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１．はじめに

　地球市民学の後期は『共生と平和の科学』である。共

生と平和という人類の希求する目標を、科学的に学ぼう

と大胆、かつ本気で授業をつくってきた。０８年度で開始

から７年になる。始めの４年間（０２～０５年度）は「子ど

もの人権」「環境」「ジェンダー」の３つをテーマに選ん

だ。以後、「子どもの人権」と「ジェンダー」は変わらず

に「環境」が変わった。０６年度は「紛争」、０７年度は「国

際協力」、そして０８年度は「医療保健格差」と。変遷は

年々の紀要で報告しているのでここでは割愛する。切り

口となるテーマが変わっても、講座の目標は変わらな

い。７年間の実績を教材として残すことができるか。今

年度は授業実践の中で指導案づくりやワークシートの表

現と生徒の反応を探りながら、教材化することを念頭に

おいて実践し、考察を行った。 

２．授業のあらまし

1目標

１）地球上の様々な集団が互いに認め合い、平和に共生

共存できる可能性を探ることができる。

（認知的目標）

２）同じ時代を生きる身近な人々や地球上の遠く離れた

人々の生活に関心を持つことができる。

（情意的目標）

３）持続可能な共生社会の実現のために自分たちに何が

できるかを考えて行動することができる。

（態度的目標）

2学習方法

　生徒は３つのテーマのうち、より深く学びたいテーマ

を１つ選んで学習をする。３つのどのテーマの授業も

ワークショップ形式が中心である。２つのテーマで合同

に授業を行ったり、３つが合同で行うことも必ず実践し

ている。

地球市民学
共生と平和の科学

地球市民学　後期 原　　　順　子・佐　藤　喜世恵
三小田　博　昭・細　谷　辰　之

【抄録】　後期の地球市民学は『共生と平和』をテーマに、３つの目標を掲げて学習をする。本年度は「子どもの人権」

「ジェンダー」「医療保健格差」のを小テーマに掲げ、地球市民学の目標達成を目指す。学習方法はディスカッション

やKJ法を取り入れたワークショップが中心である。SSH指定３年目の区切りとして、これまでの実績を教材化するが

できないか、一般化することを念頭において実践をした。

【キーワード】　共生　平和　子どもの人権　ジェンダー　医療保健格差　KJ法　教材化

授業内容と授業のねらい
段階

医療保健格差グループジェンダーグループ子どもの人権グループ回

ガイダンス�　「共生と平和の科学で学ぶこと」　ジェンダーのプレゼン１０/１０１
導入

ガイダンス�　医療保健格差のプレゼン　子どもの人権のプレゼン　希望調査１０/１７２

医療格差　箱庭療法２グループ合同～リプロダクティブヘルス・ライツ１０/２４３

仮説 健康設計大切なものランキングらしさと好ましさ子どもの権利条約１０/３１４

３グループ合同　仮説発表会　細谷先生講義１１/０７５

終末期医療・死の迎え方２グループ合同～相撲体験（細谷先生）１１/２１６
検証

ワーキングプワー言葉とジェンダーを検証フォトランゲージ１１/２８７

3授業の流れ
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３．教材化案

1子どもの人権グループの教材化例

１）テーマ　豊かさと貧しさ『フォトランゲージ』

２）全体の中での授業の位置

　仮説→検証→まとめの、検証に位置付いている。子ど

もの権利条約を学習し、実際の条約内容や条約の背景を

理解した上での授業である。ブータン・エチオピア・日

本の３枚の写真を準備し、その写真から見える豊かさと

貧しさについて討論する。この後の授業では児童労働、

教育環境、識字率などについても学ぶ。

３）授業のねらい

・仮説の中で「教育」「知る権利」の周知徹底が挙げられ

たが、はたしてそうか検証をする。

・豊かさとは、貧しさとは何であるのかを考える。

評価ははそれぞれの目標が達成されたかどうかによ

る。

４）活動内容（指導案例参照）

５）生徒の様子【提出ワークシートより】

・エチオピアの人たちは、必要最低限のものしかもって

いないが、その生活の中でも家族が一緒に暮らしてい

て、とても仲がよさそうだったことから、貧しくても

幸せだと感じることができた。逆に日本だと物があふ

れていて家族がばらばらのことをしていたりと家族で

何かを楽しむ時間が減ってしまい、家族のつながりが

弱まってしまうかもしれない。でも日本はものがある

おかげで毎日、不自由なく暮らすことができ幸せであ

る。両方の国にはそれぞれの幸せがあることもわかっ

た。（エチオピアの写真から）

・「豊かさと貧しさ」ってすごく難しいと思った。その国

の水準！？とかによって感覚は違うのかなと思った。写

真に写っている人が笑っているのが一番印象的だっ

た。このような国はきっと人とのつながりとかを大切

にしているのかなと思った。（ブータンの写真から）

６）成果と課題

　写真の出典元である「地球家族」には、様々な国の写

真が収められている。それだけではなく、その家族が

持っているものすべてを家の外に出してならべてあるた

め、日本の生活との比較対象が容易である。その写真を

利用しての「フォトランゲージ」であるが、生徒たちが

持っている国（地域）のイメージがいかに偏ったもので

あるがか生徒自身で認識できたこと。また、他国をみて

我がにほんでの生活を改めて各自生徒が問い直すことが

できたことが成果である。しかし、多くの場合、「豊か

さ」「貧しさ」という抽象的概念が頭の中の認識でとまり、

実生活や実際の行動にどのような形で反映することがで

きるのかが今後の課題である。

７）参考文献

新　　編　中学校社会科地図　所訂版

　　　　　帝国書院編集部編　帝国書院

地球家族　世界３０カ国のふつうの暮らし

　　　　　ピーター・メンツェル　TOTO出版 

地球市民学　共生と平和の科学

授業内容と授業のねらい
段階

医療保健格差グループジェンダーグループ子どもの人権グループ回

２グループ（子どもの人権・医療保健格差）合同　ネパールでのNGO国際協力
１２/０５８

検証

ジェンダー形成はどこから

健康・豊かさ比較ノルウェーの教科書を読む児童労働について
１２/１２９

冬休みの課題～メディアリテラシー～を全グループに課す

冬休み課題発表会冬休み課題発表会冬休み課題発表会１/１６１０

２グループ合同　HDI・GDI・GEM教育について１/２３１１

力の分析・行動計画［PA］［AA］は解決策かチョコレートから見えるもの２/０６１２

３グループ合同　まとめのワーク２/１３１３

まとめ
集録作成２/２０１４

集録からの学びあい・アンケート３/６１５

細谷先生まとめの講義３/１３１６
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８）子どもの人権　教材化　指導案例  

