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［研究論文】

高等学校世界史Bにおけるパフォーマンス課題を取り入れた授業実践

一一単元「地中海世界の形成とオリエントとの融合j を例に一一

市J11 和也

1 .はじめに

近年、世界史の授業の改善が焦居の課題となってい

る。例えば2006年の世界史未履修問題が顕在化した擦

には、子ども・教師双方において世界史を学ぶ意義が

見失われていたことが指擁されたらそうしたなかで

2018年改訂学習指導要領においては f歴史総合jが導

入されたものの、授業レベルで、も新たな方策を検討す

ることなしには、根本的な解決には至らないであろう＼

2018年度に行われた、場JI

Bのパフォーマンス課題の開発につし

る。パフォーマンス課題とは、リアノレな文脈の中で知

識やスキノレを応用・総合しつつ能いこなすことを求め

る課題である30 また、パフォーマンス評舗とは知識や

スキノレを使いこなすことを求めるような評価方法であ

る40 パフォーマンス評価は 2018年改前学習指導要領

の f資質・能力Jの育成の方針とも結びついて奨励さ

れている5aパフォーマンス課題を導入することによっ

て、 t世界史の授業において思考する必然性が生まれ、

豊かな学びが喚起されることが期待される。

高校世界史君においてパフォーマンス課題を導入し

た先行事例として美那川雄ーのものが挙げられる九美

那）, ，は「『一方的な知識詰め込み型』の授業をこえて、

大学入試を意識しつつも、生徒の壁史的患考力を授業

のなかで育成していくための試みJとして自らの授業

り上げる。そこでは主に「世界史における思

考力一広い視野で考察する力Jの育成を自指した実践

を行った。パフォーマンス課題に向けて重要な部分は

講義形式で教えられ、単元の最後には生徒自身が教科

書・用語集や資料などを用いて短いレポートを執筆し

た事例が紹介されている。このように従来の「一方的

な知識詰め込み型Jの授業をパフォーマンス課題によ

って乗り越えようとする試みを美那J11 は報告している。
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一方で美那川の実践においては「逆向き設計Jに基

