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石教研専門部会二次集会

2008年10月17日(金)

石中社プロジェクト研究

千歳・富丘中：岡田 一之

江別・大麻中：高間 賢二

千歳・千歳中：飯田 浩貴

１ 今研究について

実生活が題材に結びつく授業のあり方を探る

●導入段階で実生活と結びつける授業のあり方を探る

●展開段階で実生活と結びつける授業のあり方を探る

●まとめの段階で実生活と結びつける授業のあり方を探る

研究員提案に明示されている通り、昨年度までの２年間は「揺らぐことのない普遍的な価値」

としての「民主主義・人間尊重の理念」をサブテーマとしながら、各分野での授業交流・系統

化を試みました。そこには、その前の４年間に行ってきた「資料活用能力を高める研究」の成

果と課題を踏まえて、方法論や教科書に書かれていることだけに終始せず、社会科教師をとし

て教えたい・伝いえたい内容を整理し授業する、という根本に立ち返ろうという背景がありま

した。

今年度は、生徒の実生活での体験を授業に反映させることによって、生徒の生活と授業内容

の乖離をなくし（少なくし）、生徒に社会科学習の必要性と重要性を再確認させようとするも

のです。

ここでいう実生活とは、「直接経験」と「間接経験」に大別してとらえています。

今研究の意図としては「現実の生活に結びつけて考える」という点を大切にし、生徒の直接

的な経験を授業に反映させることをねらっています。したがって、間接的な経験を授業に取り

入れる場合には、現実の生活にひきつけて考えるために、直接経験と結びつける活動も同時に

取り入れるよう留意して取り組んできた。

直接経験…言葉の通り、直接自分自身が経験すること

間接経験…たとえば、本を読む・新聞を見る・テレビ番組を見る・ビデオを見るといった

活動を通して経験すること

【実生活】ハンバーガーの飲食 【題材】環境問題や南北問題について考える

研究課題研究課題のの究明究明

にむけたにむけた提言提言
プロジェクト研究

ハンバーガーをつくるために必要な牛。その牛を育
てるために必要な水や飼料・牧草。そのための水の供
給地（源）や牧草地とするために森林伐採など…
生徒の身近な体験や経験から、興味を持たせ、学習
内容へと結びつけ、展開・発展させてはどうか。

