
   この授業において高齢者体験は、生活においてなんらかの不自

由さ（バリア）を感じている人として高齢者の身体状況を模擬的

に体験するものである。写真のような装具を生徒が身に付け、加

齢に伴う視力や聴力の衰え、関節の曲げにくさや筋力の低下を体

感している。この体験の結果として生徒は、「階段をエスカレータ

ーにしてほしい」「大きい声で話してほしい」「席を譲ってほしい」

「ボードに書いて見せてほしい」「段差をなくしてほしい」「手す

りをつけてほしい」といった生活環境に対するさまざまな要求を

持ち、第 3次においてどのように住まいと町をデザインすればよ
いか、様々な人に対応できるような工夫を考えることができてい

た。この装具一式は大学から貸し出したもので、貸し出し時には

使用方法についての簡単な解説を教師に伝えた。高等学校での使

用後には授業の様子を具体的に報告してもらうことで、教材使用

時の細かな留意事項やさらなる活用のアイデアを共有することが

できた。 
 
3）公開授業参観（海南市立海南下津高等学校） 
  本年度から共同研究を実施することになった。複数年度で授業研究を行っていくことを前

提にし、初年度は教員との交流および生徒の実態把握を目的とし、公開授業を見学し研究協

議を行った。今後、講義科目で体験や実習をとり入れ、基礎学力をどのように付けていくか、

連携して検討していきたい。 
① 家庭基礎：基礎縫いの学習（10月 21日） 
  学部教員 1 名が授業見学を行った。中学校で学習する内容であるが、経験していない生徒
もおり、今後受検する被服技術検定 4級を目指した、まつり縫いについて学習する授業であ
る。教材準備に多くの工夫がみられ、生徒が参加しやすい環境を作り出した授業であった。

チェックシートにも実際の練習布の写真が用いられており、生徒が記入しやすいものとなっ

ていた。 
② 生活産業基礎：現代の生活・生活課題と住まい（11月 21日） 
  学部教員2名と大学院生1名が授業見学を行った。加齢による機能変化や行動特性を考え、
高齢者疑似体験用具を用いて班活動を行い、高齢者に求められる住環境について考える授業

であった。班ごとに見守り教員が必要であり、家庭科専門高校ならではの工夫がなされてい

た。しかし、家庭科以外の見守り教員では、授業内容理解度に差が生じ、高齢者体験時の生

徒の素直なつぶやきを拾えていない場面もあり、複数で授業を担当すること、他教科の教員

が授業協力することへの難しさがわかった。 
 

3．おわりに 

 学校によって生徒の実態が異なるため、共同研究の連携校が合同して事業を計画していくこと

には困難さを感じるが、学校現場の要望に応じて今後も家庭科の授業が充実していくことに寄与

していきたい。 
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子どもの社会的見方・考え方の変容・深まりをめざす社会科授業・評価に関する研究

和歌山大学教育学部 岩野清美（文責） 
和歌山大学教育学部附属小学校 中山和幸・西川恭矢 

 
 