づきながら単元設計を行っているものの、授業実践と

パフォーマンス課題の関係性はあまり論じられていな

い。したがって本稿では、主に授業実践と結びつけな

がら塘川高校で 2018年度に実施したパフォーマンス

課題開発のとりくみを検討する。

なお、堀J11高校は 1999年に普通科に加えて人間探究

科・自然探究科（以下、探究科とする）が新設された。

：全国有数の進学校として知られている。また、

堀川高校の特色として「探究基礎J7も挙げられる。「探

らびに「総合的な学習の時間Jとし

て設置されている。場J11高校では普通科・探究科とも

にこの「探究基礎j に生徒が取り ここでの f探

究Jとは、用意された答えがない間いに対して、正し

いと患える答えを導き出す営みとして定義されている

8 0 f探究基礎jでは 1年半をかけて半期ずつ狂OP,STEP, 

JUMPという段階を踏みながら、問いを具体化するや

り 記述の仕方などの探究の作法を学

ぶ。このように堀川高校は有数の進学校であるため教

科教育に力をいれつつも、「探究基礎jとし1う特色ある

教育活動を行っている。こうした「探究基礎j で、培っ

た経験を活かしながら生徒は世界史のパフォーマンス

課題に取り組むことが期待される。

本稿ではこうした堀川高校での世界史Bの授業実践

にパフォーマンス課題がどのように寄与し、どのよう

な成果を上げたかについて明らかにする。

2. パフオ…マンス課題の開発

堀川高校で、のパフォーマンス課題の開発は2018年4

月より開始した。 4月初旬に京大チーム（筆者と小林

萌子）と西岡加名患教授と、パフォーマンス課題の授

業実践を行う堀川高校の村井昂介先生でミーティング



を行った。 5年であり、大学では社

会学を専攻していた。ミーティングでは第2学年普通

科・探究科において世界史Bの単元「地中海世界の形

成とオリエントとの融合j でパフォーマンス課題を行

うことが決まった。パフォーマンス課題の開発は京大

し、次に村井先生に提案し、共同

でパフォーマンス課題を修正するという傾序で、行った。

京大チームは、①躍史学者の関でも答えがなく、教

科書や授業のプリントなどの史資料をもとに生徒自ら

推論を行う必然性がある課題の作成、 じめ

にパフォーマンス課題を提示し、パフォーマンス課題

の解決のために問題意識をもって学習に取り組めるよ

うな課題の作成を重視した。

ギリシア・ローマJI9などを参考にした。

パフォーマンス課題の作成に当たってまず「本質的

な鵠いJ（表 1), r永続的理解J（表 2）を設定した。「永

続的理解j とは、学問の中心にあり、新しい状況に転

移可能なものと定義されている 10。また、 f本質的な間

し＼Jとは、教科やカリキュラムの中心にあり、教科に

おける薪たな提究を引き記ニす間いであり、単一の明

白な答えをもたらしたりはせず専門家においても答え

が多撲である関いである 1¥ 

表 1 単元の本質的な間い

表2 永続的理解

表 1,2の

では、ギリシアとロー？を異なる道に査らしめた諸要

因に着目して単元設計を行った。ギリシアとローマは

双方とも都市国家から出発したにもかかわらずアテネ

と

なった。本単元ではこの点に注岳し、この双方の違い

を対比しながら学習内容を整理・総合すること

した。そのため、本単元で、はパフォーマンス課題の位

霞づけとして「パーツ組み立て型J（図 1）を採用した。

とは単元の中で、パフォーマンス

課題に必要となるパーツを随時習得し、最後にそれら

を組み合わせて使いこなすことを求めるものである叱
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関 l パーツ組み立て型

