通主題「社会を実感できる授業を目指して」

2005 年度

理解を深め本質をとらえる力，思考力を育てる教材開発

2006 年度

思考力の育成，現実社会との関連を重視した授業展開や教材開発

2007 年度

思考力の育成から活用までの流れを作成，検証

2008 年度

思考力を育むための技能に関して，言語活動を切り口に検証

2009 年度

技能・思考力等を習得し活用する過程と場面について実践を通して検証

2010 年度

思考力・判断力・表現力を高めるための課題設定の工夫

本年度はこれらの研究成果を活かし，思考力・判断力・表現力等の育成をテーマに，どのような課題を設
定することが効果的なのか，パフォーマンス課題を取り入れることで検証する。また，パフォーマンス課題
の評価を取り入れることで思考・判断のプロセスを見取りやすくし，それを活かすことによって思考力・判
断力・表現力等の育成を目指す事を中心に研究を進めることとした。
尚，本校社会科において思考力とは客観的・科学的に事象を捉える力であり，その思考力に基づいて主観
的に価値判断する力を判断力と考えている。

Ⅲ 本年度の研究

昨年までの取組では，社会を実感できる授業を実施し，その中で思考力・判断力等を育成することで社会
科に求められている公民的資質の育成を図ることを目標としてきた。特に昨年度は課題設定の工夫を主眼と
して研究をすすめてきた。例えば昨年度の歴史的分野での授業実践例に「現代を大観してみよう」というも
のがある。この授業の流れを簡単に振り返ると，
①教科書の記述や資料を手がかりに，歴史的事象の特徴を把握する。
②歴史的事象の特徴をもとに近代の特徴は何か考え，論述し，発表する。
というものである。
①の段階ではスモールステップにわけて，それぞれ歴史的事象の特徴を把握するための課題を設定した。
Ex.「戦後から高度経済成長期までどのような方法で日本を再建したのか，またその課題は」
それぞれの課題について考察させた事柄をもとに②では「現代はどのような時代だったのか」を最終課題と
して考察させ，記述させている。スモールステップでの段階の課題，最終課題いずれも知識，技能を総合し
て使うことを求める課題として設定した。
課題の設定は，その単元もしくは授業の中での目標設定と密接に結びつく。昨年は単元をスモールステッ
プに分け，課題の配列を工夫することで，思考力・判断力等を向上させる取組を行った。最終課題は，単元
の学習の初めに提示し，単元の最後に課題解決に取り組む。このような課題を設定することで，単元で何を
学ぶのかという目標の意識付けができた。またスモールステップで課題を提示することで，最終課題の解決
に必要な技能や知識を身に付け，活用する過程を繰り返し行うことができた。これによって最終課題の解決
に取り組みやすくなった。昨年はこれらの過程に焦点をあてて研究を行ったが，今年度は課題そのものに焦
点をあて，研究を進めたいと考え，以下の様に研究仮説を設定し，研究を進めることとした。

Ⅳ 教科研究仮説

パフォーマンス課題とその
パフォーマンス課題とその評価の手法を取り入れることによって
その評価の手法を取り入れることによって，
評価の手法を取り入れることによって，思考力・判断力等の状態を授業者と生徒
がより客観的に把握することができる。またそれによって思考力・判断力等を向上させることができる。

１． なぜパフォーマンス課題を取り入れるの
なぜパフォーマンス課題を取り入れるのか。
取り入れるのか。
西岡によると，パフォーマンス課題とは次のように定義される。
「パフォーマンス課題とは，リアルな文脈（あるいはシミュレーションの文脈）において，知識やスキル
を総合して使いこなすことを求めるような課題である。
」２）
この定義から，昨年の実践で使用した課題はパフォーマンス課題，もしくはそれに近い形であったと言え
るだろう。

また，西岡はパフォーマンス課題の必要性について次のように述べている。
「それらの知識やスキルを文脈において使いこなせるような「永続的理解」を獲得しているかどうかを確か
めるにはパフォーマンス課題を用いる必要がある。
」３）
ここで述べられている「永続的理解の獲得」は知識・スキルを洗練された柔軟なやり方で使える状態であり，
説明したり解釈したりすることであるから，このパフォーマンス課題という視点を本年度の研究に取り入れ
ることで，より効果的な課題設定ができることが期待される。