1. 研究の背景と目的 

 附属小学校社会科では、「未来に生きて働く探究

力と省察性の育成」を掲げ、思考の見える化や評価

に着目した研究を行っている。本研究はその研究の

一環として、子どもの見方・考え方の変容・深まり

が見られた場面に着目し、学習課題（主体）、学習の

場（協働）、見方・考え方の基盤となる知識（活用）

をキーワードに、子どもの見方・考え方の変容・深

まりが生まれる条件を探索的に探る。 
 
2. 分析対象授業 

 子どもの見方・考え方の変容・深まりが見られた

場面を検討するために、附属小学校 6C 授業「江戸

幕府 260 年のなぞにせまろう～吉宗と宗春の政治」

（西川恭矢先生。2020 年 10 月 21 日実施。10 月 31
日の教育研究発表会での提案授業）を取りあげる。

この授業では、徳川吉宗の政治と宗春の政治を比較

しながら、「徳川吉宗は優れたリーダーといえるの

か？」について話し合った。授業プロトコル（一部

抜粋）を次ページ表 1 に示す。 
 
3. 見方・考え方の変容－個人に着目して－ 

 授業における子どもたちの見方・考え方の変容を

検討するために、ハ・ヘ（記号は、表 1（授業プロト

コル）参照）の 2 人について検討してみたい。 
ハは、6 で、吉宗の政治は「民衆にとって悪」で

あるが、「自分たちの日本、ま、江戸幕府が、やばい

状態やから、それをなおすためには、もう、Yes（吉

宗は優れたリーダーである）」という理由から、「も

うどっちをとったらいいんかわからん」と述べてい

る。「優れたリーダーか否か」という問いに対する答

えは、被支配者である民衆か為政者かという立場に

よって異なるという考えといえよう。それが、話し

合いの終盤 30 では、「尾張に慣れ、その後、江戸に

変わると…」と民衆をただ支配されるだけの存在か

ら封建制の下でも一定の移動の自由を有していた

存在としてとらえ直し、また、政策が及ぼしうる影

響について時系列で考え、表現している。 
 ヘは、14（14 は同じ班のトの発言であるが、トは

発言の直前にヘと打ち合わせをしており、ヘの考え

としても差し支えないと考えられる）で、吉宗の政

治を「幕府を立て直すために」行ったものとしてい

るが、21 では目安箱と町火消に触れ、「（民衆の）命

に関わること」は政策として行われていることを指

摘し、「命だけを救って、…楽しみのない（吉宗の政

治は）いけない」というニと対立している。吉宗の

政治を、宗春のそれとの比較から、「幕府を立て直す

ため」と認識していたが、目安箱と町火消について、

命に関わることについて民衆の意見を受け入れて

いるという解釈をつくり、吉宗の政治について新た

な認識を構築しようとしている姿であるととらえ

ることができよう。 
 このように、授業を通して子どもたちは、吉宗の

政治について、その影響をより長期的な時間軸のな

かで考えたり、質素倹約という 1 つの政策だけでは

なく、複数の政策から考えようとしている。これは、

吉宗の政治という歴史的事象に対して、考え方が深

まったり、広がったりしている姿であるといえるだ

ろう。それでは、このような見方・考え方の変容は、

どのようにしてもたらされたのだろうか。以下、項

を改め、見方・考え方の変容をもたらした集団思考

（学習の場＝協働）について考察する。 
 
4. 見方・考え方の変容をもたらした集団思考 

 前項で、本時における見方・考え方の変容として、

政策評価における時間軸の導入と、「幕府のための

政治か、民衆のための政治か」という問いを、「吉宗

の政治は本当に幕府のためだけのものだったのか」

という問いに置き換えることで、複数の政策からそ

の政治を評価していることを指摘した。学級での話

し合いという集団思考のなかでこのような変容を

リードした存在として、ロの話し合いに果たした役

割は非常に大きい。票 1 の再掲になるが、ロの発言

要旨を改めて拾ってみよう。 
16：民衆を取るか、幕府の未来を取るか。民衆の未

来を取るか、幕府の未来を取るか。 
19：吉宗の方が民衆を考えてる。ちゃんと、意見を

取り入れてってやってる。 
 16 の発言は、15Ｔ「民衆の視点で考えたら…吉宗

の政治って、どうなの？」という問いに対してのも

のであるが、挙手→教師による指名を経ての発言で

はなく、つぶやきに近い。この発言が興味深いのは、

14 トの「幕府を立て直すため」と「民衆のために、

お祭りとか、楽しい生活をさせた」という対立軸が、

民衆（の現在）か幕府の未来かという時間軸におい

てねじれのあるものであることを指摘し、（意識的

にではなかったかもしれないが）「民衆の未来をと 

─ 23 ─
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表 1 分析対象授業プロトコル（一部抜粋） 

（数字（1～30）は発言順、記号（イ～ヌ）は児童名を示す。） 

【場面 1】 資料を読んで考えたことの伝え合いから問いが設

定される場面 

１イ：えっと、私が思ったことは、吉宗って、だめだめだめだめ

って、ずっと言い続けてるやん、民衆に。（Ｃ：うん）でも、え

っと宗春は、あの、民衆に自由度が高い生活をさせてるや

ん？ だから、まあ、最高のリーダーって言われてたんやろ

うけど、でも、私は、吉宗の方が正しいと思ってるんよ。（Ｔ：

おうおう） だって、これは、江戸のためやん？（Ｃ：うん） 

だから、やっぱり、自分…の、まあ、住むところに、あの、な

んて言うん？ まあ、言ったら、日本を守る、みたいな感じ

やん？ （Ｃ：うん）。だから、私は、吉宗の方が正しいと思

います。 

2Ｔ：なるほど。じゃあ、ちょっと教えて。はい、ああ、ちょっと待

って。ごめん（ロを指名） 

3 ロ：えっと、私は、この状況がすごい、今に似てるなって思っ

たんよ。（Ｃ：あー）みんな気づいたかもしれへんけど、民衆

の声っていうところに、今まで楽しみだった祭りや芝居が禁

止されるしって書いてあるやん。（Ｃ：うん）これは、コロナの

せいで、いろいろ、イベントがなくなって、で、やることがなく

なってしまった、私たちに似てる気がするんよ。それにその

下の宗春さんが言ってる、「お金をたくさん使って、社会を

元気にあるのではないか」って言ってるところがあるやん。

これは Goto トラベルに似てるんじゃないかって。だから、

Goto トラベルって、賛成の人も反対の人もいるやん？ そ

れもけっこう半々ぐらいやから、このときの民衆の声も、

半々ぐらいだったんじゃないかなって思いました。 

4Ｔ：ちょっと待って。みんなじゃあさ、吉宗ってすぐれたリーダ

ーやったけど、すぐれたリーダーでいい？ そうとは言い切

れなさそう？（Ｃ：うーん。吉宗って…口々に言う）じゃあね、

今日はみんなでこれ考えていこ。（板書：学習問題）じゃ

あ、ちょっとこれ、まとめていきますね。（板書：徳川宗春は

本当にすぐれたリーダーといえるのだろうか？） 

 