2ジェンダーグループの教材化例

１）テーマ

　教育とジェンダー『ノルウェーのテキストを読む』

２）全体の中での授業の位置

　仮説→検証→まとめの、検証の授業である。生徒たち

は前回の授業で自分のジェンダー形成に影響を与えたも

のについて考えた。そこで、ノルウェーで、小中学校で

実際に使われていたテキスト『男女平等の本』（日本語訳）

を紹介し読ませ、感想を書かせる。この後の授業では、

国連開発計画を学習し、実施されてきているAA／PA：

（優遇措置）についても学ぶ。

３）授業のねらい

・仮説の中で「教育」「社会制度」の必要性を見出した

が、はたしてそうか検証をする。

・ノルウェーのテキストを読み、他の国の子どもが学ん

でいることの一端を知る。

　評価はそれぞれの目標が達成されたかどうかによる。

４）活動内容（指導案例参照）

５）生徒の変容の様子

　生徒はまず、「男女平等」が学校で扱う事柄で、教科書

があるということに驚く。「子ども向き」と思いながら

も、やがて内容に引き込まれ特に何も指示をしなくても

じっくりと読み進んでいく。

【提出ワークシートより】

・小さいうちからこれだけ徹底して平等を教えていれ

ば、国民の意識も変わるだろうと思った。しかもその

内容が「○○が全て悪い」とか決めつけたりするよう

なものではなく、最後は自分で考えさせるような内容

で、すごくいいなと思った。自分たちの国だけでな

く、他国のことも学ばせるようにしているし。そうす

ることによって、人種間の差別についても考えること

が出来る気もする。

・２巻では小さい子用の本なのに両親の離婚について書

かれていてびっくりしました。また、本に「あなたは

どう思いますか」と問いかけの部分がたくさんあり、

疑問に思うことは簡単なのですが、いざ答えを出そう

とすると解決しないような、平等というものは簡単に

見えて複雑なものです。

６）成果と課題

　このテキストが生徒にとって印象深い点は３つある。

�問いかけが多く、テキストに答えや結論が書いてな

い。�性・親の離婚・仕事内容など日本の小学校の教科

書にはない内容が書いてある。�ノルウェーのことだけ

でなく、他の国の事例がたくさん書いてある。以上であ

る。教師からすると、日本には男女平等を扱う教科書が

なく、日本語訳されたノルウェーの本が手に入ったので

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）

留意点○・評価観点◎学習活動学習内容時間

◎どのような権利があったか
○１グループ４～５名になるよ

うにする。

・子どもの権利条約を思い起こす
・グループ分け導入

５
分

◎自分たちが持っている国（地
域）のイメージが何によって
形成されるのか知る。

・ブータン・エチオピアの写真をグループ
に渡し、人、物、背景からその写真がど
この国（地域）であるか話し合う。

写真を見てどこの国（地域）の
写真かを話し合い決定する。

１０
分

○目に見える事象だけでなく、
目に見えないものも写真から
読み取るように指示する。

・見える物にかたよらず、人の表情、感受
性など写真から推測される人の内面に
も注意を払い、「豊か」にみえるもの「貧
しく」みえるものを挙げる。

・日本の写真と配布された写真を見比べる。

・その写真から見える「豊かさ
と貧しさ」をそれぞれできる
だけたくさん挙げる

・日本の写真を提示する

１０
分

◎「ある・ない」を探す中で、日々
の生活を振り返る機会となっ
ているか。

・写真から見える「豊かさと貧しさ」を参
考にし、日本での毎日の生活を振り返り
ながら、「ある・ない」を話し合う。