２． パフォーマンス課題と評価
先ほど述べたように昨年の実践では，課題に対する自分の考えを記述で表現させる取組を行った。主にワ
ークシートの記述から生徒の思考力・判断力等の見取りを行ったのであるが，この際にどのような記述がさ
れていればおおむね満足といえるのか，また，記述にはなかなか見えてこない思考・判断のプロセスをどの
ようにとらえるのか，この点が曖昧になっているのではないかという課題が残った。
昨年の実践の中では，到達するべき目標は設定する。またこのような記述が見られれば満足であるという
例示を行っている。例えば「戦後から 1970 年代までどのような方法で日本を再建したのか，またその課題
は？」という学習課題の設定であれば，このとき「高度経済成長によって，生活が以前よりも豊かになった
が，このときから公害がひどくなったことを考えると良い影響ばかりではなかった。現在の環境対策などの
動きにも結びついている」という記述例を示した。
生徒の反応の中には，一文字でも例示と違っていれば，自分の書いた文章を消して書き直すというものが
見られた。
「内容があっていれば良い」という指示であっても，
「自分が書いた文があっているかどうか不安」
だとして書き直すのである。この不安は，思考・判断・表現する上で，何がポイントとなっているのか生徒
と授業者の間で共通認識されていないことが原因となっているのではないだろうか。このために表現された
記述のどの点が違っているのか，検討がうまくなされずに生徒が見直しても過不足に気付くことができない
で，正答か誤答か，○か×かの評価のみに受け取られてしまった。記述等の表現をさせた場合，どのような
記述であればおおむね満足できるとするのか，教師側が明確にしておくことはもちろんのこと，生徒側にど
のような点で記述を評価しているのか明示する等，評価を効果的に学習に取り入れることが，思考力等を育
成する上で必要なのではないかと考える。
記述など，多様な表現が予想される課題を評価される場合，ルーブリックを用いる事が有効である。
ルーブリックについて西岡はつぎのように述べている。
「パフォーマンスは実に多様な状態を示すので，○か×によって評価することができません。そこでパフ
ォーマンスがどの程度成功しているかを数段階にわけて採点します。そのような評価基準を示した採点指針
をルーブリック（評価指標）といいます。
」４）
ルーブリックを用いれば，客観的な尺度と照らし合わせて評価することが可能であり，それぞれの生徒が
自分の習熟度に応じて，一つ上を目指すことが可能になる。つまり，このルーブリックを客観的な尺度とし
て授業者と生徒が利用することで，その達成状況を判断し，評価を共有し，課題解決で求められる力の向上
に役立てることができるということである。
以上の点から，パフォーマンス課題とその評価を日常的に取り入れることで，思考力・判断力等の向上を
図ることができると考える。そこで本年度はパフォーマンス課題を単元の中に設定すること，またパフォー
マンス課題に対するいくつかの評価方法の内，ルーブリックを授業に取り入れ，生かすことによって思考力・
判断力・表現力等の向上を目指したい。

３． 具体的な取組の手段
①．単元を貫くパフォーマンス課題の設定
パフォーマンス課題の手法を取り入れるとしても，どのような課題を生徒に提示すると思考力・判断力
等が向上するのであろうか。平成 20 年度に告示された学習指導要領では単元を意識して指導計画を立案し
ていくことが示されている。例えば地理的分野では，考察の仕方を基に地域の特色をとらえさせることが求
められており，単元の学習を一つの切り口から計画していくことが必要となる。また歴史的分野では，各時
代のまとめを考察することが求められている。具体的には以下のように学習指導要領に述べられている。
地理的分野
ウ 日本の諸地域
日本を幾つかの地域に区分し，それぞれの地域について，以下の（ア）から（キ）で示した考察の
仕方を基にして，地域的特色をとらえさせる。
（ア） 自然環境を中核とした考察
地域の地形や気候などの自然環境に関する特色ある事象を中核として，それを人々の生活や産業
などと関連付け，自然環境が地域の人々の生活や産業などと深い関係をもっていることや，地域の
自然災害に応じた防災対策が大切であることなどについて考える。
歴史的分野
ウ 各時代の文化については，代表的な事例を取り上げてその特色を考えさせるようにすること。
ウ ウについては，内容の（2）以下の各時代の学習のまとめとして実施することを原則とすること。
その際，各時代の学習の初めにその特色の究明に向けた課題意識を育成した上で，他の時代との共
通点や相違点に着目しながら，大観や表現の仕方を工夫して，各時代の特色をとらえさせるように
すること。