【場面 2】 問いに対する個人の考えを伝え合う場面 

5Ｔ：でさー、全然わからへんって言ってたやん。（ハ：全然わ

からへん。）ちょっと、気持ち教えて。まん中置いてるん？ 

6 ハ：だってさ、No やったら、民衆にとって悪やんか。（Ｃ：う

ん）けど、Yes やったら、自分たちの日本、ま、江戸幕府

が、やばい状態やから、それをなおすためには、もう、Yes

やから、もうどっちをとったらいいんかわからん（Ｃ：あー、私

も…） 

7Ｔ：ちょっと、じゃあ、さ、みんな、聞きたい意見ある？（Ｃ：

ニ、なんか…）ニ…聞きます？ はい、お願いします。 

8 ニ：えっと、僕は、Yes より No の気持ちの方が多くて…、な

ぜかというと、なに、そういう、自分の好きなこととか、例え

ば、映画見に行って、その映画がなくなるとか、そういう、自

分のいやなことが、なに、どんどん溜まってしまうと、ストレス 

 になって、どんどん…逆に、景気とかも悪くなって、民衆の

ためを考えるなら、僕は、No かなって、思いました。（Ｃ：う

ーん） 

9Ｔ：いいリーダーって、言えるんって。（Ｃ：でもさ、…）って、

思うことあるね。じゃあさ、あと 1 人だけちょっとこっち（Yes）

聞かせて。…いつもなんか、こっち（No）貼ってるイメージな

んやけど（Ｃ：笑い）突き抜けた？ じゃあ、教えて。 

10 ホ：やっぱり、確かに、宗春とかについて、そういう考えじゃ

なくて、そこ 1 個じゃなくて、多分他も何個かあったと思うね

んな。で、それに対して多分、吉宗は、反対とかはしないけ

ど、財政がピンチな今やるのはおかしいとか（Ｃ：あー）。

で、なんかいろんな政策を、自分が、将軍がして、財政を

楽にしてから、そういうのを好きなだけ盛大にやればいいっ

て思ってたから、まあ、Yes。 

 

【場面 3】 グループで考えたことをもとに話し合う場面 

11 ハ：もう、決まらん！ 

12Ｔ：4 班。わからへん。（ハ：うん）じゃあ、4 班さん、どんな話

し合いになったか、教えてくれやん。 

13 ヘ：ぼく？（Ｃ：笑い）（同じ班のトと話す。ヘ：どうぞ。トが立

つ） 

14 ト：えっと、僕たちの班は、その、吉宗は、幕府を立て直す

ために、あの、行ったやんか、政治を。（Ｃ：うん）けど、そ

の、ヨシハルやったっけ、ヨシハルはその…（Ｃ：宗春）あ、

宗春は、その、民衆のためにさあ、お祭りとか、楽しい生活

をさせたやんか（Ｃ：うん）。で、民衆から見たら、そら、宗

春？の方がいいリーダーかもやけど、その、幕府を立て直

すために行った政治っていうの比べたら、吉宗の方が、い

いリーダーやから、どっちかわからん。民衆のためか… 

15Ｔ：えー、その民衆って視点で考えたら、…吉宗の政治っ

て、どうなの？ 

16 ロ：民衆を取るか、幕府の未来を取るか。民衆の未来を取

るか、幕府の未来を取るか。 

17 チ：そう。民衆の未来か、幕府の未来か。 

18Ｔ：どうぞ。 

19 ロ：私は逆に、吉宗の方が民衆を考えてると思って、で、な

んでかって言ったら、まあ、あの、吉宗がした政治ってさ

あ、この、全部、だめ、だめ、だめってだけじゃないやん。

（Ｃ：うん）ちゃんと聞いて、ちゃんと、意見を取り入れてって

やってるわけやん。（Ｃ：うん）そこで、きっと、全部だめなの

は、おかしいだろって、だれか民衆がひとりでも言ったら、

きっと、見直してくれたと思うんよ。ま、事実を知らんから、そ

う言えるだけやけど、まあ、きっと見てくれたと思うから、そこ

で、裏だけで、文句言っているでも、おかしいんじゃないか

なって思いました。 

20Ｔ：なるほど。じゃあ、事実を教えたいと思います。実は、目

安箱に入れられてます。民衆から。（ロ：やっぱり）ちょっと 
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るか、幕府の未来をとるか」と言い換え、時間軸を