私たち（日本）にあって写真の
国にはないものを探す。またそ
の逆も行う。

１０
分

◎「豊か」「貧しい」という概念
は杓子定規にはきめることが
できないと理解できたか。

本時を振り返り、で感じたことわかったこ
とを各自、ワークシートに記入する。まとめと次時の予告

１０
分
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ジェンダーのために読ませた題材であった。しかし、生

徒はジェンダーに関する内容よりも、日本とノルウェー

の文化・教育の違いに感銘を受けた。印象深い３点も文

化の違いに由来するものだ。今回はジェンダーを考える

目的で使ったテキストが、文化の違いを気づかせるテキ

ストになった。ノルウェーについては、後で学ぶGEM

やAAでも事例として扱う。 

７）参考文献

『〈Likestillingsboka〉男女平等の本』日本語版

ノルウェー男女平等の本を出版する会訳

テキスト１『わたしたちは家で協力する』

２『学校で』

３『わたしたちの地域の昔と今』

４『このように歴史は始まった―ノルウェー

女性史』

５『魔女狩りから参政権まで―ヨーロッパ女

性史』

６『連帯か抑圧か―第三世界の女性たち』

3医療保健格差グループの授業実践

１）テーマ

　「ネパールと日本の死の迎え方から医療保健格差を考

える」

２）１６時間中の６時間目

　様々な角度から医療保健格差を考え、地球市民として

の視点を養う

３）ねらい

　ネパールの死の迎え方と日本の終末期医療の違いを知

り、多様な価値観について考え、さまざまな生き方を探

る。

４）活動内容（指導案例参照）

５）生徒の様子

授業を始める前は、尊厳死に対して賛成と言う生徒が多

かった。しかし授業後、多様な立場のロールプレーを経

験したり、人間至上主義ではないネパールの死の迎え方

を知ったりして、尊厳死の法制化の難しさを感じてい

た。ある生徒は、「国が違うだけでこんなにも死に対し

ての考えが違うことに驚いたが、日本は、死を重く暗い

ものと思いすぎているような気がする」という感想を述

べていた。地球市民として医療技術の格差というより、

医療保健のあり方の違いを感じた生徒も多かった。

６）成果と課題

　地球市民としての視点で、多様化する現代の問題を考

える力は大変重要であるが、その力を養うことは難し

い。医療保健格差の角度から多くの問題を提示し、少し

ずつ視点を広げていきたいと考えている。

 

地球市民学　共生と平和の科学

留意点○・評価観点◎学習活動学習内容時間

○ノルウェーを地球儀で指し大
まかな説明をする。

◎ノルウェーについて知ってい
ることはあるか

・自分たちの立てた仮説を思い起こす。
・ジェンダー平等に関わる教育の他国の実

践例を知る。
振り返りと本時の学習計画を知る

５
分

○テキストを３人に２セット配
布する。

○二人で分け合い興味を持った
巻から読ませる。

・小学校中学年向きから中学生向きまで６
巻あるノルウェー男女平等のテキスト
をじっくりと読む。

ノルウェーのテキストを読む
３０
分

◎テキストをリテラシー出来たか・ワークシートに感想を書く。読んだ感想を書く
１０
分

○日本を否定しない
◎教育の意図、意志、重要性を

見つけるとことが出来たか。

・テキストを片付け、ワークシートを提出
する

・次時はメディアリテラシー学習すること
を知る。

まとめと次時の予告
５
分

８）ジェンダー　教材化　指導案例
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８）医療保健格差　教材化　授業案  