西再加名恵『『逆向き設計Jで確かな学力を保障するJ
明治関書、 2008年、 p.12より引用。

こうした見立てにより、学習内容とパフォーマンス

課題との連関が教師・生徒双方にとっても自覚化され

ることになる。一般的に高校の控史科においては、学

習内容の多さや受験などのために倍々

いて独立して解説する時開が必然的に多くなってしま

う。その際にもこうしたパフォーマ

することによって個々の学習内容がパフォーマンス課

題を軸に有機的に整理されると考えられる。

そうした整理を可能にするために本パフォーマンス

課題では、授業での学習内容をもとに生徒が授業で必

要と感じた項目について授業の最後の 5分間で付築に

文章で書き記し、単元末にそれらを組み合わせてパフ

ォーマンス課題に取り組むことを想定した。このイ守護

を組み合わせる際には因果関係を「→j、対比関係を

で表し、学習内容を明示的に関係づけられるよ

うにした。この付議を用いた作業を通してパフォーマ

ンス課題を意識しなが

ると考えた。これによっ

課題が位寵づけられ、各告がパフォーマンス課題を解

くために政治・経済・文化などの諾要因から学習内容

を吟味することが促されるようになる。

京大チ…ムで以上の議論をまとめたうえでミーティ

ングに臨み、村井先生にパフォーマンス課題の提案を

行ったc その際に、単元の開始時にパフォーマンス課

題の導入を行い、各授業の終了 5分前に付護にパフォ

ーマンス課題に取り組むうえで必要だと感じた部分を

文章でまとめる時間を取ること、単光宋に付議をまと

その後、語句レベルの調整を行い、パフォーマンス課

題が完成した。授業で実施されたパフォーマンス課題

は、表 3の通りである。ここでの「歴史学者j としづ

設定には f探究基礎j が背景にある。先述のように堀

川高校では生徒全員が「探究基礎jに取り組んで、いる。

そこでは人それぞれ異なるテーマで、探究を行い、最終



成果として論文を執筆している。このように専門家の

ような探究活動には自頃慎れ親しんでいるため、歴史

学者という役割を設定することが有効だと考えられた。

表3 パフォーマンス課題

あなたは古代地中海世界を研究する歴史学者です。ロ

マは都市国家から発展しました。開じく都市国家から発
展したアテネやスパルタなどのギリシアの諸ポリスの覇
権は地中海沿岸に留まったにもかかわらず、ローマは帝
国化し，その覇権は地中海罵辺の広大な地域まで広がり
ました。このような史実がありながら、なぜローマ帯国
はギリシアのポリスとは異なり、広大な地域にまで拡大
したのかという問題についてはいまだ諸説あり、明らか
になっていません。歴史学者としてこの開題を考えると
き、あなたはどのような説を唱えますか。

3. パフォーマンス課題を取り入れた授業実践

1時限自に、村井先生はパフォーマンス課

題の導入を行った。その｜擦に、本単元ではパフォーマ

ンス課題に取り組むこと、パフォーマンス課題とは「考

えたこと、半IJI析したことを自分なりに表現する課題j

であることを結えた。また、パブオーマンス課題とし

て示した課題は実際に研究においても議論が分かれて

おり、教科書には記載されてない内容もあることもあ

わせて説明した。それによってパフォ…マンス課題に

は用意された答えがなく、生徒それぞれが思考を深め

ていく必要があることを生徒に意識させた。

パフォーマンス課題の問題文に

ある「歴史学者Jとしづ役割を、「探究基礎jでの論文

執筆の活動と結びつけたO 特に、仮説をっくり、根拠

に基づきながら課題解決に取り組むという「探究基礎j

で取り組んでいる内容に言及されたことから、探究活

動と教科学習の横断が意識化されたことがうかがえる。

パフォーマンス課題を取り入れた授業の進行に関し

ては、授業の最後 5分に「パフォーマンス課題の解決

に用いることができそうなことを自分なりに考えて付

築に文で書きワークシートに張り付けていく j ことが

説明された。また、付築では単語のみを書くのではな

く文章によってパフォーマンス課題を考えるために必

要な内容を記述することが伝えられた。しかしながら

世界史Bではこうした付婆を用いた学習活動にこれま

で取り組んだ、ことがなかった。そのため見本として前

の単元の内容に関して付婆によって因果関係や対比関

係を整理したワークシートの併（小林作成）を示した。
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なお、付筆八学習内容を記入する際には、生徒の自