そろえようとしていることである。この発言が 25リ

（宗春の政治によって、未来がどうなるのか）、28
ヌ・30 ハ（宗春の政治が失敗した場合の民衆への影

響）へとつながっていると考えられる。 
 ロのもう 1 つの発言、19 は、宗春の政治＝民衆の

ための政治、吉宗の政治＝幕府のための政治という、

これまでの話し合いでの前提を覆し、「吉宗の方が

民衆を考えてる」とするものである。この意見が引

き金となって、20Ｔによる情報提供を経て、21 へ（取

り入れた意見は、命に関わること）という吉宗の政

治に対する再評価と、22 ニ（民衆の意見を取り入れ

ていない楽しみのない生活はいけない）という意見

との鋭い対立を生み、学級全体の探究へと向かうエ

ネルギーとなっている。 
 
5. 集団思考を深めるために 

 「1. 研究の背景と目的」で述べたように、附属小学

校では、子どもの見方・考え方の変容・深まりをも

たらすものとして、学習課題、学習の場、見方・考

 
生活しんどすぎます、やめてくださいって目安箱に投函さ

れてます。だから吉宗さんも自分がやってることに対して、

民衆がしんどがってる、不満を持ってるっていう、まあ、そ

んな声ばっかりじゃないかもしれんけどね、一部にそんな

声があるっていうんは、わかってました。（Ｃ：知ってる。知

ってるけど、やってなかったん）わかってたのに改善せんか

ったん。いいリーダー？（Ｃ：いいリーダーって…。ロ：でも、

取り入れた意見があるから）ああ、取り入れた意見があるか

ら大丈夫？（Ｃ：その他の意見が…）はい、どうぞ。 

21 ヘ：取り入れた意見って、例えば、消防隊とか、それって、

命のやつやん。（Ｃ：うん）これは、今の、入れるやつは、命

じゃなくて、苦しいとかいうやつだから、（Ｃ：苦しいも、いち

お、命じゃん）苦しいも命だけど、火災の方が命に関わるこ

と、だから、受け入れたんじゃないかなって思います。 

（略） 

22 ニ：えっと、そういう、なに？人に、民衆を、さっきロさんも言

ってたけど、その何、命だけを救ってっていうんかな、命、

最低限のことをして、それで、その、でも、楽しみがないと

さ、人って、あんまり、人っていうか、あんまり、楽しくないと

思うんよ、生活が。（Ｃ：うん）だから、その、僕は、僕は、宗

春の意見を、意見がいいと思って、あの、たとえ、苦しむ人

が、いるかわからんけど、あの、いやがってる人を無視し

て、その民衆の意見を、取り入れたのもあると思うけど、取り

入れてない、あの、楽しみのない生活はいけないんじゃな

いかと思います。（Ｃ：口々に…） 

（略） 

23Ｔ：じゃあ、みんな、両方の現状知ってさあ、みんなやった

らどっち行く？（Ｃ：尾張、江戸、口々に）じゃあ、手挙げて

もらお。尾張行くっていう人？（Ｃ：はーい）、江戸に行く

人？（Ｃ：はーい）、え、すご。（Ｃ：祭りがきらい）。思ってるこ

と言って。はい、どうぞ。 

2４ニ：えっと、例えば、え、なんでさ、え、何？自分のいやなこ

とを優先して、あの、尾張は絶対楽しいやん。（Ｃ：うん）あ

の、ダンス。ダンス？（Ｔ：ちょっと。尾張は楽しいはＯＫな

ん、みんな？ Ｃ：うん）尾張の方が。絶対楽しいのに、なん

でそんな、なに？（Ｃ：質素に）民衆たちも 2 万人は尾張に 

 行ったって、書いてあるやん。資料に。（Ｃ：うん）だから、民

衆からしたら、絶対、尾張に行く方が楽しいやん。だから、

なのに、なんで、そういう尾張に行かない人が多いんかな

って。え、普通、自分のことって言うか、普通に考えたら、

絶対、尾張の方がさ、なに、生活が充実してるやん（Ｃ：う

ん）。だから、制限もないし、だから、なぜ尾張に行かない

のかなあって。（Ｃ：はい） 

2５リ：えっと、僕は、吉宗の方なんやけど、あの理由は、お金

をじゃんじゃん使うやんか、そうなったら。みんなが。そして

さあ、国の金がなくなっていくやん。そしたら、のちに、ま

た、どんどん削れていくやんか、お金が。だから、まあ、あ

の、ニさんが楽しむ方がいいって言ってるけど、（Ｃ：尾張）

尾張？（Ｃ：うん）尾張の方がいいって言ってるけど、でも、

なんか、あの、なんて言ったらいいん？あの、充実しすぎた

ら、なんか、ずっとそこにおる？ おっても、のちに多分つ

ぶれるから、だからまあ、ずっと節約っていったらいいんか

な、それの方がいいと思いました。 

26Ｃ：はい。はい。 

27Ｔ：はい。どうぞ。 

28 ヌ：えっと、ぼくは、まあ、江戸の方で、理由は、尾張に行っ

ても、お金いっぱい使うって言ってくれたんやけど、まあ、

僕も、それ同じで、どんどんお金使っていったら、あの、国

の、お金が、なくなってきて、どっちみち、あの、国が？ 貧

乏になってくるやん（Ｃ：うん）。だから、また、貧乏になっ

て、江戸に行く人もおるかもしれんから、そういうときには、

そういうときになったら、もう、なんていうの？ 尾張の生活

が馴染みすぎて、（Ｃ：あー）なんていうん？ （Ｃ：あー）な

れやんっていうか、（Ｃ：くる…しい…） 

29Ｔ：え、どういう意味？ ちょっとどういうこと？ はい。 

30 ハ：えっと、もし、尾張に、なんかそっちの方が楽しいし、充

実してるから、住むとするやんか。（Ｃ：うん）そのときに、貧

乏になってもうて、さあ、江戸に戻ったとするやん？（Ｃ：う

ん） ったら、尾張って遊ぶ文化やん？ だいたい。江戸っ

て、尾張よりちょっと苦しいから、あのー、その、尾張で、慣

れたから…身が急に、江戸に変わったときに、そのストレス

が、すごくたまる。（Ｔ：あー、Ｃ：でも、だけど…） 

 