input
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２ 今年度のプロジェクトの取り組み

生徒の実生活を授業に取り入れることを考えた時、３分野の中で歴史的分野での取り組みが

扱いにくいのではないかと考えました。

北海道の歴史を考えた時、縄文の遺跡やアイヌ文化、20世紀の戦争の爪痕などを教材として

開発した授業例は、これまでにも多く実践・発表されています。また、生徒が暮らす市町村に

的を絞った歴史授業も、日々開発されていると思います。

そこでプロジェクトでは、生徒にとって身近な生活の、ちょっとした体験や知識で授業に取

り入れ、学習内容をより身近に具体的にする題材を、と考えながら取り組みを進めてきました。

［例１］ 『みそ』から戦国時代の経済政策を考える

古来縄文時代からある日本独自の調味料。

奈良時代にはすでに文献にも味噌の原型と思われる「未醤」

が確認でき、平安京の西市には未醤屋の存在が記録されてい

る。このように古来より定着している食物といえる。未醤は

現在でいうところの豆味噌系であったと推定され、麹が多用

されるのは、後世の事であった。また、平安時代に書かれた

書籍にも雑炊の味付けに味噌を用いた事が書かれている。

かつては各家庭で作られており、「手前みそ」という表現が生まれた。室町時代になると、

各地で味噌が発達し、調味料というよりは保存食として用いられるようになった。戦国時代に

は兵糧として重宝され、兵士の貴重な栄養源になっていた。その名残は「朴葉味噌」などに残

っている。各地の戦国武将にも味噌作りは大事な経済政策の一つとして見られるようになった。

現在のように調味料として認識されるようになったのは江戸時代になってからであり、味噌

は各地の風土・気候を反映されていて、熟成方法などが異なり全国に多様な味噌をもたらした。

【授業に活用できる場面】

第３章第２節 東アジア世界とのかかわりと社会の変動 ４民衆の成長と戦国大名（東書）

この単元は戦国大名の登場とその支配について、応仁の乱や下剋上の風潮からとらえること

を目標としている。ここで、各戦国大名の経済力について触れるとともに、兵力だけでなく様

々な食品が支える戦国時代として多面的にこの時代をとらえるきっかけにすることができるの

ではないかと考える。味噌自体は子どもたちにとっても馴染みのある食材の一つなので現在の

価値との対比で考えてみても良いかもしれない。

［例２］ 『花火』から鉄砲伝来を考える

花火は、日本の夏の風物詩である。生徒たちの多くも、夏

を迎えると花火を楽しみにしており、日常生活の中で身近な

存在となっている。

観賞用花火の起源は中世のイタリアにあると言われ、日本

でも伊達政宗や徳川家康が楽しんだとの記述が、『古事類苑』

などの古文書から読み取れる。江戸時代には、広く民衆にも

親しまれるようになり、江戸後期に活躍した浮世絵師・歌川
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広重が「名所江戸百景」の中で「両国花火」を描いたのは、良く知られるところである。

