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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。 
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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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自分の行為や置かれている状況が意味（定義）づけら

れる状況に抗すことができない者をマイノリティと表現し

ている。 

① マイノリティの状況定義が他者（マジョリティ）によっ

てなされること。 

② マジョリティによって問題がマイノリティ個人の自己

責任によるものととらえられ、われわれ社会全体の問

題としてとらえられないこと。 

③ マイノリティが自らの状況の困難さを認識し、それを

社会全体の問題として構築し、声を上げることができ

ないこと。 

 まず、①の状況定義の問題である。状況定義とは、い

ま、何をしているのか、他の人々とどのような関係にある

のかなど、いま•ここで展開している世界を意味づけるこ

とである。逆に言えば、自身による自己の状況定義を否

定されるということは、意味付与する主体によって客体

化され、従属する存在として位置づけられることである8。

坂本佳鶴恵は、学校での特定の個人に対する侮辱や

暴力がマジョリティによって遊びと定義されるという事例

を挙げているが、ある子どもが自分がされていることを

「いじめ」とみなし異議申し立てを行ったとしても、同じ

行為を「遊び」とみなすマジョリティの状況定義を変容さ

せることができないならば、苦しさを訴える声は聞き取ら

れずに消え去ってしまう。状況定義をめぐる権力関係が

ここにはある。熊本理抄は、マジョリティが自分にとって

都合の悪い現実や声を無視する、放置することで現状

を維持できることを、野村浩也の言葉を借りて「権力的

沈黙」と呼び、マジョリティとマイノリティの間に権力の非

対称性があることを指摘する9。マイノリティが苦しい状

況のなかで声を上げても、状況定義を行う権力をもつ

マジョリティがそれを無視してしまえば、問題は問題とし

て成立しないのだ。 

 これは②の問題と深く関わる。マイノリティの声がマジ

ョリティに届いたとしても、それを他者の話として聞くの

か、自分が関係する社会全体に対する異議申し立てと

して聞くのかはマジョリティの側にゆだねられている10。 

 子どもの貧困は、私たちが暮らす社会全体の問題で

ある。日本では、2000 年代以降世帯収入の伸び悩みと

ともに、格差も拡大してきた。それに加え、先進国のな

かでは公的支出に占める教育費の割合が小さいため、

教育の私的負担（家計による教育費負担）が大きくなっ

ている。このことの影響を直接的に被るのが、他者に依

存する存在である子どもである。子どもは他者に家族に

養われる存在であるがゆえに、家庭の貧困の影響を免

れにくい。それにもかかわらず、マジョリティは、マイノリ

ティの異議申し立ての声を、努力不足の個人による怨

嗟として聞き流すこともできるのだ。 

 最後に、③のマイノリティが自分の状況を困難さを認

識すること、声を上げることの困難である。社会的排除

の状況におかれたマイノリティにとっては、状況を客観

的に見つめ直す余裕をもつことも、それを社会全体の

問題としてマジョリティに届く声を上げることも、容易なこ

とではない。しかし、先述したように、子どもの貧困はそ

もそも社会全体の問題であり、また、マイノリティの状況

を定義しているのがマジョリティであるならば、それを変

容させる責任もマジョリティにある。 

 本研究はこのような前提に立ち、（実態はどうであれ、

意識のうえでは）マジョリティにある子どもたちの意識変

容のようすを探っていく。 

 

2. 研究の方法 

 社会問題が問題として成立しにくい理由について、こ

こまで 3 点にわたって述べてきた。上記の問題意識か

ら、共同研究校である和歌山県立日高高等学校附属

中学校 3 年生 2 クラスにおいて、実験授業「『子どもの

貧困』について考えよう」を実践する。実践にあたって

は、上記社会問題が問題として成立しにくい理由それ

ぞれに抗する手立てを講じた。 

 実験授業の指導略案を表 1 に示す。なお、実験授業

が 2021 年 2 月 17 日(水)を予定しているため、本稿執

筆時には実践はできていない。実験授業実施後に結

果を分析する予定である。 

 

 

 

【表 1】 社会科学習指導案 

和歌山大学教育学部 岩野清美 

 

○ 本時目標：「子どもの貧困問題」について、その原因を日本の経済・社会保障体制と人々の問題認識のありようの両面

から指摘するとともに、問題を認識するための方法について自分の考えを述べることができる。 

 

