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高等学校の授業における学ぶ意義

国立青少年教育振興機構が日米中韓の四カ国の 高校生の学習実態を調査した『高校生
の勉強と生活に関する意識調査報告書』（2017）では、授業において日本の高校生が、教
材・教具を活用したり、グループで調べたりする 機会は少なく、教科書の内容を覚えるよ
うな「受け身的」な授業が中心であるという結果がでている。また全国高等学校ＰＴＡ連
合会による『全国高校生 生活・意識調査報告書』では、４人に１人以上の高校生が「授業
への興味が希薄」であると感じているという結果が報告されている。佐藤（2013）は、進
学校での生徒が板書された文字をノートにひたすら写すだけの授業から、指導困難校での
内容が理解できず絶望した生徒が私語へ逃避する授業までを叙述している。そして、日本
の高等学校の授業は、かりに「授業として成立していても、学びが成立していない」と表
現している。ここで言う「学び」とは、自らが主体的かつ協同的に活動し、問いかけるこ
とを重視する学習活動（佐藤 2000）ととらえることができ、高校生自らが授業での内容・
活動に関心をもてず、主体的に取り組む「学び」となっていないということである。
また中央教育審議会（2016）『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領の改善及び必要な方策等について』（答申）は、このような高等学校におけ
る授業が有している課題を示している。それは高校生が「学ぶことの楽しさや意義」の実
感や「自分の判断や行動がよりよい社会づくりにつながる意識」をもちにくいという 課題
である。さらに「学ぶことと自分の人生や社会とのつながりを実感」すること や、学習事
項を「活用して、生活や社会の中で出会う課題の解決に主体的に生かしていく ことが十分
でない」という課題がある。このように生徒に授業で学ぶことの 楽しさや意義をいかに実
感させるかということが、高等学校における社会的な課題といえよう。このような課題は、
高等学校をとりまく社会環境が大きく変化し、SNS に代表されるように大量の知識・情報
が氾濫し、生徒が知識・情報に触れる機会が増加し、膨大な全体知識の中で細分化された
専門分野の範囲に限定され分断される知の断片化（坂井 1997）といえる状況が生み出さ
れてきていることとも無関係とはいえない。そのような大きな社会的な変革の中で、膨大
かつ多様な情報を活用したり、社会的な課題を探求したりしながら、総合して学んでいく
ことへの必要性はむしろ以前より高まっているといえよう。
本研究では、地理歴史科・公民科（社会科）を対象とするが、平素からの授業に網羅的・
羅列的な学習が多い（中央教育審議会 2005）との指摘がなされ、学習指導要領（平成 30
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年告示）では、「社会的な見方・考え方」によって「課題を追求したり解決したりする活
動を通して」公民としての資質・能力 を育成することや、「多面的・多角的に考察や深い
理解」をすることの重要性が示されている。
ところがこのような動向に対して、中央教育研究所（2018）による高等学校教員を対象
にしたアンケートである『高校教育の教育観とこれからの高校教育』には、このような「教
育改革に必要な課題に積極的に応じることを示す高校教員は少数派」であるという調査結
果も示されている。これは、社会課題の探究や「教科等横断的な視点」（「学習指導要領
平成 30 年告示」）で知識・情報を総合するといった新しい学習に対する授業者の消極さ
や戸惑いを示すものともいえるであろう。
これまでにも高等学校では、生活との意味連関を欠いた教科学習（佐藤学 1983）が網
羅的な知識の教授に陥ってしまうことの弊害など、学校の諸問題の行き詰まりを解決する
ために、総合的な学習の方向性が度々模索されてきた。そして戦前における地理科・歴史
科のように分化した教科であったものが、戦後（1947 年以降）に社会科として一つの教科
にまとめられたのも、これまでの学習に対する問題意識によるものである。さらに既存の
教科を科目として社会科として束ねただけではなく、それらの学習を総合することをねら
いとした科目が設置された意義は大きい、と筆者は考えている。戦後の「学習指導要領（試
案）昭和 22 年度」における教科・社会科の中の科目である「一般社会」と「時事問題」
（1947 年～1955 実施）やその後の一時期に必修科目となった「現代社会」（「学習指導要
領昭和 53 年改訂版」）は、いずれも社会科の学習を総合する方向性をもつ科目に該当す
る。すなわち、「教科の教材が統合され融合」すること（一般社会）や、「総合的視点か
ら理解」させる（現代社会）といった総合性を志向し、社会問題や身近で具体的な事象に
ついての学習を重視したものであった。ところが、科目の廃止（一般社会・時事問題）や
必修から選択必修への変更や単位数の削減（現代社会）などが示すように「現れると衰退
して、未だに定着はしていない」（高橋 2008）というように、高等学校では必要とされな
がらも実践において定着が難しかった。 教員による改革への消極さや戸惑い は、これま
でに定着が容易でなかった教科学習（分化）から総合へという動きに対する不信感、とも
考えられるであろう。
このような状況の中で、本研究では「社会の問題を解決するために従来の幾つかの教科
の教材が総合され、融合されなくてはならない」（「学習指導要領社会科編Ⅱ 昭和 22 年
度」）という初期社会科（1947 年～1955 年実施）の基本的な理念にもとづいた「総合社会
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科」について研究を行うこととする。そして、総合社会科は教科にとらわれずに「生徒が
持っている知識や経験」を重視し、公民・地理・歴史・道徳といった「人文・社会科学の
成果を総合化」（梅野 2000）するために諸教科や教育課程の総合の要を担う教科と位置
づけられる。
なお総合社会科という教科・科目は、現行の教育課程において存在していない。戦後に
発足した社会科は、高等学校の場合、学習指導要領（平成元年改訂）によって地理歴史科
と公民科に分かれている。しかし筆者は、かつて社会科であったという各教科の関連性を
意識しつつ、総合社会科の理念を追求すべきであると考えている。学習指導要領（平成 30
年告示）では、中央教育審議会での検討の段階から、小中学校の社会科と、高等学校地理
歴史科・公民科を貫く「社会的な見方・考え方」が一括して議論されてきた。ところが、
教育課程にある教 科の中で、教 科の特 質に応じたものご とを捉える視 点や考 え方である
「見方・考え方」が同じであるのは、地理歴史科と公民科しかない。このように 本研究の
総合社会科の理念にもとづく（以後、総合社会科と略）授業は、今後の教育課程において
も直接該当する教科・科目名はないとはいえ、学習指導要領の趣旨にかなうものである、
と考えられる。そこで本研究では、高等学校の課題である学びの意義を総合社会科におい
て問い直していきたい。
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第Ⅰ章

Ⅰ－１

本研究の目的と方法

問題の背景

高等学校における専門領域に分化した教科学習の弊害として、 これまでに 総合する学
習への動きが何度もおこなわれている。
初期社会科（1947 年～1955 年実施）の誕生によって、かつての教科学習は知識を児童・
生徒につめこませて「知識を得たけれど、実際生活に働くことがなかった」と否定された。
それに対し、（初期）社会科は「現実生活の問題を中心として、青少年の社会的経験を広
め、深め」る（『学習指導要領（試案）昭和 22 年度 社会科編』）という目的でつくられ
た。また必修科目であった「現代社会」（1982 年～1993 年実施）は、高校生の実態や社会
の変化に対応して、「多くの課題を投げかけている」現代の社会において自らとらえ、考
える能力と「課題として取り組んでいく態度を養う」（文部省 1979『学習指導要領解説
社会編』）ことと、教科学習が持つ問題点を克服することが期待され設置された。履修す
る内容の網羅主義や言葉主義（佐藤 1983,p.124）による知の断片化を克服して、学ぶ意
義を実感する学習を実現する動きとして、総合する学習はこれまでも期待されてきた。そ
のことから社会科から地理歴史科・公民科でも総合社会科の意味を問い直していく必要は
あるだろう。
これからの社会を形成していく生徒を育成するためには、生徒に学ぶ意義を自覚させ、
自らで社会的な課題を見つけたり、学んだ内容を関連付け考察・応用したり、探究したり
する学習が必要である。総合社会科の学習は現実生活の問題を深め、自らでとらえ考え、
課題として取り組んでいくという点において、このような学習を実現する上で有効である
といえる。知識基盤社会といわれ、今後はますます、教科をこえた幅広い知識と柔軟な思
考力によって判断することが求められる（中央教育審議会 2008）中で、この学習の意義
はさらに高まるものと思われる。
ところが総合社会科自体にも、以下のような課題が存在していた。まず一つめに、実践
の困難さが課題としてあげられる。社会科（中等学校）学習 指導要領作成の一人である勝
田（1956)は、教員からの社会科指導の「むずかしさ」や「教えにくさ」の声がしだいに高
まっていったことを証言している。実際に初期社会科の「一般社会」「時事問題」（学習
指導要領昭和 31 年改訂版で科目の廃止）、「現代社会」（必修科目から学習指導要領平成
元年版において公民科選択必修へ変更）では、いずれも分化（教科学習）への回帰ともい
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える状況が見られる。
二つめに理論面での課題がある。例えば、総合社会科を基礎づける理論に内在した欠陥
として、総合の概念自体にも課題があったことが指摘されている（藤岡 1983）。総合と
いう言葉は確かに、「総合的に判断する」のように便宜的に使用されることもあり、総合
の概念は｢雑多｣なもので､「 同一名称のもとに多様な内容が含められる｣（ 長岡 1983,p.145）
ものである。和井田(2012)は、教科学習も含めた学習における総合を、六つの側面をもつ
「総合の多義性」としてまとめ １ ）、くわえて総合社会科における「総合」は「どのような
意味であるかがは自明とは言えない。」（和井田 2012,p.48-52）と指摘している。これで
は総合を志向する授業そのもののイメージが拡散しめざす授業のあり方を方向づけたり、
省察したり、共有したりする際に、概念として有効に機能しない できないであろう。総合
は「教科内容に内在的な原理となりえなかった」（佐藤 1983,p.124）というように、「総
合の多義性」は、総合社会科授業を不明確に させる点で、理論的な課題有していると言え
る。そこで、総合社会科における総合概念を明らかにすることが必要となる。
そのことは実践の課題とも無関係ではないはずである。このような総合社会科の課題を
克服するためには、少なくとも（二つ目の課題として示した）社会科における総合の概念
を明確にすることが不可欠となる。そして先行研究を検討し、総合概念の考察をおこなう
ことで社会科授業 に対する枠組 みの見 直しが必要である 。そして 見直 した 枠 組みによっ
て、総合社会科はどのような授業をめざすのかという方向性が明らかとなり、分化への回
帰につながる実践の困難さを解決する一助ともなりえる。

Ⅰ－２

問題の所在１

総合の概念

和井田によれば、総合社会科の総合には、２つの側面がある。第１は、実践的探究によ
る生活の実践における総合であり、総合学習の中で重視されてきた総合である。第２
は、理論的探究によって獲得する認識という側面における総合であり、教科学習の中で
重視されてきた総合である。そして和井田は、「生活総合（実践）」「社会科総合（認
識）」として、総合社会科であった初期社会科には、二つの任務があった（和井田
2012,pp.51-52）と述べている。本研究では、前者を学習者の実践・経験にもとづく生活
の総合〈総合１〉とし、後者を学習内容である教科・科目による認識の〈総合２〉とす
る。なお、「社会認識」社会科教育学の重要概念であり、ここでの「認識」とは「生活」
から生成される認識ではなく、授業における学習を通して学習者が生成するものに限定
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している ２ ） 。歓喜（1971）によれば、「社会諸科学のあれこれの部分や概念」を取り入
れると、社会認識の形成になるわけではない。そして社会科における社会認識は、哲
学・心理学・歴史学・政治学など「社会諸科学」の「理論的再構成」によって形成され
る。さらに社会科と「社会諸科学との相互連関」は、「社会科教授」の「内在的論理と法
則の理論構成」と、「科学と教科の新しい内的関係の確立」によってのみ保つことができ
る、という。そのことから社会認識は「地理」「歴史」「公民」などの多様なディシプリ
ンを包括する概念として､重視されていると考えることができる。それ とともに、いわゆ
る「這い回る経験主義」への批判に見られるような心情主義的な問題解決学習への対抗
として知識や思考を重視するために、「社会認識」が戦後新教育の問題点を克服するため
に台頭してきたことによると考えられる。これについて、吉本(1975)は、社会科に限ら
ず認識過程について論じる中で、「戦後の生活経験学習」において、「子どもの現実生活
に適応していくための「問題解決」の過程」では、「科学、技術、芸術の基本を学ぶこと
で知的自己変革をとげていく「認識過程」は、明確には自覚されなかった。「認識過程」
が重視されてきた背景には、現実適応的教育への批判、反省が込められている」
（P.251）と述べている。
和井田の記述にもとづいて、筆者が社会科学習における総合を表したものが、図１であ
る。この図ではまず、「認識」と「生活」の主体が学習者であり（下線部）、学習者が主体
として社会科を学習することによって獲得できる「認識」と、学習者が実践する「生活」と
の乖離が社会科教育の課題であることを示している。社会科で認識する科学（学問）的
な内容が生活から離れ、また生活に根ざした実践による学習が科学的な認識と結びつか
ないことが、社会科教育の課題である。その乖離をうめる動きとして、上述の通り総合
には、生活と学習者との〈総合１〉と、生徒の認識による科目の〈総合２〉があり、そ
れらが総合社会科を形成している。
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図１

社会科における認識と生活の乖離と二つの総合の概念モデル
（和井田（2012）をもとに、筆者が作成）

このような社会科における二つの総合は未分化であるといえよう。この点については先行
研究においても指摘がなされており、例えば、「学び方、生き方の指導は、社会問題の学習
のみですすめられるもの」でなく、科目の総合をふまえた「総合社会科の学習の中でこそ、
高校生の自己形成が促される」（臼井 1989 pp.235-239）という指摘はその典型である。総
合的な学びが、学び方、生き方といった自己形成に結びつくという考えは、本研究の枠組み
では＜総合１＞に該当する。一方で科目を総合することは本研究の枠組みでは＜総合２＞に
該当する。このように、＜総合１＞によって、＜総合２＞が可能になることが自明視され、
あたかも総合が分化されない一つのものであるように語られてきた。もっとも、歴史の理解
や政治認識の変化によって、生活やキャリア形成が大きな変革を遂げることは現実的にあり
えることであり、学習指導の人間形成的機能を重視する上で総合が重要な役割を担っている
が、概念上は２つの総合は区別した上でその関係を考察することが求められる。
また、総合１と総合２の未分化の問題は、他にも見られる。大津和子（1987）「一本のバ
ナナから」のように、身近な生活の題材が取り上げられ（総合１）、政治や地理の学習が総
合的におこなわれる（総合２）実践例（境野 1991）も少なくない。実践においては、「生
活」と「認識」という二つの総合をあえて分けることなく、一体として授業をデザインする
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ほうが、生活とのレリバンスを高め魅力的な学習が進展することも期待される。ただし、身
近な題材を政治や地理など多角的に学んだとしても、学習者自身が主体となる生活に結びつ
いているかは疑問である。
そこで、生活の課題から学習者の認識との乖離を結ぶための総合〈総合１〉と、科目や授
業による認識の総合〈総合２〉の二つの総合は、どのような関係性であるかを問わなければ
ならない。しかし、先述した和井田のように二つの側面として自覚はされていたものの、
〈総合１〉と〈総合２〉が切り離せないものであるのか、その関係性を問われることがこれ
までなかった。二つの総合における関係性については、以下の三つの課題があると考えられ
る。
まず一つめの課題として、〈総合１〉（生活の総合）をすることによって、認識の形成
に近づくことができるのか、ということが指摘できるだろう。社会問題の問題解決学習に
よって生活教育を志向した日本生活教育連盟「日本社会の基本問題」が、それに該当する。
吉田定俊「水害と市政」（1953）の実践などはその一例（臼井 1995）として知られてい
る。しかしこれら生活を主体とした学習によって、認識の 形成にどこまで近づくことがで
きるのか、という検証が必要であろう。
それとは逆に二つめとして、〈総合２〉（認識の総合）による諸科目の領域をこえた総
合は、理論的に生活に近づくといえるのかどうか 、という課題がある。〈総合１〉を介さ
ずに、生活に近づくことが可能であろうか。例えば、融合科学によって環境問題など社会
に直面する課題解決への対応が可能になる（研究開発戦略センター 2009）ことや、専門
化する医療の中で全人的な総合医療が実施されている、といったことなどが総合的学習に
も言うことができるであろうか。
さらに三つめの課題として、〈総合２〉は、科目の集合体（寄せ集め）以上の教育上の
価値があるとすればそれは何か、ということをあげることができる。 例えば,社会科が発
足した 1947 年の学習指導要領において「従来の科目の寄せ集めや総合ではない」とある
ように、地理・歴史・公民といった科目の集合体ではないことが、学習指導要領や先行研
究においても主張されてきた。にもかかわらず、科目の集合体以上のどのような教育上の
価値があるかを明確に示しているものは、管見の限り確認できていない。例えば後述する
臼井（1985）は、社会科における総合概念として、社会科という教科を束ねている「統合
社会科」と科目の枠をはずした「融合社会科」に整理している。このことは、社会科教育
学の上で、総合概念として統合と融合を定義した先駆的な研究である。しかし統合社会科
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を「社会科学の系統」として総合社会科の一つにしているが、科目の集合体と異なり、ど
んな本質的な価値があるかを的確に示すことがなかった。
以上の三つの課題は、いずれも社会科教育学を考える上で 、大きな課題であるといえる。
〈総合１〉によって、認識の形成にどこまで近づくかという一つめの課題 もこれまでに多
くの先行研究がとりくんできた課題であり、〈総合２〉が、理論的に生活に近づくといえ
るのかどうか、という課題も同様に重要であると考えられ、それぞれの課題に慎重な検討
が必要とされる。しかし、まずは最後に示した、〈総合２〉が科目の集合体以上の価値が
あるとすればそれは何か、という課題から着手する。なぜなら「教科における総合性の位
置づけとその論理の吟味・検討という課題」が最も研究が遅れている（臼井 2010）とも
指摘され、教科学習との関連性が一番つよい総合化でもある。この課題は、地理・歴史・
経済のように個別のディシプリン（discipline）を有する科目を、社会科という教科で一
つにすることに、科目の集合体以上の積極的な価値があるとすれば、それは何かというこ
とである。そしてこのことが各科目にはない総合社会科固有 の価値となるものであり、本
研究の課題として研究をすすめる。

Ⅰ－３

問題の所在２

授業開発の要件

すでに述べた総合社会科における実践の困難さをもたらす要因は、社会科の総合概念と
いった理論的な課題のみではない。例えば〈総合２〉が科目の集合体を超える価値といっ
た理論的課題の究明することで、総合社会科の授業設計・実践・評価・改善という授業開
発を促すことになる。しかしその授業開発には、学校現場における授業実現性を考える上
で、いくつかの実践上の課題があげられる。
梅津（2015）は、これまでの授業開発研究は授業構成論にもとづく授業モデルの提案に
とどまり、授業の実現可能性を高め、授業改善の道筋を明らかにすることに つながってい
ないという問題点をあげている。それは研究によって授業モデルの提案にとどまり、授業
設計において、どのような教材を選ぶか、どのような評価指標にするのかといった具体的
な授業開発の道筋が明確でないという課題であり、開発研究（理論）と授業実現（実践）
との間には隔たりがみられるということである。
そこで研究によって とらえることができた総合社会科 の授業モデルによって、これま
での実践を分析し、改善の方向性を示すことも必要であろう。くわえて実際の授業開発を
する中で、授業設計における教材の開発や単元の構成、評価における評価指標の作成とい
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った実践上の諸課題を明示して、課題を克服する一般化可能な提案をする。このことによ
って本研究は、授業開発の要件を明らかにし、授業開発の道筋となり、今後の授業開発に
有効なものとなるであろう。

Ⅰ－４

本研究の目的

以上のような問題意識にもとづき、本研究では、総合社会科授業において科目の集合体
（寄せ集め）を超える価値が何かを、先行研究の批判的検討やカリキュラムにおける新し
い枠組みをもとに、社会科における総合概念のとらえ直しをすることによって、原理的に
明らかにすることを目的とする。さらに明らかにした科目の集合体を超える価値を実現す
る理論的な総合社会科にもとづいた授業モデルの実践における課題を明示し、授業モデル
実現のために課題を克服する設計（教材・単元構成）と評価の要件 を提案することで、授
業開発の要件を明らかにする。
なお研究対象は、高等学校での総合社会科における科目や授業による認識の総合〈総合
２〉である。

Ⅰ－５

研究方法と論文構成

本研究方法を論文構成に従って整理すると、以下のようになる。
まず、第Ⅰ章で研究の目的と研究方法を提示した後に、第Ⅱ章では、先行研究における
社会科の総合概念の批判的検討と、総合概念の新たな解釈の提示を行う。従来の総合社会
科における「総合」概念に関する理論的考察として最も高い到達点と考えられる臼 井嘉一
の社会科カリキュラム論を取り上げ、その成果と限界を確認する。そして、その限界を克
服するため、総合と系統による２次元４象限であるカリキュラムの枠組み（「カリキュラ
ムにおける総合と系統の２軸４象限モデル」）によって、次のようにとらえ直す。総合・
系統をめぐる３つの社会科論争である勝田・梅根論争、春田・矢川論争、大槻・上田論争
を取り上げ、議論の対立点などの論点整理や論争による主張の違いを可視化し、齟齬の所
在を明確にすることで論争の見直しをして、この枠組みの有用性を確認する。さらに、そ
の枠組みの中で、総合社会科を含めた社会科学習を位置づける。その結果、総合社会科は
社会科カリキュラムにおける「系統ある総合」ととらえることができる。
「系統ある総合」における総合を、より総合と系統を同時に満たすことが困難と考えら
れる〈総合２〉に限定し、さらに、系統を各知識の関連構造ととらえた上で、社会科カリ
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キュラムを学習内容の〈総合２〉と系統にもとづき類型化する。この類型化によって、「系
統ある総合」となる総合社会科にもとづくカリキュラム開発における内容構成原理（「デ
ィシプリン内構造＋ディシプリン間構造」）を示す。その内容構成原理を示すことで、総
合社会科における総合概念の新たな解釈の提示とする。
つづいて第Ⅲ章では、前章でとらえることができた 総合社会科にもとづくカリキュラム
開発の内容構成原理をもとに、どのように具体的な授業の中で総合社会科を実現させるの
か、という授業論として考察をおこなう。高次の認識が形成される総合社会科授業を原理
的に明らかにし、総合社会科の授業モデル（「認識の往還モデル」）を提案する。そして
その総合社会科における「認識の往還モデル」にもとづいて、これまでの総合を志向した
実践（先行実践）「水害と市政」「歴史都市ニューオリンズ」を分析することで、先行実
践の意義や課題をより鮮明にあらわす。それにくわえ、改訂案を作成することによって、
「認識の往還モデル」の提案の妥当性（蓋然性）を確認する。
そして第Ⅳ章では、前章で提案された総合社会科 の授業モデルである「認識の往還モデ
ル」による授業開発が、授業設計・実践・評価をする上で、どのような課題があるのかを
提示するとともに、その課題の克服をめざした一般化可能な諸要件を、以下のような手順
で明らかにする。授業設計における教材の選定、単元の開発の課題を克服する諸要件を示
し、それにもとづいて単元計画・学習指導案 の作成をおこなう。開発した授業を筆者が勤
務する高等学校において実践し、授業記録をのこす。授業の評価指標を開発するため 、質
的な評価としてルーブリックを活用し、授業記録にもとづき課題別のルーブリックを探索
的に作成し、生徒の理解・思考・表現を一般化 することで、評価指標の要件を明らかする。
そして、一般的ルーブリックを作成することによって、授業改善を可能とした開かれた授
業開発への道筋を示す。
最後に第Ⅴ章では、これらのことを総合社会科の授業開発研究に対する成果としてまと
め、今後の課題とともに示すこととする。

注

1）和井田は「目標の全体性」「制度の多様性」「内容の学際性」「方法の主体性」「評価
の多面性」を手がかりに「学習者による統合」がおこなわれること 、を総合の多義性と
している。
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2）社会科教育学においては「社会認識」が重視され、社会科の存立基盤としてこの用語
が用いられることが多い。片上(1994)は、社会認識の育成を、市民的資質の育成とと
もに、社会科固有の役割として示している。認識とは、①授業者が教材を媒介として
学習者に獲得させることをねらいとした科学的な知識・理解の体系と、 ②学習者自ら
が概念化・比較・関係性といった知的活動を通して理解・知識体系を形成していくこ
との両側面があるが、
「生活」と対比概念として「認識」においては、①が強調される
ことになる。
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第Ⅱ章

社会科 カリキュラム における総合概念の検討

本章のねらいは、先行研究にもとづき、社会科カリキュラムの総合概念が科目の集合
体を超える価値があるとすれば、それは何かを検討する。臼井嘉一の社会科カリキュラム
論の検討による課題から、総合と系統にもとづいたカリキュラムの枠組みによって、総合
社会科の学習を社会科カリキュラム論の中で位置づける。さらに社会科カリキュラムを学
習内容における認識の総合〈総合２〉と系統にもとづき類型化する。そして総合社会科に
もとづくカリキュラム開発における内容構成原理を示すことで、社会科カリキュラムにお
ける総合概念の新たな解釈を提示する。