昨年の研究においては実社会・実生活から課題を持たせることで意欲的に学習に取り組めるようにし，ま
たスモールステップで，小課題を積み重ねることで持続的に単元を学習し，大きな最終課題に取り組めるよ
うにした。
これに加えて，
学習指導要領の歴史的分野に述べられているように課題意識の育成が必要である。
そこで，
この点を課題の工夫として加え，
・学習意欲を高める課題の設定
・持続的に単元を学習するための課題の設定
・課題意識を生徒が明確にできるような課題の提示
の 3 点を意識したパフォーマンス課題の設定を図った。

②単元の構造化とスモールステップでの評価
できる限り簡素化した形でのルーブリックを作成し，それを利用した評価をおこなった。
具体的には単元を貫く課題の解決に取り組むために，
解決の道筋に基づいた単元構成をスモールステップで行う。
それぞれのスモールステップに基礎的・基本的知識や技能を活用する課題（あまり複雑ではないパフォ
ーマンス課題）を設定する。
上記の課題に対しては教科語彙や基礎的・基本的な知識を使用したルーブリックを作成し，授業者が評

価すると共に生徒による自己評価も実施する。
以上の 3 点を意識して実践することにした。これにより，授業者はスモールステップの段階ごとに生徒の達
成状況を把握することができる。また生徒は日常的に自己評価を行うことになる。自己評価を繰り返すこと
によって生徒自身が評価のポイントを理解し，自己評価力を高めることで課題解決のプロセスを自分で調整
し見直す力が向上することを期待した。また授業者と生徒双方が評価のポイントを共有することで，その授
業で何をどのように思考・判断・表現すればよかったのか，つまり授業で目標とする点は何なのかを授業者
と生徒が共有し，より意識付けできるようにした。

③思考の経過の可視化を図る。
パフォーマンス課題に対する解答は記述等の表現で行われる。前述したように単元構成は解決の道筋に基
づいて設定するのであるから，スモールステップで段階的に到達した解答が，最終的に課題解決に必要な要
素となる。
また最終的な課題解決に必要な要素を組み合わせて思考し，解答に到達するのだが，この組み合わせを考
えるときに思考力・判断力が必要になる。
この組み合わせの段階を可視化し，それを評価することで生徒がどの段階で躓いたのかをチェックするこ
とができる。また授業の中での訂正も可能になる。これによって思考力・判断力等の向上が望まれる。
具体的には，
・付箋紙を利用し記述させる。
・付箋紙の組み合わせを図で表現させ，それに基づいた記述をさせる。
・付箋紙の記述，組み合わせの図，最終的な記述の 3 段階での評価を行う。
以上の 3 点を授業の中で取り入れる事とした。付箋紙の段階で躓きが見られた場合は，基礎的・基本的事項
や事象の理解が不足していることが予想される。また，組み合わせの図で躓きが見られた場合は関連性を見
つけられない，または違った方向で考察していることが予想される。また最終的な記述の段階で躓きが見ら
れる場合は言語活動の点で不足していることも考えられる。このような評価を生かすことで思考力・判断力･
表現力等を向上させるとともに，授業改善の手だてにも生かせる。
なお，付箋紙にしたことで何度でも組み合わせを生徒自身が見直しできるようにした。