このように、今も昔も人々の心を掴んで離さない花火であるが、周知の通り、起源は中国で

発明された戦で用いるための黒色火薬にあり、日本へは1543年の鉄砲伝来と同時に持ち込まれ

た。すなわち、武器としての火薬が、戦国時代の終焉という時代の趨勢により観賞用花火の材

料へと転化していったのである。ここには、新たな幕府を築き上げた徳川将軍家が鉄砲の生産

・所有を制限したことも影響している。関ヶ原の戦いの頃には世界の約半数に上る５万丁の鉄

砲があったという日本にあって、この強力な武器を統制することは、強固な支配基盤確立のた

めには不可欠であった。このように、観賞用花火の普及は鉄砲伝来に始まり、戦国期～江戸時

代までの政治体制にもつながるのである。

【授業で活用できる場面】

第４章第１節 ヨーロッパ人との出会いと全国統一（東書）

本単元では、「戦国の動乱とその時期のヨーロッパ人の来航について理解させるとともに、

その文化の伝来がわが国の社会に及ぼした影響について考えさせる。」ことがねらいとして挙

げられている。中心的に扱うよう記されている「新航路の開拓」を、三大発明の一つである火

薬の普及に焦点を当てて展開しても良いし、文化の伝来が及ぼした影響として鉄砲を扱うのと

絡めて、その後に普及することとなる観賞用花火に触れても広がりが生まれて面白いのではな

いか。

また、節を進めて江戸時代の町人文化のところで、鉄砲伝来の振り返りとともに扱っても良

いと思う。

［例３］ 『相撲』から武芸を考える

相撲の起源は非常に古く、古墳時代の埴輪・須恵器にもその

様子が描写されている。

『万葉集』の五巻に、天平2(730)年4月6日と、次の年の6月1

7日に相撲をしたという記録がある。聖武天皇(在位724年-749

年)は勅令をもって、全国各地の農村から相撲人をなかば強制

的に募集した。毎年7月7日の七夕の儀式に、宮中紫宸殿の庭で

相撲を観賞したのである。こうした宮中における相撲の披露は

「天覧相撲」と称された。

平安時代になると、相撲がすでに宮中の重要な儀式となった。毎年、定期的に「三度節」の

一つとして「相撲節会」が行われた。相撲節会の儀式は、すなわち中国唐代の儀式をまねたも

のであった。三度節には、「射礼」と「騎射」、「相撲」の三つの内容があった。その規模は壮

大で、豪華絢爛な催しであったとされる。

宮中で行われた相撲節会のほかには、民間の相撲も大いに行われていた。一般の庶民による

相撲は「土地相撲」、または「草相撲」と呼ばれていた。一方、「武家相撲」は武士たちの組み

打ちの鍛錬であり、また心身を鍛える武道でもあり、やがて実戦用の武術となった。また「神

事相撲」は、農作物の豊凶を占い、五穀豊穣を祈り、神々の加護に感謝するための農耕儀礼で

あった。

宮廷相撲であり、民間の相撲である。武家相撲であり、庶民の相撲であるが、とりわけ「相

撲節会」は、古代中国の宮廷で行われた角力が遣隋使・遣唐使の歴史以前にも往来があり、来

渤海使も何度も日本へ赴いた中で影響も推測される。
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【授業で活用できる場面】

第３章第１節 武士の台頭と鎌倉幕府 ３武士と民衆の動き（東書）

この単元は、鎌倉時代の武士の生活の様子や民衆生活を絵巻物や文献資料を用いて理解する

単元である。ここでは武士が日常の武芸訓練のための流鏑馬がよく取り上げられるが、ここで

相撲を取り上げることによって子ども達に馴染みやすい単元にできるのではないだろうか。ま

た、子どもたちの中で祭りの際に奉納相撲をした経験を持つことは少なくなったのかもしれな

いが、これが農耕儀礼であったり、平安鎌倉時代から神事相撲としてあったことを伝えること

によってよりこの時代を理解させやすいのではないか。

［例４］ 『原油価格の高騰』から石油ショックを考える

昨今の原油価格高騰は、世界経済を震撼させるのみならず、

私たちの生活にも大きな打撃を与えている。

石油の歴史は、大量生産・大量使用という点ではそれほど

古いものではない。むしろ、ごく最近のものと言った方が妥

当であろう。イギリスで産業革命が起こった18世紀後半以降、

欧米を中心に工場制機械工業が急速な普及を遂げ、19世紀半

ばには石油需要の高まりから石油メジャーによる油田開発が

進められた。20世紀中盤になると、資源ナショナリズムの見

地からＯＰＥＣが結成され世界の原油価格決定に大きな影響力を誇ったが、産油地域の拡大な

どにより80年代からは市場により価格が決定されるようになった。1970年代の石油ショック以

降、21世紀初頭まで原油価格は下落傾向にあったが、2003年のイラク戦争を機に上昇へと転じ、

中東情勢や途上国の石油需要増大、投機筋のマネーゲームなどといった複数要因が重なって、

現在の記録的高騰に至っている。

現代社会、とりわけ日本を含む先進工業国は、燃料としてのみならず、工業製品製造の原材

料としても石油に大きく依存した生活を送っている。国際原油価格が、１バレル100ドルを簡

単に突破し、一時は150ドルにまで迫った今日、「第三次石油ショック」とまで危惧されている

その影響は子どもたちの目にも明らかであることから、様々な切り口で授業に結びつけること

が可能であると考えた。

【授業で活用できる場面】

第７章第２節 国際社会と日本（東書）

本単元では、「高度経済成長以降の我が国の動きを世界の動きと関連させてとらえさせ、経

済や科学技術の急速な発展とそれに伴う国民の生活の向上や国際社会において我が国の役割が

大きくなってきたことについて気付かせる。」ことがねらいとされ、石油ショックなどの「節

目となる歴史的事象」を取り上げて扱うよう指摘されている。この石油ショック（ここでは第

１次が中心）時の国民生活について、今日の原油価格高騰による日常生活への影響を想起させ

ながら展開すると良いのではないか。

また、地理的分野及び公民的分野との有機的なつながりを意識することが特に求められてい

る単元であることから、歴史的分野のみならず、地理的分野・公民的分野での扱いにも有用で

あると思う。エコや代替エネルギーの開発、有限エネルギーをめぐる南北問題、経済摩擦、採

掘・領有権問題など、活用の可能性は幅広い。
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［例５］ 『紙』から中国の歴史書を考える

