
『私たちの歴史総合』　観点別評価規準一覧表（案）

月 時数 編 章 節 ➀知識及び技能 ②思考力・判断力・表現力等 ③主体的に学習に取り組む態度

近現代の歴史の変化に関わる諸事象につい

て、世界とその中の日本を広く相互的な視

野から捉え、現代的な諸課題の形成に関わ

る近現代の歴史を理解するとともに、諸資

料から歴史に関する様々な情報を適切かつ

効果的に調べまとめる技能を身に付けるよ

うにする。

近現代の歴史の変化に関わる事象の意味や

意義、特色などを、時期や年代、推移、比

較、相互の関連や現在とのつながりなどに

着目して、概念などを活用して多面的・多

角的に考察したり、歴史に見られる課題を

把握し解決を視野に入れて構想したりする

力や、考察、構想したことを効果的に説明

したり、それらを基に議論したりする力を

養う。

近現代の歴史の変化に関わる諸事象につい

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日本国民としての自

覚、我が国の歴史に対する愛情、他国や他

国の文化を尊重することの大切さについて

の自覚などを深める。

４月 1 歴史と私たち

これから「歴史総合」を学ぶにあたって、

諸資料から様々な情報を適切かつ効果的に

まとめる方法を理解している。

４つのテーマに対して、時期や年代推移な

どに着目して、多面的・多角的に考察する

ことができる。

４つのテーマについて主体的に追究、解決

しようとすることで我が国の歴史に対する

愛情を深めることができる。

４月 1 歴史と資料

資料に基づいて歴史が叙述されていること

を理解し、様々な情報を適切かつ効果的に

調べまとめることができる。

複数の資料の関係や異同に着目して、資料

から読み取った情報の意味や意義、特色な

どを考察し、表現できる。

資料により歴史が構築されたという学びを

通して、資料の多面的な読み取りを行い、

積極的に学習に取り組んでいる。

４月 2 近代化への問い 近代化への問い

近代化にともなう人々の生活や社会の変容

を示す資料から一つ以上のテーマを選ん

で、問いを設定し、情報を読み取った事柄

をまとめたりすることができる。

近代化にともなう人々の生活や社会の変容

について、資料を比較したり、相互の関連

性や現在とのつながりなどに着目して考察

することができる。

複数の資料に対して気付いたこと、興味・

関心を持ったものや疑問に思ったことを書

き出した中から、追究したいことに意欲的

に取り組んでいる。

４月 4

１節　１８世紀

の日本とアジア

の経済と社会

１８世紀の日本とアジアの生産と流通、ア

ジアの各地域間や西欧列強との貿易につい

て理解し、日本の交通網や世界の貿易図な

どの地図を正確に読み取ることができる。

１８世紀における日本や中国の経済状況と

欧米の進出政策との関係を、多面的・多角

的に考察し、正確に表現することができ

る。

１８世紀の日本とアジア諸国の社会情勢を

経済的視点から捉えたり、他の時代と比較

したり相互に関連づける等、主体的に問い

や見通しをもって学習に臨んでいる。

５月 4

２節　工業化の

進展と世界市場

の形成

イギリスに始まった産業革命と交通・通信

手段の革新、中国の開港と日本の開国など

を相互的に捉え、世界の工業化と世界市場

の形成の過程について理解できている。

１８世紀の産業革命が、現代の資本主義の

社会構造とつながることを考察し、中国や

日本の外交方針に多大な影響を与えたこと

をわかりやすく説明することができる。

産業革命によってもたらされた１９世紀の

「パクス=ブリタニカ」が欧米諸国や日本

や中国に与えた影響を、多面的・多角的に

追究することができる。

６月 5

３節　立憲体制

と国民国家の成

立

西欧の市民革命やアメリカの独立戦争、日

本の明治維新から大日本帝国憲法の制定ま

での過程をもとに、立憲体制による国民国

家の成立の歴史を理解できている。

西欧の市民革命やアメリカ独立戦争、南北

戦争などの政治変革の特徴を比較すること

で、背景となった啓蒙思想を多角的に考察

し、表現できる。

アジアで初めての近代国家建設の歴史を、

明治新政府樹立から大日本帝国憲法の制定

までを理解することで、日本国民としての

自覚を深めることができる。

『私たちの歴史総合』観点別評価規準一覧（案）

学習指導要領　『歴史総合』

１　科目の性格と目標

（２）目標

第１章　結びつく世界

と日本の課題

第２章　国民国家と明

治維新

歴史の扉

第１編　近

代化と私た

ち
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『私たちの歴史総合』　観点別評価規準一覧表（案）