屈な思考を保障するために、話し合いを行うなどの指

示は出されなかった。実際に自らプジント、教科書、

資料集から必要な情報を探す生徒や必要に応じて隣同

士で相談する生徒、村井先生に質問する生徒などがい

た。これは、パフォーマンス課題の導入以前からこう

した授業形式に生徒が慣れ親しんでいたことが前提に

ある。また、パフォーマンス課題についての生徒の思

考を規定しないように、村井先生の解説においても学

習内容とパフォーマンス課題の関連性を誼接的には明

示しないように配慮がなされた。このように生徒自ら

の思考を保障するための工夫が授業においてなされた。

一般的に世界史の授業では大学入試のために多くの

う必要がある。本稿で対象にする授業も

同様に、授業プジント、教科書、資料集を用いた講義

形式の授業である。一方で、授業では例えばギリシア

における平民の没落と軍事力の関係について「［槍と盾

の代わりに］ベンと教科書をもって、ブァランクス隊

形を組んでみて。ちゃんと隣を守ってあげて。ところ

で、在に鹿っている人が貴族、右に摩っている人が平民。

このときに起こりがちなことは？ Jとローノレプレイを

交えながら発問がなされている。また、村井先生が解

説する際に生徒は自らの疑問や思考をつぶやき、お互

いが隣同士で授業内容について確認し合ったりしてい

る。教師も必要に応じて生徒の発言に応じ、全体で共

有する。このように村井先生の授業は、マクロなレベ

ノレで、は講義形式といえるが、ミクロなレベルでは生徒

同士が互いの思考を表現し、教師もその恩考を共有す

るという構閣が成立している。それによって生徒は受

動的に学習内容を教授されるのではなく、普段の授業

から能動的に学習内容に接し、患考しているといえる。

単元末においては、学習内容が一通り終了したため

授業内で 30分ほどパフォーマンス課題に取り組む時

間がとられた。その際に、生捷たちはi韓関士の生徒と

活発に議論を行いながらワークシートに取り組んだ。

そこでは各自がまとめた付築を整理するなかで、パフ

ォーマンス課題を軸にギリシア・ローマにおける歴史

の流れを整理することが出来た。この整理にもとづい

てパフォーマンスにおける間いである fなぜローマ帝

閣はギリシアのポリスとは異なり、広大な地域にまで

拡大したのかJについて各自が取り組んだ。



この後、クラス全体で各患の議論の成果を共有し、

パフォーマンス課題の商いに対してそれぞれの生捷が

どのように対峠したかを発表した。その捺に生じた生

徒の議論を紹介したい。この議論の最初に生徒Aはパ

フォーマンス課題に関する仮説を共有した。 Aによれ

ばギリシア、ローマの大きな違いは「政治を代表する

者がし、たか、いなかったのかJという点であるという。

このAの仮説に対して生徒Bは「陶片追放したから［政

治の代表者が］いたはずなのにJと指捕した。また生

徒 Cは「ベリクレスいたゃんj と指摘した。このよう

もとにしながら仮説がつくられ、｛患の生

徒によって論駁され論理的正当性が関われ蔵している。

また、生徒Dは「ギリシアはそもそも共同体という

く、自分らはへレネス、他はパノレパロイとい

って、受け入れる気がなかったかもしれない。だから

対外拡大する必要がそもそもなかった。その点、ロー

マは受け入れる姿勢が強かった。隷属させずに問盟国

とさせ、ギリシアは防衛戦争か財産目当ての戦争しか

してないイメージがある。文化も独特で、圏外から取

り入れるのが遅かった気がするJと、授業で学んだ知

識を再構成し、自分でギリシアとローマの違いを整理

し、まとめている。このようにパフォーマンス課題に

対するそれぞれの仮説をもとに議論を行う中でそれぞ

れの学習内容の捉え方が吟味され、 れていった。

4. 授業実践の成果

（り生徒のワークシートと作品の実際

単元終了後にミーティングを行い、ループリックを

作成した（表的。ここでは生徒の作品から 8銅を抽出・

分析し、次の二つの評価軸でソレーブジックを作成した。

すなわち、論理的整合性をもちながら譲数の視点から

多面的・多角的に検討している点を評価する f摩史的

な悶果関係を捉える患考力（以下、柱①とする）Jと、

興味深い史資料を用いて正確に記述している点を評価

する「壁、史的事物による裏付け・史資料活用力（以下、

柱②とする）Jである。特に柱②において村井先生が重

視する「自分の頭で考えるj ことが皮映されている。

柱①、②の得点分布は図 2に示す。総数は 53名で柱

①では点数が 5の生徒が 4名、 4が 12名、 3が23名、

2が 11名、 lが3名、 5の生徒が 4名、

4が 14名、 3が28名、 2が7名、 1が0名であった。
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臨2 パフォーマンス課題の得点分布

表4 パフォーマンス課題 fなぜ自ーマ帝国は拡大したのかーギ1）シアの都市関家と比較してJループリック

レベル 控史的な臨果関係を提える思考力 歴史的事物による裏付け・史資料活用力

5 数値の視点から歴史的事実を捉えて深く考え、 結論を導き出すための具体的な歴史的事物が的
すばらしい 因果関係を推論することができている。的確に 確に選定され、またそれを捜拠づける

比較がなされるなど、論理的整合性の取れた論 効果的に用いられることで、厚みのある記述と
が展開されており、非常に説得力のある結論が なっている。課題に関保するオヲジナノレな史資
導き出されている。 料を発見したり、新たな解釈を導き出したりす