世界最古の紙は現在、中国甘粛省の放馬灘（ほうばたん）から

出土したものだとされている。史書に残された記録では後漢書で、

105年に蔡倫が樹皮やアサのぼろから紙を作り、和帝に献上したと

いう内容の記述がある。こうした記述から、紙の発明者は蔡倫だ

とされたこともあった。

紙は軽くかさばらないので、記録用媒体として、従来の木簡や

竹簡、絹布にかわって普及した。

日本では朝鮮半島経由で7世紀までに伝えられ、その後は和紙と

して独自の発展を遂げた。また、『百万塔陀羅尼（天平宝字8年（7

64年）に藤原仲麻呂の乱を平定した称徳天皇は、戦死した将兵の

菩提を弔うと共に鎮護国家を祈念するために、6年の歳月を掛けて

宝亀元年（770年）に『無垢浄光大陀羅尼経』に基づいて、陀羅尼を100万巻印刷し、小型の塔

に納めて10万基ずつ大安寺・元興寺・法隆寺・東大寺・西大寺・興福寺・薬師寺・四天王寺・

川原寺・崇福寺の10大寺に奉納した。』は世界最古の印刷物である。

【授業に活用できる場面】

第２章第１節 文明のおこりと日本の成り立ち ４国々の誕生と古墳文化（東書）

この単元は、日本の国家が形成されていく過程のあらましを、東アジアとのかかわりを通し

てとらえる単元である。その中で中国の史書を取り上げ、その中の記述から当時の日本の様子

を知り得ると授業を展開させた場合、後漢書が単に日本のことが書かれている資料とだけとら

えるのではなく、様々なことが書かれていたことを子ども達に伝えることで資料を一義的にだ

け見るのではなく、様々な視点を持つことが大事だと感じさせることができるのではなかろう

か。

［例６］ 『暦』から東アジアとの交流を考える

日本に暦が伝来した事については、日本書紀「553(欽明天皇

14)年に百済へ暦博士の来朝を求めた」とある。また、602(推

古天皇10)年に、観勒が来朝して暦法を伝え、日本の学生に学

習させたと記録されています。七曜は弘法大使の「宿曜経」に

よってもたらされた。

現在の太陽暦（グレゴリオ暦）を使用するようになったのは

1873(明治6)年からであり、当初の「こよみ」は小冊子の形を

とったものが主流で、始めは暦屋の団体である領暦商社、1883

(明治16)年からは伊勢の神宮司庁しか発行を認められていなか

った。明治時代の中頃から一枚刷りの引札略暦が大流行し、1903(明治36)年には日めくりカレ

ンダーが大阪で製造された。日めくりは旧暦も併記され、美しい台紙に告知が入った物で、中

小商店や会社、銀行などが大量に作り、人々に配布されるようになった。今日、主流となって

いるカラー写真の入った月めくりカレンダーの流通は、1945(昭和20)年以降のことである。

【授業で活用できる場面】

第２章第１節 文明のおこりと日本の成り立ち ５大王の時代（東書）

この単元は日本と中国・朝鮮との交流をさまざまな資料を通して理解していく部分である。
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暦（カレンダー）の使用が朝鮮からもたらされ、その内容が日本書紀に載っていることや、推