Ⅱ－１

臼井嘉一の社会科カリキュラム論の検討

本節では総合社会科に関する先行研究を取りあげて、総合概念の到達点（成果）と課題
を確認する。前章でも総合概念を自覚した先駆的な先行研究としてとりあげた、臼井嘉一
の社会科カリキュラム論における総合概念を検討する。
本節の目的の一つは、臼井嘉一における社会科カリキュラム論（以後、「臼井のカリキ
ュラム論」と略）にもとづき、「総合」概念を「統合」と「融合」に整理した臼井の社会
科教育学での意義を明らかにすることである。もう一つは後に説明する臼井の融合社会科
の「社会問題の系統」と統合社会科の「社会科学の系統」は、それぞれ何をさすのか、科
目の集合体（寄せ集め）を超える価値があるか、について検討し、その理論的な課題を示
すことである。
前章で述べたように、本研究は総合の中でも科目や授業による認識の総合〈総合２〉を
対象におこなっている。〈総合２〉が検討対象であるため、複数の科目を統合した「統合
社会科」は中心的な検討対象に該当する。臼井が示した「融合社会科」の実践事例は、科
目の枠をなくし、生活の総合〈総合１〉の面がつよい学習でもある。しかし、ここでは臼
井が指摘する二つの総合社会科（融合社会科と統合社会科）の「系統」に注目するのに必
要であるため、検討することにした。

Ⅱ－１－１

臼井の社会科カリキュラム論における意義

臼井は、総合社会科を表１-１のように分類し、融合社会科と統合社会科に整理 （臼井
1985,p.69）した。なお統合社会科についての説明の一部は煩雑になるので削除している。
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表１-１

臼井嘉一による総合社会科の分類

〈総合社会科〉

（臼井

1985）

〈融合社会科〉

〈統合社会科〉

臼井が示した表１-１の記述（太字）に、「臼井のカリキュラム論」に よる記述内容（それ
ぞれの定義や系統による分類、総合社会科と区別された社会的諸教科など）を、筆者が追
記したものが表１-２である。追記した箇所も臼井自身の考えによるものである。
これまで「統合科目」・「融合教科」や「総合社会科」とい う用語は漠然と使用されてい
た（木村 2001）が、「臼井のカリキュラム論」では、総合社会科の中で曖昧であった統合
と融合を表１-２のように定義し、整理した。とくに複数科目をあわせて一科目にまとめ
る「科目の統合」や「科目の総合」という用語は、現在でも混在して使用されることもあ
る（臼井 同,pp.67-69）。しかし「臼井のカリキュラム論」では、社会科の「統合」は社
会科という教科として統合するもので、「融合」とともに、総合社会科の一つと位置づけ
ている。系統にもとづいて、総合社会科における統合社会科（社会科学の系統）・融合社
会科（社会問題の系統）を明確に分類して、総合社会科の枠組み の中に入れている。それ
に対し、「社会的諸教科」とは、戦前にあった地理科・歴史科を指すもので、臼井は社会
科の一つである統合社会科と区別している。この表１-２は、臼井自身が示した表１-１の
記述（太字）に、臼井の記述内容を追記し ている。追記した部分も臼井自身の考えにもと
づいている。総合社会科には、これまでにも従来の科目と比べ、系統性の欠如といった
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表１-２

臼井嘉一による社会科カリキュラム論

〈総合社会科〉

（臼井

〈融合社会科〉（
ト

1985） ＊下線部は筆者加筆

）

ックや社会問題を題材として
､科目の枠をなくした学習

〈統合社会科〉

（

地理・歴史・公民の分野に関する内容を教科として統一
する

社会的諸教科

社会認識教科として、総合概念によって
構成されていない

批判(森分 2001)があった。これに対し臼井は、欠如していると批判された系統を、むしろ
その系統にもとづいて社会科の総合概念を類型化している。「融合社会科」と「統合社会
科」は、前者を「経験主義」社会科で、後者を系統学習になぞらえると、社会科教育では
対立する学習として位置づけられていたといっていい。それを統合社会科も社会科という
教科として統一されたものとして、総合社会科の枠組みにいれて分類（臼井

同,p.33）し

ている。このことは、その妥当性について検討は必要であるが、社会科教育学において、
これまでの二項対 立とは異なっ ている ため注目すべき先 行研究である と考え ることがで
きる。

Ⅱ―１－２

系統にもとづく総合概念の検討

（１）系統の定義 （臼井の系統観の課題）
「臼井のカリキュラム論」は系統にもとづいて総合社会科を分類しているものの、系統の
定義について明確に触れられていない。そのため何が系統で、系統でないかが分かりづらい
ものになっている。カリキュラム論における「系統」は、何らかの教育内容の編成や指導
の原理・法則のもとで関係性を順序立て、配列するもの（毛利 1967）である。総合社会
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科に対して、系統学習を強調する時は、狭義には科学・学問（discipline）の体系性を
示す(柴田 2001)ことが多い。 しかし臼井は、狭義の系統は科学の体系性を科学者の側
からのみとらえる傾向がある（臼井 1995,p.137）と批判している。そのことから「臼井
のカリキュラム論」における系統は、狭義の系統のみではないとも考えられるが、具体
的な記述がみられない。そこで本項では、不明確なそれぞれの系統を明らかにするた
め、臼井が示した融合社会科の「社会問題の系統」と統合社会科の「社会科学の系統」
は、それぞれ何をさすのか、科目の集合体（寄せ集め）を超える価値があるかを検討す
る。

（２）融合社会科における系統…社会問題の系統
臼井が融合社会科の典型例とした二つの実践（今井誉次郎・石橋勝治の社会科実践）か
ら、社会問題の系統が何をさすか、その系統が 科目の集合体だけではない総合社会科固有
のものとなっているかを検討する。前述のとおり、臼井は系統を明確に定義していないの
で、臼井が社会問題の系統の典型例とした実践例から、いわば逆算するようなかたちで、
検討をおこなっていく。それぞれの実践例から、社会問題の系統が総合社会科固有の価値
をいえるかどうかを検討し、その時の理論的な課題を明らかにする。

[１]今井誉次郎実践の分 析にみる系統のとらえ方
今井誉次郎の農村社会科カリキュラムの実践（1946～1951、以後「今井実践」と略）は
社会機能の故障こ そが社会問題 を生ん でいることから出 発した社会問 題法の 原理にもと
づいて、農村社会科カリキュラムを作成（臼井 1989,pp.100-103）している。また単元構
成（学習課題表）では「労働による生産」という観点から、「社会生活の仲間入り」「社
会生活に慣れる」「一人前になるには」といった配列もなされている。農村社会という観
点から、年間の単元構成には一貫性がある。臼井が融合社会科の実践例と してあげた小学
校３年生の授業「着物」（同,pp.105-117）では、着物を題材に、生活上の服の種類（生
活）、着物の手工業生産（労働）、大昔の着物（歴史）など多面的に取り上げている。臼
井は、今井実践を分析して「地域に根ざした実践」「生活現実をリアルに見つめさせる」
（同,p.117）という点で評価しているが、系統と関連させた直接的な言及はみられなかっ
た。今井実践では、着物という一定の主題内容にもとづいて、複数の領域内容の配列はさ
れているので、多面的学習といえるだろう。しかし着物以外の共通点を除けば、各授業
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表２

今井実践

小学校３年生「着物」の授業

第１時

和服と洋服

第２時

第４時

お嫁さんの着物

第５時 入手方法

第７時・８時

着物の材料

服の種類

第９時・10 時

第３時

夏服と冬服・必ずいる服

第６時

仕立て方

はたおり・より糸・めん羊の見学

第 11 時

めん羊のしっぽから

第 12 時

綿と麻の糸つくり

第 13 時

まゆ

第 14 時

布の研究

第 15 時

大昔の人々の着物(1)

第 16 時 大昔の人々の着物(2)

第 17 時

評価（社会科テスト）

時の順次性・授業展開での必然性については、以下のような疑問がのこる。単元内での授
業の順序において、例えば、第３時（夏服と冬服・必ずいる服）と第４時（お嫁さんの着
物）、第５時（入手方法）などの内容の配列は、一つのト

ックの追求から出てきた新た

な問題を追求するという内容的なつながりに基づいていたとしても、社会問題としての明
確な法則・原理・概念における関係性や、社会問題の本質が単元の展開を通して浮き彫り
になるような内容順序の必然性はみられず、「社会問題の系統」があるとは主張するには
十分でない。くわえて、分化した科目の学習ではできない「科目の集合体を超える価値」とい
う点からみれば、この実践から「社会問題の系統」が何かは、明確とはいえない。
また、次の資料１は「今井実践」における「着物」の一部であり、普段の生活でも洋服を着
るようになった事をめぐるＴ（今井）と生徒の応答である。
生徒が呉服屋（Ｓ１）や工場（Ｓ２）などの生産との関わりで（社会問題を）とらえている
ことを、今井は指摘し、「子どもたちの優れた観察力」に驚いている。ここで教員の投げかけ
（問い）に対して、生徒の応答は、資料１のように活発である。そして臼井は、この箇所を社
会問題と生産との関わりでとらえられていると指摘する。しかし、授業の中で社会問題をど
う系統づけているかは明確とまではいえない。この授業を「労働による生産」という観点から
生徒の認識形成という意味でとらえれば、「今井実践」の目的を理解できるだろう。しかし総
合社会科の一つである融合社会科の「社会問題の系統」として検討すると、社会問題の内容的
な配列（展開）には、系統が強いとまではいえない。さらに谷川（1979）が指摘するように、
生徒（子ども）の理解・思考・表現がどのように変化していくかという認識の過程については
示されていない。このことは別の課題に見えるが、認識の発展過程にも系統が見られないとい
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うこ と で も あ る だ ろ う 。

資料１

Ｔ（今井）

「今井実践」

小学校３年

「着物」

男の子でも女の子も、村の学校では、はかまをはいて行くのは式のある日だけ
で、ふだんは はかまをはかないで通ったものだ。…（中略）それが今では
みんな洋服を着るようになったのだね。どうして、こんなになったのだろう。

――

すると子どもたちは十何人か手をあげた。

Ｓ１

みちこちゃんのうちのような、呉服屋が、それを仕入れて売ったからです。

Ｓ２

はたおり工場で、洋服をつくるきれを織ったからです。

Ｓ３

きものだと運動したり働いたりするのに、都合が悪いです。洋服だと、運動した
り、それから働いたりするのにべんりです。

[２] 石橋勝治実践の分析にみる系統のとらえ方
石橋勝治の小学校社会科論とカリキュラムの実践（1946～1950.以後､「石橋実践」と略）は、
自らの実践を「総合教育」ととらえ、社会問題法を内容編成の原理として、実践の目的を歴史
的に発展する現実をよく理解し、正しく科学的に認識する力、批判し発展させる能力、行動や
技術を身につけさせること（石橋 1984）が明記されている。臼井は、融合社会科を「社会の問
題を多角的多面的に学習・研究することによって科学的社会認識を育てるもの (臼井
1989,pp.28-35)ととらえており、このことは先に述べた「石橋実践」の目的とも重なる。
石橋は、十の「縦の軸」（日本の社会的課題）と発達（という学年展開の線）である「横の
軸」の座標を「社会科の課題」「社会科の単元」として指導（同,pp.84-86）している。石橋の
カリキュラムに対して、スコープ（日本の社会的課題＝教科内容）とシーケンス（発達）であ
る「認識指導の体系」と、臼井は名付けている。さらに臼井は、このような科学的に認識する
力を育てることが社会科教育固有の任務

1）

としている。戦前の地理・歴史・公民教育において、

科学的な認識とは異なる学習が実施されていた事実があり、科学的認識の育成が社会科にとっ
て必要であることは積極的に認められてよい。しかし戦前とは異なる科学的な認識を育成する
歴史学習（分化の学習）などでもその育成は可能であり、現在では科目の集合体を超える（総
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合性を有する）社会科固有の価値と限定することはできない。また「｢石橋社会科｣の全体像」
として、「石橋実践」の教育課程（図２）が示されている（同,pp.90-91）。そこでは現実社会
を土台にして、社会科を中核にすえ、それとの関わりで「各教科的要素」が「常に統一的・有
機的に位置づく構造」（同,p.91）と説明している。図２は学習内容における社会問題との関係
性に言及しているが、社会問題の系統の概念図としているものの、事例をあげて説明している
わけではないので具体的な系統を示すものとなっていない。そこで、石橋が実践した具体的な

図２

石橋実践の教育課程

実践例（石橋 前掲,pp.112-191）をもとに検討してみる。表３は、問題（単元）「郵便局」の
授業展開である。この問題（単元）「郵便局」の授業記録はあるものの、単元構成案などが記
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述されてないため、授業記録から筆者によってまとめたものである。児童の自主的な問題設定
や具体的な目標・学習方法の決定や討論のテーマなどが示されている。資料２の児童の発言で
わかるように、「郵便料金」「給料」といった生活をふまえた子どもの質問（Sa や Sｃ）・「物
価が急にぐんぐん上がった」「（給料の話をすれば）はっきりすると思います」などの各自の
意見（Sb や Sd）が自主的に展開されており、地理や公民といった教科・科目の枠にとらわれな
い授業である。また当時の郵便料金の値上げといった社会問題について子どもたちが討論する
様子も読み取れる。児童が自ら調べてきた 具体的な数字を用いた発言（Sd や Se）があり、

表３

問題（単元）「郵便局」の実践展開

１ 学習問題の決定「四谷郵便局」

２ 問題の目標

３ 具体的な研究問題の構成｢郵便局で働いている人の仕事､その種類はどんなものか｣等
４ 学習方法･技術･組織の決定｢調査や討論学習｣

５ 郵便局への調査の交渉

６ 研究問題の学習計画

７ 学級共同討論

８ 分団の調査整理作業

９ 資料の調査と学級共同討論学習

10 発表討論（全員討論） 「郵便料金はどうして値上げになったのか」
11 作品掲示

＊授業記録から筆者によってまとめたもの

「今井実践」同様に、授業における児童の発言・活動は積極的であると言える。しかし図２で
いう「現実社会」をもとにした実践において、郵便料金の値上げという社会問題が物価や職員
の給料と関連させていることのみをもって「多面的・多角的」な学習ととらえているならば、
その学習内容に系統に必要な原理的・法則的なものが見当たらず、系統としての弱さを感じざ
るをえない。学習する領域として広範囲になる可能性はあるが、科目の集合体ではできない総
合社会科の価値をもつ（可能性のある）理解・思考・活動等があると実践記録からは確認でき
なかった。科学的認識を重視する「石橋実践」ではあるが、現実の社会問題を対象とする融合
社会科は、どちらかといえば経験にもとづく生活の総合である〈総合１〉に近いといえる。
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資料２ 「石橋実践」 小学校４年「郵便局」 10 発表討論（全員討論）の一部
（石橋 前掲,pp.141-148）
――児童の一人が物価値上がりによる郵便局員の給料が上がり、そのために郵便料金が
値上げになったと推測する――
児童（皆）「僕もそう思う、そうだそうだ」
Ｓa

どうしてそんなに（郵便料金が）急に高くなったのでしょう。

Ｓb

それは物価が急にぐんぐん上がったからでしょ。インフレは急に進んだからです

Ｓc

給料の方は元の何倍になっているでしょうか

Ｓd

今給料の説明をします。そうすれば、はっきりすると思います。四谷郵便局では勤務者
が 138 名で、貰うお金の総額は 23 万 2034 円だそうです。この中には本給と家族手当
と、暫定給などが含まれていると説明していましたので、一人平均どれほど貰って
いるかというと 1861 円となります。」

Ｓe

平均が官吏の方が 1150 円で雇員の方が 660 円でそれで食べられるのでしょうか。

Ｓf

それは本給の平均でしょう。それにいろいろなものがつくのです。

本研究では、認識の総合である〈総合２〉について、科目の集合体以上の価値があるか
という点から検討をすすめている。そこで次は、融合社会科よりも〈総合２〉として、
より顕著な統合社会科について検討していかなければならない。

（３）統合社会科における系統 …社会科学の系統
既に述べているように、「臼井のカリキュラム論」では、地理や歴史の科目を、社会科とい
う教科を一つにまとめる統合社会科として定義づけているのが特徴である。そして「社会科学
の系統」として、総合社会科の中に位置づけている。そして社会科学の系統とは、科学・学問
（ディシプリン discipline）のそれぞれの系統をもつことである。表１-２の「臼井のカリキ
ュラム論」では、戦前の地理科・歴史科にあたる「社会的諸教科」をつくり、総合概念で構成
されていない教科として定義づけしている。表１-２における統合社会科と社会的諸教科との
相違は何であろうか。授業形態として考えた場合に、いずれも分化した教科・科目であり、と
くに変わらないようにも思える。しかし統合社会科の各科目は「教科」を統合することから、
そこに社会科としての何らかの「統合の原理」が生じることになるであろう。これに対し社会
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的諸教科は、具体的に地理科・歴史科・政治科などの教科がそれに該当し、戦前の日本やドイ
ツなど諸外国にも同様の教科が存在していた。各教科にはそれぞれ固有の学問（ディシプリン）
があり、それにもとづく系統がある。したがって社会的諸教科にもそれぞれの教科に「系統」
はあり、結果として統合社会科の「社会科学の系統」との違いはわかりづらいものとなる。「臼
井のカリキュラム論」によれば、社会的諸教科は「総合概念」で構成されていない、とされて
いる。そこで統合社会科と違いは社会科の総合概念を有するかどうかの違いでもあるといえよ
う。先ほどの教科としての「統合の原理」は、社会科の総合概念の一つということになる。教
科を統合するのに何らかの原理がなければ、専門分化された科目の集合体(「寄せ集め」)と同
じであり、社会的諸教科と同一のものになってしまうことになる。また統合の原理となるもの
は、学習内容として学問（科学）固有の系統である社会科学の系統も当然含むものであると考
えることができる。さらに教科を統合することから、「教科として統合する系統」が必要と
なる。つまり統合社会科における「社会科学の系統」は、社会科学における学問上の「系
統」だけでなく、それぞれの社会科学、つまり社会科学 における学問（科学）間をまとめ
る（束ねる）系統がなければ、総合社会科として固有の価値を持ち得ない といえよう。す
なわち寄せ集めを超える価値とはならない。それが統合の原理となる教科としての「科目
間の系統」と言えるのではないだろうか。具体的なカリキュラム開発で例をあげれば、問
題解決、市民性、時事的なト

ックなどにもとづく「科目間の系統」が想定される ことに

なる。このような統合の原理でまとめられる系統であれば、社会的諸教科の寄せ集めと異
なる（総合社会科固有の）価値となる可能性があると考えている。これまで社会（地理歴
史・公民）科学習では、「科目あって教科なし」といわれる状況（境野 1991）であった。
これは社会科（地理歴史・公民科）の「科目間の系統」が明確になっておらず、（臼井の
示す）社会的諸教科（分化教科・科目）と混在した状況であったことを示すものである。
科目間の系統をも つ教科と旧来 の教科 とを区別せずにカ リキュラムを そのま まにしてお
くことは、断片的な知識を効率的に理解する現状の教育を系統学習とすることで、結果的
に是認することにつながってしまうと考えられる。このように総合社会科の中で位置づけ
られた統合社会科における統合の原理として、「科目間の系統」による総合社会科固有の
価値としての可能性を引き続き検討していくことにする。

Ⅱ―１－３

総合概念の課題

本節の検討によって、「臼井のカリキュラム論」は、融合社会科・統合社会科を「社会
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問題の系統」と「社会科学の系統」として分類し、社会科の総合の対立概念と思われてい
た「系統」を使って整理したことは社会科教育学および教育方法学にとって、総合概念を
解明するための端緒ともいえる。ただしそのカリキュラム論には、以下のような追究すべ
き理論的な課題が残されている。
①「総合」と「系統」の関係性が未整理
総合社会科における系統、とくに融合社会科における社会問題の系統については不明確
な部分が多く、二項対立とは異なる総合と系統がどのような関係性をもつかを明らかにし
ていない。統合社会科における社会科学の系統が、「科目間の系 統」であるとするならば、
そもそも臼井のいうそれぞれの「系統」は、「系統」自体が違うものとも考えられる。社
会科カリキュラムにおける「総合」と「系統」はどのような関係であるかについて、明ら
かにする必要性がある。
②認識への視点の弱さ
本節では、学習内容の多面性という意味での内容の総合だけでなく、科目の集合体（寄
せ集め）を超える総合社会科の価値を、〈総合２〉に焦点化していくものである。今井・
石橋実践の事例のように、認識における総合や認識の変化に対する視点が弱く、生徒の認
識の過程が示されておらず、明確なエビデンスがないため、曖昧なものとなっている。総
合と系統の関係性の整理や、カリキュラムにおける総合社会科の学習の位置づけ、授業開
発における内容構成原理などの総合社会科にもとづく理論的な解明・提案の後に、さらに
実際の授業論として具体的な授業にもとづいた考察が必要となる。またその具体的な授業
における生徒の認識の変化（深化・拡大など）に関する何らかのエビデンスを示す必要が
あるといえるであろう。
次節以降では、これらの課題をもとにして、総合社会科の学習をカリキュラムの中で位
置づけるためには、どうしたらいいかを検討していく。
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Ⅱ－２

社会科における総合と系統の関係性

Ⅱ－２－１

総合と系統の二項対立

前節で検討した「臼井のカリキュラム論」に関する先行研究は、以下のようなものがあ
る。木村（2001）は、臼井の総合社会科論を、これまで定義づけの無いまま語られてきた
総合社会科の概念整理をした画期的なものとの高い評価をしている。また小西（1987）は
「臼井の総合概念」からの示唆で、融合社会科は人間が作ったもの（延長物）でなく、人
間自身に着目する総合化として「原像回帰から出発する総合」を志向し、単元構成の原理
の方向性を示した。次に坂井(1989)は、臼井の視点に基づいて、総合社会科では一貫した
論理と妥当性をもったカリキュラムが必要であるとし、学習内容の関連や系統化を意識し
た中学校社会科の教科構造と授業構成案の試案を示している。さらに和井田（2012）は、
融合社会科と統合 社会科を結び つけて いることが臼井の 総合社会科の 編成原 理であるこ
とを評価し、高校初期社会科の融合社会科である「時事問題」の実践史研究 をおこなって
いる。このように「臼井の総合概念」に関連した先行研究は、小西、坂井、和井田のいず
れも「臼井のカリキュラム論」を前提として 分析・考察をすすめている。このように、臼
井を先行研究とした研究の発展が見られる。一方、前節で「臼井のカリキュラム論」の理
論的な課題として、「総合」と「系統」の関係性が未整理 であり、認識への視点の弱さが
指摘された。そこで、本節では、社会科における総合と系統の関係性を考察する。
臼井以前の社会科カリキュラムにおいては、経験主義対系統主義、問題解決学習対系統
学習、市民的資質の育成対社会認識の育成などの二項対立として捉えられることが一般で
あった。臼井は、系統概念を社会問題と社会科学の両方に適用したことにより、二項 対立
を乗り越えたものと捉えることもできる。しかし、社会問題の系統という場合の系統が社
会科学の系統とい う場合の系統 と同等 とみなすことがで きるかという 根本的 な問題がの
こされているといえる。
したがって、従来からの二項対立は、依然として解決されていないといえる。そこで本
研究は、この対立関係を大きく「総合」対「系統」として捉えることとする。これを図３
に示す。
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社会科カリキュラム

総合

図３

系統

従来の社会科カリキュラムにおける二項対立

（筆者作成）

二項対立を指摘した例として、戦後の社会科教育をめぐる論争を、原田（2002）は、問
題解決学習か系統学習か、カリキュラムの総合か分化か、などが主要な対立であったと、
表４のようにまとめている。

表４

社会科教育をめぐる論争 （原田 2002）
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表４が示す問題解決学習と系統学習の対立は、これまでの社会科教育論の対立を示す典型
的なものといえよう。戦後の社会科教育にはこのような対立の構図があり、総合社会科も
その一つととらえられてきた。学校現場では「問題解決学習か系統学習か」などという単
純化された観念的になる傾向がつよく（岩浅 1969）、表４のように本来、総合の対立概念
はカリキュラム構成でも示されているように分化であるものの、社会科教育論の二項対立
の中に埋め込まれてしまっている。
このような二項対立の状況下において、「分化（分科）・系統」と「総合（統合）」は
「二者択一なものではなく、相互媒介的な構造である」（佐藤 1983,p.121）との指摘もあ
る。しかしこのことは逆に言えば、それまで総合と系統が二項対立の状況で あったことを
なにより示すものともいえるだろう。これまでの社会科教育やそれに関する論争などは、
その状況下の中で、総合社会科を含めた教科のあり方や社会科学習の位置づけといった社
会（地理歴史・公民）科の方向性に影響を与え、とらえづらくしてきたのではないか。