月 時数 編 章 節 ➀知識及び技能 ②思考力・判断力・表現力等 ③主体的に学習に取り組む態度

６月 4

４節　列強の帝

国主義政策とア

ジア諸国の変容

欧米列強が圧倒的軍事力を背景に世界の植

民地化を進めていった過程と、日本が日

清・日露戦争を経て、国際社会の地位を高

めていった過程を理解できている。

欧米列強の帝国主義政策によって、どのよ

うにアジア諸国の外交政策が変容していっ

たかを把握し、解決を視野に入れて構想し

効果的に説明できる。

日清・日露戦争の日本の勝利が植民地支配

に苦しむアジア・アフリカ諸国に民族自決

の動きを促したことなどから、我が国の歴

史に対する愛情を深めることができる。

７月 3
近代化と現代的な諸課

題

５つの観点を手がかりに、主題を設定し、

対立する二つの要素の両方の側面から現代

的な諸課題に関わる近代化の歴史を理解で

きている。

近代化の時代に生じた課題についての資料

をもとに、当時の人々の受け止め方や決断

の理由、対処方法についてまとめ、多角

的・多面的に検討する。

近代化がもたらした現代的な諸課題につい

て、主題に沿って問いを設け、課題に関す

る資料を探すなど主体的に追究しようとし

ている。

７月 2
国際秩序の変化や大衆

化への問い

国際秩序の変化

や大衆化への問

い

国際秩序の変化や大衆化の時代を示す資料

から一つ以上のテーマを選んで、問いを設

定し、情報を読み取った事柄をまとめたり

することができる。

国際秩序の変化や大衆化の時代について、

資料を比較したり、相互の関連性や現在と

のつながりなどに着目して考察することが

できる。

複数の資料に対して気付いたこと、興味・

関心を持ったものや疑問に思ったことを書

き出した中から、追究したいことに意欲的

に取り組んでいる。

９月 4

第５節　総力戦

と第一次世界大

戦後の国際協調

体制

第一次世界大戦の展開と総力戦としての性

格について理解するとともに、大戦後の国

際協調体制の目的がわかる資料を効果的に

まとめることができる。

総力戦としての性格がなぜ生まれたという

理由を、技術の進歩や産業構造の変化を踏

まえて多面的・多角的に考察し、説明する

ことができる。

国家のあらゆる物資と能力をつぎこむ総力

戦となった背景と第一次世界大戦後の国際

協調体制について、問いや追究の見通しを

持って意欲的に取り組んでいる。

９月 4

第６節　大衆社

会の形成と社会

運動の広がり

第一次世界大戦の影響によって大衆社会が

形成され広まっていく過程や女性の社会進

出、教育・マスメディアの発達について理

解し、その知識を身に付けている。

大衆社会が形成され、教育の広がりやマス

メディアの発達など社会がどのように変化

していったのか社会的な見方・考え方を用

いて考察し、説明することができる。

大衆社会の形成と社会運動の広がりについ

て、よりよい社会の実現のための運動とし

ての認識を持ち、自国と他国の文化を尊重

しながら学ぶ姿勢を持っている。

１０

月
3

第７節　国際協

調体制の動揺

第一次世界大戦後に形成された国際協調体

制が、世界恐慌によって動揺し、不穏な情

勢がヨーロッパやアジアを覆っていく過程

を理解し、その知識を身に付けている。

世界恐慌が国際協調体制をどのように崩壊

へ導いたのか考察し、その課題を克服する

ためにどのような対応が可能であったか説

明したり議論したりしている。

第一次世界大戦後の国際協調体制の動揺に

ついて、課題解決の方策を考え、現代の私

たちが置かれている状況に生かそうとして

いる。

１０

月
5

第８節　第二次

世界大戦後の国

際秩序と日本の

国際社会への復

帰

第二次世界大戦の過程と、大戦後形成され

ていった新たな国際秩序について、世界の

動きと日本の動きを相互に関連付けて理解

できている。

第二次世界大戦後に形成された新たな国際

秩序が、ワシントン体制の課題をどのよう

に克服したものであるかということについ

て、比較考察し説明することができる。

第二次世界大戦後の国際秩序と日本の国際

社会への復帰を学習し、現代の日本の国際

的役割を考えるなど、よりよい社会の実現

を考えようとする姿勢が見られる。

第２編国際

秩序の変化

や大衆化と

私たち

第２章　国民国家と明

治維新

第１編　近

代化と私た

ち

第３章　第一次世界大

戦と大衆社会の出現

第４章　経済危機と第

二次世界大戦
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『私たちの歴史総合』　観点別評価規準一覧表（案）