○ 展開 

段階 おもな発問 予想される反応 ・ 指導上の留意点 

☆ 評価の観点 

○ 社会問題が「見えにくい」こと

に抗する手立て 

資料 

導入 

（8 分） 

○ 「子どもの貧

困」が与える影

響を確認しよう。 

・ 子どもの学力や大学進学率

と、世帯収入には関連があ

る。 

・ 子どもの貧困が、貧困状態に

暮らす子どもの可能性を狭めう

るという問題であることに気づ

かせる。 

【資料 1】 

【資料 2】 

 ○ 「子どもの貧

困」とは何かを確

認しよう。 

・ 「その世帯が使えるお金」

（等価可処分所得）の平均の

半分以下で生活している世

帯の子どもが、日本では 7 人

に 1 人を占める。 

・ 貧困問題が「飢え」の問題で

はないため、見えにくくなって

いることに気づかせる。 

【資料 3】 

【資料 4】 

本時の 

めあて 

の確認 

（2 分） 

    

 子どもの貧困を「社会全体の問題」としてとらえるには、どうすればいいのか考えよう。  
    

展開 1 

（13 分） 

○ 「子どもの貧

困」が起きる原因

について、日本

の経済・社会保

障体制の面から

考えよう。 

・ 日本では、2000 年代以降、

世帯収入の伸び悩みととも

に、格差も拡大している。 

 【資料 5】 

【資料 6】 

【資料 7】 

 ・ 日本は、先進国のなかで

は、公的支出に占める教育

費の割合が小さく、教育の私

的負担（家計による教育費負

担）が大きくなっている。 

・ 教育の私的負担が重いことか

ら、子どもの貧困が子どもの学

力や進路に大きな影響を与え

ていることに気づかせる。 

・ 生まれてくる家庭を選べず、ま

た、依存的存在であるのに、社

会の問題によって貧困の影響

を被ってしまう子どもがいること

に気づかせる。 

○ 貧困の問題を、われわれの

社会全体の問題としてとらえさ

せる。 

【資料 8】 

展開 2 

（10 分） 

○ 「子どもの貧困

問題」が見逃さ

れがちな原因に

・ 貧困状態にある他者の存在

が見えにくいこと、また、貧困

を「問題である」とする状況定

○ マイノリティの状況定義が、

他者によってなされることに気

づかせる。 
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自分の行為や置かれている状況が意味（定義）づけら