Ⅱ－２－２

総合と系統の関係 性（社会科カリキュラムの枠組み）

前節の述べたように、臼井は社会科における総合と系統の二項対立から脱却して、（系
統の定義については、明確さを欠くところはあるものの ）社会科における総合の方向性を
示した。社会科において総合と系統は重要な要素であるが、対立概念ではなく、「社会問
題の系統」と「社会科学の系統」というようにむしろ総合 社会科における枠の中で系統を
位置づけようとした。臼井の成果をもとにして、カリキュラムにおける総合と系統を二項
対立とせず２次元４象限とすることで、社会科をはじめとしたカリキュラムを整理できる
と考え、そこからカリキュラムを位置づける枠組みである図４（「カリキュラムにおける
総合と系統の２軸４象限モデル」）を作成した。図４を作成することで、社会科をはじめ
たとした各学習の位置づけや、総合社会科にもとづくカリキュラム開発の原理を解明する
ねらいがある。教科・科目の枠に対して開かれているか（総合）閉ざされている（分化）
か、または学習内容を包括的に関連・構成させるか（総合）あるいは専門的に細分化し分
析するか（分化）、という意味で「総合」と「分化」の二項対立は存在するであろう。同
じように「系統」でみると、一定の原理・法則にもとづいた順位性や関係性が弱いものや
系統を目指しながらも系統になりきれずに羅列になるもの、系統がみられない（羅列）も
のがあるとして、系統とその反対（非系統）の基軸が存在する。そこで総合と分化（教科・
科目の軸）と、系統と非系統（羅列）として、図４（「カリキュラムにおける総合と系統
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の２軸４象限モデル」）という枠組みを作成したのである｡これは社会科をはじめとした
カリキュラムにおいて、「総合」と「系統」の関係性で整理する新しい枠組みとなる。こ
の枠組みは、従来１次元における二項対立を、軸の数で言えば、１つの軸から２つの軸へ
増やして、２次元４象限として捉え直した点が新しいといえる。そして、分化された系統
的な学習【Ⅳ】や分化されているが系統となっていない学習【Ⅲ】、総合であるが非系統
な学習【Ⅱ】のようにカリキュラムを分類することも可能となる。これまでの総合と系統
の二項対立と異なる新しい枠組みで社会科をとらえると、総合社会科も含めた社会科の学
習の位置づけも明確になる可能性をもつだろう。そのため次節では、この図を社会科カリ
キュラムの枠組みとして使って、社会科のあり方をめぐる論争を整理し、カリキュラムに
おける社会科の学習の位置づけをおこなうこととする。

総 合

非系統

【Ⅱ】

【Ⅰ】

【Ⅲ】

【Ⅳ 】

系 統

分 化

図４

総合と系統にもとづいた二次元四象限の枠組み
（「カリキュラムにおける２軸４象限モデル」）
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Ⅱ－３

社会科論争を手がかりとした社会科 カリキュラムの整理
－「カリキュラムにおける総合と系統の２軸４象限モデル」の枠組みをとおして－

前節で示した図４（「カリキュラムにおける２軸４象限モデル」） の枠組みを使って、
社会科カリキュラムにおける総合社会科の学習の位置づけを明確化することが、本節のね
らいである。
「カリキュラムにおける総合と系統の２軸４象限モデル」の中で、これまでの社会科の
あり方をめぐる論争を整理し、総合社会科を含めた社会科学習の位置づけをおこなうこと
とする。なお対象とした社会科論争は、いずれも戦後における｢総合｣や「系統」を主題と
した①勝田・梅根論争

2)

(1952)、②春田・矢川論争

3）

(1954)､③大槻・上田論争

4）

(1962)

の、三つとした。その枠組みにもとづいて、以下の様に各社会科論争における論点を整理
する。議論の接点・対立点といった各論争における主張の違いをその枠組みによって可視
化し、議論における齟齬の所在を明確にすることで論争の見直しをする。この論争の見直
しをすることによって、この枠組みの有用性を確認する。そして各論争を社会科教育論の
中で意味づけるとともに、総合社会科を含めた社会科学習のカリキュラムにおける明確な
位置づけをおこなう。

Ⅱ－３－１

社会科論争の分析

[１]勝田・梅根論争の分析
初期社会科といわれた学習指導要領（1951 年版）実施の下で、雑誌『教育』（1952 年
1 月号）勝田守一（教育科学研究会）の論文「社会科をどうするか」における社会科批判
（表５）をめぐる梅根悟（コアカリキュラム連盟）との論争は、「総合主義か 、分化主義
かをめぐる論争」（田中 1981）といわれている。かつて学習指導要領（1947 年）におけ
る社会科・中等学校の責任者である勝田守一自身による社会科カリキュラム改訂案（表６）
をめぐる論争は、戦後の二つの対立する社会科教育のあり方をめぐる象徴的な論争（梅野
1994）ともいわれている。しかし馬場（1956）がいうように、もともとこの論争は、相容
れない思想的な立場や教育観をめぐる決定的な対立ではない。この二人の対立点は社会科
の目的や科学性・生活教育における「系統」にある（日比 1996）。しかし後述するが、両
者の「系統」についての言及には問題点も多い。
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表５

勝田による社会科批判

分類項目

初期社会科に対する批判

＊注

波線部は筆者によるものである

一.教育目標

社会科の目標が明確でない。現在の日本社会の問題状況および課題
に即して表現されていない。日常の指導の内容および方法がはっき
りした方向付けをもてない。

二.教育内容の理解

基本的なだいじな知識及び理解を自分のものとする ことができな
い。獲得すべき文化遺産の質において疑問。

三.教科により習得
する能力
四.社会認識育成に
おける歴史認識
五.道徳教育

基本的にすじの通った知識は得られず、技能は養われず、読書力も表現
力も分析力も判断力も育っていない。
社会的認識に歴史性が欠けている。日本社会の歴史的発展という観
点からの指導が不十分。
日本の現実に対決する誠実な責任感を育てる機会が社会科の指導に
おいて 乏しい社会科の客観主義が、主体的な倫理の領域を無視する
傾きを見せている。

六.社会科の指導法

学習指導要領や教科書の組 織の上にも欠陥がある。程度がむずかし
すぎたり煩雑であったり、子どもの現実の経験に即していなかった
りしている。社会科の指導方針そのもののあいまいさ。

七.高校の科目選択

高校の選択制度は日本の現実に適していない。生徒達は自分の本当
の関心や必要から科目選択することができない…（中略）生徒の教
養が事実上偏っている。

勝田は系統重視の立場といえようが、彼の言う系統をもう少し詳細に見ていくと、５年
生は地理を主に、６年生は歴史を主にする学習内容面のみの記述だけであり、基本的な原
則的理解や基本的概念が身につくといえるのか、その学習したことが本当に系統といえる
のかについて、明確な記述はない。単元に地理的・歴史的な内容が羅列されている場合も
あり、本当にそれが系統といえるかどうかはわからない。勝田の「（小中学校では）科目
を分けることによって生ずる危険の公算を現状ではきわめて大きい」（勝田
指摘は、自らの案についても該当することになる。
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1952a）との

表６

勝田の社会科カリキュラム案

年当時の社会科カリキュラム

勝田の提案したカリキュラム改訂案

小学校

一般社会
（一～六学年）

小学校
一般社会（一～四学年）
五年 日本地理を主
六年 日本歴史を主

中学校

一般社会
日本の歴史

中学校１年 歴史（単元）
２年 地理（単元）
３年 社会（単元）

高等学校 １年 一般社会科（五）
２年
日本史・ 界史
人文地理
３年
時事問題
（各五）

高等学校１年
人文地理（３）、
２年 日本史および 界史（４）
３年 現代の諸問題（ 称・４）
（カッコ内の数字は一 の時間数）
現代の諸問題には、政治・経済・文化
及び倫理的な問題を含むものとする

２・３年は１科目選択必修

次に、梅根のカリキュラム論では、総合的な社会科（問題単元課程）と系統的な教科（系
統課程）を分けている。しかし、勝田が批判するように、系統課程についての詳細を述べ
ていない（勝田 1952b）。どのように「系統」を保障できるのか、分化した 地理歴史が社
会科（総合）をどのように支えるかということは説明して おらず、問題単元と系統課程の
断絶によって、バラバラな断片的な知識になる可能性もある。
以上のことをふまえ、図４の社会科カリキュラムの枠組みを使うことによって、この論
争を整理したものが、図４－１a となる。勝田が提示した社会科案は単純な社会科解体論
ではなく（谷川 1988）、小学四年までの総合を認めている【Ⅰ】（総合－系統）。しかし
勝田は教科としての目標が明確でない当時の社会科を【Ⅱ】（総合－非系統）として批判
し、小中学校では単元構成を「日本地理」（小学五年）「日本歴史」（小学六年）、「地
理を主とした単元」「歴史を主とした単元」（中学）として、高校では科目の分化と「一
般社会」廃止を主張している。勝田の考えている社会科は、明らかに分化【Ⅳ】（分化－
系統）の方向性を示している（勝田 1952c）。勝田は、小学４年まで（未分化）→ 小学高
学年（総合・地歴を単元構成）→中学校（総合・地理歴史を主とする単元）→高校（分化）
と、学年段階での発達に応じて、未分化・総合 から分化へという原理にもとづくカリキュ
ラム

5）

を提案している。学年段階により異なるものの勝田の中学校以上の社会科は【Ⅳ】
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総 合

梅根
批判された
社会科

非系統

【Ⅱ】

【Ⅰ】

【Ⅲ】

【Ⅳ 】

勝田

系 統

梅根

批判された
教科学習

分 化

図４-１a

勝田・梅根論争の整理（１）

であり、各科目が社会科の目標のもとで統合されているカリキュラムである統合社会科に
位置づけられるであろう｡梅根の社会科は問題単元課程として、社会科学・自然科学を含
めた総合であり、問題の探求における問題は知識や法則・原理を必要とすることから【Ⅰ】
であり（②梅根）、コアコースの社会科を前提として、地理・歴史科の教科の存在を肯定
している（梅根 1952a）ので、基礎課程【Ⅳ】に地理・歴史科をおいている（②’梅根）。
勝田・梅根論争をそれぞれの批判の対象を図の中で書き込むと、図４-１b となる。梅根は
学年に応じて分化へ移行する勝田案（【Ⅰ】→【Ⅳ】）を批判し、「中学校でも高等学校
でも」小学校と同じ総合【Ⅰ】への統一を求めている（梅根 1952a）。これに対して、勝
田は梅根の社会科論（② と②’）に対して「技術論的に」プロジェクト的学習（②梅根）
がむしろ断片的な非生活教育（【Ⅰ】が【Ⅱ】へ）となることを批判するとともに、②’
梅根の系統学習が生活課程との切り替えや配列などが困難（勝田 1952b）で、
【Ⅳ】が【Ⅲ】
（分化－非系統）になることを危惧して批判している。勝田の梅根批判に対し、梅根は
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社会科観のねじれ
総 合

梅根
批判された
社会科

非系統

【Ⅱ】

【Ⅰ】

【Ⅲ】

【Ⅳ 】

勝田

梅根

批判された
教科学習

分 化

図４-１ ｂ

系 統

批判の対象
を示す

勝田・梅根論争の整理（２）

（コア連の）三層構造論によって、批判された新教育・生活教育のような【Ⅱ】となるこ
とはないと論じている。なお論争の中で、福島要一の著書「米」の問題解決的な思考や無
着成恭「山びこ学校」の生活綴方の実践（梅根 1952b・勝田 1952c）が事例として出され
ている。福島の「米」は、勝田も問題解決的なアプ ローチとして、一定の評価をしている。
しかしそれは「具体的な科学がより抽象的な科学をそのうちに含む」ものというように、
あくまで勝田①【Ⅳ】の中で可能な授業とみていると推測できる。両者の共通項といえる
生活綴方であり、図４-１ｂでは、①勝田と②梅根の接点に該当すれば、わかりやすい も
のとなる。しかし勝田は【Ⅳ】の教科課程と生活指導を二元論で峻別（金馬 1998）してお
り、梅根はコアコース【Ⅰ】である「社会科の一つの展開例」（梅根 1952c）としている。
それぞれ異なる社会科のとらえ方（社会科観）にもとづき、生活綴方を評価している可能
性がある。両者の社会科論は「相容れない思想的立場や教育観ではない」（馬場 1956）に
しても、また評価できる共通の実践であっても、それぞれ 自らの社会科観によって、相手
を批判している。そのため、図４-１b によって、相手に対する批判対象の矢印がずれた
ものになっており、両者の「社会科観のねじれ」は可視化できる。すなわち、両者の社会
科観が接点はみられるものの、批判対象がそれぞれ交錯している状況を示すということで
ある。
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[２] 春田・矢川論争の分析
1954 年に雑誌『教師の友』において、日本生活教育連盟（日生連）の春田正治とソヴィ
エト教育学者の矢川徳光との間で、「生活主義か教科主義か」の論争がおこなわれた。こ
の論争は、生活教育論争（田中 1994）ともいわれる。
表７は、春田の論文をもとに、矢川自身が相違点として整理をしたものを、引用したも
のである。矢川は、春田との一致点として、科学的認識や教師の指導性などの重要さなど
五つをあげている（矢川 1954,pp.2-3）。逆に相違点として矢川が示した表７においても、

表７

矢川による「春田の生活主義と教科主義」 の相違点
生活主義

経験の見方

教科主義

a.経験と知識の統一を求める
立場

知識の求め方

a'.はいまわる経験主義を非難して
系統化を求める立場

b.何 が 必 要 な 系 統 的 知 識 か と い

b'.系 統 的 知 識 を 往 々 に し て 神 が か

うことは現実の歴史的社会的

り的古典や死んだ体系的学問や

生活から決められるのであっ

歴史的境位を異にする大家の著

て、どこかから天降ってくるの

書に求める 。

ではない。
解放への役立て方

社会科の置き方

c.人 間 解 放 と 創 造 的 問 題 解 決 力

c'.「 社 会 科 の 呪 縛 か ら 解 き は な さ

を育ててきた生活教育の伝統

れ」て、歴史科や地理科を確立し

が今日の大衆の解放に役立つ

たソヴィエトの戦訓が考慮され

と考える。

る。

d.現 実 の 生 活 問 題 に 取 組 む 社 会

d'.史 科 は 社 会 科 の 指 導 目 標 の ほ と

科は、その中に歴史的・地理的

んどを一切を満たすことができ

接近を必 ず必要とす るが,そこ

る上に、社会科 は便利史観にたっ

で個々の問題に即してどんな

て正しい意味の史観はないから

に歴史教育がおこなわれたと

社会科はやめて歴史教育や地理

しても、なおかつ系統 的な歴史

教育だけすればよいと主張する。

教育が必要である。
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［知識の求め方］であるように、系統的な歴史や地理などの知識の重要性については、両
者の相違はない。[社会科の置き方]では、両者の相違が見られるが、生活問題にとりくむ
ためには「歴史的・地理的な接近」（アプローチ）が重要な点では生活主義（春田）も認
めている。船山（1958a,p.46）によれば、両者の主張は「かなり程度に接近している」と
いえる。しかし経験の見方、何が必要な系統の知識かについての隔たりは小さくない。こ
の論争を、以下の図４-２a のように整理した。

総 合

春田
矢川のいう
断片的な知

非系統

【Ⅱ】

【Ⅰ】

【Ⅲ】

【Ⅳ 】

系 統

矢川

分 化

図４-２ a

春田・矢川論争の整理（１）

春田ら日生連（図４-２ａ③）は、「総合の根拠を生活に求め」（藤岡 1983）、生活主
義によって「経験と知識の統一」をめざした。これに対し矢川は、科学を「経験と知識（実
践と理論）とを統一させたことによって生まれる」（矢川 1954,p.5）ものと主張する。生
活に（道具として）科学を利用する春田と、生活に応じて科学を選びとる矢川との間には、
科学のとらえ方や知識のとらえ方に大きな相違がある。生活（総合）と科学（系統）は対
立概念として理論上では成立するものの、実際の教育現場において二つの概念は、相補関
係なしでは成立しえない（田中 前掲）。また「生活から知識へ」と「知識から生活へ」も、
何ら対立するものでなく、むしろその二つがあってはじめて理論と実践の真の統一が成り
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立つ（小松 1954,p.60-61）との指摘もある。川合（1982）も「科学と教育の結合を異質と
決めてかかる必要はない」としながらも、「生活という概念そのものが個別的で単純に教
育と結合すること」の難しさを指摘している。
春田は、「経験と法則、実践と理論の統一を求める」ことが生活教育の基本的対場であ
るとし、また「(日生連は)この二年間に相当変わってきた｣の記述（春田 1954b,pp.23-26）
からもわかるように、
（図４-１ａ）梅根②より系統を志向

6）

して（図４-２ｂ③）いる【Ⅰ】

ことは明らかである。しかし「歴史をやれば社会科が不必要になるのではなく、社会科を
やればやる程歴史が必要となる」（春田 1954a,p.20）というように、総合が前提であるこ
とには変わりはない。同様に春田は「系統的知識は現実の歴史的社会的生活から決められ
る」（春田 同）として、生活主義・経験主義的を前提（船山 1958a,p.41-42）とした系統
を示している。それに対して矢川は、経験主義の「経験と知識の統一」は、断片的経験に
断片知をかぶせたものとして、経験主義をでないものは系統ではない【Ⅱ】（図４-２a・
b の点線の円）と批判している（矢川 前掲,pp.5-9）。このように、「教科の論理的系統」
のみを「系統」とする矢川の系統観からすれば、春田の系統はあくまでも「断片的な知」
であって、図４-１a･ｂで批判された社会科（【Ⅱ】）と同様と考えていることがわかる。

系統観・知識観のずれ
総 合
春田
系統を志向

矢川のいう
断片的な知

非系統

【Ⅱ】

【Ⅰ】

【Ⅲ】

【Ⅳ 】

系 統

矢川

分 化

図４-２ b

春田・矢川論争の整理（２）
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系統を志向

批判の対象
を示す

両者の系統観の相違は、図４-２ｂからでも明確である。
春田の生活主義同様に、矢川は「経験と知識との統一を求めている」（同,p.5）という
が、科学は経験の総括とし生まれたものであり、経験は重要であるが感性的な認識をはい
まわる経験主義はしりぞける、というように「経験主義への不信は激しい」（春田
1954b,p23）。表７［解放への役立て方］で、ソ連が社会科から地理・歴史科になったよう
に「社会科の呪縛」からはなれるべきである 、と矢川は考えている。当時の政治事情（1954
年当時、「逆コース」ともいわれた戦前の教科に回帰するような保守的な政治動向）のも
とで社会科を消極的に認めるものの、「社会科の呪縛」という言葉が示すように社会科に
合理性を認めていない。「（小学校から）社会科をやめて歴史教育と地理教育とを独立教
科」（矢川 1954,p.11-13）で、というように、矢川の社会科論における分化【Ⅳ】への志
向は明確といえよう。このように矢川の社会科論は各科目の分化を超えるものではなく、
図４-２ｂ④（矢川）のように示すことになる。社会科学として唯物（ﾏﾏ）弁証法理論に依
拠する矢川は、「知識から生活へ」とたどる道筋に固執しすぎ（船山 1958b）との批判も
ある。だが、経験と知識の矛盾を止揚する点において春田と対立するものはでない（小松
前 掲 ,p61 ） 。 こ の よ う に 系 統 観 の 相 違 が 明 確 で あ り 、 論 争 点 も 明 ら か に さ れ た 。 船 山
（1958a,p.46）によれば、両者による論争は「系統」についてさらに継続される必要があ
ったが、論争は中断し、継承・発展することはなかった。勝田・梅根論争と異なり、具体
的な事例を提示できなかったため、論争における「経験と知識の統一」や「社会科でなく
ても地理･歴史科でできる」というそれぞれの主張 をお互いに理解しあうことが難しかっ
たと推測される。例をあげれば、春田が「問題を追求させることによって、人間生活の真
相に」せまろうとする生活綴方教育と系統的な歴史教育（春田 1954a）の結合をとりあげ
ていることは、生活と知識の統一をはかる春田【Ⅰ】の社会科観を象徴しているといえる。
矢川は二つの学習論には肯定しながらも、その結合には疑問をもち、｢生活綴方は経験を
重んじはするけど経験主義ではない｣（矢川 前掲,p.15）といった自説を展開するにとど
まっている。図４-２ｂからみる両者の距離は 、系統を明確に示すことに苦慮している春
田③と、分化の域を出ない矢川④との系統観・知識観の「ずれ」（隔たり）を示している。
この場合の「ずれ」は両者の系統観・知識観などの観や視点の接点がない状況を示すもの
である。
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[３] 大槻・上田論争の分析
大槻・上田論争は「教育と認識」論争と呼ばれ、子どもの問題解決過程の連続性を重視
する上田薫ら社会科の初志をつらぬく会（初志の会）の社会科論に対し、科学的真理を教
えない「態度主義」の社会科として、教育科学研究会（教科研）の大槻健が批判したこと
にはじまる論争（福田 1994）である。科学的系統主義が登場してくる時期で､社会科の「系
統性」とは何か、教育内容の科学性とは何かをとりあげた 論争（影山 1988）である。この
論争では、具体的な事例をあげずに議論しているため、共通のフィールドができず、かな
り哲学的に踏み込んだ論争になった（谷川 1988）ともいわれる。吉田（1963）はこの論争
について、社会科学が自然科学のように一つのまとまった体系に集約されてでもいるよう
に安易に論じる大槻と、科学はどんなに進歩しても不完全であるという哲学的な発言をす
る上田の両者を批判し、両者がやや違った次元を追求しているとの指摘をしている。なお
上田の動的相対主 義は、知識注 入にい たる静的な体系と なる科学を否 定して いるのであ
り、１＋１＝２のような抽象的な一般式そのものに対するものではない（上田 1963b）。
日比(1996)が、教科研の「組織内融和のための経験主義批判」が背景にある点を指摘して
いるように、前の二つの論争（勝田・梅根論争と春田・矢川論争）が相手との一致点を見
いだそうとしているのに対し、本論争は「非生産的な議論」（吉田 前掲）であるとか、
「教育論としてかみあわない」（谷川 前掲）などの批判も多い。これまでの系統学習 と問
題解決学習の対立のような既視感があり、両者の系統観の相違は際立っている。しかし滝
沢（1963）のように、「子どもの思考体制の発展は科学の系統的な認識方法を媒介する時
に、はじめて可能」となり、両者は矛盾するどころか、むしろ内面的に深くからみあい、
その中で教育の系統が成り立つという指摘もある。
図４の枠組みで整理したものが、以下の図４-３a である。上田は、知識と態度を切断し
がたいものとして、社会科学の系統を教育の系統に具体化する研究が必要（坂元 1976）
と述べており、両者の系統観に共通項を見つけることができなかった。大槻（図４ -３ａ
⑤）は、「系統」は科学の系統を中心とするべきで、他の系統については系 統の弱さを主
張している。分化・系統なもの（科学中心）と、分化をめざしながらも系統で ないあるい
は系統の弱いもの（当時の「学習指導要領昭和 33 年改訂版」）を明確に区別している。こ
れに対し上田は、「系統」には「問題解決の系統」など複数あることを論じながら、一面
で系統をめざしながらも「断片的な問題解決」も存在する可能性を示唆している。このよ
うに大槻が分化であっても断片的（非系統）、上田が問題解決（総合）でも非系統がある
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総 合
上田

大槻のいう「態度主義」
系統のない問題解決

非系統

【Ⅱ】

【Ⅰ】

【Ⅲ】

【Ⅳ】

知識注入

系 統

大槻

分 化

図４-３ a

大槻・上田論争の整理（１）

ことをそれぞれ認めている。カリキュラムの「分化」の領域で考えれば、教科・科目とし
て分化されていても断片的な知識となる領域（非系統）と、分化で系統である系統学習の
領域がありうるということである。また[２]春田・矢川論争でも例にあげた「総合」の領
域でいえば、問題解決（総合）であっても断片的な知識とな るもの（非系統）と、系統を
もつもの（問題解決の系統）というように分けられる。「科学的内容を教科の内容として、
どう体系的にとりいれていくか」や「教科論では徹底的に科学的内容を問題にすべき」な
ど大槻の社会科論は、明解な社会科学の系統学習を志向（図４-３ｂ⑤）している。同じ教
科研でも勝田と比べて、科学的社会認識を強調する点や地理・歴史独立を主張する点から、
図４-３ａ･ｂでは⑤大槻の社会科論は当然【Ⅳ】に位置づけられる。本来この論争がはじ
まったのは、大槻による長坂端午への「態度主義」批判であった。また大槻による上田へ
の反論がおこなわれていないこともあり、両者の接点はなかなか見いだしづらい。大槻に
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図４-３ b

大槻・上田論争の整理（２）

よれば、上田ら（初志の会）の態度主義による知識は、科学的法則性に耐えら れず、科学
的知識の習得を軽視するもの【Ⅱ】として強く批判（大槻 1962,pp.13-14）している。こ
れまでの論争と異なるのは【Ⅰ】の立場をとろうとする上田らによる初志の会の社会科を
「態度主義」として、戦前の教科や当時の学習指導要領（昭和 33 年改訂）との共通性を
指摘している（同,pp.19-20）ことである。大槻による「系統」は、「科学と教育の結合」
からの客観性をもつ体系である科学的系統のみの「系統」である。それに対して、「一定
の論理構造」をもつ思考体制はあくまでも 「心意構造」であり、それは系統ではない
（同,p.19）というのが、大槻の立場である。矢川（図４ -２b④）同様、系統を科学的な系
統という狭義なものに限定している。矢川と比較すれば、生活（経験）への言及もみられ
ない。上田が作成に携わった 1947 年の学習指導要領社会科では「社会科はいわゆる学問
の系統によらず」とあるが、同時に「学問上の系統はもとより必要であるが」とも書かれ
ている。このことは学問上の系統であるディシプリンを否定しているのではなく、「学問
上の系統のみ」の社会科を否定している のである。上田（1947）によれば、「社会科はあ
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る意味において組織だてられた系統をもっている。しかしそれは平面的な系統ではない。
これまでの歴史と地理が配列の上でもっていた系統とは異なる次元を異にする系統」であ
ると、系統を否定せずに学問とは異なった系統について言及している。これらのことから
上田の社会科論は、図４-３a･b において【Ⅰ】の位置づけとなる。彼の系統は｢児童の中
や児童と社会との要求の交点に考えることができる系統｣であり、それができなければ｢断
片(的知識）の集積｣（上田 1962a）と述べている。上田の社会科は図４ -３a・b⑥で示され
るが、上田のいう「系統のない問題解決」となってしまえば（非系統である）図４ -３ｂ
⑥’【Ⅱ】となる。また上田は、｢知識は子どもがそれを系統的に働かすこと ができると
き｣に系統となることを主張し、 むしろ知識注入【Ⅲ】の「教えこみ」になる（図４ -３b
⑤’）ことの危険性（上田 同）を説いている。系統観の異なる上田【Ⅰ】と大槻【Ⅳ】の
社会科は、お互いに【Ⅱ】系統のない問題解決、あるいは【Ⅲ】知識注入 になる危険性を
それぞれ指摘し、批判をしている。両者の系統観・科学観には接点がみられない「ずれ」
があり、その「ずれ」によって論争そのものが批判する対象を交錯させている「ねじれ」
た状況となっているといえよう。すなわち図４-３ｂでは 「系統観・科学観のずれによる
論争のねじれ」ということになる。