月 時数 編 章 節 ➀知識及び技能 ②思考力・判断力・表現力等 ③主体的に学習に取り組む態度

１１

月
3

国際秩序の変化や大衆

化と現代的な諸課題

５つの観点を手がかりに、主題を設定し、

対立する二つの要素の両方の側面から現代

的な諸課題に関わる国際秩序の変化や大衆

化の歴史を理解できている。

国際秩序の変化や大衆化の中で生じた課題

についての資料をもとに、当時の人々の受

け止め方や決断の理由、対処方法について

まとめ、多角的・多面的に検討する。

国際秩序の変化や大衆化がもたらした現代

的な諸課題について、主題に沿って問いを

設け、課題に関する資料を探すなど主体的

に追究しようとしている。

１１

月
2 グローバル化への問い

グローバル化へ

の問い

グローバル化に関する資料から一つ以上の

テーマを選んで、問いを設定し、情報を読

み取った事柄をまとめたりすることができ

る。

グローバル化について、資料を比較した

り、相互の関連性や現在とのつながりなど

に着目して考察することができる。

複数の資料に対して気付いたこと、興味・

関心を持ったものや疑問に思ったことを書

き出した中から、追究したいことに意欲的

に取り組んでいる。

１１

月
4

第９節　国際政

治の変容

戦後のアジア・アフリカ諸国の動向、冷戦

下の地域紛争、米ソ中の動向、核兵器の管

理などを基に国際政治の変容について理解

し、その知識を身に付けている。

冷戦下の国際政治について、米ソ両国を軸

にした展開に着目しながら、大国の内政・

外交政策と地域紛争の関連を考察してい

る。

冷戦下の国際政治の推移に関する諸現象に

ついて、東西両陣営の対立やアジア・アフ

リカ諸国の独立が現代の諸課題と繋がって

いることを追究している。

１２

月
4

第１０節　世界

経済の拡大と日

本の高度経済成

長

西欧・東南アジアの地域連携、共産圏の経

済、日本の高度経済成長などを基に、世界

経済の拡大と経済成長下の日本の社会を理

解し、その知識を身に付けている。

自由主義経済と社会主義経済に分断された

世界において経済発展がどのように模索さ

れたか、それぞれを比較して類似や差異を

明確にすることができている。

ヨーロッパや東南アジアにおける地域連携

が進んだ過程や、日本の高度経済成長によ

るめざましい進展について、主体的に追究

している。

１月 4

第１１節　市場

経済の変容と課

題

石油危機、アジア諸地域の発展、経済の自

由化、情報通信技術の発展などを基に、市

場経済の変容と課題について理解し、その

知識を身に付けている。

１９６０年代以降の経済体制の変動や１９

７０年代の二度の石油危機の影響に着目

し、従来の世界には見られなかった進展と

課題について構想することができている。

ソ連を中心とした社会主義経済がゆきづ

まった原因や、西側先進諸国における生産

技術や高度情報通信技術の進歩がもたらし

た課題について、意欲的に追究している。

１月 4

第１２節　冷戦

後の国際政治の

変容と課題

冷戦終結、民主化の進展、地域統合の変

容、地域紛争の拡大などを基に、冷戦終結

後の国際政治の変容と課題について理解

し、その知識を身に付けている。

冷戦終結や地域統合の背景と影響に着目

し、自由な市場経済のグローバル化による

先進国と発展途上国との経済格差などにつ

いて多面的・多角的に考察している。

急速に進むグローバル化に対する反動や頻

発する地域紛争について、冷戦後の国際政

治の変容を踏まえて、意欲的に追究してい

る。

２月 3
現代的諸課題の形成と

展望

「歴史総合」の学習を振り返り、自ら主題

を設定し、情報を収集し、必要な情報を選

んだり、複数の情報を結び付けたりして、

調べまとめる技能を身に付けている。

「歴史総合」の学習を振り返り、自ら設定

した主題について、事象の原因や結果など

に着目して、比較・関連付け、考察・構想

したことを、効果的に説明できる。

「歴史総合」の学習を振り返り、自ら設定

した主題に粘り強く取り組むことで、学ん

だことの意味や価値に気付き、よりよい社

会の実現に生かそうとしている。

合計 66

予備 4

総計 70

第２編国際

秩序の変化

や大衆化と

私たち

第３編グ

ローバル化

と私たち

第５章　冷戦と国際経

済

第６章　世界秩序の変

容と日本
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