Ⅴ 研究仮説に基づく実践例
研究仮説に基づく実践例

研究仮説に基づいて以下のような実践を行った。
来年度全面実施される学習指導要領では地理的分野でも大きな改訂が行われている。その内の日本の諸地
域については，日本を幾つかの地域に区分し，それぞれの地域ごとに，学習指導要領に提示された考察の仕
方を基にして地域的特色をとらえさせる活動が設定されている。この考察の仕方を基にパフォーマンス課題
を設定し，単元を構成することとした。
（１）実践例
①単元「関東地方」（第 2 学年地理的分野）
②単元について
「関東地方」は首都東京を中心として東京大都市圏を形成し，日本の中心となる地域である。特に東京都に
はあらゆるモノが集まり，そして発信されている。これらのことから，この単元では他地域との結びつきを
中心とした考察を通して特徴をとらえさせたいと考えた。他地域との結びつきの考察の仕方については平成

20 年度実施の学習指導要領に以下のように述べられている。
（キ） 他地域との結び付きを中核とした考察
地域の交通・通信網に関する特色ある事象を中核として，それを物資や人々の移動の特色や変化などと関
連付け，世界や日本の他の地域との結び付きの影響を受けながら地域は変容していることなどについて考え
る。
これに基づいて以下のように単元の構成を行った。
＜単元の指導及び評価計画＞

○単元の課題構成
この単元での課題は「なぜ東京の人口は増え続けているのか」を記述により説明させるものである。東京
都の特徴を政治の中心，経済の中心，人々の移動による結びつきの 3 点に絞り，それぞれの特徴を資料・グ
ラフなどを利用して学習した。さらに学習した人口増加の要素がどのように組み合わされているために東京
都の人口が増加し続けているのか思考し，記述表現させることとした。また最後にこれまで学習したことを
もとに東京都や関東地方の抱える今後の課題について学習することとした。
この単元における課題を整理すると以下のようになる。

・単元を貫く課題 → 「なぜ東京の人口は増え続けているのか」
・スモールステップでの課題
→ どのように東京都は政治の中心となっているのだろう。＝単票・付箋紙に記述
どのように東京都は産業の中心となっているのだろう。＝単票・付箋紙に記述
どのように東京都は人・モノのつながりの中心となっているのだろう＝単票・付箋紙に記述

スモールステップでの課題の解答は毎時間単票に記述させた。この単票には記述を助けるために「東京都
は人・モノのつながりの中心である。それは（
年の研究の中で取り入れた言語活動に基づいている。

）からだ」という形式をとった。これは昨

○スモールステップでの評価
次に記述の評価を毎時間行っている。この評価は授業者の評価及び生徒の自己評価とし，生徒の自己評価
は授業者からポイントとなる事項を提示し，それをチェックさせる形式で行った。
＜課題とチェック事項＞
課題

解答例

チェック事項

政治の中心

明治維新後に首都に定められ，国全体の政治を行う国会議事堂

首都・国会議事堂または首相官邸・国の政治を行う

や首相官邸などが集まる。また外国との窓口となる大使館が数

大使館・外国との交渉

多くおかれ，外国との交渉も行えるようになっているからだ

以上の事項が入っていて，文章として成立している

日本の約 3 割の工業出荷額をしめる京浜工業地帯や京葉工業

工業出荷額が約 3 割をしめる京浜工業地帯

地域があり，商業でも年間商品販売額が日本のおよそ５０％を

年間商品販売額が日本のおよそ５０％

占めているからだ

以上の事項が入っていて，文章として成立している。

人・モノのつなが

国内，国外のモノを運ぶ空港や港，駅があり，通勤通学で 1 日

空港，港，駅がある・通勤通学・交通機関が集中

りの中心

240 万人が利用する JR や地下鉄などの交通機関も集中してい

以上の事項が入っていて，文章として成立している。

産業の中心

るからだ。

評価にあたっては解答例を明示するのではなく，チェック事項を口頭で伝え，それを生徒がチェックし不
足がある場合はその場で付け足す。という形式で繰り返し行っている。口頭でチェックするため 3 分もあれ
ば自己評価できる。またチェック事項がすべて入っていれば B 段階（おおむね満足）であり，合格とした。
授業者は同じチェック事項を使用して，生徒の自己評価後に評価を行っている。
このチェック事項で取り上げられている点はすべて，その日の授業で学習した事項であり社会科の学習で
知識として身に付けたい教科語彙や事象としている。その日の授業を振り返って記述すると，課題の解答に
至るように授業自体も構成した。
また，先述した「東京都は人・モノのつながりの中心である。それは（