Ⅱ－３－２

総合社会科の位置づけ

以上、三つの社会科教育論争に対して、「カリキュラムにおける総合と系統の２軸４象
限モデル」の枠組みにもとづき、各論者の社会科学習を位置づけた。この枠組みによって
整理することで、論争間の対立点や論争当事者の系統観の隔たりなどが可視化できるよう
になり、論争のねじれ・ずれが明示することができた。これまでの各論争 による社会科学
習をカリキュラムとして分類したものが、図５－１となる

7）

。

なおこの図では、系統と非系統の軸となっており、生活と科学あるいは教育と科学の軸
となっておらず、系統の中にくみこまれていることになる。これには次のような、二つの
理由がある。一つめの理由は、本研究が〈総合２〉に焦点化しているため、系統の中に、
生活－科学または教育－科学の内容を含ませ、複数の系統を簡略化して示した。二つめの
理由は、その両者（生活－科学または教育－科学）の統一・関連を強めることが、より系
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総 合

断 片 的な 知 識

勝田案（小４まで）
問題解決学習

批判された初期社会科

春田（生活主義）

非系統

【Ⅱ】

【Ⅰ 】

【Ⅲ】

【Ⅳ】

知識注入学習

系 統

系統学習

分 化

図５-１

社会科論争の分析にもとづく各学習論の位置づけ

統を強めることにもつながるためと考えたためである。より生活の系統を強めても、科学
の系統は弱められることはなく、生活と科学との関連が強い主題・教材であれば、逆に科
学の系統も強められることもある。むしろ両者はいわば相補関係であるものを、これまで
のように対立させること、あるいは（生活－科学のような）別の軸を加えること が、かえ
って系統を弱めかねないため、と考えたからである。
それでは、総合社会科の学習はどこに位置づけられるべきであろうか。単に教科の枠を
こえた学習であれば、【Ⅰ】（②梅根、③春田や⑥上田）、あるいは【Ⅱ】（⑥’）の社
会科に該当することになる。春田・矢川論争で言う「断片的な知」の学習であれば【Ⅱ】、
勝田・梅根論争でいう「寄合

帯の社会科」であれば【Ⅳ】に、梅根も「寄合

帯」と「綜

合（総合）」を明瞭に区別して、科目の集合体（寄せ集め）を否定（梅根 1952c）してい
る。このように、あてはめていけば、総合社会科固有の価値をもつ総合社会科は、これま
での検討によって【Ⅰ】とならざるをえない。断片的な知識による寄せ集めではない一定
の原理・法則によって順序だててい く【Ⅰ】「系統である総合」こそ、総合社会科として
の学習によって寄 せ集めをこえ る価値 をえることも可能 になると考え ること ができるか
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らである。すなわち総合社会科は、図５-２のように社会科カリキュラムにおける「系統
ある総合」である学習と、とらえることができるとみていいであろう。

総 合

批判された
初期社会科

非系統

総合社会科授業
【Ⅱ】

【Ⅰ】

【Ⅲ】

【Ⅳ 】

系 統

系統学習

知識注入学習

分 化

図５-２

社会（地理歴史・公民）科授業論の位置づけ

しかし社会科カリキュラムにおける「系統ある総合」とは、どのような学習をいうであ
ろうか。これまでのように、総合と系統を二項対立と考えているのであれば、総合の実践
では、系統への意識については希薄 であったとも考えられる。総合とあればあるほど系統
は弱くならざるを得ない、といえるからである。しかし系統であり総合でもあるという学
習とは、どのようなカリキュラムであるかが問われることになる。
そこで「系統ある総合」の（社会科）カリキュラムを、どのような内容で開発していく
のかという構成原理をあきらかにするため、さらに検討が必要となる。次節では、「系
統ある総合」となるカリキュラム開発の内容構成原理について検討していく。
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Ⅱ－４

総合社会科にもとづくカリキュラムの内容構成原理

前節までの考察によって、総合社会科にもとづく学習が、社会科カリキュラムにおける
「系統ある総合」であると、とらえることができた。しかしカリキュラム開発の時に、社
会科カリキュラムにおける「系統ある総合」だけでは、どのような学習内容で構成される
かを十分に提示できたわけではない。前節で示したように、図５-２の系統には、科学（学
問の系統）だけでなく、問題解決の系統や生活主義などの複数の系統を含めたものである。
繰り返して言うように、系統は一定の原理・法則にもとづいて関係性・順位性がつけられ
るものである。そして問題解決や生活主義などにもとづいたそれぞれの論理・原理の中で、
系統づけられ一定の「系統的なまとまり」をもつことになる。それでは、系統をもたらす
ものは何であろうか。本研究では、系統を可能にする要因として「構造」に注目する。構
造とは、要素がバラバラに併存しているのではなく、一定の原理のもとで順序づけられ関
連づけられている状態を指す。知識でいえば、各知識は関連構造をもっているといえる。
飯島（1994）は社会科や生活科における学習について、「真に総合的であるためには何
らかの構造がなくてはならない」（飯島 1994,p.220）といっている。ここで「系統的なま
とまり」が、飯島のいう「何らかの構造」にあたると、以下のことから考えられうる。 例
えば「構造」は、①いくつかの要素を組み合わせたつくられたものやそのしくみや組み立
てや、②全体を構成する諸要素の互いの対立・矛盾や依存の関係などの総称、という二つ
の意味をもつ（『広辞苑

第六版』2008）といえよう。事例をあげるならば、構造①では

「柔構造のビル」のように組み合わせた知識の関連性が、構造②は、「汚職の構造」のよ
うに相互の依存・対立などの網羅的な関係性の意味でそれぞれ使われている。そして、学
習内容としての知識・技能などが、一定の原理・法則である「系統」のもとで、有意に組
み合わされ、つくられたのものが「構造①」であり、「系統的なまとまり」にもなる。さ
らに「問題解決の系統」や「生活と科学の統一」といったそれぞれの「系統 的なまとまり」
によって、それぞれの構造（構造①）もありうる。本研究では、認識を主体とした教科・
科目からの総合である〈総合２〉に焦点化しているため、教科の系統（ディシプリン）に
もとづく授業の構造（構造①）を見ていく必要がある。
なお構造の重要性（Bruner 1963）を説いたことで知られる Jerome S.Bruner（アメリカ
1915-2016）は、知識の構造を「その相互関連あるいは観念のあいだの因 果関係」（Bruner
1969）としている。このことから、系統的なまとまり（構造①）ともいえる ディシプリン
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にもとづく授業の構造は、Bruner の指摘するような相互関連や各まとまりの 因果関係な
ど（構造②）を含んだ知識によるもの とも言うことができる。このように学習内容におい
て、知識の関係性（系統・ディシプリン）によって、二つの意味をもつ構造が作られるこ
とになる。しかし、その二つの構造は切り離せない面もある。
また佐藤（1993）によれば、ディシプリンという概念は、「学問性」と訳され、その学
問を特徴づける本質的な内容と方法を意味する。そこから敷衍して、個別の学問自体を意
味する用語となったという。このディシプリンの構造は、個別科学の知識の構造のみで理
解されることもあるが、ディシプリンに「訓練」「弟子」「陶冶」の意味を含み、師弟が
特定の学問を、科学（学問）的に探究をする共同体も意味する。佐藤はディシプリンの構
造を、シュワブからの引用によって、教師の「熟考」や「取捨選択」・「総合」といった
実践的な認識が内在化されていると指摘した。科学的探究ということを前提としていると
しても、総合する ことがディシ プリン 構造の中にうめこ まれている可 能性を 示唆してい
る。このように社会科カリキュラムの学習内容において、必ずしも「総合」と「ディシプ
リン」は二項対立とはならない。このことはカリキュラムにおいて、総合と系統が二項対
立でないのと類似している。
それにくわえて寺西（1998）も、カリキュラムの統合という観点から、ディシプリンに
ついて、以下の二つの点を示している。一つめとして、ディシプリンは知識の確立された
諸分野の不変な組み合わせを意味しないことである。さらに二つめとして、たえず新しい
学問が出現し、それによって確立した学問には重要な内部的変化が起こるため、ディシプ
リンは固定化されたものでないこと、である。佐藤と同様に、ディシプリンに教科・学問
自体の「「個別の学問の系統」の意味はもちろんあるものの、個別の学問の系統のみ」で
はないことを指摘している。その上で寺西は、個人と環境との相互作用の中における「学
びの意味」を、Bruner（1987）の「相互関係性（transaction）」という概念でとらえてい
る。そして本研究における〈総合２〉に該当する「種々な教科や領域の学習経験の相互に
関連つける統合」を「内容の関連・総合化」と呼び、その「内容の関連・総合化」の契機
には「重層的な相互関係性を創りあげていくネットワーク化」やその活動を可能にするカ
リキュラム構成論の構築が必要である（寺西 前掲,p101）ことを述べている。これらのこ
とを総合社会科の授業に置き換えてみると、社会科における「総合」は、個々のディシプ
リンを有する（政治・歴史・倫理・地理）科目 の関連からなり、学習者が主体となって重
層的な相互関係性を創り、ネットワーク化することで、カリキュラムを構成していくこと
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と、とらえることができるのではないか。そしてこのことは、本章第１節２（Ⅱ－１－２
系統にもとづく総合概念の検討）の「（３）統合社会科における検討…社会科学の系統」
で統合社会科が（総合社会科として）科目の集合体の価値をこえるために、「科目間の系
統」を必要としたこと、とも重なるのである。
なお本研究では、二つの総合のうち、あえて〈総合２〉に限定して研究している。〈総
合１〉に関する研究はこれまでにも多く の積み重ねがあり、子どもの生活経験や生活要求
にもとづく授業づくりや授業で身につけた資質・態度を生活にいかしていく実践活動に関
する研究が数多くおこなわれてきた。よりレリバンスを高める教材における研究の蓄積が
多大である。しかし一方、教科・科目の認識にもとづく〈総合２〉は科学（学問）のディ
シプリンと関わり、断片的になりがちでこれまでの研究も少なく、総合と系統を同時に満
たすことは容易ではないと想定している。すなわち〈総合１〉より断片的で、科目の集合
体（寄せ集め）となる傾向が強くなるといってよく、〈総合２〉によ って、科目の集合体
以上の価値である 総合社会科固 有の価 値 を説明すること は、より難し いこと だといえよ
う。そこで本研究では、〈総合１〉よりも研究の蓄積が少なく、より総合と系統を同時に
満たすことが困難であると思われる〈総合２〉にあえて焦点化し取り組むことによって、
〈総合１〉を含めた総合かつ系統であるこの問題に対する解明への証左を示すことができ
ると考えている。
そして総合社会科を含めた社会科カリキュラムを、学習内容における〈総合２〉と系統
によって、２軸４象限に分類したのが図５-３である。「系統」とは、学習内容の要素とな
る一つ一つの「知識」（事象や情報など）が一定の原理・法則のもとで順序・関連づけら
れていることをさす。その上で、地理や経済といった教科・科目を基礎づける学問（科学）
の体系性が、知識を順序・関連付ける一定の原 理・法則である場合を「ディシプリン」と
よぶ。
このような意味の「系統」や「ディシプリン」において、個々の知識がバラバラにある
わけではなく、知識と知識が順序づけ・関連づけられた知識の構造となり、各知識は関連
構造をもっているといえる。換言すれば、非系統―系統という対立軸において、非系統的
なものが系統的なものになる主要な要因が「構造」であると捉えられる。このように、一
定の学問・科学の 体系性によっ て知識 が関連付け られて いるのがディ シプリ ンであるの
で、ディシプリン内において各知識はバラバラにあるのではなくて、関連しあ いながら一
定の構造（構造①）を形成している。この構造はディシプリン内（の知識の）構造と言え
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るだろう。
また一つのディ シプリンと別 のディ シプリンとの間に もディシプリ ン間の ネットワー
ク的な構造（構造②）もあり、この状況はインターディシプリナリーと言い換えることが
でき、いくつかの異なる学問分野にまたが る「学際性」と訳される。すなわちこの「学際
性」を、本研究の文脈に照らしてとらえ直せば、ディシプリンの中 にも構造（構造①）を
有しながら、ディシプリン間にも関連構造（構造②）を有していることである。このディ
シプリン間の構造をもって、学際的な意味における総合性があるといえるのである。ここ
では、構造①とともに構造②までいれたものを、「系統ある 総合」（Ⅰ）ととらえること
ができる。すなわちⅠでは系統を示す矢印とディシプリン間の系統である太い矢印とがあ
り、一つのディシプリンに閉じたられたものではなく、複数のディシプリンを総合したも
のとなる。
つぎにⅣは、Ⅰと同様にディシプリン内の構造（構造①）を有しているものの、ディシ
プリン間の構造（構造②）の状態を示しておらず、このことは「西洋史」「経済（学）」
といった教科・科目や学問にもとづい た系統となるディシプリンをもち、各科目のディシ
プリンにもとづく構造をもつ「教科・学問中心」の系統学習になる。
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総合２
郵便局

断片的な知識

系統
学際性

バナナ

学習内容

Ⅱ Ⅰ
Ⅲ Ⅳ
西洋史

ディシプリン

教科・学問中心

知識注入
鎌倉時代
地方自治

経済

構
造

分 化（ 総 合 ２ に 対 比 し た ）

図５-３ 学習内容における系統と〈総合２〉による社会科カリキュラムの類型化

以上のようにⅠとⅣにおいては、ディシプリン内には構造がみられたが、その一方でデ
ィシプリン内の構造や系統がみられないのが、ⅡとⅢである。そのうち、Ⅱでは系統性
がみられない状況のなかで、総合となる状態である。すなわち複数のディシプリンの中
で登場するような知識を同時に学ぶが、それはあるト

ックによってバラバラな知識が

学習内容（バナナ・着物など）としてひとまとまり（点線の楕円）になっているもの
の、知識と知識の間には関連構造がみられないという状態である。これはト

ックとし

ての各知識が一定の原理・法則と関連付けられない「断片的な知識」となる学習とな
る。
つぎにⅢでは、Ⅱと同様に系統性がみられないが、「鎌倉時代」「地方自治」というよ
うに科目の領域・項目でまとめることはできる状態である。そして各領域・項目の諸知識
を学習内容とするため、各知識は内容や関係する事象において一定の共通性をもつ。しか
し学習する各知識が羅列的で、関連構造がない学習を示しており、このような学習は「知
識注入」学習としていわれることが多い。
金丸（1999）によれば、カリキュラムの類型において、学際性カリキュラムともいわれ
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るインターディシプリナリー・カリキュラムは、知識の関係性を理解させる目的で各学問
的教科を孤立して教えないでリンクさせ、知識を統合しようとするものである、という。
総合社会科は、それを社会認識に該当させたものといってよいだろう。各科目のディシプ
リン内構造があったとしても、単に科目を統合しただけでは、科目の集合体（寄せ集め）
にすぎない。科目の集合体以上の価値を持つ総合の意義があるとすれば、ディシプリン内
構造だけでなく、ディシプリンとディシプリンとの間で関連構造（ディシプリン間構造）
をもち、それが何らかの価値を持つことである。
図５-３のカリキュラムにおけるⅣ「教科・学問中心」（every discipline）とⅠ「学際性」
（interdisciplinary）との違いは、太い矢印にあたるディシプリン間での系統である。これ
はブルーナーのいう相互関係性（transaction）にあたり、図５-３のように可視化できる。
このように総合社会科の授業は、矢印で示されるディシプリンそのものの系統による構造
（ディシプリン内構造）とともに、太線の矢印で示される各科目・科学間の相互関係性に
よるネットワーク的な構造（ディシプリン間構造）をあわせ持ったカリキュラムとなる。
先に述べた飯島の「真に総合的であるためには何らかの構造がなくてはならない」にお
ける「真に総合的である」と「構造」の間には、図５-３のように「系統」「ディシプリン」
などとの関係性があることが考えられる。本研究の文脈にそって、飯島の言葉を総合社会
科における〈総合２〉で例えるならば、社会科カリキュラムにおける「系統ある総合」は、
ディシプリン内構造＋ディシプリン間の構造をもつといえる。そして、このことは総合社
会科にもとづくカリキュラム開発をする際に、（カリキュラム開発の）内容を構成する原
理となりうるのである。その結果、総合社会科にもとづくカリキュラム開発のねらいとし
て、図５-３ Ⅰ「学際性」（interdisciplinary）が求められることになる 。そして、Ⅳ
（every

discipline）との根本的な違いは太線の矢印であるディシプリン間構造である。

以上のことから、本章では、科目の集合体をこえる価値をもつ 総合社会科にもとづくカ
リキュラム開発は、ディシプリン内構造とともにディシプリン間構造をもつ内容構成原理
であるととらえ、社会科カリキュラムにおける総合概念の新たな解釈の提示とすることが
できた。 これを具体的に、現実の授業の中でどのように実現したらいいのか、またこの
ディシプリン間構 造にあたる学 習によ って、生徒はどの ような認識に いたる のであろう
か。このことを解明する必要がある。次章では、本章の成果をもとに授業論として、考察
をすすめていく。
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注

1）臼井（1989,p.84）によると、科学的に認識する力は社会 科教育固有の任務、批判し
発展させる能力・行動・技術は生活指導固有の任務として二つに分けている。
2) 以下の六本の論文を、勝田・梅根論争とする。①勝田守一（1952a）「社会科をどうす
るか－」『教育』復興３号 国土社。②梅根悟（1952a）「批判・社会科解体論に反対す
る」『教育』①に同。③勝田守一（1952b）「生活教育と社会科」『教育』復興４号 国
土社。④梅根悟（1952b）「問題単元における地理と歴史－勝田守一氏の批判に答えて」
『カリキュラム』5 月号 誠文堂新光社。⑤勝田守一（1952c）「三たび社會科について
－梅根氏の所論に答える－」『カリキュラム』8 月号 誠文堂新光社。⑥梅根悟（1952c）
「勝田守一氏への手紙 社會科について」『カリキュラム』 10 月号 誠文堂新光社。
3）春田・矢川論争については、次の三本の論文を対象とする。①春田正治（ 1954a）「社
会科と共通の広場」『教師の友』Vol.5No.1 1･2 月号,16-21 頁。②矢川徳光（1954「共
通の広場と社会科-春田正治氏にこたえる-」『教師の友』Vol.5No.3 5 月号,2-17 頁。
③春田正治（1954b）「生活教育と社会科－矢川氏の批判にこたえて－」Vol.5No.5
8 月号,23-27 頁。
4)大槻・上田論争は次の四本の論文をさす。①大槻健（1962）「社会科教育における経
験－態度－人格主義について」『教育』146 号。②上田薫（1962）「何を知識不信とい
うか－大槻氏の論にこたえる」『教育』148 号。③上田薫（1962）｢教育と科学」-大槻
氏の論にこたえる『教育』149 号。④上田薫（1963）「認識と実践の問題－諸氏の論に
こたえる－」『教育』155 号。
5）このようなカリキュラムの提案には、広岡亮蔵（1955）『学習形態』明治図書、がある。
広岡も九年間一貫した広域教科の考え方（総合）に対して疑義を持ち、発達系列に応
じて未分化→分化→分科という段階に分けている。
6) コアカリキュラム連盟が日本生活教育連盟(日生連)へ改称(1953.6)し､三層四領域論
や｢日本社会の基本問題｣(本論争後)など社会科を教科として科学的・系統的に把握 す
る方向へと転換することになり､そのあり方が変化していった。春田自身も本論争で
社会科論からの変化を認めている。
7) 図に記載した「断片的な知識」や「知識注入」などの「知識」は、の探求の結果として
獲得された「知」（wisdom または intelligence）ではなく（矢川 1954・大槻 1962）、
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一つの情報・事実（data）という意味で使用する。
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Ⅲ章

総合社会科における授業論の考察

Ⅱ章までの成果で、総合社会科にもとづくカリキュラム開発の内容構成原理は、ディシ
プリン内構造とともに、ディシプリン間構造をもつ、ととらえることができ、社会科カリ
キュラムにおける総合概念の新たな解釈の提示をおこなった。本章では、この総合概念に
もとづいて授業論として生徒の認識を考察し、総合社会科の授業モデル（系統的かつ総合
的な生徒の認識モデル）の一つを原理的に明らかにする。

Ⅲ－１

認識における相関と総合

学習指導要領（平成 30 年告示）において「総合的な探究の時間」はもちろんであるが、
教科・科目についても「相互に関連づけ」たり、あるいは「多面的・多角的に」などの記
述がみられ、概ね「総合」と類似と思われる表現が使われている。上田（ 1947）によれば、
「単に公民的なもの」、「歴史的な素材」が存在するわけでなく､そのよびかたも「一つの
手がかり」にすぎないと述べ、ディシプリンは人為的に作られたものであるから、各事象
が地理や歴史などと内容的に近接性をもち相関することはある意味自明である、という。
例えば地理学のディシプリンに対して、経済的内容が相関するのは、あくまでも「内容」
として近接しているからである。しかし学習時において相関した経済的内容自体がディシ
プリンの構造をもっているか、あるいは地理学のディシプリンとつよく関連するのかは別
のことである。ということは、内容的に近接性をもつのであれば、科目の集合体（寄せ集
め）であっても相関することは可能である。地理的な内容の学習において 、アメリカ合衆
国を学習する際に、アメリカ史の一部を学習することが必ずしも総合であるとはいえず、
その歴史事項が地理的な学習内容と、どのような（前章で述べた）相互関係性をもつかに
よって異なるのである。
Ⅱ章で提示した ディシプリン 内の構 造とともに、ディ シプリン間で の相互 関係性があ
る、という総合社会科にもとづくカリキュラム開発の内容構成原理は、それぞれのディシ
プリン内構造のみを学習するのと、認識においてどのような違いがあるだろうか。科目の
集合体でも可能な「相関」をこえるような、「総合」固有の価値とはどのようなものがあ
り得るのだろうか。
例えば日本史研究者の遠山（1963）は、経済から文化にいたる総合的関連を把握する「歴
史像の再構成」が歴史教育に必要であるとした。この「歴史像の再構成」とは因果関係や
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系統性・法則性などにもとづき歴史的概念や歴史観を形成することである。歴史観をもつ
（形成する）とは、歴史的

界のしくみやその変化・発展についての一つの体系的見解を

もつということを意味し、より高次の認識形成となるであろう。もちろん高等学校におけ
る学習によって、歴史観の形成に至ることは容易なことでないといえる。それは歴史学研
究における歴史観というものではなく、かりに高校生であれば高校生が到達可能なレベル
での体系的な見解でもよいのである。たとえば、時代を概観する、各時代を比較して考察
する、

界の同時代史として位置づける 、といったようなことなどがあげられよう。しか

し、たとえそのようなレベルであったとしても、学習内容の近接性による相関した内容の
理解にとどまらず、高校生が学習した内容の範囲内において体系的な見ることができるこ
とは高次の認識形成であるといえる。（遠山の指摘のように）総合的な関連をとらえつつ、
このような高次の認識形成にいたる学習こそ、「相関」をこえる「総合」固有の価値とも
いえるのではないか。さらに次節では、高次の認識となる総合社会科における認識過程を
原理的に解明する。

52

Ⅲ－２

総合社会科におけ る認識過程の原理的解明

―認識の往還モデル―

一般的に社会科学習では、歴史学・地理学・政治学など各ディシプリンにもとづいた学
習によって形成される認識（歴史認識・地理認識・政治認識など）が複数存在する。とこ
ろが

界史における理解・思考力などは歴史認識だけでなく、多国間関係や地政学的な要

因など政治認識や地理（空間的）認識も必要となってくるので、

界史学習は歴史認識の

育成という科目名に該当する認識のみで育成されるわけではないといえる。
なお、ここで社会科学習を通じて形成される認識と表記しているが、認識にも多様な捉
え方が存在する。前述（Ⅰ-２）のように大別すれば、①授業者が、教材を媒介として探究
などの活動をとおして学習者に獲得させることをねらいとした科学的な知識・理解と、 ②
学習者自らが概念化・比較・関係性といった理解・知識体系を形成していくことを認識の
両側面として捉えられる。このうち、①においては、カリキュラムとして学習者に獲得す
ることが期待されるとともに、個別の情報・知識の集積にとどまらない、教科やそれを構
成する学問領域の固有の見方が重視される。一方、②においては、教育者が獲得を期待し
た認識とは相対化される主体者としての学習者の作用としての認識が重視される。筆者は
②の立場から、授業における 認識は、学習者である生徒自身が構成していくものとして、
論じていくことにする。
西洋史研究者の太田（1979）は、国・民族などの構成組織や人物・事象における時系列
を通じての発展の把握を通時的方法として、同時代における地域・国家間といった空間的・
国際関係など社会的に相互作用している関係性の把握を共時的方法としてとらえ、 界史
を通時的方法と共時的方法による構造的把握が可能 である、と指摘した。このことは