─ 24 ─ ─ 25 ─
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表 1 分析対象授業プロトコル（一部抜粋） 

（数字（1～30）は発言順、記号（イ～ヌ）は児童名を示す。） 

【場面 1】 資料を読んで考えたことの伝え合いから問いが設

定される場面 

１イ：えっと、私が思ったことは、吉宗って、だめだめだめだめ

って、ずっと言い続けてるやん、民衆に。（Ｃ：うん）でも、え

っと宗春は、あの、民衆に自由度が高い生活をさせてるや

ん？ だから、まあ、最高のリーダーって言われてたんやろ

うけど、でも、私は、吉宗の方が正しいと思ってるんよ。（Ｔ：

おうおう） だって、これは、江戸のためやん？（Ｃ：うん） 

だから、やっぱり、自分…の、まあ、住むところに、あの、な

んて言うん？ まあ、言ったら、日本を守る、みたいな感じ

やん？ （Ｃ：うん）。だから、私は、吉宗の方が正しいと思

います。 

2Ｔ：なるほど。じゃあ、ちょっと教えて。はい、ああ、ちょっと待

って。ごめん（ロを指名） 

3 ロ：えっと、私は、この状況がすごい、今に似てるなって思っ

たんよ。（Ｃ：あー）みんな気づいたかもしれへんけど、民衆

の声っていうところに、今まで楽しみだった祭りや芝居が禁

止されるしって書いてあるやん。（Ｃ：うん）これは、コロナの

せいで、いろいろ、イベントがなくなって、で、やることがなく

なってしまった、私たちに似てる気がするんよ。それにその

下の宗春さんが言ってる、「お金をたくさん使って、社会を

元気にあるのではないか」って言ってるところがあるやん。

これは Goto トラベルに似てるんじゃないかって。だから、

Goto トラベルって、賛成の人も反対の人もいるやん？ そ

れもけっこう半々ぐらいやから、このときの民衆の声も、

半々ぐらいだったんじゃないかなって思いました。 

4Ｔ：ちょっと待って。みんなじゃあさ、吉宗ってすぐれたリーダ

ーやったけど、すぐれたリーダーでいい？ そうとは言い切

れなさそう？（Ｃ：うーん。吉宗って…口々に言う）じゃあね、

今日はみんなでこれ考えていこ。（板書：学習問題）じゃ

あ、ちょっとこれ、まとめていきますね。（板書：徳川宗春は

本当にすぐれたリーダーといえるのだろうか？） 

 

【場面 2】 問いに対する個人の考えを伝え合う場面 

5Ｔ：でさー、全然わからへんって言ってたやん。（ハ：全然わ

からへん。）ちょっと、気持ち教えて。まん中置いてるん？ 

6 ハ：だってさ、No やったら、民衆にとって悪やんか。（Ｃ：う

ん）けど、Yes やったら、自分たちの日本、ま、江戸幕府

が、やばい状態やから、それをなおすためには、もう、Yes

やから、もうどっちをとったらいいんかわからん（Ｃ：あー、私

も…） 

7Ｔ：ちょっと、じゃあ、さ、みんな、聞きたい意見ある？（Ｃ：

ニ、なんか…）ニ…聞きます？ はい、お願いします。 

8 ニ：えっと、僕は、Yes より No の気持ちの方が多くて…、な

ぜかというと、なに、そういう、自分の好きなこととか、例え

ば、映画見に行って、その映画がなくなるとか、そういう、自

分のいやなことが、なに、どんどん溜まってしまうと、ストレス 

 になって、どんどん…逆に、景気とかも悪くなって、民衆の

ためを考えるなら、僕は、No かなって、思いました。（Ｃ：う

ーん） 

9Ｔ：いいリーダーって、言えるんって。（Ｃ：でもさ、…）って、

思うことあるね。じゃあさ、あと 1 人だけちょっとこっち（Yes）

聞かせて。…いつもなんか、こっち（No）貼ってるイメージな

んやけど（Ｃ：笑い）突き抜けた？ じゃあ、教えて。 

10 ホ：やっぱり、確かに、宗春とかについて、そういう考えじゃ

なくて、そこ 1 個じゃなくて、多分他も何個かあったと思うね

んな。で、それに対して多分、吉宗は、反対とかはしないけ

ど、財政がピンチな今やるのはおかしいとか（Ｃ：あー）。

で、なんかいろんな政策を、自分が、将軍がして、財政を

楽にしてから、そういうのを好きなだけ盛大にやればいいっ

て思ってたから、まあ、Yes。 

 