）からだ」とい

う形式にあっていること，
主述があっていることを条件として，
記述した文章をペアで交換して相互評価し，
お互いに理解できたら A 段階とした。
単票はノートにはり，単元を貫く課題に最終的に取り組む際の思考の手がかりとしている。
この評価方法は特定の課題のルーブリックの作り方のうち，評価規準に 3 つ以上の要素を含むものを選び，
要素の重要度から規準表を作成する方法５）を参考にしている。要素＝チェック事項に絞ることによって評価
の簡素化を図った。

○思考の道筋の可視化を図る
単元全体を貫く課題を学習する際に使用したワー
ワークシート１
クシートは次のような形である。
（ワークシート１）
このワークシート１には付箋紙をはじめから貼り付
けてある。

付箋紙には毎時間記述した単票の内容が記入され
ワークシート２の記述例１
る。この付箋紙を組み合わせて矢印を使って関連
性を図で示させた。
（ワークシート２参照）相互に
関連し合う点があることを示唆して関連性を考え
させた。
この際付箋紙を利用することで生徒が試行錯誤
しやすくした。この段階は個人作業で行う。また
関連性を図にしたところで一度授業者がワークシ
ートを評価し，この段階で評価することによって
思考の道筋のどの時点で躓きがみられるのかを明
らかにした。
生徒のワークシートを集め分類することで以下
のような段階があることがわかった。
・付箋紙にかかれた情報が不足している。
ワークシート２の段階での個人評価
→いままで単票にかかれた情報を写したもの
であるから，授業の段階での自己評価が不十分。
また授業のポイントとなる事項の把握が不十分で
ある。
・循環していることに気付くことができず，一
方向のみの説明になっている。
・循環まで気付いているが，政治の中心である
ことがどのように関わるか迷っている。
→ 思考している段階での躓きであり，関連性
ワークシート２の記述例２
に気付くことができていないか不十分である。
・3 つの要素のつながりが正しい
→関連性には十分気付いている。

○表現されたものから達成の様子をみとる。
単元を貫く課題である「東京都の人口はなぜ増
え続けているのか」を作成した関連図をもとに説
明させ，記述させた。
この段階では評価にルーブリックを利用した。
このルーブリックに基づいて自己評価をさせ，また相互評価でお互いの評価が妥当かどうか，チェックを行
わせた。このとき作成したルーブリックは次に示す。