界

史のみならず、学習領域の主体をかえれば、地理・公民領域の学 習の認識形成にも当然応
用が可能となるであろう。また太田は、構造的把握とは「事実と事実との関連」「必然と
偶然」「可能性と現実性」「本質と現象」「政治と経済との関わりあい」などを把握する
ことであると定義している。これは関連性・因果関係を示す「必然」や「関わり合い」で
あったり、社会的な関係性などを指す「本質」「事実と事実との関連」であったりするこ
とで、歴史事項の理解よりも高次な認識に至る可能性をもつものである。より高次な認 識
とは、歴史的な法則・原理を獲得することや 歴史観を形成するといったものである。太田
はそれぞれの方法を指摘しただけで、具体的な教授法などを詳細に書いているわけでない
が、「通時的」と、「共時的」の何らかの相互作用によって、より高次の認識に発達する
ということを示唆した。
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ここでいう「共時性」は、同じ時間領域に存在するあらゆる事物や事象を取り込むこと
が可能なものとし、「通時性」は、ある特定の事物・事象を時間の継続を通じてとりあげ
ることができるもの（飯島 1994,pp.219-221）といえるであろう。社会（地理歴史・公民）
科における認識を見ていく際に、「通時（的）」「共時（的）」というとらえ方は、上記
の歴史認識・経済認識などの社会認識の名称より科目に限定されず広い概念を もつことが
できるので、汎用性が高いと思われる。これは単に共時が地理・公民領域の内容、通時が
歴史領域の内容と言うことではなく、同時代的な空間認識・社会的関係性や、時代をとお
した原理や歴史観 なども含むも のであ り、これは前章で 述べたような 関連性 をもつ 構造
（構造①）となる。そのことから社会（地理歴史・公民）科の学習内容を「通時的」「共
時的」という構造（構造①）として認識する「通時的構造」「共時的構造」というとらえ
方も可能となる。それにくわえて、社会科や生活科の授業単元のなかで、共時態的な授業
単元の中でも、通時態的な広がりをもつことで、子どもの認識における総合が実現する（飯
島 前掲,p.227）ことが指摘されている。これは、一つの共時態の授業単元を時系列での認
識形成をすることで、共時的な理解・思考にも構造的に深まり・広がりがでることを意味
していると考えられる。これは地理・公民学習でも通時的構造とすることで認識の深まり・
広がりが、歴史学習でも共時的な構造を入れることによって、同じように認識の深まり・
広がりができるということになる。示している教科・科目に若干の違いはあるが、飯島と
太田の主張は重なるところは多いといえる。
これらのことを、前章の図５-３で当てはめてみると、通時的構造と共時的構造による総
合は、それぞれの学問（歴史学・政治学…）・科目（地理・倫理…）に該当するディシプ
リンを含む構造（構造①）であるとともに、共時的・通時的の構造間に相互関係性をもつ
「Ⅰ（学際性 interdisciplinary）」の状況であるといえよう。このようなディシプリンを含
む構造の相互関係性は、内容の近接性のみの一方向での関係性ではなく、何度も繰り返し
相互に（往ったり来たりして）ディシプリンを含む構造に相互の関係性をつくることで、
よりその構造（構造②）が深まり、相関以上の価値をもつ、ととらえることができる。こ
れは、一つの構造をもった認識が、異なる構造の認識をとおして、再び前の認識にもどる
ことによって、さらに深いあるいは高次の 認識構造になるのではないかと考えることがで
きるからだ。このような構造と構造の認識の相互関係性とは、例えば通時的構造から共時
的構造へ、そして共時的構造から通時的構造へ、それぞれの構造として認識を往き来する
「往還」ともいいかえることができる。もちろん同様に共時的構造から通時的構造へ、そ
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して再び共時的構造へという「往還」することも考えられる。そして通時的構造あるいは
共時的構造としての認識が相互に作用する「往還」によって、例えば自然環境にもとづく
地域の原理・法則性や、時代を体系的に見ることができる歴史観などといった高次の認識
が形成される可能性をもつことになるといえるのではないか。そのような二つの意味ある
「構造として認識する」ことの往還によって、総合社会科の授業モデルを提案できると考
えた。
例えば、社会科学習の「相関」として唐の僧・玄奘（三蔵 602～664）がインドから仏教
の経典を持ち帰った事例をあげることにする。玄奘が、当時「西域」とよばれた中央アジ
アからインドへ渡り、膨大な仏教の経典を持ち帰った。そのことはその後の中国の仏教に
大きな影響を与えている。このような歴史事象とともに当時の西域・インドの事情や、中
国・西域・インド・アラブ・ローマへと続く、いわゆるシルクロードとして知られる「オ
アシスの道」「草原の道」についての地理的な要素（自然環境や諸地域の情報）も学習内
容に含まれる。「経典を求めて玄奘が訪印したこと」（歴史事象）と「西域やインド」（地
理的な情報）は内容的に近接するため、相関して学習することができる。
同様に「往還」による学習では、中国・唐の時代（618～907）で例えると、以下のよう
になる。はじめに統一国家となり、国外の文化を積極的に受け入れてきた唐の外交政策に
よって、それまでの時代ではみられない首都・長安の国際的な賑わいや国際性ある文化を
理解する（通時的構造）。そして８

紀当時の朝貢貿易など近隣諸国の対中国関係によっ

て唐による文化圏が形成されている共時的構造でとらえる。それとともに、時代を通じて
の東アジア一帯に（漢民族を中華とし、周辺異民族と区別する）華夷思想や圧倒的な文化・
経済力を背景とし た朝貢関係に もとづ く冊封体制による 中国文化圏が 形成さ れたという
歴史の見方をもつこと（より高次な通時的構造）ができる。これは通時的構造（通時１）
が共時的構造をへて、再び通時的な構造（通時２）となるという、共時的構造をふまえた
通時的構造となることで、より高次な構造として認識することの可能性を示している。こ
の「唐の国際関係」の事例はあくまでも「往還」を説明するために、既にある科目「

界

史」の内容を事例としたのであり、やや内容範囲も中国・東アジア史に限定的であり、こ
の事例だけで総合 社会科にもと づく学 習として考えると 、やや歴史領 域に偏 りがちであ
る。しかし、往還による共時をふまえた通時２が、通時１よりも高次となる構造として認
識する事例として、「玄奘の訪印」と「西域」との関連性より、「華夷思想」や朝貢貿易
にもとづく「冊封体制」による中国文化圏の形成といった方がより原理・法則性や時代の
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変化を俯瞰するといった意味で高次な認識ということができ、この「唐の国際関係」は適
切ではないかと思われる。より高次の構造として認識することは、それが科目の集合体（寄
せ集め）を超えた価値の一つになりえる。以上のことを、総合社会科授業における通時的
構造と共時的構造の往還による生徒の認識モデル（「認識の往還モデル」と略）として表
したものが図６である。
図６において、上の図が①通時→②共時→③通時という認識構造の往還を、下の図では
①共時→②通時→③共時という認識構造の往還を示している。それぞれの構造の認識（①）
が異なる構造の認識（②）を経て、往還した構造の認識（③通時的構造あるいは共時的構
造）ではその認識が深まり、拡大することによって高次の認識形成を示している。
この通時的構造と共時的構造の往還は、前章の図５-３の太線の矢印にあたる（総合社会
科にもとづくカリキュラム開発の内容構成原理の一つである）ディシプリン間構造と重な
る、とみることができる。総合社会科固有の価値として、そしてこの往還によって、高次
の認識形成にいたると考えられるのである。
ただしこのことは、あくまでも理念的な整理にもとづいた提案にとどまるものである。
実際の授業をもとにした分析によって、通時的構造と共時的構造の往還による高次の認識
形成を示し、本提案の妥当性（蓋然性）を検証することが求められる。そこで次節では、
これまでの授業実 践の分析や本 提案に もとづく改訂案の 作成を とおし て、 本 節で示した
「認識の往還モデル」が高次の認識形成に寄与することを確認する必要性がある。
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［通時的構造から共時的構造をへて、再び通時的構造へ］

通時的構造の認識

通時的構造 から共時的構造へ

共時的構造の認識

認識の深化・拡大に

通時的構造 と共時的構造の往還

［共時的構造から通時的構造をへて、再び共時的構造へ］

共時的構造の認識

共時的構造から通時的構造へ

通時的構造の認識

認識の深化・拡大に

図６

通時的構造と共時的構造の往還

総合社会科授業における通時的構造と共時的構造の往還による生徒の認識モデル
（「認識の往還モデル」）
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Ⅲ－３

認識の往還モデルにもとづく批判的検討
－総合社会科を志向した先行実践を対象にして－

本節では、総合を志向した社会科のこれまでの実践（先行実践）をもとに、前節によっ
てえられた総合社 会科授業にお ける通 時的構造と共時的 構造の往還に よる生 徒の認識モ
デル（「認識の往還モデル」）の観点からの実践された授業を分析し、その授業の意義と
課題を示す。さらに改訂案を作成することで、「認識の往還モデル」が高次の認識形成に
寄与することを示し、この考え方の妥当性（蓋然性）を確認する。

Ⅲ－３－１

吉田正俊（1953）「水害と市政」 1） の分析

この実践は、授業を受けた生徒の半数が被災者である 1953 年６月の熊本水害直後に、
被害拡大の要因や復興に対する市民の要望といった切実な課題を題材として、熊本大学附
属中学校（３年生・吉田正俊教諭）で実践された問題解決学習（小原 2000）である。

表８

吉田定俊「水害と市政」の単元展開

（夏休みのレポート）夏休みに個人やグループでの調査などで水害の研究記録をつくる。

【目標】・日本各地の水害が政治的、経済的困窮による治山治水の欠如を主因とした
人災であることをはっきりと意識させる。
・いわゆる水害ブームに躍り上がった階級があり、一方水害によって瀕死の
大打撃うけた階級があり、その懸隔はあまりにも大きい。そう言った社会的
不合理を追求し、より良き社会体制の実現への道を考えさせる。
・社会の諸事情を科学的な調査や考察の裏付けによって客観的に把握し、正しく
批判する態度を育てる。
・われわれは何をまず成すべきか、政治の上からも、経済の上からも、あるいは
自分達の身近なところにも考えてみれば実に多い。先決問題を重点的に処理し
ていくような態度と意欲は生活をより豊かにするため、必要とする
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【単元の展開】
導入①水害の体験を話しあう
・水害が遅々として進まないのにはその裏に大きな要因が隠されている
ことに気づかせる。
・水害によって熊本市民や罹災農民はどのような要望をもっているかといっ
たところまで発展させる。
・このような要望はなぜ生じたか。その根底に沈んでいる問題を掘り出す
よう指導する。

展開②水害についてもっと深く調べる。
・他県と比較しながら熊本の水害についてしらべる。
・概念によって話し合うことをせずに､具体的な資料を中心に語り合うように
する。
③昔の水害計画について調べよう
・封建時代における治山治水は、どうなっていたか調べさせる。
・それによって、当時の民衆はどんな恩恵をうけたかを考えさせる。
・現在とどうつながっているかについて推論させる。
④外国の河川（治山治水）改修はどうか調べる
・ＴＶＡについて話し合わせる。
・黄河の改修について考えさせる。
まとめ
⑤此後の水防計画というレポートを書く

表８は、単元の展開として授業者によってまとめられたもの（吉田 1953, pp.42-43）
である。「認識の往還モデル」にあてはめてみると、被害の状況から、どのような生活的
な課題があるかを、現代の社会のしくみから生徒が認識する中で、その社会的な状況を変
えていかなければという共時的構造がある。さらに共時的構造が過去の水害とつながる通
時的構造をとおして、治山・治水や市政のあり方を考えるより高次の共時的構造にいたる
という授業となっており、この授業実践は「認識の往還モデル」を意図したものではなか
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ったものの、通時的構造と共時的構造の認識の往還がみられる。「水害と市政」をこの「認
識の往還モデル」になぞらえて、さらに詳細にみていくと、以下のようになる。切実な水
害被害の問題を多面的に取り上げ、現実の被害状況にもとづいた「罹災収容所にいる人た
ちに公営住宅を作ってほしい」「早く排土をしてもらいたい」といった生活の現代的課題
から水害の処理が 進まない原因 や被災 市民の要望が生じ る原因となっ た社会 のしくみな
ど水害を共時的構造として認識させようとしている。そして封建時代（江戸期）の堤工事
の実態から、藩政が城下町を守るため、いわば氾濫する状況を放置していたという歴史的
事実（支配者・武士層－被支配者・農民層の社会構造など）や、その後も時代の推移や都
市計画や人口の急増でも置き去りにされてきたという通時的構造を認識することになる。
「旧熊本城下町に流れ込む白川の上流を低地として放置し、城下町に入り込む前に氾濫さ
せるということは、民衆を無視したやり方」「領主は、常に農民の上に坐っていて、これ
を土台にして武家社会を作り、搾取していた。水防計画も、そう云った階級制度の上にデ
ッチあげられた」（吉田 1953,p.45）などの生徒の意見によって、歴史的なつながりの中
でうみだされた生徒の認識の深まりがうかがえるであろう。もう一度現在に戻って、社会
的弱者への視点を欠く、などといった被害の根底にある見過ごされてきた現代の社会構造
を生徒が認識し、その社会的不合理を変えていかなければという認識は、治山・治水や市
政のあり方を考える共時的構造にいたる形式になっている。このことは、共時的構造が、
通時的構造をとおして、より高次の（通時的構造をふまえた）共時的構造になるという通
時的構造と共時的構造の認識の往還がみられるといってよい。
その反面、本実践の課題として、江戸期の藩政と戦後の都市計画について、その時々の
歴史的事実を踏まえずに表層的な部分で、安易に支配－被支配者の関係性でとらえ、人災
に結びつけている面があげられる。また水害のため生活する上で、これができない、治ら
ないといった切実な課題から、学習の内容が離れて行ってしまうことなども指摘

2)

されて

いる。また本研究としてみれば、この教材は高等学校ではなく、中学生３年の題材である
ことと、切実な課題という点から〈総合１〉の面が強いともいえる点は、本研究での分析
として、少し考慮に入れなければならない。
しかしいくつかの課題はあるものの、前節でとらえることができた「認識の往還モデル」
の観点から見ると、歴史とのつながりによる認識の深まりから、水害の根底にある社会の
しくみにおける不合理性への意識形成へと生徒を向かわせており、高次の認識形成にいた
っているといえよう。
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Ⅲ－３－２

西乙訓高等学校（2010）「

界の歴史都市に学ぶ ニューオリンズ 」の分析

本項では、京都府立西乙訓高等学校（以後、西乙訓高校）における地理歴史科総合科目
（2010）の研究開発実践を事例とする。西乙訓高校は文部科学省の指定研究開発学校とな
り、地理歴史総合科目「

界の風土と文化」（普通科１年生対象）を 2010 年度から実践

し、2012 年度末に研究報告書（西乙訓高校 2013） をまとめている。本実践は、以下の二
種類の単元テーマがある。一つめは、アテネ、ニューオリンズ、京都などの都市における
地図の読み取りや地域の特色を理解し、その都市の起源や発展から伝統・文化を理解する
単元「歴史都市」（十の都市）である。二つめは昆布・砂糖・鉄道といった「モノ」（三
種類）をとおして、ひろい地域のつながりや時代の変化を見ることができ ることに気づか
せる単元（2012 年度のみ）である。これらの単元によって、一年間にわたる科目「
風土と文化」として、

界の

２時間で実践した。

ただしこの実践は総合社会科として考えれば、国際化や経済など公民科との関連づけの
配慮（西乙訓高校 2013a,p.21）も意識されてはいるものの、地理歴史総合科目であるこ
とから地理・歴史領域の総合に重点がおかれ たものになっている。また実践された授業に
おける授業案・配布プリント・生徒の感想など、授業を検証するための資料が、研究報告
書に記載され、刊行されている。なお１年間を通しておこなわれる科目「

界の風土と文

化」の授業開発における中心概念ともいえる「風土」と「文化」については、以下のよう
に研究報告書に記されている。「風土」とは、ある特定の地域固有の気候・地形などの自
然条件、その条件の影響を受けて産出される物やその地域独特の風習を含むものであり、
「文化」とは人間が自然に加えて形成してきた物心両面の成果を意味し、衣食住をはじめ、
技術的なことがらや宗教など精神的な生活に関わるものを含むものである（同,pp11-12）、
としている。本研究では、その西乙訓高校「
の歴史都市に学ぶ

界の風土と文化」の実践の中から、「

界

№６ニューオリンズ」（同,pp42-49. 以後、単元「ニューオリンズ」

と略す）を取りあげる。
そして研究報告書をもとに、表９では単元「ニューオリンズ」（３時間）単元指導計画
を示した。この実践は研究指定１年目にあたる 2010 年に同校普通科１年生（２学級）に
対して実施したものである。なお研究報告書に記載されている内容の一部や評価の観点・
評価基準などは煩雑になるため、一部割愛している。
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表９

京都府立西乙訓高等学校

第２章

地理歴史総合科目 「

界の風土と文化 」

界の歴史都市に学ぶ№６「ニューオリンズ」（３時間）の単元指導計画
2010 年 11 月 26 日
（指導内容）

実施

普通科 1 年 5 組

41 名

（学習活動）

第一時
①ニューオリンズの地理的環境

・地図の読み取りや気候の特徴を理解

・立地条件の確認
②現在のニューオリンズ

・風景（町並み）や食文化（名物料理）から

～風景・名物料理～
③先住民と移住者

欧州文化との関連性を理解
・前単元（ヴェネツィア）の復習から大航海

④英国の入植

時代の確認
・スペイン・フランス入植との比較

第二時
⑤物流の変遷

・米から欧へ（作物）、欧から米植民地で 栽
培（綿）という物流の移り変わりや影響を
理解する。

⑥18

紀の英国

・産業革命を絵地図や綿布の手触りから体
感し、米英関係をとおして理解する。
・黒人奴隷とジャズの誕生を通じて、当時の

⑦奴隷貿易・大西洋三角貿易のしくみ
（グループ作業）三角貿易のしくみを

社会構造を理解。
・欧・米・アフリカによる人・物の動きや関

図示。人や物の動きを

連性を構造として理解する。

まとめる。
第三時

・多様な人種が戦争に参加したことを知る

⑧独立戦争

・『アンクル･トム･ケビン』等の物語から

⑨産業革命後の英国とニューオリンズ
⑩19

紀の南北戦争

⑪20

紀のニューオリンズ

南部黒人奴隷の悲しみを理解する。
・資料を活用しながら、南北の各事情・思惑
の違いをまとめる。
・北米の重要港で､物流の要である事を確認
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また図７-１では、単元「ニューオリンズ」の単元構成図であり、地理・歴史領域での内
容の区別や関係性を示している。地理的事項と都市の成り立ちを学習した第一時（①～④）
の実施後、第二時（本時）においてじゃがいも・トウモロコシなどの作物の欧州伝播と、
サトウキビ・綿・タバコなど米国での栽培といった同時代の物流移動を理解（⑤）し、英
国の繊維製品を中心とした産業革命や米英関係を時 系列に沿って学習（⑥）させている。

地理的環境・立地条件の確認

現在のニューオリンズ ～風景・名物料理～

（気候の特徴）

（ 並み や

）

先住民と移住者 大航海時代・ 業革命の復習
イ

リスの入植

先住民との

独立戦争

同時代構造

）

合衆国の成立

産業革命後の英国・ニューオリンズ
（南部黒人奴隷の悲しみ）
紀 南北戦争とニューオリンズ
（南北の思惑の違い）
広大な後背地（農地）
と港をもつ物流の要

図 ７ -１

紀のニューオリンズ

単元「ニューオリンズ」の単元構成図

さらにアフリカの奴隷貿易とあわせて、大西洋の三角貿易といった帝国主義下における植
民地への経済政策による同時代関係の概念を、グループ作業をとおして認識（⑦）させよ
うとしている。第三時では、合衆国建国の戦争である独立戦争（⑧）での参加や産業革命
後（⑨）などでも南部黒人奴隷の苦しみは継続し、その奴隷制は南北戦争（⑩）の一因に
もなっている。単元最後の項目において、20

紀のニューオリンズでは北米の重要な物流

の中心地となったことを理解する。本研究では、学習指導案が作成され、研究授業も実施
されている第二時を中心に検討する。本実践は都市・ニューオリンズにおける風土や文化
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をとおして、「地域の広がり」「時系列」の両面から総合的に学ぶ（同 ,p.42）ことを意
図している。前時のニューオリンズの位置関係や気候など地理的な環境の理解とともに、
米大陸原産であるトウモロコシ等の欧州伝播や綿の栽培増加・奴隷の流入など各時代をと
おして、大陸間で移動していった事象をとらえる。ニューオリンズという歴史ある都市の
「風土」と「文化」をとおして、歴史・地理領域に関する内容を羅列的な知識の集約にな
らにないように理解することをねらいとしている。
報告書に記載されている第二回運営委員会資料によれば、授業者（川上由起教諭）は「ワ
ークシート記入を中心に、１つの歴史都市を材料にして、じっくり縦糸横糸をほぐすよう
に地理的歴史的に往き来しながら学んでいく、という学習方法に、現在は慣れてきた。」
（同 ,pp.46-47）との記述がある。このことは「往還」という言葉ではないにしても、地
理領域の内容と歴史領域の内容を「往き来」することで、地理と歴史の「総合」を試みて
いることが明らかで、表９の単元構成からみれば、地理→歴史→地理というように授業の
内容領域が交互にかわって、展開していくことがわかる。
ただし、図７-１でわかるように各領域内での関連性と比べると、内容の近接性（例・⑪
20

紀のニューオリンズと農地・港）を除けば、地理と歴史はそれぞれ個別に往ったり来

たりと、その領域を替えて学習している。前節の単元「水害と市政」の「往還」が共時的
構造と通時的構造のように「構造」として認識し、前の構造をうけて高次の認識となるの
に対し、「共時」や「通時」の構造として、生徒が認識しているというより、個別の学習
事項で関連している箇所がほとんどであり、図７ -１でも明らかなように、指導内容の項
目でいえば①→②や⑤→⑥、⑧→⑨→⑩のように、地理領域内や歴史領域内での関連性が
ほとんどである。
ただ唯一といってもいいのが、奴隷や綿花などによる三角貿易のところで、この箇所は
18

紀の大西洋における貿易の同時代 における経済の関係性 を示す共時性がみられる。

ただしこの前の内容（図７-１ ③～④）は歴史的な経過をおっているのみで 、三角貿易と
の関係性は弱いため、三角貿易での共時性はその前の構造をうけての認識とまではいえな
い。また、その後の（図７-１ ⑧～⑪）学習も「ニューオリンズ」や「黒人」という関連
だけの歴史的経過であり、前の構造をふまえての時代を通じた構造といえるものはない。
例えば、第三時の「⑪20

紀のニューオリンズ」の後半部では、「ここは西欧の植民地政

策や大西洋三角貿易にくみこまれた広大な後背地（農地）と港をもつ物流の要、の二点で
理解できる」（学習指導案の「学習活動における具体的評価基準」）というように、前時
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の学習した歴史事項が地理的な要因があったことを理解させようとしており、時代を通じ
ての構造として認識するというよりも、個別の歴史事象と地理要因との 相関を重視してい
ることがわかる。
図７-２は授業（学習指導）案が提示してある第二時の三角貿易に関する 学習内容の関係
性を、ワークシート集（西乙訓高校 2013b）にもとづき、筆者がまとめたものである。

紀 同時代の経済構造
英国（欧州）

ニューオリンズ（北米）

（産業革命）

綿花の大量栽培

織物業の発展

綿
綿布の
額の

要が急増

（米南部）大農場制

大の

大西洋

三角貿易

が集まる

労働力としての奴隷
奴

隷

綿の集散地として
綿 製 品

アフリカ
綿製品の流入に

経済的な
労働力の流出

図７-２

単元「ニューオリンズ」第２時

三角貿易の関連図

この図は、欧州・ニューオリンズ（アメリカ）、そしてアフリカの地理的・歴史的な内容
における因果関係を示しており、生徒はワークシートを使いながら 、図７-２のような関
係を理解することになる。
この実践を歴史学習として見れば、歴史学習の中に共時的構造（18

紀における大西洋

三角貿易）もみられ、歴史事項をただ時代順に理解するといったことがないように授業設
計がおこなわれ、その点では評価できる。しかし地理領域・歴史領域それぞれの個別の理
解と関連性についての把握は進展したものの、時代の関連性の把握や歴史観の認識といっ
た高次の認識が形成されている兆候は確認できない。報告書によると、参観者の講評に「今
までできなかった○○ができると説得できることが必要」（西乙訓高校 2013a p.49）と
あるように、地理歴史総合が個別学習の集合体（この場合は、地理と歴史の各授業）より 、
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どのような付加価値をもつかを、少なくとも明確に示すことまではできなかった｡
それでは、このニューオリンズの内容で、どのような授業の改訂が考えられるのであろ
うか。例えば「綿」「奴隷」といった物・人の移動によって英国とニューオリンズ、ある
いはアフリカとニューオリンズなどの各大陸間での関係性は強まるだけでなく、 18