るなど、優れた特徴が見られる。
4 2つ以上の視点から壁史的事実を捉えて、関果 結論を導き出す裏付けとして、複数の鐙史的事
良い 関イ系を推論することができている。論理的で説 物が用いられている。その事物を根拠づけるオ

得力のある論述となっている。 リジナノレな史資料を発見する、新たな解釈を導

き出そうとするなどの工夫が見られる。

3 基本的な歴史的事実の裏付けに基づいて、伺ら 侍らかの基本的な歴史的事物を適切に用いつ
合格 かの顕果関係を捻論することができている。あ つ、論述している。ある韓度、正確な事実が記

る軽度、論理的な記述となっている。 述されている。

2 何らかの間果関係について記述はなされている 震史的事象の裏付けが十分にはなされていな
もう一歩 ものの、論理的ではない、十分な歴史的事実に い。または、一部に重大な事実誤認が見られる。

裏付けられていなし1、といった課題が残る。

課題に対応する論理的な記述となっていなし＼0 壁史的な事象の裏付けがほとんど示されること
かなりの改 なく、論述されている。または、重大な事実誤
善が必要 認が複数、見られる。
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次に、生徒の作品をもとにパフォーマンス課題への

取り組みを検討する。先述の、授業内の議論において

ギリシアとローマの政治体制を比較していた Aは、作

品においてギリシアとローマによる他民族に対する対

応の仕方の違いを並列しながら敦治体制について記述

した。なお、 Aの作品の点数は柱①、②ともに 3とさ

れ、概ね合格水準に達していると判断された。次の文

章はAの作品における記述の一部である。

政治を代表する者が、ローマ帝国には常にいた。

例えば三頭政治や皇子管など。逆にポリスではりーダ

ーになりそうな者を陥片追放などを行い、リーダー

を立てないようにした。ベリクレスなどはリーダー

になったが、彼がいなくなったから、ポリスは正解

し、滅びたともとれる。

先述したように Aは授業において作品の前半部分、

リーダーの有無を仮説として有してい

た。しかしながら授業内の議論でギリシアにベジクレ

ス ことを指摘されたため、作品の後半部

にベリクレスについて言及して論を補強している。こ

こでは政治的リーダーの有無に著告する点でオリジナ

リチィがみられる。しかし、政治的リーダーの有無と、

作品の中で記述された他民族に対する対応の違いを併

記するに留まり、それぞ、れの記述を論理的なつながり

をもって示していなかったという限界もみられる。

次に、授業でAに指摘していた生徒Bのワークシー

トと作品を検討し、ワークシートと作品の関連を明ら

かにする。 Bの作品の点数は柱①では 4、柱②では 5

と評倍され、生徒のなかでも高水準に位置する。 8の

ワークシート（図 3）では次の 2つの観点、から学習内

容が整理されている。すなわち、①中央集権による菌

家統治と、②市民間の平等性である。｛列えば①の観点

では、古代ギリシアでは「独自の都市国家ポリスを形

成、各地に点在・台頭Jr独裁制を防ぐためリーダーに

なりそうな人を追放しまくるJという付築が貼られて

いる。さまざまなポリスが点在していた状況を背景と

してポリス間の対立が起こり、ベロポネソス戦争につ

ながるなど盟内が不安定になったと整理されている。

なお、古代ギリシアにおけるポリスのデメリットを強

調するためにポリスをつくらないマケドニア王国と比
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較するという工夫が見られる。また、②の観点では古