古天皇の時代に日本の学生に伝えられたことから、必ずしも渡来人頼みだけではなく日本人の

中にもすでに暦法を理解している者がいて、日本に広まりを見せる点を子どもたちに伝えるこ

とによって、暦の持つ重要性を理解しつつ当時の日本社会がどのようなものであったかを探る

手段になるのではなかろうか。

［例７］ 『昆布』から鎖国下の物流を考える

日本で初めて「昆布」という文字がでてくるのは、「続日

本記(797年)」で、当時、昆布は献上品として扱われ、かな

り貴重だったようだ。昆布が庶民の口に入るようになるのは

室町時代あたり。江戸期には近江商人による商取引が活発

になり、京･大阪に昆布が大量に入ってくることとなる。こ

の商取引は、北海道-日本海-北陸-琵琶湖-京･大阪という輸

送ルートで行われ、これと後に開かれた日本海沿岸を通って

下関から瀬戸内海を通って大阪まで運ぶルート「西廻り航路」

と合わせて「昆布ロード」と呼んでいる。

その後、昆布ロードは江戸、九州、琉球、清にまで伸びていきました。新しい

土地にもたらされた昆布は、それぞれの地域で独自の食文化が形成され、たとえば大阪ではし

ょうゆで煮てつくだ煮にしたり、沖縄では昆布を豚肉や野菜といためたり煮込んだりして食べ

ている。一方、関東地方は昆布ロードの到達が遅かったため、昆布の消費量が少ない地域とな

っている。

このように昆布の食習慣の違いは、昆布ロードの歴史的背景と深いつながりがある。

【授業で活用できる場面】

第４章第２節 江戸幕府の成立と鎖国 ４鎖国化の対外関係（東書）

この昆布ロードは、視点を変えることによって、さまざまな場面で用いることができる。

たとえば、薩摩藩は大変な財政難で、打開のために北陸の北前船を利用して中国へ販売する

昆布を確保しようとした。当時、領内のお金を藩外へ流出させるとして越中（富山県）の売薬

「薩摩組」の営業を薩摩藩は禁止していたが、薩摩藩は昆布確保の条件で彼らの営業を認める

こととなる。これにより薩摩組は、北前船を使って蝦夷地からの薩摩へ昆布を輸送することに

なった。管理下にあった琉球を通じて清国と貿易を行い、ジャコウ、リュウノウなどの薬の原

材料を輸入し、主にして日本海沿岸の港町に売却した。これらから鎖国化の日本における外国

や他民族との交流、国内における物流について考える手だてにできるのではないか。

また、薩摩藩は貿易強化を行った天保の改革によって財政を立て直し、その後、紡績や大砲

などの工場を建設して力を蓄え、明治維新の主役となった点からも、幕末の黒砂糖づくりによ

る利益の場面でも活用できるのではないか。(東書P117)

他にも、アイヌと松前藩から見ると、松前藩はアイヌとの取引を独占し、わずかな米などと

引き替えに、大量の鮭や昆布を交換させ、大きな利益を独占していることから、蝦夷地（北海

道）やアイヌの学習にもつなげられる。

さらに、「越中（富山）の売薬が裏方とはいえ歴史を動かした」「北海道産の昆布が明治維新

につながる一因となった」と発展させた内容とすることもできるのではないか。
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［例８］ 『リサイクル』から江戸時代の生活を考える