紀

当時の欧州・米国・アフリカによる大西洋三角貿易という経済・社会 的な概念を形成する
ことができる。このような社会・経済構造が南北戦争（19

紀）や 20

紀のニューオリ

ンズを学習する時に、どのように構造的な変化をしていくかを学習すれば、歴史観のよう
な通時的構造による認識となる可能性があるのではないだろうか。例えば、「黒人の貧困
の連鎖」「経済の

と地球温暖化」「都市の発展と治安悪化」というような現在の課題

との関連に注目して、授業展開をするといったようなことがあるだろう。
前節で提案した通時的構造と共時的構造の認識の往還による総合社会科における「認識
の往還モデル」にもとづいて、学習内容の根本的な変更をすることなく、授業の改訂案を
提示する。授業は一回性のものであり、改訂しても再現・評価は難しいが、「認識の往還
モデル」の妥当性の検証には有用である。以下のように、授業改訂案（表 10）を作成した。
授業改訂案は、基本的にこれまでの学習指導案にある学習内容を組み替えただけである
が、一つだけ学習指導案にない 2005 年におきたハリケーン・カトリーナの被害を入れる
ことにした。その理由として、近年でもまれに見る大きな被害で、報道も多く注目されて
おり、生徒にとっても興味・関心をもつと考えられるとともに、この出来事が都市・ニュ
ーオリンズの歴史的・社会的な課題を含んだ事例であると考えたからである。
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表 10

総合社会科の認識の往還モデルに対応した改訂案

｢ニューオリンズとハリケーンの大 ｣事
－なぜカトリーナはこれほどの被害をあたえたのか －
（第一時）「ニューオリンズの 」
米国南部の環境 気候や地形（ミシシッ 川低 地）
経済的な
水運網の発達 港や広大な農地
黒人人口比率の高さ（統計）
地球温暖化（海水温の上昇・ハリケーンの増加）
カトリ－ナの 事
立地条件や自然環境による都市の発展とともに
都市問題の課題（治安・災害対策の不
ニューオリンズの歴史
フランス･スペイン支配から英国支配へ ジャズの興隆
（第二時） 「搾取と貧困をうみだす米国の社会構造」
奴隷や黒人の流入 大西洋三角貿易
（ 紀の貿易のしくみ）
米南部の経済
黒人奴隷の悲しみ
（「ハックルベリー フィンの 険」）
奴隷（黒人層）制にもとづいた社会経済構造構
南北戦争（奴隷農場制を基本） 奴隷制の廃止
黒人の政治的地位の上昇（公民権運動）とともに
変わらない黒人貧困率の高さ 人種的な経済格
（第三時） 「ニューオリンズの大 事」
なぜカトリーナはこれほどの被害をあたえたのか
黒人貧困層の増加・移民の増加
都市整 の遅れ イラク戦争による 政の悪化
カトリーナの 事「米国ハリケーン史上類を見ない 大な被害」
被災直後 黒人激減 ニューオリンズのみ被害が 大
米国の社会構造をハリケーンの被害状況から認識

はじめ（第一時）に、ニューオリンズの経済的な

を地理的要因から考えさせるとも

に、経済発展とともに地球温暖化によるハリケーン被害拡大という環境から共時的にもの
ごとをとらえる。つぎに（第二時）、ニューオリンズが地理的環境によって綿栽培や港等
の要因により三角貿易の拠点となり、ニューオリンズ（北米）の「綿」と、アフリカの「奴
隷」、英国の「綿製品」との間の社会経済のしくみを理解する。図７ -１あるいは図７-２
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のように、この三角貿易はヒト・モノの三角形となる移動がおこなわれているが、英国に
よる（一方的な）アフリカへの搾取と（米国をも踏み台にするような）

額の

の偏在が

背景となっている 。さらにその 黒人奴 隷を労働力にして 経済発展する 米国経 済の しくみ
は、南北戦争まで継続する。そして奴隷制廃止（南北戦争後）により、黒人奴隷を主とす
る経済のしくみは変化したものの、政治的な地位（公民権運動まで）や黒人層の貧困など
現在においても続く根深い社会構造としては据え置かれたままであるという通時的構造、
を認識する。第三時では、なぜハリケーン・カトリーナが米国史上 類を見ないといわれる
ほどの大

事となったかという観点から、授業を展開する。現在のニューオリンズは、低

賃金労働者が多い黒人貧困層や移民の増加、

政悪化による都市整

のおくれなど、黒人

の貧困による通時的構造を抱えたままの状況がつづき、被害状況も黒人が居住する地域に
集中している（中須 2006）。そのニューオリンズの社会構造が史上最悪ともいわれる大
事を招いたともいえることに気づかせ、米国社会の課題として考えさせる授業案とした。
「水害と市政」の熊本災害（1953）とは、諸状況は異なるものの、災害によって社会の根
底にある課題を明らかにさせている点では共通する点もある。
以上のように、総合社会科の授業モデルである「認識の往還モデル」にもとづいた 観点
で実践を分析していくと、先行実践の意義や課題もより明確となり、その改訂案を示すこ
とができた。このことから通時的構造と共時的構造の認識を往還するという総合社会科に
おける「認識の往還モデル」で、科目の集合体を超える価値である高次の認識が得ること
が可能であるとして、総合社会科授業（の一つ）として提案する。
しかし、通時的構造と共時的構造の認識の往還によって高次の認識形成をねらいとした
総合社会科の実践が可能になったとは言え、これまでの総合社会科における実践の困難さ
の指摘

3）

から実践の過程では諸々の課題がおこることが想定され、授業の実践はそれほど

容易ではないであろう。授業設計・実践・評価・改善といった授業開発において実践上の
課題は多いと思われる。
次章では、この総合社会科における「認識の往還モデル」にもとづき、実践していく上
で、どのような授業開発上の課題があるかを明らかにする必要があるだろう。
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注

1）「水害と市政」の実践にも社会の全体構造の中で考えられていない、歴史発展の流れが追え
ない、といった批判はある。
2）「水害と市政」の評価に対しては、丸木政臣（1958）「水害と市政－問題解決学習のな
かの歴史－」『歴史教育と人間形成』明治図書 ,119-138 頁、川合章（1979）『社会科
教育の理論』青木書店,63-70 頁、などがある。
3）例として、勝田守一（1953）「社会科と歴史教育」『新日本史教育』金子書房や、
広岡亮蔵（1950）
「牧歌的なカリキュラムの自己批判－梅根・海後先生にこたえる－」
『カリキュラム』3 月号 誠文堂新光社。
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第Ⅳ章

総合社会科における｢認識の 往還 モデル」にもとづく授業開発

本章では、前章で提案された通時的構造と共時的構造の認識が往還するという総合社会
科の授業モデルである「認識の往還モデル」による授業開発において、授業設計・実践・
評価における実践上の諸課題を明らかにし、その克服のための一般化可能な諸要件を提示
することによって、その後の継続的な授業改善が可能なひらかれた授業開発への道筋をあ
きらかにすることをねらいとする。

Ⅳ－１

授業設計における教材

総合社会科における「認識の往還モデル」による授業設計をおこなう際に、どのような
教材が適切であるか教材の選定の課題を明らかにし、課題克服のための教材の諸要件を提
示する。

Ⅳ－１－１

教材選定の課題

教材は、教育内容としての概念や法則などが形をとってあらわれたものとして授業過程
のなかに導入される「事実・現象・素材」（藤岡 1979）で、教師にとって教科内容を獲得
させるための事物・事象であるとともに、子どもにとっては学習の直接の対象となる事物・
対象（子安 1999）である。通常、授業者の教材選定には一定の制約・条件がともなう。例
えば、現行教育課程に総合社会科に該当する科目がないため、本研究の授業案は日本史Ａ
の授業時間で実施するが、学習指導要領の趣旨に沿う形式で内容（近現代史以降）や指導
方法・視点（歴史的な見方・考え方）などで逸脱はできないことは、制約上やむをえない。
また歴史（日本史）を主とするため、地理・公民などの内容量が過剰なもの、高校生にと
って難易度の高すぎる内容もできない。これら制約はあるものの、どの教材を単元として
選び、授業に取り入れるかは授業者の裁量であり、かなりの内容を任されることになる。
そこで実践する上での教材選定の課題とは何かを明らかにしたい。
子安によれば、教材に不可決なの条件の一つとして、教材の典型性

1）

をあげている。典

型性とは、教材が学習内容をどの程度一般的な形で内在させているかの指標である。多く
の学習内容がある中で、教えたい学習内容を内在している教材を選んでいかなければなら
ない。
さらに、「教材のよしあしを決める基準となるのは教材が目的の実現に役立つ性質をも
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っているかどうか」である、という指摘もある（宮坂 1986）。総合社会科における「認識
の往還モデル」にもとづいた授業の目的は、通 時的構造と共時的構造における認識の往還
によって、社会的法則や地理的原理・概念あるいは歴史観といった高次の認識形成をする
ことである。そのため、教材が二つの構造 の認識による往還が可能であること、それによ
って高次の認識が形成されることが求められる。総合社会科における「認識の往還モデル」
の教材として、教材は歴史・地理・政治・経済などの複数領域に関連しなければいけない
ことは自明であり、複数領域に関連することは必要条件とはなる。しかしそれだけでは、
個別の領域を学習するだけとなり、十分条件とはならない。多面的に学べるだけではない、
構造として認識の往還ができるものは、どのような教材の要件が必要なのか。以降で、教
材選定の課題の要件は何かを明らかにしたい。

Ⅳ－１－２

総合社会科における認識の往還モデルの教材要件

はじめに、教材の典型性は、既に述べたように、学習させたい内容がどの程度教材に内
在するかということである。本項では、前章で示した教材「ニューオリンズ」を事例にし
て、考察していく。地理的な環境（地形・気候）による農業・港湾の発展による都市拡大
や英国（白人）の北米入植や奴隷による搾取の構造という歴史的な学習 事項も十分にあり、
ニューオリンズという教材は「

界の風土と文化」を学ぶ歴史都市として典型性をもつ可

能性は高いといえる。その典型性をもたせつつ、二つの構造の認識による往還ができる要
件は、どのようなものであろうか。前章までで、構造とは一定の原理・法則によって順序
づけられる系統ある学習のまとまりである、ととらえることができた。そして構造として
認識する一つとして、同時期の偶然性とは異なる地域・社会での関連性をとらえる構造を
持っている必要がある。前章でとりあげた単元「ニューオリンズの大
は、黒人の貧困・

政難による都市整

の遅れ、カトリーナの

事」（改訂案）で

大な被害がそれに該当し、

共時的構造と捉えられる。また単なる時系列を超えた連続性・因果関係などの関連性でと
らえる構造をもつ必要がある。本単元でいえば、18

紀の奴隷・綿による三角貿易は英国

のアフリカ（黒人）に体する一方的な搾取によって

の集中させる しくみで、現代の社会・

経済の発展の中で低賃金・劣悪な住環境にある現在の黒人層の貧困と時代を通じてつなが
っているという通時的構造である。
本節で求められる教材要件は、その通時的構造と共時的構造がそれぞれ個別であるので
はなく、教材「ニューオリンズの大

事」は「黒人の貧困」や「ハリケーンの被害」をと
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おして、異なる構造が重なり、相互に関係しあっている。
図８-１は、単元「ニューオリンズの大

事」（改訂案）という教材が、通時的構造と共

時的構造によって、どのように位置づけられるかを図に示したものである。

三角

英国
の

貿易

低 地

的な関係性・構 造

同時代的 な地域的
関 係性など

時代を通しての

都市
整 の
遅れ

同時代的な地域 ・社会

ハリ
ケーン
の増加

連続性・因果関係

政難
時代を通しての因果関係性 など

黒人の
経済的
貧困

白人優位
な社会

図８-１

単元「ニューオリンズの大

「ニューオリンズの大

事」（改訂案）の教材構成

事」という教材は、ニューオリンズの都市の発展とカトリーナ被

害という共時的構造と三角貿易からつづく黒人の搾取・貧困という通時的構造からなって
いる。しかしただ関連付けるだけでなく、ニューオリンズの都市の地理的関係を理解する
ことで、都市発展の経緯は、より理解できるようになるであろう。くわえてハリケーン被
害の実態は、被害家屋の件数や被害者数などの被害状況を理解することは重要であるが、
黒人層の経済的な 貧困の連鎖や 都市に おける社会インフ ラの格

とい った時 代を通じた

社会や都市開発の連続性・因果関係によって、ニューオリンズの大

事を見た方が、より

被害の実態を社会 構造や都市の なりた ちに関連する本質 的な問題とし て認識 するこ とが
できる。「ニューオリンズの大

事」という教材が、三角貿易による奴隷の貧困のように
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公民権運動を経た現代における黒人の経済的貧困としてつながる通時的構造や、 政難に
よる都市整

の遅れや地球温暖化の影響が強いハリケーンの増加という共時的構造の、関

係性をより強める教材であるといえる。 そこで図８-１を一般化し、総合社会科における
「認識の往還モデル」の教材構成として、以下の図８-２に示した。

歴史
事象

通
時
的
構
造

歴史的な原理
・法則 など

環境条件

経済的
要因

地理的
条件

政治的
要因

時代を通しての
連続性・因果関係

時代 を通しての
因果関係など

共時的構造
同時代的な地域・ 社会
的な関係性・しくみ

同 時 代 的な地域的
関係性など

＊各要因・条件は、例としてあげた

図８-２

歴史的
社会事象

歴史的 概念・
連続性や
時代構造 など

総合社会科における「認識の往還モデル」の教材構成

そこには各事象間の関連性・因果関係はあるのはもちろんであるが、その関連性や因果
関係に、大西洋三角貿易のような歴史的な概念や法則、立地・環境による都市発展の原理
などがある。このように構造として認識し、往還を可能にする教材は、背後に何らかの概
念・法則・原理などがなければならず、そして往還による学習により、教材の背後にある
概念・原理の段階にたどりつくことも可能となり、高次の認識形成にいたると考えること
もできる。
しかしこの教材構成の図８-２だけで、「認識の往還モデル」の共時的構造→通時的構造
→共時的構造（共時→通時→共時）といった生徒の認識の変遷（深化・拡大）を示すこと
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はできない。そこで生徒の認識の変遷を示すために、単元「ニューオリンズの大

事」の

学習内容と生徒の認識が、共時→通時→共時の認識の往還によって深化・拡大していく変
遷を図９-１のように示した。
「1

ニューオリンズの

経済的に

」では広大な農地や港湾の設置など地理的環境に恵まれ、

していく中で、地球温暖化によりハリケーンの深刻な被害が増加し、都市整

がおくれていた都市ニューオリンズの共時的構造を学ぶ。「２
社会構造の変遷」において、大西洋三角貿易でみられた経済的
た搾取のしくみ（18

「３

紀）はあるものの、黒人層の都市部への流入や地方

政の

紀）といった米国社会の通時的構造である 社会問題を認識する。そして

ニューオリンズの大

人階層などによる

や奴隷の流入でみられ

紀）は、奴隷の廃止にいたる南北戦争や公民権運動における政治的

地位の名目的な上昇（19～20
逼迫がある（21

貧困を生み出す米国の

事」において、このような通時的構造をへて、一部の国・白

の集中がおこり、経済的な貧困・格

は残存し、低賃金や不安定な地

位にある移民・黒人などの貧困層が都市部の劣悪な条件の中で 居住し、止められない地球
温暖化で拡大したカトリーナによってその住民が未曾有の大被害にいたる。なぜハリケー
ン・カトリーナがこれほどの被害を与えたのか、という問いに対して、カトリーナがただ
の大きなハリケーンだったためというだけでなく、「共時１→通時→共時２」と通時的構
造の認識をへたことで、「名目上の政治的平等と残存する格

」「黒人貧困地区が未曾有

の被害になった」というような米国の社会構造にひそむ課題がカトリーナの被害を大
に至らしめたことが、深く認識できるようになるのである。
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事
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地球温暖化の加
米国への移民の増加

一部の国の の集中
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３ ニューオリンズの 大
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～

米南部ニューオリンズの
地理的環境（ミシシッ
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港湾）

１ ニューオリンズの

劣悪な住環境である黒人貧困層
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的構造２の認識

通時的構造の認識

通時３

共時的構造の認識

共時的構造 ２

通時的構造

共時的構造

深
化
・
拡
大
し
て
い
く
認
識

この共時的構造から通時的構造をとおして再び共時的構造にいたる認識の往還（共時→通

時→共時）を一般化したものが、図９-２a である。
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共時

共時

共時
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通時的構造１

通時的構造１の認識

通時的構造１の認識

通時的構造１の認識

共時的構造

共時的構造の認識

共時的構造の認識

共時的構造の認識

通時的構造２

通時的構造１から共時的
構造をへて､深化･拡大し
た通時的構造２の認識

通時的構造１から共時的
構造をへて､深化･拡大し
た通時的構造２の認識

通時的構造１から共時的
構造をへて､深化･拡大し
た通時的構造２の認識

深
化
・
拡
大
し
て
い
く
認
識

同様に、通時的構造から共時的構造をとおして再び通時的構造にいたる認識の往還（通時

→共時→通時）にこれを理論上あてはめると、図９-２ｂとなる。

この通時的構造から共時的構造をとおして再び通時的構造にいたる認識の往還は、通時
的構造１となる認識（①～③）が、それぞれ各時期における共時的構造をとらえ、再び通
時的な構造でとらえる（通時的構造２）ことでより高次な認識として深化・拡大していく
という過程をとる。
以上のことから、総合社会科にもとづく「認識の往還モデル」における教材の要件は、
次のように三つをいうことができる。
一つめとして、教材が単元目標に応じた内容の典型性をもつことである。学習する単元
では、どのような資質・態度を育成し、どのような内容を学習するかという単元目標を明
確にすることが必要である。
二つめに、教材が通時的構造と共時的構造が教材をとおして相互に関連し、関係性を強
めるものであることで、図８-２のような教材構成図で示す事が可能である。
三つめに、教材が各事象間の関連性・因果関係など何らかの原理・法則・原理などがあ
り、高次な認識形成につながることである。教材の背後にある大西洋三角貿易や都市発展
の原理など概念・原理にたどりつくことが認識の往還によって可能となり、高次の認識形
成にいたると考えることもできる。
これらの教材選定の要件は、本研究の総合社会科にもとづく「認識の往還モデル」にお
ける教材選定の課題を克服するためのあくまでも提案である。これらの教材選定の要件を
満たし、図９-２a および図９-２b をもとにして、次節で単元開発の過程を明らかにする
ことで、授業開発の道筋を作ることにする。
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Ⅳ－２

単元開発の道筋

Ⅳ－２－１

戦後史の典型としての自動車

本節では、前節の教材の要件をもと に総合社会科における「認識の往還モデル」の単元
開発の過程を明らかにしていきたい。本節では「自動車」を教材として、「自動車の歴史・
戦後編」という単元開発をおこなう。これまでの実践でも「自動車」を教材とした授業開
発は行われている。例えば鈴木（1983）は、開発単元「自動車工業」（小学校５年 16 時
間）を取り上げる理由として、現代工業が持つ社会関係と同様の困難性に直面せざるをえ
ないこと、経済発展の戦略産業であること、自動車工業の総合性によって分業関係を典型
的にみせてくれることをあげている。また若木（1992）は、開発単元「現代の資本主義を
考える」（中学校３年 ７時間）で、ゴム・ガラスなど多くの資材が使われ他の産業への波
及効果や関連企業が多いことや、自動車ほど資本主義社会の生産と消費のしくみを端的に
示している教材は少ないと指摘している。本実践は「日本史Ａ」という科目で実践するた
め、学習内容として日本の近現代史が対象となるが、とくに戦後史の典型として「自動車」
を選定した。戦後史は経済における復興・高度成長・転換期という時代的変遷でとらえる
ことができ、70 年代後半以降にそれまでのような成長の限界によって、時代の転換点とな
ったというような経済のみならず戦後史全体を体系的にみとおす歴史的な見方（歴史観）
ができるようになる。戦後初期の復興期における「民主化」「平和（非軍事化）」や高度
経済成長の「大衆化」「効率化（技術開発）」、そして転換期の「安全」「環境」「地域
格

の是正」
「貿易の不均衡」などといった戦後史における重要なキーワードを自動車（産

業）の変遷は体現していると考えられる。
以上のことから、「自動車」は戦後史の教材として、典型性があると考えた。図８-２に
もとづいて、自動車の教材構成を示したものが、図 10-1 である。教材である「自動車」
は、戦後における民主化と平和（非武装化）の中で復興して、効率を優先し・大衆化して
いく。自動車産業の変遷を政治（民主化・地域振興）・経済（産業・雇用）・国際関係（貿
易・日米関係）などの共時的な構造と して認識する。そして都市への人口・工場の集中や
大量生産・消費による効率優先による高度成長 への限界、安全・環境・資源への対策、地
域格

や国際関係などへの配慮など、時代の転換点であったという歴史観を学ぶことをね

らいとした。
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自動車技術
高度成長に
開発の進化
よる大衆化

時代を通しての
連続性・因果関係

大量生産・消費
事故死急増
・排気ガス

雇用の増大

時代を通しての因果関係など

共時的構造
同時代的 な地域・社会

工場の集中
地域格

的な 関係性・しくみ

貿易問題・
日米関係

工場の海外進出
同時代的な地域的関係性など

石 ショック
＊各要因・条件は、例としてあげた

図 10-１

Ⅳ－２－２

自主開発教材

効率優先の

社会の限界

貿易

教材「自動車」の教材構成図

単元「自動車の歴史・戦後編」

自主開発教材「自動車の歴史」における単元の到達目標は、自動車の歴史とおして、戦
後経済における復興・成長・転換期という時代区分をとらえるとともに、戦後経済史のみ
ならず 70 年代後半以降が高度経済成長に対しての成長の限界という共時的構造を有して
おり、時代の転換点であったというような戦後史全体をみとおした見方（戦後史観）を育
成することである。このような単元の到達目標にしたがって、往還による高次の認識形成
にいたることを想定して、以下のような単元計画（表 11‐1）を作成した。
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（１）単元計画および学習指導案
表 11‐1
日本史Ａ

単元「自動車の歴史・戦後編」の単元計画

単元「自動車の歴史・戦後編 」

戦後の占領政策や高度成長、貿易

計５時間

３年１月中旬から実施

や交通事故死者数など社会・経済的な影響につい

て三期に分け、経済・地理領域など多面的に理解・考察させ、時代 的な概念・歴史観を形
成する。
１.戦後復興期（１時限）

大正・昭和前期の内容確認。

授業用プリント No.１
・ワークシート配布

「民主化」と「非軍事化」の二点から自動車の発展をとらえ、
戦後史を構造として理解する。

２. 高度成長期

高度経済成長の要因となる自動車の「大衆化」と「技術開発」
について、諸資料をもとに時代的な概念を考察する。

（２～３時限後半）

刈谷市の人口増加・自動車生産台数グラフ（１）・交通事故
死件数の推移。

３.経済大国化と転換期

貿易

・公害やエネル

ー対策など対立的状況や複雑な要

（３時限後半～４時限）

因を考察させ、これまでと異なる時代背景や価値観の転換が
おこる変革期であるという時代の概念･歴史観を自らで形成
させる｡
生産台数グラフ(2)80 年代～・米国への

出グラフ

米国へ工場進出…米国内の工場の分布を色塗りして確認。
1983 年と 2013 年の米国地図（ﾌﾟﾘﾝﾄ NO.1 資料Ⓐ）。
ワークシート課題⑫（以下､課題⑫と略）記入。
授業プリント No.２配布…自動車工場の東北・九州進出（資
料Ⓑ） ・課題⑬
故死の推移２

労働集積からの転換と地域格

・課題⑭ 技術革新や安全対策
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交通事

５時限（本時）

＊個別で⑫～⑭を考察する
工場の海外進出（⑫）や地域格

（⑬）・安全（⑭）等の

課題を班別協議。
→授業内で発表。経済成長期と 70 年代後半の違い(⑮）や
自動車産業の将来（⑯）を考察し、個人で記入
→
〈まとめ〉

班別協議

→

授業内で発表。

⑮及び⑯記入…これからの自動車（産業）で最も必要なもの
は何か。

ワークシート（巻末

資料３）

授業用プリント

№１№２（巻末

資料４）

（２）学習内容
［１］戦後復興期 （１時限）
民主化と非軍事化の二点から自動車産業の発展をとらえ、戦後史初期の変遷を因果関係
や連続性から構造として認識する。政治的要因（平和憲法による軽武装・日米安保体制）
や経済的要因（

閥解体・航空機製造禁止）などを「民主化」「非武装化」の二点で、戦

後復興期における自動車製造をとりまく産業構造を把握することができる。
［２］ 高度成長期 （２～３時限前半）
戦後の復興期をへて、高度経済成長の要因となる自動車の大衆化と技術開発によって、
諸資料をもとに時代的な概念を考察する。都市への集中（刈谷市の人口増加）・所得増に
ともなう大量生産・消費(自動車生産台数グラフ［１］や事故死件数の推移［１］等 ）の統
計を使用することによって、効率優先の高度経済成長における社会のしくみをとらえる。
［３］ 経済大国化と転換期 （３時限後半～５時限）
1980 年代の日本車の海外