代ギリシアでは市民の条件が制眼され、さらに異民族

を区別していたことが付築に記されている。一方、ギ

リシアとは異なり古代ローマにおいては、①の観点と

して中央集権的な体制が整っていたこと、②の観点と

して、全自由民に市民権があたえられていたことが整

理されている。このようにギリシアとローマが Bによ

って設定された観点に基づきながら対比されている。

こうしたワークシートの整理をもとに Bは作品（関

心を作成した。作品においては、「対外政策をすすめ、

領域を拡大するためには、①悶内が安定していること

②広大な土地を支配するための統治の 2つが必要であ

ると考えるj と最初に自らの分析枠組みが提示されて

いる。 Bはこの枠組みに沿ってギリシア・ローマの歴

史を検討している。ここでの検討はワークシートの整

理と類似している。併えばギリシアについては、 f都市

霞家ポヲスが、 f各地に点在している』という状態であ

ったため、ポリス開の科書の一致が困難で、あったJこ

と、「そのため、ベロポネソス戦争をはじめとし、ポリ

ス関での争いが多発していたことから、対外政策を行

う余裕がなかったと考えられるJことなど、諸ポリス

と内乱を結びつけている。さらにワークシート

と間様に、諸ポリスが点在したギリシアと対比させな

がらポリスを作らないマケドニア王国が位置づけられ

ている。この対比によって、ギリシアにおけるポリス

の点在が領域の拡大を妨げる要因となったことが補強

されている。ローマについては政治体制を対比させな

がら「勢力拡大において中央集権のしやすさではロー

マが秀でていたといえるj と述べている。

Bのワークシートでは主に学留内容同士を因果関係

で関係づけていたが、 Bの作品では関係づけられた学

習内容をさらに総合し、結論を導き出している。この

ようにBにおいてはワークシートにおいて整理した付

議が、パフォーマンス課題における説を導き出す足が

かりとして機能したことがうかがえる。

しかしながら付護の使用については初めての試みで

あったため、矢印によって関係づけながら付議を活用

していない生徒は、ワークシートを田収した 31名中

14名いた。この点が課題として挙げられるが、今屈を

出発点として継続的にこうした思考ツーノレを活用する

ことでより質の高い学びがなれることを期待したい。
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最後に生徒Eの作品を検討する。 Eは作品の中で多

角的・多聞的iこ分析を行うとともに論理的に記述を行

い、自らの考えを論証している。 Eの作品は柱①、②

ともに 5と評鑑され、最も高い水準に位置する。五の

作品の一部を引用して紹介する。

広大な地域まで拡大し治めるには、拡大しようと

いう績極的な姿勢をもって対外政策を行うこと、そ

してある一定の権力者を中心として 1つにまとまっ

ていること、この 2つが必要であると考える〔中路］。

まず l点目についてギジシアはギリシア人以外を

差別的に呼ぶなど、独自の民族意識を持ち、関鎖的

もっていた。その為、拡大というよりもポ

リスの“防緯？”、内部を外から守ることに重点を置い

ていたのだ。〔中略］一方、ローマ帝国は積極的に対

外拡大の為の政策を行っていた。弱かったローマが

広域を支配をしていくようになった要盟として、ハ

ード語とソフト詣で工夫をしたことが挙げられる。

ハード面では、道路網の整備をし、ソフト面では、

させるのではな

く同盟関係に寵くことで、その拍手の力を借りなが

ら成長していった。またその際、支配地域を分割統

治することで、人々が一丸となってロ

発しないようにしたことも大きい。

そして、 2点告について。ギリシアでは、ポリス

成立の壊、各ポジスごとが政治単位となっていたた

め、共通の権利や意識はあったものの、政治につい

てはポリスによって異なっていた。後に、ギワシア

した。しかし、

どは市民の中か

カのある人がつくとは隈らず、また任期が 1年であ

ったためすぐに交代してしまう。〔中路］つまり、正

として民を統率しまとめあげる存在が

しなかった、ということ

である。

それに対し、ローマ帝国で、は、ギリシアの民主政

とはちがい共和教の体制をとっていたc 主に貴族で

構成される元老院をローマ集団指導体制の中核とし、

執政官や元老院が指命する独裁官の存在があった。

［中略〕幾つかの法律によって、政治的権利につい

と平民の平等を実現させたことは大きなポイ
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ントである。貴族を中心としながらも、平氏の反発