れる状況に抗すことができない者をマイノリティと表現し

ている。 

① マイノリティの状況定義が他者（マジョリティ）によっ

てなされること。 

② マジョリティによって問題がマイノリティ個人の自己

責任によるものととらえられ、われわれ社会全体の問

題としてとらえられないこと。 

③ マイノリティが自らの状況の困難さを認識し、それを

社会全体の問題として構築し、声を上げることができ

ないこと。 

 まず、①の状況定義の問題である。状況定義とは、い

ま、何をしているのか、他の人々とどのような関係にある

のかなど、いま•ここで展開している世界を意味づけるこ

とである。逆に言えば、自身による自己の状況定義を否

定されるということは、意味付与する主体によって客体

化され、従属する存在として位置づけられることである8。

坂本佳鶴恵は、学校での特定の個人に対する侮辱や

暴力がマジョリティによって遊びと定義されるという事例

を挙げているが、ある子どもが自分がされていることを

「いじめ」とみなし異議申し立てを行ったとしても、同じ

行為を「遊び」とみなすマジョリティの状況定義を変容さ

せることができないならば、苦しさを訴える声は聞き取ら

れずに消え去ってしまう。状況定義をめぐる権力関係が

ここにはある。熊本理抄は、マジョリティが自分にとって

都合の悪い現実や声を無視する、放置することで現状

を維持できることを、野村浩也の言葉を借りて「権力的

沈黙」と呼び、マジョリティとマイノリティの間に権力の非

対称性があることを指摘する9。マイノリティが苦しい状

況のなかで声を上げても、状況定義を行う権力をもつ

マジョリティがそれを無視してしまえば、問題は問題とし

て成立しないのだ。 

 これは②の問題と深く関わる。マイノリティの声がマジ

ョリティに届いたとしても、それを他者の話として聞くの

か、自分が関係する社会全体に対する異議申し立てと

して聞くのかはマジョリティの側にゆだねられている10。 

 子どもの貧困は、私たちが暮らす社会全体の問題で

ある。日本では、2000 年代以降世帯収入の伸び悩みと

ともに、格差も拡大してきた。それに加え、先進国のな

かでは公的支出に占める教育費の割合が小さいため、

教育の私的負担（家計による教育費負担）が大きくなっ

ている。このことの影響を直接的に被るのが、他者に依

存する存在である子どもである。子どもは他者に家族に

養われる存在であるがゆえに、家庭の貧困の影響を免

れにくい。それにもかかわらず、マジョリティは、マイノリ

ティの異議申し立ての声を、努力不足の個人による怨

嗟として聞き流すこともできるのだ。 

 最後に、③のマイノリティが自分の状況を困難さを認

識すること、声を上げることの困難である。社会的排除

の状況におかれたマイノリティにとっては、状況を客観

的に見つめ直す余裕をもつことも、それを社会全体の

問題としてマジョリティに届く声を上げることも、容易なこ

とではない。しかし、先述したように、子どもの貧困はそ

もそも社会全体の問題であり、また、マイノリティの状況

を定義しているのがマジョリティであるならば、それを変

容させる責任もマジョリティにある。 

 本研究はこのような前提に立ち、（実態はどうであれ、

意識のうえでは）マジョリティにある子どもたちの意識変

容のようすを探っていく。 

 

2. 研究の方法 

 社会問題が問題として成立しにくい理由について、こ

こまで 3 点にわたって述べてきた。上記の問題意識か

ら、共同研究校である和歌山県立日高高等学校附属

中学校 3 年生 2 クラスにおいて、実験授業「『子どもの

貧困』について考えよう」を実践する。実践にあたって

は、上記社会問題が問題として成立しにくい理由それ

ぞれに抗する手立てを講じた。 

 実験授業の指導略案を表 1 に示す。なお、実験授業

が 2021 年 2 月 17 日(水)を予定しているため、本稿執

筆時には実践はできていない。実験授業実施後に結

果を分析する予定である。 

 

 

 

【表 1】 社会科学習指導案 

和歌山大学教育学部 岩野清美 

 

○ 本時目標：「子どもの貧困問題」について、その原因を日本の経済・社会保障体制と人々の問題認識のありようの両面

から指摘するとともに、問題を認識するための方法について自分の考えを述べることができる。 

 

○ 展開 

段階 おもな発問 予想される反応 ・ 指導上の留意点 

☆ 評価の観点 

○ 社会問題が「見えにくい」こと

に抗する手立て 

資料 

導入 

（8 分） 

○ 「子どもの貧

困」が与える影

響を確認しよう。 

・ 子どもの学力や大学進学率

と、世帯収入には関連があ

る。 

・ 子どもの貧困が、貧困状態に

暮らす子どもの可能性を狭めう

るという問題であることに気づ

かせる。 

【資料 1】 

【資料 2】 

 ○ 「子どもの貧

困」とは何かを確

認しよう。 

・ 「その世帯が使えるお金」

（等価可処分所得）の平均の

半分以下で生活している世

帯の子どもが、日本では 7 人

に 1 人を占める。 

・ 貧困問題が「飢え」の問題で

はないため、見えにくくなって

いることに気づかせる。 

【資料 3】 

【資料 4】 

本時の 

めあて 

の確認 

（2 分） 

    