出に対する貿易

を米国の景気・雇用状況との関連性で

認識するとともに、交通事故死者の増加や（前時までに学習した）国内の地域間格
害など環境問題・エネル

、公

ー対策や安全意識の高まりといった同時期におこった共通性を

認識することによって、高度成長期とは異なる時代背景や新しい価値観が求められる時代
の転換点であるという歴史観を自らで形成させる。また日本車工場の海外進出や自動車国
内工場の分布の変化から自動車産業の（または社会全体を巻き込んだ）な変化をもつこと
にいたるといった歴史観を形成していく。以下の図 10-２は、図９-２ｂにもとづき、単元
「自動車の歴史・戦後編」における往還による認識形成の過程まとめたものである。
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自動車生産の拡大による事故
死急増･大気汚 ･都市化によ
る地方衰退 ｡米国への自動車

転換期

自動車工場の西三河集
中と都市化・マイカー
ブームによる乗用車の
生産台数が増加する

高度成長期

民主化や軍事産業の禁止
による改革で、自動車製
造にとりくむ人・企業が
増え、自動車産業 躍の
端緒となる

戦後復興期

共時的構造

事故・省資源対策・米
国の雇用確保のための
海外進出・地方への工
場進出など開発・効率
優先が見直される

景気の安定・所得増加
大衆化によるモータリ
ーションと日本車の
技術開発の推進される

労働組合結成による労
働条件の改善や 閥解
体による健全な 争原
理や航空機産業から自
動車産業への人材の流
入がおこる

通
時
的
構
造
２

自動車産業の構造的変化を認
識し､成長の限界による安全
重視･環境への配慮･一極集中
への是正･国際協調など時代
の転換点であるという歴史観

大量生産・大量消費によ
る開発・効率優先の社会
へと変化するという時代
構造

民主化と非軍事化による
戦後復興が経済成長の礎
になったという歴史観

成長の限界
による
価値観の
転換

経済成長
にもとづ
く社会の
変化

形成

や歴史観を

の体系的理解

といった時代

価値観の転換

社会の変化や

図 10-２のように、三つの時期（戦後復興期など）にそれぞれの時期に対応する共時的
構造があり、自動車（産業）の変遷を通してみる通時的構造との往還の中で前述した効率
優先の社会のしく みやその後の 成長の 限界などの歴史観 を育成するこ とをね らいとして
授業展開を計画することになる。とくに通時的構造と共時的構造の認識の往還による高次
の認識形成の過程を示す必要があるため、本単元計画の授業実践によって生徒の認識が深
化・拡大する過程を以下に示す。

（３）単元計画における認識形成の過程
［１～４時限］
戦後の自動車（自動車産業も含む）の変遷を民主化・一極集中など取り巻く環境
の変化や技術力・エネル

ー・安全・日米関係などの諸要因にもとづいて三つの時

期（戦後復興期・高度成長期・転換期）の通時的構造を認識す る（通時的構造１）。
それとともに各時期の中で「民主化と非軍事化」
（戦後初期）や「大衆化と技術開発」
（高度経済成長期）、
「安全・省エネ・貿易

・地方格

」
（転換期）といったそれ

ぞれ同時期のものごと・事象の共通性をとらえること（共時的構 造）により 三つの
時期の自動車の変遷の見方を拡大するとともに、整理して考察で きるように、授業
の展開をおこなう。本単元では、１時限から４時限までにおいて通時的構造１→共
時的構造（以後、通時１→共時、と略）という認識形成の過程をとる。
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１時限～４時限

戦後復興期 （通時１ 共時）
高度成長期 （通時１ 共時）
転換期

５時限

図 10-３

（通時１ 共時）

１時限～４時限

（通時１ 共時）

通時２

単元 「自動車の歴史・戦後編」における認識形成の過程

［５時限］
１時限から４時限までの生徒における認識形成（通時１→共時）をもとに、個人・班別
などの記入・話し合いをふまえて、社会の変化・価値観の転換といった時代を概観し、歴
史観の育成といった、より通時的に俯瞰する（通時２）ことが可能となる。
例えば、戦後復興期の場合でいえば、労働組合結成や
後改革（通時１）は、「民主化」による
り軍

閥解体・航空機の禁止という戦

争原理や労働条件の健全化と、「非軍事化」とな

産業からの人材流入（共時）から、もう一度時代を俯瞰することによって、直後の

経済復興とその後の高度経済成長の礎となった（通時２）という時代認識を形成する。つ
ぎに高度成長期は、自動車工場の西三河への集中や都市化・乗用車生産台数の増加などは、
所得増加・景気の安定による「大衆化」や相次ぐ新型の日本車が登場する「技術開発」
（共
時）という点からみると、大量生産・消費による開発・効率優先の社会（通時２）へと変
化していく時代認識をもつことができる。そして転換期には、オイルショック・交通事故
死急増・環境破壊・地方の衰退・

出自動車の増加といった多方面の歴史事象（通時１）

が安全や省資源化重視や、地方・米国などへの労働者雇用確保のための工場進 出などとい
うこれまでの「効率・開発重視から見直し」
（共時）にもとづいて、安全の重視・環境への
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配慮・一極集中の是正・国際協調の姿勢といった 時代の転換点であるという時代認識をも
ち、成長の限界による価値観の転換がおこった（通時２）という歴史観を獲得する。とく
に三つの時期における通時的構造１では、戦後における自動車産業も含めた自動車の変遷
（通時的構造１）が、各時期の共時的構造をへて、本時にもう一度各時期の通時と共時の
往還によって振り返りや各班で議論することによって、図９ -３の太枠（通時的構造２）
にあるように、
「戦後復興や高度経済成長の礎となった」
「大量生産・消費による開発・効
率優先の社会へと変化していく」「成長の限界による安全の重視・環境への配慮・一極集
中の是正・国際協調の姿勢といった価値観の転換といった時代の転換点である」といった、
より歴史を概観（例.「価値観の転換といった時代の転換点」）したり、次の時代のことを
俯瞰して（例.「高度経済成長の礎」）考えたり、それまでにない社会全体の大きな変化を
認識する（例.「開発・効率優先の社会」）など高次の認識形成に至っている。
なお単元 「自動車の歴史・戦後編」において、生徒の認識過程は、単純に通時１→共時
→通時２と進行しているわけではない。図 10 のように授業における学習内容の展開に応
じて、１時限から４時限までに、通時１→共時という生徒の認識過程が示されている。そ
して５時限目に、１時限から４時限までを総括した認識が入れ子構造のようになって、認
識の往還により高次の認識（通時２）となる。
総合社会科として、認識の往還によって高次の認識（通時２）が形成されると、想定
されるのは５時限である。このため次項では、単元計画・認識形成図にもとづいた実践
をおこなうため、５時限目の学習指導（授業）案を作成する。

Ⅳ－２－３

授業実践「自動車の歴史・戦後編」（５時限目）の学習指導（授業）案

以上のように、単元の５時限目（計５時間）についての学習指導案（表 11- 2）と授業
記録（資料５ 巻末）に示した。前時である４時限目において、日本車工場の海外進出（資
料Ⓐ）や自動車国内工場の分布、交通事故死者数では資料をもとに 作業し、1980 年代の日
本車の海外

出に対する貿易

を米国の景気・雇用状況との関連性で認識する。そこで

日本車工場の海外進出や自動車国内工場の分布の変化から、自動車産業の（あるいは社会
全体を巻き込んだ）構造的な変化をもつことにいたるという歴史観を認識させる。
それととともに、交通事故死者の増加や（前時までに学習した）国内の地域間格

・環

境問題や安全意識の高まりといった同時期におこった共通性を認識（共時的構造）するこ
とによって、高度成長期とは異なる新しい価値観が求められる時代の転換点であることを
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認識させる。
このように授業の不確実性・一回性の中で、総合社会科の認識モデルにもとづく授業設
計・実践をおこなった。しかし実践することで、通時的構造と共時的構造の往還による高
次の認識形成が容易におこなわれるわけではない。授業実践により、「認識の往還モデル」
による高次の認識形成のエビデンスが出ることが容易でないからこそ、授業開発の改善が
必要とされる。例えば、佐藤（1996）は、教材の研究や事前の計画が熱心でも授業の「反
省と批評」をおろそかにしていることを、教室の具体的な出来事･経験から遊離し、実践
家として脱

していると、指摘している。このような指摘から、実践した授業をかえりみ

て、枠組みに照らして評価し、改善するために「認識の往還モデル」にもとづく評価が必
要となる。明確な評価基準にもとづく授業評価があることで、高次 の認識形成のエビデン
スとなり、授業改善にもつながることになる だろう。そのため次節では「認識の往還モデ
ル」にもとづく授業評価の課題と、その克服のための提案をする。

88

表 11-2

学習指導案「自動車の歴史・戦後編」 （５時限目／単元 全５時間）

2014 年 1 月 31 日

３年

工業（電気）科

発問・教授内容・指示 や助言

導

入

開

生徒の活動・作業

指導上の留意点

前時の確認・⑫⑬⑭記入

本時の主題である 70 年代後

この後の班別の協議

・本時の課題の指示（班別によ

半以降の自動車産業の転換

がし易くなるよう

る⑫～⑭の協議､⑮⑯の考察

期に対して、前時に個別で考

に、意見の整理をす

と班別協議）

察した内容を確認する。

る時間を作る。

・班別に協議する（１）

1968 年と 2013 年の

[１]二つの地図の特徴は何か

個別で記入した⑫⑬

地図を黒板に貼り、

[２]日本車工場の海外進出や

⑭の内容をもとに班

生徒の意見を受けて

貿易摩擦後に、国内自動車

で話し合う。

書き込む。

⑫米国内の日本車工場の推移

展

クラス４０名（うち女子は１名）

産業はどう変化したか。

・各班内での発表

⑬国内車工場の地方分布図

他の生徒の意見 や話し合い

時間の都合で⑭はよ

[３]地方分布で何か変化したか

を参考にしなが ら自らの考

く考え、記述するよ

⑭交通事故死者の推移

えを深めて、ワ ークシート

うに指示するにとど

[４]なぜ事故死は減少したか

に記述を書き直す。

める。

授業者が⑫⑬⑭に対する

・生徒は記入したワーク

班内の話し合いをう

各班の意見を聞く。

シートを見ながら、授

け、考えを深めるこ

⑮経済成長期と比べて、

業者の質問に回答。

とができるように、

70 年 代 後 半 か ら の 転 換 期 は ど

・⑮⑯を個別に記入。

的確な指示を心がけ

う違うか… [５]

・班別で協議する（２）

る

の考察と班別協議）

他の意見を参考に、考えを補

⑯自動車産業の今後はどうな

強・変更し、まとめる。各班

るか… [６]

１～２名の意見を発表。

ま

・本時のまとめ

・考えをまとめ、⑮⑯に記入

既習事項をふまえ、

と

次時（学年末試験）の連絡

する。

本授業・単元をまと

ワークシート回収

める。

め
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Ⅳ－３

総合社会科における認識の往還モデルにもとづく授業評価

通時的構造と共時的構造の認識が往還するという総合社会科における「認識の往還モ
デル」にもとづく授業評価の課題を明らかにし、その克服のための評価指標を提案する。

Ⅳ－３－１

総合社会科における授業評価の課題

総合社会科における「認識の往還モデル」にもとづいた授業では､ どのような評価が妥
当なのであろうか。その評価は断片的知識の有無や知識・技能の量を問うものでもないこ
とから、従来の量的評価では難しいことは自明である。前節の授業実践「自動車の歴史・
戦後編」において、石

ショックの頃の年代を知っていて、貿易

が起きた理由を理解

することは重要であるかもしれないが、科目の集合体を超える価値をもつ総合社会科の授
業の評価として適切とはいえないであろう。総合社会科における授業評価の課題として、
関連する知識・理解の量的評価では限 界があるといわざるをえない。それでは、どうやっ
て実践における認識の往還による概念･観などの高次の認識形成などを評価していけば よ
いのであろうか。
高次の認識形成 と考える 概 念や観の形 成のプロセスや 授業内のコ ミュニケー ションな
どを把握するために質的な評価を用いられることがある。なお質的な評価とは、数量より
質が重視される評価の総称で、文字、音声、映像など質的データが収集・記述され、それ
を用いて質的な評価基準の下で、生徒の学習や教育活動の質が評価されるもの（松下
2012）である。このことから、授業の中で文脈にもとづいた思考や認識の深まりなどを評
価するためには、何らかの質的な評価が必要であると思われる。例えば質的な評価指標と
して、評価規準や達成度を示すルーブリック

2）

が積極的に作成されている。通常の評価指

標であれば、評価基準となる一般的ルーブリックにもとづいて、それぞれの課題別ルーブ
リックが作成されることになるであろう。しかし、「認識の往還モデル」にもとづいた総
合社会科における一般的ルーブリックがどのようなものとなるのであろうか。これまでに
考察した「認識の往還モデル」における 一般的ルーブリックとなる要件を探索することが
授業評価の課題といえるであろう。

Ⅳ－３－２

授業「自動車の歴史・戦後編」における評価指標の開発

評価指標の開発のため、どのようなことが必要であろうか。授業記録にもとづいて、課
題別のルーブリックを探索的に作成することは合理性が必要であるが、困難とまではいえ
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ない。そして課題別ルーブリックの基準によって示された生徒の理解・思考・表現を、客
観的に分析することで一般化し、総合社会科にもとづいた授業における評価基準の要件を
明らかにすれば、一般的ルーブリックを作成することも可能となる。総合社会科における
「認識の往還モデル」にもとづく授業を対象とした思考・活動の基準やその達成度を示す
ルーブリックを作成することで、汎用できる評価指標として、可視化でき、その評価によ
る授業改善が可能となるひらかれた授業開発を促進することになる。
本節による評価 指標となる ルーブリッ ク作成のための 研究方法は 、以下のと おりであ
る。授業記録（資料５ 巻末 逐語記録・ワークシート等）から、課題別のルーブリック（評
価指標）を探索的に作成する。このルーブリックは、通時的構造と共時的構造による往還
による高い次元の認識へ到達することを想定した課題に対して、授業における生徒の具体
的な事実にもとづき、その達成度となりうる基準を、生徒の理解・思考・表現を記述語 と
して表したマトリクス方式で示したものである。なおルーブリックの作成は授業者である
筆者だけでなく、客観性の確保や異なる視点からの分析が必要なため、複数（授業者含め
３人）でおこなった。そして課題別ルーブリックの基準によって示された生徒の理解・思
考・表現を一般化し、総合社会科における認識モデルにもとづいた授業における評価基準
の要件を明らかにし、一般的ルーブリックを作成する。一般的ルーブリックは授業者によ
って決められていくものが多いが、授業記録や生徒の記述内容にもとづいた探索的な手法
を用いることで、評価が実践に即して構成することが可能となる、と考えた。
ルーブリック作成のために、研究対象とした授業は、前項で示した日本史Ａ（科目）の
自主開発教材・単元「自動車の歴史・戦後編」であり、2014 年１月に筆者の勤務先である
愛知県下の工業科をもつ高等学校で実践した。その実践された単元５時限目の授業記録を
もとにして、生徒の記述などから課題別ルーブリックを作成した。本単元は、総合社会科
の「認識の往還モデル」にもとづいて、筆者によって授業設計・実践されたものであるが、
総合社会科授業と して改善の余 地がな く 完成度が高い授 業として研究 対象と したわけで
はない。あくまでも評価指標の開発のため、授業での内容や生徒の記述・発言・思考とい
う事実と、その事実から導きだされた認識の可能性から、総合社会科授業の評価基準の要
件を探索するための対象とした授業である。前時の４時限目から２時間にわたって、生徒
は五つの課題について考察・協議しているが、本研究では表 12-１で示すように、そのう
ち２つの課題を「評価指標として検討する課題」［２］［５］（以後、課題［２］［５］
と表記）として、取り上げる。
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表 12-１

評価指標として 検討する課題

[２]米国における日本車工場の推移の地図（資料Ⓐ）から、気づいたこと、貿易

後

に国内自動車産業で変化したことは何か。（ワークシート⑫）
[５]転換期（70 年代後半～）の学習から、経済成長期と比べて、何が重要視され時代に
なっていったと思うか。（ワークシート⑮）

この二つを取り上げた理由は、以下のとおりである。課題［２］では、前時から考察・
協議の中で多くの時間を割き、資料等を活用しながら米国の雇用状況や日本国内の自動車
工場の構造的変化などに気づいていく中で、通時構造と共時的構造の認識の往還が見いだ
せる可能性があると考えためである。課題［５］では、安全・環境の対策や貿易
方格

・地

への対応などから、［２］と同様に通時的構造と共時的構造の認識の往還の可能性

をみいだすことができる。それとともに、経済成長期との比較をとおして時代を俯瞰する
ような、授業及び本単元の到達目標となる因果関係や概念化等による高次の認識形成が期
待されると考えたためである。実践した授業の課題別のルーブリックの作成自体を研究目
的とするならば、課題［１］[３]［４］のルーブリックも示すべきだが、本研 究はルーブ
リックの探索的な作成をとおして、総合社会科授業における一般的ルーブリックを作成す
ることが目的のため、紙幅の都合上、この２点に限定して示すこととした。なおルーブリ
ックの作成に参加したのは、授業分析を専門とする研究者と教育方法学を専攻する大学院
生と授業者（筆者）の３人である。ルーブリック作成の手順（西岡・田中 2009）は以下の
とおりである。
（１）検討
ルーブリック（素案）によって、課題［１］～［５］までの授業課題を３人で、各自で
評価を実施した。作成のための資料として、ＩＣレコーダーによる録音音声をもとにして
文書化した授業記 録、配布プリ ントと 生徒によって授業 時間中に記入 された ワークシー
ト、授業後におこなった生徒への授業アンケートがある。ルーブリック（素案）の詳細に
ついては省略するが、三者が授業記録を見た後、授業者によって作成されたルーブリック
の素案をもとに、ワークシートの記述から評価を実施した。個々の評価結果を比較すると、
基準にやや具体性がなかったため、個々の評価にはかなりのばらつきがみられた。
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（２）調整

作成者間により評価基準のモデレーションを実施

評価結果にもとづき、三者によって評価基準が一致するように協議した。ワークシート
の記述によって抽出できる生徒の思考から、生徒の認識の段階を探索し、課題別のルーブ
リックを作成した。課題［２］は、80 年代からの米国への自動車工場の推移を、地図と表
（資料Ⓐ）から読み解き、貿易

後の日本の自動車産業の変化を分析・考察するもので

ある。以下、[生徒〇]とあるのは生徒の記述、なお記述の（

）は一部筆者による補足で、

下線も筆者によるものである。

例１ （アメリカ）東側に工場が多い。従業員が増えた[生徒Ａ]…レベル①
例２ アメリカ人の雇用が増え、従業員が増えた。（貿易

後は）米国の自動車メー

カーとの関係が悪くなった。[生徒Ｂ]…レベル②
例３（これまでと比べて、）海外進出するメーカーが増え、日本車工場に就職する人々
が増え、失業者が減った。[生徒Ｃ]…レベル③
例４（貿易

によって）

界市場において日本車の力が強くなった。

界的な自動

車製造国となった。[生徒Ｄ]…レベル③
例５（自動車の）売り上げが増えた。海外に工場を作ることで、貿易

をさけること

ができた。[生徒Ｅ]…レベル③

工場数や海外生産の増加や、資料などの学習内容から読み取れる雇用状況・貿易

に

ついての言及は、授業記録にある生徒の発言からも散見される。授業による個別の事象の
知識・理解と、それらの要因や結果・解決策などに該当する事象の理解を、それぞれ認識
過程のレベル①、②とした。レベル②はレベル①より上位の認識を獲得しているという位
置づけをした。例２の生徒Ｂは米国現地工場の表（資料Ⓐ）より、雇用状況や米国自動車
メーカーについて 、米国人の雇 用増や 米国との関係につ いて断片的に 言及し ているもの
の、貿易

の後に「アメリカの自動車メーカーとの関係が悪くなった」という記述は事

実誤認で、各事象間での関連性を理解しているという認 識は確認できず、授業記録の発言
でも同様で確認できなかった。また、海外の自動車工場の増加と米国内の雇用問題が関連
づけられている例３の記述は「日本車工場数の増加」や「（米国の）従業員数増加」とい
った断片的な知識を関連づけて考える事ができており、複数の学習事項の要因や関係性を
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理解・表現できる段階をより上位の認識としてレベル③とした。先に述べた例２のように、
生徒の認識がレベル②からレベル③に到達していない

3）

（または確認できない）というこ

とは、学習した事象を社会の仕組みや因果関係といった関係性で とらえきれていないとい
うことである。生徒に各事象間の因果関係などを意識させて授業設計・授業展開する必要
がある。例４・例５は各事象の関係性をとらえていることは「日本車の力が強くなった（＝
自動車産業の国際化）」や「貿易

をさける（＝国際協調の維持）」などの記述から推

察される。これら事象の関連性・連続性だけでなく、貿易
海外工場の建設などの国際化により、むしろ長期的には
や、社会構造・貿易

後に、日本の自動車産業は、
争力を高めていったという観点

という国家間の政治的状況が国際協調の維持と経済成長の両立を

迫られた大きな転 換期であっ た という 歴史的な見方を示 す内容が答え られる 可能性があ
ることが、作成者間の協議で一致した。例４および例５の生徒は、ワークシートの記述や
授業記録の発言・活動においても確認できなかったため、レベル③には達しているものの、
本授業について言えば、課題［２］において、上位の認識（レベル④）に達していないか
もしれない。しかし例４・例５をはじめとした記述から、より上位の認識レベルの可能性
を見つけることができた。この結果、以下のように、課題［２］におけるルーブリックの
評価基準（表表 12-２）を作成した。

表 12-２

課題［２］におけるルーブリックの評価基準

ⓞ

無回答、理解などが確認できない。

①

工場数・海外生産・生産の売り上げ増などに言及している。

②

米国の雇用状況や貿易

③

米国での雇用増のために、米国工場が増加した等、要因や関係性を明示できる。

（海外生産の要因・影響）などの現象に言及している。

③の事象が「自動車産業の国際化」や「国際協調を維持した中での経済成長」と
④

いった新しい時代の転換点という歴史の見方をもち、社会構造の変化を捉えるこ
とができる。

これと同様に、課題［５］においても評価基準を探索的に作成したが、1970 年代後半（転
換期）における時代の変化についての問いであるため、主に「環境・安全」「海外進出・

94

国際関係」「生産効率（地方格

・雇用）」といった三点について、どれか一つまたは二

つ言及しているものが多かった。三点に優劣はつけがたいため、評価を一つの観点だけで
なく、三つの観点で認識を表すことにした。以下の例６～例８は生徒の記述である。

例６

高度成長期はとにかくコストをカットして安くつくる事を目標としていたが、1980
年代以降はその他に環境性能や燃費と言った性能の向上もはかられている。また国
外での

要が高まるにつれて、現地生産を行い、コストカットや現地のスタッフの

採用等の目的で海外に工場を建てることも多くなってきている。これについては
コストカットや雇用の安定化にもつながるのでとてもよいことだと思う。[生徒Ｆ]
…レベル③

例７

［環境・安全］［雇用］

自動車産業は 1980 年代以降から急激に成長したと思います。理由は 1980 年代
以降から日本の自動車工場が国内だけでなく、海外にも工場をたくさん作った か
ら自動車生産台数も増え、さらに貿易

が起こらないようになり、良くなった

と思うからです。[生徒Ｇ]…レベル④［海外生産］［国際関係］

例８

経済成長期では生産効率などの企業内のことに力をいれてきたが、1980 年代以降
は省エネル

ー、低コスト、安全性など、車に乗る人のことにより重点をおいた自動

車が重要視されるようになった。[生徒Ｈ]
…レベル④［生産効率］［環境・安全］またはその上位の認識レベル

例６・７は生徒の各記述から、それぞれレベル③、④とした。おもに下線部がその根拠
とする箇所である（例７は後述）。例８にある生徒Ｈの発言の波線部は、授業記録からも
確認しているが、授業中に生徒や授業者が発言した表現ではない。授業記録によると、生
徒Ｈがいた班は活発に議論していたことがわかるが、同じ班内にも波線部の表現を使って
いる生徒がいなかった。このことから、生徒Ｈ個人で、あるいは班内の協議によって、彼
がこのような時代認識に到達したことが推測される。この生徒は「企業内のこと（＝企業
における生産効率重視）」から「車に乗る人のこと（＝運転手や歩行者の安全や環境の重
視）へ」という自動車産業あるいは社会の 組織的な転換を、この生徒自らで普遍化してい
るといえる。このように自動車に関する歴史事象や変遷から、自動車史における時代 の概
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念の理解等だけでなく、さらに俯瞰した視点からの上位の認識があるのではないかと考え
られる。戦後復興期・高度成長期・転換期といった時期の普遍的な時代 区分や歴史観など
を認識・表現でき、安全・環境、海外進出・国際関係、生 産効率の三つの観点からそれぞ
れの上位に置くことのできる認識の可能性を生徒Ｈの記述から求めることができ、これを
さらに上位の認識（レベル⑤）とすることにした。「企業内のこと」から「車に乗る人の
こと」へという転換、という時代の認識は、授業者が教えこむことで、生徒に理解させる
ことも可能といえるかもしれない。しかし本授業を通じて、生徒Ｈは自らの力で理解・考
察していく中で、そのような認識にいたることができたのは重要であり、総合社会科授業
として、求められる認識の可能性の一端を示していると考えられる。以上のことから、課
題［５］におけるルーブリックの評価基準は表 12-３のようになった。