Ⅵ 仮説の検証
仮説の検証
＜単元を貫く課題に対するルーブリック＞

○単元を貫くパフォーマンス課題の設
定について
課題設定の段階で，学習意欲を高め
る，持続的に単元を学習する，課題意
識を生徒が明確にする，の 3 点を意識
したパフォーマンス課題の設定に取り
組んだ。これにより単元を一貫した視
点で学習することができた。先述した
実践例では毎時間「本時の学習は人口
の増加とどのような関わりがあるの
か」を考察させている。これによって
毎時間学習した知識が人口増加という
視点から常に整理されることになる。
設定の際に期待した，評価を繰り返す
ことにより，
生徒の自己評価力を高め，
課題解決のプロセスを自分で調整し見
直す力を向上させる点に関しては，検
証が不十分であり，今後も実践と検証
を重ねる必要がある。課題として徐々に明らかになってきている点としては，授業者の評価と生徒の評価の
ずれである。厳しすぎる自己評価をする生徒と甘い評価をする生徒がワークシートの評価から見られた。自
己評価力を高めることで，思考力等を高めるまでに至っていない。このような学習活動を繰り返すことで問
題点を明らかにしていきたい。
授業者と生徒双方が評価のポイントを共有することで，その授業で何をどのように思考・判断・表現すれ
ばよかったのか，つまり授業で目標とする点は何なのかを授業者と生徒が共有する点についてはある程度の
成果が見られた。本校では生徒アンケートによる授業評価を行っている。その中の項目の一つである，学習
目標を意識して授業に取り組めたか，という設問に対して平成 22 年度末ではおおむね当てはまるが 54 人，
ほぼあてはまるが 51 人，あまり当てはまらないが 5 人，全く当てはまらないが 1 人であったものが，平成
23 年度の 1 学期末の段階での評価では，おおむねあてはまるが 80 人，ほぼ当てはまるが 40 人，あまり当て
はまらないが 1 人，全く当てはまらないが 0 人と目標を意識して取り組んだという生徒の増加が見られる。1
学期にこの実践をおこなっていることから単元の目標付け，つまり課題意識を明確にする点に関して一定の
成果が見られたと考えられる。
○単元の構造化とスモールステップでの評価に関して
実践の中でも述べた通り，思考のどの段階で生徒が躓きを見せているのかが明確になった。このため，生
徒に支援をする際にも有効に行うことができた。
授業を行う中で，付箋紙を利用した工夫をもう一点行っている。毎時間課題に対する考察を単票に記述さ
せたが，
この際に各自のノートに書いた内容から，
本時のポイントとなる事項を付箋紙にピックアップさせ，
それを組み合わせて単票に記述させるようにした。この付箋紙の段階でもチェック事項に基づいた自己評価
を実施した。
これによって授業のポイントを生徒が把握しやすくするとともに，
どこがポイントになるのか，

意識してノートをとる力もついてきている。また授業者側も生徒が 1 時間の授業のどの段階で躓いているの
か，付箋紙に注目することで見取りやすくなった。これは授業改善に役立てることができた。
○思考の道筋の可視化をはかる点について
実践例で述べたように，思考の道筋の可視化を図ったことで，生徒がどの段階で躓いているのか把握し，生
徒への支援を行うと共に授業改善に役立てることができた。またルーブリックを使用して自己評価させるこ
とにより，どのような状態が求められているのか授業者，生徒が共有することができた。平成 22 年度の授業
評価では教科が求める力が身についたかという設問に対して，良く当てはまるが 54 人，ほぼ当てはまるが
51 人，あまり当てはまらないが 5 人，全く当てはまらないが 1 人であったが，平成 23 年度 1 学期の授業評
価では良く当てはまるが 85 人，ほぼ当てはまるが 25 人あまり当てはまらないが 4 人全く当てはまらないが
0 人と，力がついたと回答している生徒が増えていることから，生徒自身も一定の達成感をもって学習を終
えたことがわかる。しかしあまり当てはまらないと回答している生徒が 4 人という数字をみると，考察して
記述することに苦手意識を抱いている生徒が固定化していることがわかる。今後はこういった生徒にどのよ
うにして支援を行うことが有効なのか考えていく必要がある。

Ⅶ おわりに

パフォーマンス課題とその評価を生かした授業に取り組むことで，前述したように生徒がどの段階で躓い
ているのかを明確にし，それらに支援を行ったり，授業改善に役立てたりする等の点で一定の成果が見られ
た。しかし，まだ 1 学期だけの実践であり，思考力・判断力・表現力等が向上したかどうかについては，長
期の実践を重ねることで検証していく必要があるだろう。
パフォーマンス課題を中心に据えた授業設計は，常に何を使って，どう考えさせ，どのように表現させる
か，つまり思考力・判断力・表現力等を意識することが必要であった。本実践では 2 年生の地理でパフォー
マンス課題を設定した。このような課題を数多く開発することで，繰り返し実践を重ねていきたい。
パフォーマンス課題と評価を切り口に思考力・判断力等を育成することは，言い換えれば単元のスタート
地点とゴール地点を明確にすることである。単元のゴール地点は学習指導要領を参考にすることができる。
しかしスタート地点をどのように設定するかは授業者の工夫次第だと思う。今後も実践の中で工夫を図って
いきたいと考えている。
（文責

阿 部 智 子）
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