４．成果と課題

1プレアンケートの結果と考察

１）実施日

　２００８年１０月１７日　第２回目　オリエンテーション後

２）実施人数

　高校２年生　A～C組　１０８人

３）形式

　質問は５項目。自分の考えを下の１～５を答える選択

形式。

１：そう思わない

２：あまりそう思わない

３：どちらでもない

４：そう思う

５：とてもそう思う

４）項目別結果

�共生と平和の意味は充分わかっている。

・僅差で１、２合わせての否定が最多。次いで３どち

らでもない、最少は４、５の肯定

�共生力（自分以外の人や物と共に生きる力）は充分

にあると思う。

・�と同じ傾向であるが、３より４が多くなり、４，５

の肯定が３どちらでもないを上回る

�世界に多様な文化があるとこは大切である。

・４，５の肯定で９６％を占めている。 

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）

留意点・評価観点学習活動学習内容時間

・ねらいをはっきりさせ、生徒
の動機付けを高めさせる。

・日本の死の迎え方が多様化しているこ
とと、ネパールでの死の迎え方との違い
を、地球市民としての視点で考えるとい
うねらいを知る。

本時のねらいを知る

導
入
５
分

・テレビ視聴から自分なりの推
論が出せるようにする。

・文章化することによって考え
を明確化させる。

・フォトランンゲージから分析
できるようにさせる。

・NHK教育テレビ　ETV特集「安らかな
最期を迎えるために～尊厳死を考える
～」２００８,５,１８放送番組　視聴

・尊厳死の是非だけでなく、多様な立場を
ロールプレーして尊厳死について考え
る。

・ネパールの写真から死生観を知る。
火葬や沐浴が同じの川で、それもすぐ近
くで行われている様子や、火葬場に来て
いる人たちの様子から、人間至上主義で
はない考え方を知る。