 子どもの貧困を「社会全体の問題」としてとらえるには、どうすればいいのか考えよう。  
    

展開 1 

（13 分） 

○ 「子どもの貧

困」が起きる原因

について、日本

の経済・社会保

障体制の面から

考えよう。 

・ 日本では、2000 年代以降、

世帯収入の伸び悩みととも

に、格差も拡大している。 

 【資料 5】 

【資料 6】 

【資料 7】 

 ・ 日本は、先進国のなかで

は、公的支出に占める教育

費の割合が小さく、教育の私

的負担（家計による教育費負

担）が大きくなっている。 

・ 教育の私的負担が重いことか

ら、子どもの貧困が子どもの学

力や進路に大きな影響を与え

ていることに気づかせる。 

・ 生まれてくる家庭を選べず、ま

た、依存的存在であるのに、社

会の問題によって貧困の影響

を被ってしまう子どもがいること

に気づかせる。 

○ 貧困の問題を、われわれの

社会全体の問題としてとらえさ

せる。 

【資料 8】 

展開 2 

（10 分） 

○ 「子どもの貧困

問題」が見逃さ

れがちな原因に

・ 貧困状態にある他者の存在

が見えにくいこと、また、貧困

を「問題である」とする状況定

○ マイノリティの状況定義が、

他者によってなされることに気

づかせる。 
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ついて、人々の

問題認識のあり

ようから考えよう。 

義が他者によって行われるこ

とから、貧困問題がみえにく

くなっている。 

展開 3 

（7 分） 

○ 「子どもの貧

困」を当事者が

解決することが

難しいのはなぜ

かを考えよう。 

・ 子どもは依存状態にあり、生

まれてくる家庭を選択するこ

ともできないが、家計の経済

的な問題を解決することがで

きない。 

・ 社会的排除の状態におかれ

た子どもは、自分が声を上

げ、それをマジョリティに気づ

かせるだけの潜在能力を欠

いてしまっている。 

○ 貧困状態におかれてしまう

と、学校からの排除により、学

力や人間関係が十分に形成さ

れないと、自分の状態を客観

的に認識できず、また、声を上

げることができなくなることに気

づかせる。 

 

まとめ 

（10 分） 

◎ 子どもの貧困を

「社会全体の問

題」としてとらえる

には、どうすれば

いいのか考えよ

う。 

 ☆ 「子どもの貧困問題」につい

て、その原因を日本の経済・社

会保障体制と人々の問題認識

のありようの両面から指摘する

とともに、問題を認識するため

の方法について自分の考えを

述べることができる。 
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和歌山大学教育学部：（研究代表）上野  智子  菅 道子 

和歌山県立きのかわ支援学校：  近藤  親子、粂  ひとみ、下山  由香子、柿本  友惟 

 

1．研究の趣旨と経過

本取組は、大学教員と特別支援学校教員とが連携し、小学部音楽科の授業づくりについ

て実践的研究を行うことを目的としている。また、今年度は本研究と関連付けながら大阪

市立大学との共同研究も実施した。取り組みは下記の通りである。

年月日 概要

2020/11/20 zoom による今年度の授業研究の計画に関する協議

2020/12/8 zoom による授業動画の視聴と協議

2020/12/21 zoom による音楽科授業の事前打ち合わせ

2020/12/22 きのかわ支援学校での音楽科授業の実践（菅、上野、近藤、粂）と協議会

2021/1/26 zoom による音楽科授業の事前打ち合わせ

2021/1/27
きのかわ支援学校での音楽科授業の実践（プレワークショップ）と（菅、

上野、近藤）協議会

2021/2/3
紀の川支援学校での zoom を用いた大阪市立大との共同研究によるワーク

ショップ（菅、上野、山﨑、沼田、近藤）と協議会

 取り組みの具体については、以下に示す。

2．第 1 学年の児童を対象にした音楽科の授業づくり

2-1．授業動画の視聴と協議から

きのかわ支援学校の音楽科授業は低学年（ 1・2・3 年）と高学年（ 4・5・6）の 2 集団で

行われている。近藤先生らが担当するのは低学年、 26 名である。

12/8 の協議では、日程調整の関係から 1 年生 A・B 組の計 11 名を対象に、大学教員と特

別支援学校教員が合同で音楽科授業を考案・実施することになった。音楽科の授業動画の

視聴の協議を踏まえ、前回の学習活動をベースに器楽活動《赤鼻のトナカイ》（ J.マークス

作曲、新田宣夫訳詞）と身体活動《かみなりどんがやってきた》（鈴木翼作曲、熊木たかひ

と作詞）の内容を改変した音楽科指導案を考案した。

器楽活動《赤鼻のトナカイ》では次の 3 点を変更した。 1 点目は、器楽活動におけるリ

ズムパターンについてである。器楽活動では、「サンタ（♩♩♩ ）」「そり（♩ ♩ ）」の 2 種類

のリズムパターンを、 1・ 2 年生と 3 年生の 2 グループに割り当て演奏していた。しかし、
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