【場面 3】 グループで考えたことをもとに話し合う場面 

11 ハ：もう、決まらん！ 

12Ｔ：4 班。わからへん。（ハ：うん）じゃあ、4 班さん、どんな話

し合いになったか、教えてくれやん。 

13 ヘ：ぼく？（Ｃ：笑い）（同じ班のトと話す。ヘ：どうぞ。トが立

つ） 

14 ト：えっと、僕たちの班は、その、吉宗は、幕府を立て直す

ために、あの、行ったやんか、政治を。（Ｃ：うん）けど、そ

の、ヨシハルやったっけ、ヨシハルはその…（Ｃ：宗春）あ、

宗春は、その、民衆のためにさあ、お祭りとか、楽しい生活

をさせたやんか（Ｃ：うん）。で、民衆から見たら、そら、宗

春？の方がいいリーダーかもやけど、その、幕府を立て直

すために行った政治っていうの比べたら、吉宗の方が、い

いリーダーやから、どっちかわからん。民衆のためか… 

15Ｔ：えー、その民衆って視点で考えたら、…吉宗の政治っ

て、どうなの？ 

16 ロ：民衆を取るか、幕府の未来を取るか。民衆の未来を取

るか、幕府の未来を取るか。 

17 チ：そう。民衆の未来か、幕府の未来か。 

18Ｔ：どうぞ。 

19 ロ：私は逆に、吉宗の方が民衆を考えてると思って、で、な

んでかって言ったら、まあ、あの、吉宗がした政治ってさ

あ、この、全部、だめ、だめ、だめってだけじゃないやん。

（Ｃ：うん）ちゃんと聞いて、ちゃんと、意見を取り入れてって

やってるわけやん。（Ｃ：うん）そこで、きっと、全部だめなの

は、おかしいだろって、だれか民衆がひとりでも言ったら、

きっと、見直してくれたと思うんよ。ま、事実を知らんから、そ

う言えるだけやけど、まあ、きっと見てくれたと思うから、そこ

で、裏だけで、文句言っているでも、おかしいんじゃないか

なって思いました。 

20Ｔ：なるほど。じゃあ、事実を教えたいと思います。実は、目

安箱に入れられてます。民衆から。（ロ：やっぱり）ちょっと 
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るか、幕府の未来をとるか」と言い換え、時間軸を