�日本の尊厳死について考え
る。

�ネパールでの死の迎え方につ
いて考える。

展
開

・グループごとで話し合い、多
様性を共有させる。

・多様な死生観や多様な医療保健のあり方
を考え、地球市民としての視点を持つ。

・多様な死生観と医療保健につ
いて考える。

まとめ
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�世界の多様な文化を受け入れることができる。

・４，５の肯定が半数を超えるが、アンケート項目中、

３どちらでもないが最も多い。

�今の自分は平和な生活を送っている。

・アンケート中で、５そう思う、が最も多い。４，５の

肯定が９割近い。否定は４％である。

５）平均値による項目比較

・平均値が「５」に近い（肯定的に考えている）のは、

�文化の多様性を大切に感じることと、�今の自分は

平和であること。「３」に満たない（やや否定的に考え

ている）のは共生と平和の意味の理解と自分にその力

こと。

６）アンケートからみえる生徒像

　共生とか平和の意味や、自分に力があるかどうかはわ

からないし自信がない。しかし、世界の文化の多様性は

大切に感じている。今の自分の生活は平和だと思ってい

る。多様な文化を受け入れることは出来そうな気がす

る。

2ポストアンケートの結果と考察

　ポストアンケートはプレアンケートの項目を聞いてい

ないため、変化を知ることはできない。共生と平和とい

う大きなテーマの中で、半年間の学習はどのような変化

をもたらしたのか。自由記述の中から探る。

１）子どもの人権グループの自由記述

・様々な考え方に出会えるのが楽しいと思った。すべて

のグループが「権利」に関係するから、人の持つ権利

を知ることがいかに大切かがわかった。

・２年後期の新教科はどれも内容の深いものだと思う。

ジェンダー、子どもの人権、医療格差は現在の社会問

題でも重要であり、非常に興味深く、進んで取り組む

ことができた。

・１つの大きな問題を解決するのは、一筋縄ではいかな

いことがよくわかった。最初は問題だとわかっていて

も、政府はほったらかしにしているだけなんだ、と

思っていた。しかし、学んでいくうちに、政府だって

考えていないわけじゃないと感じた。国の政府が行動

を起こせば解決するのではない。先進国にも責任があ

り、私達の生活の中にも、考え直していかなければい

けない点があるとわかった。

・正義など、自分の信じているものが本当に正しいは、

など一方向から考えず、複数から考えることにより、

さらに深めるところまで分かる。

・１つの視点からではなく、いろいろな面から考え、検

証する必要があるんだな、と強く感じた。ニュースな

どを見て、それを鵜呑みにするのではなく、立場や見

方を変えて、そのニュースを見てみると全く違った感

じ方をするようになるんだ、と思った。日常の中でも

自然とそのようなことを考えるようになったし、関心

も高まったと思う。

２）ジェンダーグループの自由記述

・グループ別に学習を進め、他よりも深めに理解したと

ころで、合同授業があったから、ばらばらに思えたグ

ループに共通したものがいくつかあるのが分かって、

すべて大切なことだったのだと思えた。授業を通して

幅広く学ぶことは必要だと思った。

・前から男女差別的なことは気になったが、もっと悩む

ようになった。

・授業でビデオを見たりして、同じ年くらいの人が私達

とはまったく違う生活をしていることを知り、「共生

と平和」とは難しい問題だと感じた。私たちは今、平

和であると思っているが、世界で見たとき、本当に平

和と言えるのだろうか。「平和」の感じ方も違うかもし

れない。そんな中で世界中が「平和」となるのは本当

に難しいことだと思い、印象に残った。

・よりきちんとした情報を自分の思考を入れずに取り出

すという意識が生まれた。メディアリテラシーの大切

さを考えるようになった。
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・いろいろな指標で世界を見た授業がとても印象に残っ

ている。数字で社会を見てみると、より明確にはっき

りと様子を想像することができる。例えば、言語能力

などの社会的能力は男女差がないが、男女の社会的役

割には大きな違いがある国では、どのような歴史が

あったのだろうと考えが拡がる。しかし、ここでは注

意しなければいけないことが１つあると思った数字が

信頼できるものなのかは疑問だし、それを鵜呑みにし

てはならない。

３）医療格差グループの自由記述

・全体を通して考えていたのは常に「教育」だった。教

育の格差が医療をはじめいろんな分野における格差そ

のものだと思う。「子どもの人権」を大切にし、しっか

りとした教育をすれば、その後の「ジェンダー」の問

題も、「医療格差の問題」も生じないように思う。

・以前は社会で起きている様々な問題は他人事として自

分とは関係ないものだと考えていて現実を知らなかっ

た。しかし、学習を深めていくうちに理解が深まり考

えを改めることが出来た。

・貧しさと豊かさについて興味がわきました。定義がな

いのに、勝手に先進国は豊かだと決め付けている我々

はどうかと思いました。

・グループで話し合って、人の価値観は色々あることが

分かり、自分の思ったことと違っていても認められる

といいなと思いました。

・やっぱりこの授業で触れた問題を日常生活で耳にする

と、もっと詳しく知りたいと思ったりするようになっ

た。様々なことに関して興味関心が増えたと思う。

・「共生と平和の科学」という学習を通して、私達が生き

ている世界の矛盾や悲惨さ、そして温かさや生きよう

とする力を感じ取ることが出来ました。

・これまで全く気にしていなかった買い物でもそれが作

られる背景を考えて買い物するようになった。テレビ

などで話題になる時も関心を持って見る様になった。

・クラス全員で「教室の四隅」に分かれた授業で、一つ

の問題に人数分の意見があることが分かった。自分が

出した答えも、また次回では違う意見になっているか

もしれない。もしかしたら一つの問題にも人数分以上

の答えがあるかもしれないとも思った。答えをしぼる

ことが出来ない問題について考えることは難しい。

４）自由記述からの考察

・講座のテーマ「共生と平和」については難しく感じた

生徒が多い。

・１つの問題を多方面から検証することに意義があると

感じた生徒が多い。

・学び合う他の生徒の意見に興味を持ち、自分と違う意

見でも認めていく気持ちになった生徒が多い。

・メディアリテラシーが浸透してきた。

・子どもの人権、ジェンダー、医療格差から共通性を見

出し、「共生と平和」を考えた生徒は２人だった。

５）教材化についての考察

　授業案をつくることは有効だった。授業を進めるにあ

たって、メモ程度の進行表をつくることが多いが、授業

案にすると、時間や流れを授業目標に照らして配分する

ことができる。３クラスで授業を行う際には、留意点を

押さえることが出来て良い。生徒の反応が異なっても目

標まで持って行きやすい。しかし、評価がすぐにできる

わけではない。１回の授業目標に捕らわれすぎると生徒

の自分で考える機会や興味を奪ってしまう。教師が大き

な講座の目標を見失うことなく授業を進めることが第一

義である。
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