がおきにくい状態だ、ったと考えられるからだ。［後

略］

E はパフォーマンス課題の問題文である「広大な地

域にまで拡大jするための条件として、「拡大しようと

いう積極的な姿勢をもって対外政策を行うこと j 「あ

る一定の権力者を中心として 1つにまとまっているこ

とj を導出し、この条件に沿ってギリシア・ローマを

検討した。また二つの観点を、国内政治・対外政策・

文化などの諸観点から多角的・多面的に記述している。

そうした諾観点からの分析を行うことによって E辻、

「ローマは、陣内や国外からの反発を紡ぐ工夫におい

てギリシアよりも大いに優れていたため、広大な地域

におよぶ地中海世界統ーを成し遂げたのだと言えるj

と結論付けた。このようにパフォーマンス課題に取り

組む中で、学習内容が Eの設定した条件をもとに多角

的・多面的に整理され、論理的に再構成されている。

( 2）実践上の成果と課題

次に村井先生のパフォーマ

紹介する。まず村井先生は、

¥ 、

課題を設定することによって、授業のなかで取り組ま

せたい、という 2点を意識していたという円

そこで、生徒が自ら考えるという点が本単元でどの

ように実現されたかについて検討する14a村井先生に

くの作品はギリシアにおけるへレネス、パノレ

パロイの毘TJIJ、ロ

容さに言及したもので、あった。また、生徒廷のように、

ギリシアからローマへの移行段階としてマケドニアを

位置づけることでギリシアの限界を浮かび上がらせる

というオリジナリティのある作品も一部にみられたと

いう。しかしながら「しかしあまり想定の枠を超える

ものはなかったので、すこしこっちの正解を追わして

しもうたのかなとしづ懸念はありますJと村井先生は

述べる。このように自由な患考を保揮するための指導

の工夫については改善する余地があると考えられる。

また、作品の記述には政治や文化などさまざまな観

点を取り上げたものが多くみられ、 し

ていることが認められる。しかし、作品の論理性を鏡



みると、そうした観点を因果関係として捉えていると

いうよりかはむしろ並列しているものも多く見られた

という。このように明確な因果関係によって諾要図を

捉えさせるという点で、は課題が残った。

一方で、村井先生は「感想文めいたものにならない

で、やってくれているなっていう。それが一発白からそ

こについては何も言わなくてもできているあたりは、

探究の一つの転移なのかなJと評価した。先述のよう

に授業での議論や作品において、各生徒が自ら仮説を

立て検証した。検証の質において課題は残しつつも、

「探究基礎j において学んだ仮説ー検証のブ。ロセスを

活かしつつ、授業を通して仮説を主軸に学習内容を摂

取している。そして摂取した学習内容を活用しながら

パフォーマンス課題に取り組むことができたといえる。

このように f掠究基礎Jの経験に立脚しながら世界史

の授業において自ら思考をし、主体的に自らの仮説を

持ちながら授業に散り組む姿勢が見られたといえよう。

最後にパフォーマンス課題を生徒はどのようにとら

えたかという点について検討したい。筆者は設問 1rパ

フォーマンス課題に取り組むと力がつくと忠います

か？ Jと設問 2 rパフォーマンス課題に取り組むこと

は好きですか？Jという項目を設け、 5段階で評価す

る設問（図 5）と自由記述のアンケート調査を行った。

アンケートはワークシートとともに第 2学年で世界史

Bを履修する 57名に配布され、31名から回答を得た。

なお、設関 1,2に対する 5段階評価によるアンケート

結果については、図 5,6に示す。この結果が示すよう

に生徒によるパフォーマンス課題に対する評倍は概ね

ポジティブな結果を示しているといえる。

まったくカがつかない

どちらと

い
13与も

需要密答

図5 設筒 1に対する回答

13号も
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設問 1に関する

自由記述では、つ

いた力として「1

つの地域だけでな

く、比較すること

で広い視野を持っ

ていろいろな視点

から物事をみる