そろえようとしていることである。この発言が 25リ

（宗春の政治によって、未来がどうなるのか）、28
ヌ・30 ハ（宗春の政治が失敗した場合の民衆への影

響）へとつながっていると考えられる。 
 ロのもう 1 つの発言、19 は、宗春の政治＝民衆の

ための政治、吉宗の政治＝幕府のための政治という、

これまでの話し合いでの前提を覆し、「吉宗の方が

民衆を考えてる」とするものである。この意見が引

き金となって、20Ｔによる情報提供を経て、21 へ（取

り入れた意見は、命に関わること）という吉宗の政

治に対する再評価と、22 ニ（民衆の意見を取り入れ

ていない楽しみのない生活はいけない）という意見

との鋭い対立を生み、学級全体の探究へと向かうエ

ネルギーとなっている。 
 
5. 集団思考を深めるために 

 「1. 研究の背景と目的」で述べたように、附属小学

校では、子どもの見方・考え方の変容・深まりをも

たらすものとして、学習課題、学習の場、見方・考

 
生活しんどすぎます、やめてくださいって目安箱に投函さ

れてます。だから吉宗さんも自分がやってることに対して、

民衆がしんどがってる、不満を持ってるっていう、まあ、そ

んな声ばっかりじゃないかもしれんけどね、一部にそんな

声があるっていうんは、わかってました。（Ｃ：知ってる。知

ってるけど、やってなかったん）わかってたのに改善せんか

ったん。いいリーダー？（Ｃ：いいリーダーって…。ロ：でも、

取り入れた意見があるから）ああ、取り入れた意見があるか

ら大丈夫？（Ｃ：その他の意見が…）はい、どうぞ。 

21 ヘ：取り入れた意見って、例えば、消防隊とか、それって、

命のやつやん。（Ｃ：うん）これは、今の、入れるやつは、命

じゃなくて、苦しいとかいうやつだから、（Ｃ：苦しいも、いち

お、命じゃん）苦しいも命だけど、火災の方が命に関わるこ

と、だから、受け入れたんじゃないかなって思います。 

（略） 

22 ニ：えっと、そういう、なに？人に、民衆を、さっきロさんも言

ってたけど、その何、命だけを救ってっていうんかな、命、

最低限のことをして、それで、その、でも、楽しみがないと

さ、人って、あんまり、人っていうか、あんまり、楽しくないと

思うんよ、生活が。（Ｃ：うん）だから、その、僕は、僕は、宗

春の意見を、意見がいいと思って、あの、たとえ、苦しむ人

が、いるかわからんけど、あの、いやがってる人を無視し

て、その民衆の意見を、取り入れたのもあると思うけど、取り

入れてない、あの、楽しみのない生活はいけないんじゃな

いかと思います。（Ｃ：口々に…） 

（略） 

23Ｔ：じゃあ、みんな、両方の現状知ってさあ、みんなやった

らどっち行く？（Ｃ：尾張、江戸、口々に）じゃあ、手挙げて

もらお。尾張行くっていう人？（Ｃ：はーい）、江戸に行く

人？（Ｃ：はーい）、え、すご。（Ｃ：祭りがきらい）。思ってるこ

と言って。はい、どうぞ。 

2４ニ：えっと、例えば、え、なんでさ、え、何？自分のいやなこ

とを優先して、あの、尾張は絶対楽しいやん。（Ｃ：うん）あ

の、ダンス。ダンス？（Ｔ：ちょっと。尾張は楽しいはＯＫな

ん、みんな？ Ｃ：うん）尾張の方が。絶対楽しいのに、なん

でそんな、なに？（Ｃ：質素に）民衆たちも 2 万人は尾張に 

 行ったって、書いてあるやん。資料に。（Ｃ：うん）だから、民

衆からしたら、絶対、尾張に行く方が楽しいやん。だから、

なのに、なんで、そういう尾張に行かない人が多いんかな

って。え、普通、自分のことって言うか、普通に考えたら、

絶対、尾張の方がさ、なに、生活が充実してるやん（Ｃ：う

ん）。だから、制限もないし、だから、なぜ尾張に行かない

のかなあって。（Ｃ：はい） 

2５リ：えっと、僕は、吉宗の方なんやけど、あの理由は、お金

をじゃんじゃん使うやんか、そうなったら。みんなが。そして

さあ、国の金がなくなっていくやん。そしたら、のちに、ま

た、どんどん削れていくやんか、お金が。だから、まあ、あ

の、ニさんが楽しむ方がいいって言ってるけど、（Ｃ：尾張）

尾張？（Ｃ：うん）尾張の方がいいって言ってるけど、でも、

なんか、あの、なんて言ったらいいん？あの、充実しすぎた

ら、なんか、ずっとそこにおる？ おっても、のちに多分つ

ぶれるから、だからまあ、ずっと節約っていったらいいんか

な、それの方がいいと思いました。 

26Ｃ：はい。はい。 

27Ｔ：はい。どうぞ。 

28 ヌ：えっと、ぼくは、まあ、江戸の方で、理由は、尾張に行っ

ても、お金いっぱい使うって言ってくれたんやけど、まあ、

僕も、それ同じで、どんどんお金使っていったら、あの、国

の、お金が、なくなってきて、どっちみち、あの、国が？ 貧

乏になってくるやん（Ｃ：うん）。だから、また、貧乏になっ

て、江戸に行く人もおるかもしれんから、そういうときには、

そういうときになったら、もう、なんていうの？ 尾張の生活

が馴染みすぎて、（Ｃ：あー）なんていうん？ （Ｃ：あー）な

れやんっていうか、（Ｃ：くる…しい…） 

29Ｔ：え、どういう意味？ ちょっとどういうこと？ はい。 

30 ハ：えっと、もし、尾張に、なんかそっちの方が楽しいし、充

実してるから、住むとするやんか。（Ｃ：うん）そのときに、貧

乏になってもうて、さあ、江戸に戻ったとするやん？（Ｃ：う

ん） ったら、尾張って遊ぶ文化やん？ だいたい。江戸っ

て、尾張よりちょっと苦しいから、あのー、その、尾張で、慣

れたから…身が急に、江戸に変わったときに、そのストレス

が、すごくたまる。（Ｔ：あー、Ｃ：でも、だけど…） 

 

─ 25 ─
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え方の基盤となる知識の 3 つを設定している。これ