近年、環境問題への関心の高まりと共に、地球上の限

りある資源を大切にしようという動きが一段と活発化し

てきている。日本国内でも、廃棄物処理やリサイクルに

関する諸政策の基盤として、政府が2000年に循環型社会

形成推進基本法を定めた。この頃から盛んに唱えられる

ようになった３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）の取り組

みは、官民を問わず進められている。また、今年４月に

容器包装リサイクル法の改正法案が完全施行されたこと

などにより、レジ袋の有料化がこの秋から本格化し始め

た。一方で、私たちの生活は使い捨ての便利さに慣れて

しまった側面が大きく、ゴミの減量を実現させるには生

活の根本から見直しを迫られていると言っても過言では

ない。

さて、徳川将軍家が権勢を振るっていた17世紀頃、江戸の町は人口

100万人を数える世界最大の都市であった。しかし、廃棄物から屎尿

まで徹底したリサイクルを「当たり前のこととして」行っていたこと

から、世界の他の大都市に比べてゴミの量が少なく、衛生的だったと

言われている。このことは、東京書籍の教科書121ページにコラムと

して採り上げられているほか、資料集、参考書、その他諸資料でも比

較的容易に見てとることができ、扱いやすい内容である。

今日的なリサイクル問題から江戸時代の生活事情に踏み込むという

点で、今年度の研究に合致させることができる。また、江戸時代のリサイクルに関する実例か

ら、今日のリサイクル問題を考えるという視点に立つことで、来年度の研究にもつなげること

ができる題材である。

【授業で活用できる場面】

第４章第３節 産業の発達と幕府政治の動き（東書）

本単元では、「産業、交通などが発達し、町人文化が都市を中心に形成されたことを理解さ

せるとともに、地方の生活文化について着目させ、現在との結び付きについて考えさせる。」

ことがねらいとして挙げられている。生活文化を今日との結び付きで考えさせることをねらっ

ていることからも、研究との関連性を持たせやすい単元であると言える。経済力を増した町人

たちの文化を、指導書にあるような文学や浮世絵などのみならず、「廃棄物」という生活を営

む上で避けることのできない課題を切り口として考えるというのも面白いのではないかと思

う。

［例９］ 『身近な歴史用語』から歴史を学ぶ

ふだん私たちが使う言葉には、歴史用語も多くある。その語源を知ることによって、なぜ、

その語が使われるようになったのか、がわかる。語源を知るということは、すなわち、その語

の歴史を知ることにつながる。これを授業で触れることにより、より内容を深めたり、身近に

感じさせることができるのではないか。

よく知られるものに「一所懸命」や「醍醐味」、「敵に塩を送る」、「あみだくじ」などがある。

他にも、例えば、「あげくの果て」。これは今では「終わり」の意味に使われるが、語源は何

か。漢字では「挙句」と書き、鎌倉時代の連歌から生まれた用語である。連歌とは、和歌の上
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の句（五七五）と下の句（七七）とを交互に詠み合うものである。２人以上の人が、次々につ

ないで百句まで続ける。最初の句を「発句」、２番目の句を「脇句」、中間の句を「平句」、そ

して終わりの句を「挙句」といった。ここから物事の終わりを「あげく」といい、本当に終わ

りという意味を込めて「挙句の果て」と使うようになった（挙句＝揚句）。

「きちょうめん」などもそうである。

平安時代につくられるようになった寝殿造の建物は、

広い板の間、一間から成っていた。そこで、仕切りが

必要な時は、台に細い桟を立て、横木を渡したものを

出すことになっていた。それにきれいな絹布をかけた。

これを「几帳」といい、「几帳」の柱は丸く削って両面

に刻み目を入れた形に作られていた。これが「几帳面」

である。この面がなめらかに仕上がっていないと、布

を傷めるため「几帳面」は、節や傷を残さないよう平

らにつくられた。そこから、きちんと整えられている

様子を「几帳面」というようになったという。

「だいなし」とは、すっかりダメになって、もうどうしようもない場合をいう。漢字では「台

無し」と書く。

仏像の台座は蓮の花を形どっている。蓮の花は、釈迦の誕生を告げた花で、仏教徒は極楽で

は蓮の上に生まれ変わるという教えにつながった。仏像の威厳は、この台座があってこそ生ま

れ、保たれる。そこで、台座の無い仏像は面目丸つぶれということから「台無し」の言葉が生

まれた。

「たわけ者」とは「田を分けた者」で、農民が子ど

もたちに田を分けてやり、その子どもが成人して自分

の子どもに田を分けると、耕地面積が狭くなる。田が

減ると農民は貧しくなり、生活が苦しくなる。そこか

ら「田分け」が愚か者のことを意味するようになった。

江戸時代には、農民が貧しくなるのを防ぐために、あ

る程度以上の田畑を持っていない者は「田分け」する

ことを禁止するようになった。他説では、「ばかげたことをす

る」「ふざける」などを意味する動詞「戯く（たわく）」の連

用形が名詞となった言葉であるため、「戯け」からできたとも

考えられている。

「百姓（ひゃくしょう）」は、本来「ひゃくせい」と読む。

「百」は「たくさん」、「姓」は「かばね（豪族が氏(うじ)の

下につけた称号）」のことで、古代において百姓は、「もろも

ろの姓を有する公民」の意味であった。

やがて、百姓は「一般人民」や「庶民」の意味となり、社

会的身分と職業が相応するようになった中世頃より、農民の

意味で固定していったといわれる。