カJ「多角11tな視 図6 設問 2に対する回答

点から再者を比較することができる力j など、歴史を

多角的・多面的に検討する力がついたという回答が得

られた。また、「ギリシアとローマの違いについて、自

分なりに改めて深く読み込んでまとめることができ

た」「教科書に亙接答えが書いているわけでないため、

自ら考える力やまとめる力がついたJなど、パフォー

マンス課題を通して自分で考えることができたという

回答も得られた。その他、「授業の最後に、その日ゃっ

たことを見返してポイントをまとめることで頭が整理

されたj うことを活用する力になる

とともに総合的にその時代のことを捉える機会にな

るJというコメントから、パフォーマンス課題に向け

て授業の学習を総合、活用していたことが推察される。

設問 2「パフォーマンス課題に取り組むことは好き

ですか？ Jの自由記述では、「付議に書いてなかった

ことからの発想も出てきたり、他の人の考えを開いた

り、おもしろいと思う時間がたくさんありました」「こ

のような課題を正直毎週するほどの余裕がありません。

しかし、とても部自い、これこそ本当に学んでいるよ

うな気がしましたj と、困難を覚えながらもパフォー

マンス課題に挑むなかで他の生徒と共同するとともに、

歴史学者のような真正の学習をしたことが伺える。

以上で検討したように、パフォーマンス課題を軸に

授業実践を展開することによって、学習内容が個々に

独立するのではなく、パフォーマンス課題を軸として

相互に連関させ合うことが出来た。それによって生徒

は学習内容をパフォーマンス課題との関係のなかで捉

え、パフォーマンス課題の解決のために有用な学習内

容を活用・総合できた。同時に、オリジナリティや検

討の質という点での課題は残しつつも、生徒自らの仮

説に基づいて学習内容を多面的・多角的に活用する力

量が養成されたと言える。



5. おわりに

本稿では、堀川高校での世界史Bにおけるパブオ

マンス課題を主に授業実践と関連させながら論じた。

これによりパフォーマンス課題が授業実践にどのよう

に寄与するかという点を明らかにしようとした。

本研究の成果としては、授業がパフォーマンス課題

を軸に展開し、生徒が自ら思考しながら学習できた点

が挙げられる。本単元で、はパーツ組み立て型の単元設

計を行った。それによって生徒はパフォーマンス課題

とどのように関連するかと間いながら各回の授業の学

また、授業での議論で見られたよう

にそれぞれの生徒が自らの仮説をもち、授業のなかで

共有することで他の生徒の考え方を学ぶことができた。

そしてパフォーマンス課題の作品においても自ら設定

した分析枠組みや仮説を主軸に授業の学習内容を活

用・総合することによって、

深まるとともに、経史学者のように解釈が分かれる問

題についての探究活動が行えたといえよう。

本研究の課題としては、どのようにすれば金徒の自

由な思考をさらに挺進できるかの解明という点が挙げ

られる。授業においては生徒の自患な思考を保障する

ために付築を書く際には学習形態を自由にし、｛也の生

徒とのディスカッションを可能にしながらも生徒が各

自で思考を深めるためのあそびを残そうとした。また

授業においてもパフォーマンス課題と学習内容が関連

していることを寵接明示しないように配慮、していた。

しかしながらオリジナリティのある独自の作品は少な

く、どのように自由で独創的な患考を援劫するかとい

う点については課題が残った。

また歴史を因果関係で捉える視点が弱かったことが

課題として挙げられる。多くの生徒が仮説ー検証とい

うプロセスをパフォーマンス課題においても踏まえて

いるという点では「探究基礎j において培った能力を

活かしていた。しかし、作品においてさまざまな要素

を鴎果関採で提えるのではなく並列する生徒も多く、

明確な国果関係によって竪史的事実を捉えさせるとい

う点については課題が残されたといえる。パフォーマ

ンス課題で求められる生徒自身の思考をより豊かなも

のにするための指導方法の解明については今後の課題

としたい。
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