らのうち、見方・考え方の基盤となる知識について

は、分析対象授業でも吉宗の政治について、幕政を

立て直すための質素倹約だけでなく、目安箱や町火

消しという知識も活用することで、集団思考という

学習の場において、より話し合いが深まることが確

認できた。 
 ここでは、学習課題に対して、前項でも取りあげ

た、ロの 16、19 の発言をもとに考察したい。 
 16 では、民衆の現在か幕府の未来かという問いが、

民衆の未来か幕府の未来かと言い直され、政策をそ

の影響から評価する 25 リ、28 ヌの発言につながっ

ている。「吉宗はすぐれたリーダーといえるのか？」

という価値判断の問いに対し、その判断のもととな

る事項を揃えることが、探究の深まりにつながるこ

とを示していると言えるだろう。 
 19 は「吉宗の方が民衆を考えている」という新た

な仮説の提示であるが、20Ｔによって、「吉宗も自分

がやってることに対して、民衆が不満を持ってるっ

ていうんはわかっていたが、改善せんかった」とい

う、子どもたちのもつ「吉宗＝すぐれたリーダー」

という認識と矛盾する新たな情報の提示によって

学びの場を活性化させ、吉宗の政治に対する認識の

広がりをもたらしている。月並みではあるが、子ど

もの既有の認識をゆさぶる情報提示と、広がりのあ

る学習課題を設定することの重要性を示す事例と

言えよう。 
 
6. おわりに 

 本稿では、子どもの社会的な見方・考え方をもた

らすものとして、集団思考の場における発言をもと

に、既有知識の活用や学習課題の設定について考察

してきた。紙幅の関係で論じきれなかったものが、

集団思考の場づくりである。西川学級では、コロナ

禍であったにもかかわらず、4 月当初より「子供た

ちが学ぶ『集団の在り方』」について学級通信等を通

じて子どものみならず保護者とも対話を続けると

ともに、授業再開後の 6 月から、さまざまな価値判

断課題への取り組みを重ねてきている。しかしなが

ら、それぞれの意見の言いっ放しでなく、意見の対

立とそれをもとにした学びの深まりが見られるよ

うになるまでには、学級経営と授業経営（授業の手

立て）の両方で、西川先生によるさまざまな取り組

みがなされている。本時で見られたような、教師が

設定した問いを自分たちで組みかえ、思考を深めて

いく子どもの姿は、教師の地道な取り組みによって

つくられていることを強調しておきたい。 
  
 

 
 
 
 
 
 

見方・考え方の変容をめざす社会科授業づくり 

 

文責：和歌山大学教育学部 岩野清美 

和歌山県立日高高等学校附属中学校 松本能・柚木勝志 

 

 

1. 問題の所在と研究の目的 

 2017年に告知された学習指導要領では、社会問題を

扱うことの重要性を以下のように指摘している。 

今日，グローバル化，情報化の進展をはじめとし

て社会は大きく変化しており，今後，国民が生活上

の様々な新しい問題に直面していくことが予想され

る（中略：引用者）。国民が変化する社会の中で様々

な問題に主体的に対応し，よりよい社会を形成して

いくためには，（中略：引用者），政治や経済などに

関する課題の解決に向けて考察，構想できるように

したりする力の基礎をしっかりと養っておくことが一層

必要となるのである。1 

グローバル化、情報化の進展などの社会の変化にと

もない、社会が複雑化・多様化・分断化していくならば、

今以上に社会問題も生じてくるようになるだろう2。井出

英策は、社会が人々による目標や経験の共有があって

初めて成立するものであり、分断が民主主義や社会の

危機であることを強調する3。公共圏が成立しなくなり、

社会問題の存在を申し立てる声が聞き届けられず、問

題が「問題」としてすでに成立しなくなっているという指

摘4もある。戦後 70 年以上にわたって平和で民主的な

社会の形成者を育成することを掲げてきた社会科の重

大な危機であろう。分断が生じている理由について塩

原良和は、マジョリティとマイノリティの共生をめざす取り

組みを事例に、マジョリティが流そうと思っている「過去」

が、まさにマイノリティの「現在」に影響を与えていること

をマジョリティが忘れがちであることを指摘する。分断克

服のためには、マジョリティとマイノリティのおかれたポ

ジショナリティの違いとそれをもたらした過去の経緯に

それをもたらした過去の経緯に自らがどう連累している

かという想像力を働かせることが重要なのだ。このことは、

当事者の置かれたポジショナリティと、問題が当事者に

与える長期的な影響、また、その問題が私たちの暮ら

す社会の構造により生み出されている問題であるにも

かかわらずそのことが見えにくいという点で、貧困問題、

特に子どもの貧困と通底するものがあるだろう。子ども

の貧困は、今、ここの、私たちの問題であるにもかかわ

らず、見えにくい問題である5。逆に言えば、このような

問題を取りあげ、教材化することで、これから生じる新た

な問題に対してもそれに対応する力を育成することに

つながるだろう。 

現代の貧困は、生命の維持が危ぶまれる絶対的貧

困とは異なり、社会的に普通とされている生活を送るこ

とができない状況である相対的貧困である。また、単な

る金銭の不足と捉えるのではなく、財を用いて得ること

のできる政治的・経済的・文化的なさまざまな機会や選

択肢を失い、社会関係からも排除された結果、何かを

なし得る潜在能力の欠如した状態ととらえる、「社会的

排除」の概念も広がりつつある6。北山夕華はシティズン

シップを社会に参加し、他者と多様に関わる実践と定

義しているが、貧困により知識・経験の不足や関係から

の排除が起きれば、シティズンシップが実質的に行使

できないことになる7。市民的資質の育成という社会科の

究極的な目標のためにも、子どもの貧困は解決される

べき問題である。これは正義の問題であるとともに、貧

困におかれている人の状況が改善し、納税することが

できるようになれば、私たちの社会全体がより豊かにな

るにもかかわらず放置されているという意味でも問題が

あると言えよう。 

本研究はこのような問題意識から、見えにくいとされ

る社会問題を社会科授業で扱い、子どもの認識の変容

を探索的に探ることを目的とする。社会問題の対象は

幅広いが、1 時間の学習に収める必要から、本研究で

は学習内容を子どもの問題に焦点化した。 

 ところで、社会問題が問題として成立しにくいのはな

ぜだろうか。様々な要因があろうが、本稿では 3 つの要

因を指摘したい。以下、マジョリティ／マイノリティの語を

使用するが、これは必ずしも人数の多寡を意味するも

のではなく、下に述べる状況定義場面において、状況

定義を行っている者をマジョリティ、マジョリティによって
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