表 12- ３

課題［５］におけるルーブリックの評価基準

無回答・確認できず
安全・環境

海外進出・国際関係

環境破壊や資源不足

海外の工場数の増加に

事故死の推移に理解

ついて理解

省エネや安全に対する
技術革新に言及できる

海外の雇用状況や貿易
について言及できる

省エネや事故死の関連
性を技術革新等で説明

の国際状況により、
の現象がおこると

できる
開発優先から環境 安全
に配慮した発展が要求
されるとの認識をもつ

いう認識を持つ
産業の国際化や国際協調
の中で経済発展がすすむ
という認識をもつ

生産効率（地方雇用）
工場の地方拡散や雇用確保
について理解
以前の工場集中や効率性・
労働力不足に言及できる
の現象が雇用問題や
地方間格 によるという

関連性が理解できる
地域の均衡ある発展を考慮
した効率化がすすむという
認識をもつ

三つの事例により、高度経済成長からの成長の限界や環境・安全・均衡ある発展など新しい価値観が求められる
時代の転換点である、という社会構造の変化を俯瞰して認識・表現できる。
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Ⅳ－３－３

評価指標の開発 （一般的ルーブリックの作成）

以上、ここまで総合社会科授業における評価指標の開発のため、実践にもとづく課題別
のルーブリックとその基準となる要件の探索的に研究することをこころみた。課題別ルー
ブリックの基準となる要件を得られたことから、総合社会科における認識モデルにもとづ
いた授業の評価指標を一般化したもの（一般的ルーブリック）が、表 12-3 である。なお、
（

）内は、資料５（巻末）の検討によって考えられる 本授業の具体的な事例を記載した。

表 12-４

総合社会科における認識モデルにもとづく一般的ルーブリック

ⓞ

無回答・確認できず。

①

事実の理解・資料等からの事象の理解ができる。
（米国への

②

入自動車急増や海外工場増などの事実理解）

事象の要因・影響・解決策なるような事実の理解ができる。
（米国の雇用問題や日米間の貿易

③

と米国での自動車生産などの理解）

事象の原因と結果の因果関係・関連性が理解・説明できる。
（米国の日本車の

入急増や失業者増加などから貿易

がおこったため、日本

車メーカーが海外に工場を進出したという関係性を理解・説明）
④

学習する主題にもとづく時代（地域・社会等）の法則性・特殊性などの構造的に認
識する見方・考え方を形成できる。
（日本車企業の海外工場進出は、国際協調を維持しながらの経済成長の必要性があ
ったが、さらなる日本車の国際化をうながし、自動車大国の基盤を作ったという
歴史的な見方をもつ）

⑤

学習する主題を俯瞰して､時代･体制･地域などに普遍化･概念化ができ、認識を体系
化できる…通時的構造と共時的構造の認識の往還によって形成される高次の認識
（70 年代後半はそれまでの経済成長期と異なり、安全・環境・雇用・国際関係・
地方格

などで成長の限界があり､大量消費や生産効率重視から環境･安全性重

視や国際協調･地方振興といった価値観の転換がおこったという歴史観をもつ）
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表 12-４で示したように、レベル⑤は総合社会科授業における通時的構造と共時的構造に
よる認識が往還することでおこりうる高次の認識段階であると思われる。このように一般
的ルーブリックの評価基準を解明することによって、他の単元においても課題（単元）別
ルーブリックの適用が可能となり、検証とそれにともなう授業設計の見直しといった授業
改善も容易になるという形成的評価となる。

Ⅳ－３－４

授業評価の有効性

本節における授業評価の一般的ルーブリックは、総合社会科における「認識の往還モデ
ル」にもとづく授業評価の一つの提案である。このような評価にもとづく実践の改善では、
授業者と学習者それぞれへのフィードバックの機能が重視 （藤江 2010）されなければな
らない。授業者へのフィードバック評価によって得られた（評価）情報を、その後の授業・
カリキュラムの改善に生かすことが求められるであろうし、学習者にとっても評価基準を
示す事で、学習改善とともに学習における「メタ認知的」役割を果たすこともできるであ
ろう。このように本節において、授業記録とワークシートによる生徒の記述にもとづいて
探索的に評価指標を開発することで、授業者が総合社会科として科目の集合体以上の価値
を意識でき、逆向きの授業設計が可能になる。
しかしその授業評価の限界として、あくまでも授業記録での発言や生徒のワークシート
の記入された意見は、生徒の認識を示す一つではあるが、そこで分かることには限界もあ
る。この評価指標は、まだ総合社会科における「認識の往還モデル」にもとづく授業評価
の可能性を実例で 示すことがで きる段 階 にとどまるであ ろう。そのた め 他の 事例によっ
て、エビデンスの蓄積が必要といえる。
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Ⅳ-４

本研究で開発した単元の妥当性

－総合的視点と系統的視点－

本節において、筆者が自主開発した単元「自動車の歴史・戦後編」が、本研究で提案
した総合社会科にもとづく授業としての妥当性を、あらためて確認していきたい。次の
図 10-４は、生徒による認識形成を示した図 10-２に対応した本単元の学習内容を、Ⅱ章
４で示した系統と〈総合２〉による２軸４象限の図５-３に置き換えたものである。この
横軸は系統と非系統、縦軸は総合と分化を分けるものである。それらによってⅠからⅣ
の４つの象限に分けられる。このうち開発した本単元は総合かつ系統であるⅠ（学際
性）に位置づくが、

想的にⅡからⅣの各象限に単元の内容をあてはめ、Ⅰの優位性を

確認していきたい。

総合２

系統

学習内容

断片的な知識Ⅱ Ⅰ 学際性
知識注入 Ⅲ Ⅳ 教科･学問中心

ディシプリン
構
造

分 化（総合２に対比した）
図 10-４

社会科カリキュラムの類型化にもとづく「 自動車の歴史・戦後編」の概念図
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まずⅢ（知識注入）の学習では、単元内容に含まれる歴史や経済に関わる多様な用語
が並立しているものの、教科内容としての原理・概念がないことから系統的視点がな
く、内容的なまとまりもみられず総合的視点もないため、総合も系統もない第Ⅲ象限に
位置づく。それに対して、Ⅱ（断片的な知識）では、個別の内容がテーマのまとまりを
もち関連性がある点で総合的視点はあるものの、教科や学問にみられるディシプリンも
ない点で系統的視点はない。くわえて、Ⅳ（教科・学問中心）では、戦後史・経済の各
ディシプリンによる系統的視点があるが、戦後史・経済それぞれにつながりがないこと
から総合的視点があるとはいえない。つまりⅡにおいては系統が欠如しているため、学
問（科学）的な認識育成ができないとか、またⅣにおいては総合が欠如していることか
ら、生活・経験から遊離しているという課題をもつことになる。
それに対してⅠ（学際性）の学習は、戦後史・経済における総合・系統を両方満たすこ
とになる。これは、戦後史の通時的構造から経済進展の各要因である共時的構造をへて、
ふたたび通期的構造をもどって往還することによって、総合となるとともに、認識が深化・
拡大することによって概念・法則・原理などの高次の認識形成となり、より系統が強まる
ことになる。この図でいえば、「戦後史」から「経済的要因」そして「戦後史」という通
時的構造による認識と、経済における地理的・政治的・社会的要因という共時的構造によ
る認識を往還する ことによって 、総合 かつ系統である総 合社会科が実 現でき るといえよ
う。以上のことから、単元「自動車の歴史・戦後編」は、本研究で提案した「認識の往還
モデル」による総合社会科の授業である。

注

1) 教材の条件として他に具体性、順次性をあげている。具体性は、その教材が客観的な
事物にどれほど近いかという指標で生徒のイメージや学習対象を広げるためであり、
順次性は教材の排列の順番である。
2)ルーブリックとは「成功の度合いを示す数値的な尺度と、それぞれの尺度にみられる
認識や行為の特徴を示した記述語からなる評価基準表」である。
3) 課題［２］の評価では、レベル②の評価にとどまったのは 40 名のうち９名であった。
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第Ⅴ章

Ⅴ－１

まとめ

本研究のまとめと成果

これまでの研究をまとめると、本研究の成果は以下の三つがあげられる。
一つめの成果は、総合社会科にもとづくカリキュラムを理論的にあきらかにしたことで
ある。それは次のような経過でとらえることができた。先行研究 に対して、科目の集合体
を超える価値は何かという点から、総合社会科における総合概念を批判的に検討した。具
体的には、従来の総合社会科における総合概念に関する理論的考察として最も高い到達点
を考えられる臼井嘉一（1987）の社会科カリキュラム論をとりあげ、その成果と限界を確
認した。そしてその理論的な限界を乗り越えるため、総合と系統は対立概念ではなく、総
合と系統の２次元４象限である枠組み「カリキュラムにおける総合・系統の２軸４象限モ
デル」を提示した。これは、１軸の二項対立の両極にある「総合」と「系統」は対立概念
ではなく、直交する２軸に位置付けることができたものである。またこの枠組みの有用性
を確認するために、総合と系統をめぐる三つの社会科論争として、勝田・梅根論争、春田・
矢川論争、大槻・上田論争をとりあげ、それぞれの社会科論争を枠組みの中で位置づけ、
論点を整理した。そして各論争における主張の違いを可視化し、齟齬の所在を顕在化する
ことができた。その結果、総合社会科は社会科カリキュラムにおける「系統ある総合」で
あることを示した。さらに社会科カリキュラムを認識の総合である〈総合２〉と系統によ
って類型化することで、総合社会科にもとづくカリキュラム開発の内容構成原理を明らか
にした。その結果、〈総合２〉からみた総合社会科にもとづくカリキュラムは、それぞれ
のディシプリンがもつ構造のみならず、それとともに各ディシプリン間の相互関係性を重
視したディシプリン内構造とディシプリン間の関連構造である、ととらえることができ、
社会科カリキュラムにおける総合概念の新たな解釈の提示をすることができた。
二つめの成果として、前章でとらえることができた総合社会科にもとづくカリキュラム
によって、「総合」と内容の近接性をもち、ディシプリン間の構造をもたない「相関」と
区別することができた。また通時性と共時性という概念を使い、総合社会科固有の授業モ
デルを提案した。総合社会科授業における生徒の「認識の往還モデル」は、通時的構造と
共時的構造の認識の往還によって、概念・原理や観を形成する高次の認識形成にいたる。
このことをもって「認識の往還モデル」は、科目の集合体をこえる価値と、とらえること
ができる。この「認識の往還モデル」にもとづいて、これまでに総合を志向した授業実践
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（先行実践）を分析すると、その実践の意義と課題を明確にすることができるとともに、
この「認識の往還モデル」の妥当性（蓋然性）を確認することができた。
三つめの成果は、科目の集合体を超える価値を実現するための「認識の往還モデル」に
よる授業開発の課題克服のため、以下の提案をすることによって、開発の道筋をつくった
ことである。授業開発における設計・実践および評価の実践課題を明らかにし、その克服
のため、設計と評価の要件を提案した。これまでの授業開発研究は授業モデルの提案にと
どまり、授業設計において、どのような教材を選ぶか、どのような評価指標にす るかとい
った、具体的な授業開発の道筋が明確でなく、授業の実現性が高まらないという問題があ
った。授業開発研究との隔たりがあった授業設計に おいては、教材選定の要件として、ね
らいとした学習内容に対して教材の典型性があること、その教材が通時的構造と共時的構
造として往還することで関係性を強めるものであること、そしてその背後に原理や概念な
どがある教材が求められることになる。この教材選定の要件にもとづいて、本研究では「自
動車の歴史・戦後編」の単元開発をおこなった。民主化や平和産業への転換、都市集中な
どの効率性の重視などによる経済成長と、地方の疲弊や安全性・環境破壊などからくる成
長の限界という戦後史の典型性をもつ自動車を教材として、単元計画をつくることができ
た。また総合社会科における「認識の往還モデル」の授業評価の課題は知識・理解の確認
などの量的な評価でなく、授業の中で文脈にもとづいた思考や認識の深まりなどには質的
な評価が必要であると思われることからルーブリックを用いて、評価指標の作成をおこな
うことにした。総合社会科における「認識の往還モデル」にもとづく授業を対象とした思
考・活動の基準やその達成度を示すルーブリックを作成する ことで、汎用できる評価指標
として、その評価によって授業開発を促進されることが期待される。実践した授業記録や
生徒の記述内容をもとに、課題別のルーブリックによって示された生徒の理解・思考・表
現を一般化し、「認識の往還モデル」にもとづいた総合社会科授業における評価基準の要
件を明らかにする探索的な手法によって、一般的ルーブリックを作成し、実践に即して構
成した評価指標とすることが可能となった。そして学習する主題を俯瞰して、時代・体制・
地域などに普遍化・概念化でき、認識を体系化できる（レベル５）といった評価基準を作
成することができた。これら実践上の課題を明らかにし、提案をしたことは授業設計・実
践や評価と一体となった授業開発の道筋となり、持続的な授業開発を促すことが可能な実
践的な価値のある、ひらかれた開発研究と思われる。
以上の通り、総合社会科にもとづく授業開発における三つの成果を示すことができた。
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Ⅴ－２

今後の課題と展望

今後の展望として、以下の二つの課題を示しておきたい。一つ目は「認識の往還モデル」
のさらなる原理的追求である。本研究では授業開発をおこなって実践を行ったが、「認識
の往還モデル」で求められているレベル５まで到達した生徒はいたものの、数としてけし
て多くの生徒が往還による高次の認識に到達できなかったことも事実である。くわえて、
授業の中では問いかけをしながら実践しているものの、生徒が「探求」・「省察」をしな
がら認識を形成していく面では不足していると思われる。さらに、本研究における授業案
は、完結した授業案ではないこと、生徒の学びの意義からすると実践において探求的な場
面への視点や事実にもとづいた省察とよべる箇所が少ないといえる。そこで本研究による
「認識の往還モデル」によって、さらに多くの生徒に高次の認識形成ができるようなあり
方を追求していく必要がある。また総合理科など「他教科にもとづく総合」への応用の追
求も求められる。
それとともに二つ目の課題として、「認識の往還モデル」と生活との結びつき、レリバ
ンス、切実感といった生徒と生活・経験から総合である<総合１>との関係の解明である。
本研究では、認識の総合である<総合２>に焦点化して、研究をすすめていったが、往還し
て高次の認識形成がされるということの中には、やはり<総合１>との関係が原理的に必要
とされるのではないか、という疑問が生じることもあった。認識の往還モデルと<総合１>
との関係について解明する必要性を感じている。これらの課題にとりくむことを、今後の
研究の展望としていきたい。
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資料３
自動車の歴史

ワークシート
電気科３年

＊空欄は紙幅の都合で削除

組

番

氏名

［戦後初期］
作業１

日本の自動車メーカーの沿革

①戦後にできた自動車メーカーの特徴を、いくつかあげてみよう。
②戦後初期の自動車産業の再出発の中で、のちに戦後の（自動車）産業発展に対し
て、一番重要な出来事は何だったと思いますか。

［経済成長期］
作業２

労働集積・刈谷市の人口増加

③地図・グラフからわかったこと（事実）は何か。
④

③などから、当時の経済成長で優先されたものは何か。キーワードなどをヒントに
して考えなさい。

⑤

④に対する問題点として何があったか。

作業３

戦後の自動車生産台数の増加

⑥グラフを記入して、生産台数の

躍的増加はいつ頃か。

⑦⑥で答えた自動車生産台数の増加で、最も大きい原因は何だと思いますか。
授業のキーワードを参考にして考えなさい。

［転換期］
作業４

交通事故死の増加（１）

⑧交通事故数の推移のグラフで気づいたことは何ですか。

作業５
⑨

四輪自動車の

出増加のグラフ

出増加のグラフを見て、

躍的に増加したいつ頃ですか。

⑩今までの学習から、なぜ日本は（当時）
ますか。いくつ理由を考えてみよう。
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界一の自動車生産国になったと思い

⑪貿易

の結果、日本の自動車産業はどのように進展していきましたか。

（あ）国内メーカーが自主規制しました。そのメリット（利点）・デメリット（問題点）
をあげなさい。
（い）米国への工場進出について、メリット・デメリットをあげなさい。

作業６

米国の自動車工場の推移

⑫米国の自動車工場の推移の地図を記入して気づいたことを書きなさい。
（あ）図を見て、特徴など気づいたことをあげなさい。

（い）米国内の日本車自動車工場の増加によって、何が変わったと思いましたか。

（う）貿易

の後、日本の自動車生産あるいは自動車メーカーがこれまでと比べ

て変化したことは何だと思いますか。

作業７

国内の自動車工場の地方拡散

⑬自動車工場分布図の変化を見て、気づいたことを記入しなさい。

作業８

交通事故死の推移（２）

⑭事故死者が減少した原因は何だと思うか。

［まとめ］

⑮転換期（70 年代中半～）の学習から、経済成長期と比べて、何が重要視される
時代になっていった（経済成長期との違いは何か）と思うか 。

⑯学習をつうじて、自動車産業の歴史の見方が変わったところがあるか。また自動
車産業（限定せず日本経済・社会でもよい）が今後どのように変化していくと
思うか。
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№１（図・写真・グラフは簡略化したもの）
配布プリント

資料４

自動車の歴史（戦後編）

・
・

化」
本田宗一郎
の写真

発売された
初代クラウン
の写真

・
・
・
・
機産業の技術者が自動車開発へ

⇒ 作業１ 日本の自動車メーカーの沿革は ①②

１ .戦 後 の 自 動 車 産 業
（戦後初期）
戦 後 初 期 …「 １
化 」と「 ２

（３
・
… ４

人 口（ 人 ） 25,593

1945

1985

30,893

1950

1990

33,021

1955

1995

57,978

1960

2000

69,494 84,060

1965

2005

1970

2010

94,153

1975

57,97869,494

84,060

94,153

103,837

109,909
エンジ ンの絵

ロータリ ー

）

開発」

1980

化 」と「 ６

西暦
109,909 117,505 124,730 131,340 139,598 145, 630

西 暦（ 年 ）

２ .日 本 車 の 躍 進 （ 経 済 成 長 期 ）
→ 自 動 車 の「 ５
⇒ 作業２ 刈谷市における人口の変動 ③
愛知 県西三河
地域 の工場

人 口（ 人 ）

25,593 30,893 33,021

どうして刈谷（および西三河）周辺に集中したのか
戦後期から経済成長期の刈谷市における人口増加

集中 を示す
地図

100000
75000
50000
25000

ト ヨタ
カ ローラの 絵

⑦
）

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
1961 東 洋 工 業 （ 現 マ ツ ダ ） が ７
エンジン試作第一号 （ 界初の実用化）
）（ ９
）（ １０
）
自 動 車 生 産 に 必 要 な も の は 何 か ④ ⑤（ ８
1975

1960

1975

4,567,854

1970

1955

1965

1950

165,094 696,176 3178,708 4,567,854

1970

3178,708

696,176
13,354 165,094
1955 1960
1965

ニ ッサン･
フェアレディ Z
の 写真

13,354

1594
1950

1,594

⇒ 作業３ 戦後の自動車生 産 台数（乗用車）の増 加 ［１］⑥

1945

0

西 暦（ 年 ） 1945
生 産（ 台 ）
5,000,000
3,000,000
1,000,000
500,000
0

・グラフ・地図からわかる日本の自動車産業の経済成長の特徴は何か
）（ １２
60 年 代 に 自 動 車 生 産 が の び た の は な ぜ か （ １ １

・その経済成長において、何かデメリットはあったと思うか
）（ １ ４
（ １３
）

３ 自 動 車 大 国 の 転 換 と グ ロ ー バ ル 化（ 転 換 期 ）
（１）経済成長のひずみ
「 交 通 事 故 死 」「 公 害 」 70 年 代 「 都 市 化 」「 過 疎 化 」
作業４
交通事故死の増加［１］交通戦争 ⑧
1955

1960

12,484

1965

16,765

1970

10,792

1975

8,760

1980

9,261

1985

⇒

西 暦（ 年 ） 1950

12,055

1970

10792

1980

1990

の写真

1985

1990
自動車メーカーの不振

4,482,130

1985

4,426,762

1,827,286 3,947,166 4,426,762 4,482,130

1975

ホンダシビック
と
CVCC エ ン ジ ン

6379

12484

8760

交通事故死の増加［１］交通戦争
16765
12055

4202

9261

4202

6379

作業４

事故死）
⇒

10000
5000

1965

725,586

1950 1955 1960 1965 1970 1975
1980 1985
（２）自動車大国と貿易
・・
1980 年 間 四 輪 車 生 産 台 数 1000 万 台 破 （ 界 一 位 に ）
⇒ 作業 5
出増加のグラフ ⑨

100,716

3,947,166
1,827,286

725,586
7,013 100,716
1960
1965
1970
1975
1980
と の 批 判 … 1970 年 代 後 半 に １ ６

7,013

西 暦（ 年 ） 1960
出台数

5,000,000
3,000,000

1,000,000
500000
0
貿 易 の １５

ど う し て 日 本 は 自 動 車 大 国 に な れ た か ⑩ （ １７
）
（ １８
）
1970 年 代 後 半 日 本 車 の １ ９
・性能の良さ 米国内で日本車の販売シェア増加
←米政府・議会・経済界の強い反発 「アンフェアな取引」
「 米 国 製 品 を 買 え 」 ← 不 当 な ダ ン ン グ ・ 長 時 間 労 働 円 安 〝 ２０
たたき〟

生 産 ･販 売 を 続 け る … 資 本 主 義 の 自 由 争 ← 日 本 政 府 か ら も 圧 力
生産・販売を減らす …政治的配慮←利潤が減少 ⇒工場の海外進出
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配布プリント№２（図・写真・グラフは簡略化したもの）

2010
1998.9 561
1993.1 947
2003.5 796
1988.5 7487

1985
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2,200

（人）

授業員

⑫

2010

生産開始 従業員
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2005

2,140

1985

2000

1,640

2,140 2,200
1,580 1,640
1,060 1,318
628
555

1,580

1995

2015

1,300 1,650
326
89

1,650

1990

）

（年）

生産開始

日本の自動車メーカーの米国工場
州（米国）

州 米国

⑮ ホ ン ダ イ ン デ ィ ア ナ 州 2008.10
1987.9
⑯マツダ ミシガン州
1988.9
イリノイ州
⑰三菱

1100
2600
1700

ミ シ シ ッ 州 2003.5 3300
⑩日産
630
⑪ 日 野 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 2004.10
3040
⑫ 士 重 工 イ ン デ ィ ア ナ 州 1989.9
1982.11 10300
オハイオ州
⑬ホンダ
4100
2001.11
アラバマ州
⑭ホンダ

日本メーカー

日本の自動車メーカーの米国工場

（ 1987 ）

士 重 工 /い す ず

9100
1982
ホ ン ダ（ 1978 ） オ ハ イ オ 州
5000
1983
日 産 （ 1980 ） テ ネ シ ー 州
3500
1987
マ ツ ダ （ 1985 ） ミ ズ リ ー 州
2900
1989
三 菱 （ 1985 ） イ リ ノ イ 州
3300
ト ヨ タ （ 1984 ） カ リ フ ォ ル ニ ア 州 1984
3600
ト ヨ タ （ 1986 ） ケ ン タ ッ キ ー 州 1988
1800
イ ン デ ィ ア ナ 州 1989

日本メーカー
（設立年）

1985

規制） 自主規制のメリット・デメリット⑪
）（ ２ ３
（ ２２

米国への自動車工場の推移

資 本 主 義 の 矛 盾 （ ２１
⇒作業６

オハイオ州
ミズーリ州
アラバマ州
ケンタッキー州

日本メーカー 州（米国） 生産開始 従業員

①いすず
②トヨタ
③トヨタ
④トヨタ
⑤ ト ヨ タ イ ン デ ィ ア ナ 州 1999.2 4204
⑥ ト ヨ タ ウ ェ ス ト バ ー ジ ニ ア 州 1998.11 1124
2006.11 2415
⑦トヨタ テキサス州
1983.6 3800
テネシー州
⑧日産
1997.5 800
テネシー州
⑨日産

＊ 日 本 自 動 車 工 業 会 （ 2010 ）『 2010 日 本 の 自 動 車 工 業 』 を も と に 筆 者 が 作 成
２４

1980

の結果、日本の自動車産業はどうなっていったか

自動車工場の海外進出で、二つの地図を見て、気づいたことはあるか。⑫
◎日米貿易
２５

西 暦 （年 ）
うち海外生産

1,104
1980

1,300

生 産 台 数（ 万 台 ） 1,104

2,500 万 台
2,000 万 台
1,500 万 台
1,000 万 台
0

⇒ 作 業 ７ 国 内 の 自 動 車 工 場 の 地 方 拡 散 （ 1968 年 2013 年 ）
1968 年
2013 年

２６

作業８

10679

1990

9066

1995

6871

2005

2000

⑬

9066 6871 4863

4863

2010

9,261 11227 10679

1985

交通事故死の推移［２］技術革新・安全対策
1980

11227

第二次交通戦争

2000

2005 2010

☆自動車工場の分布図を見て、気づくことは何か。高度成長期との違いは何か
⇒

1975

9261

16,765 10,792 8,760

西 暦（ 年 ） 1970

8760

事故死）

10792

15000 16765
10000

5000

２７

1970 1975 1980
1985
1990
1995
☆なぜ交通事故死者は減少したと思うか ⑭

２８

まとめ
☆ 経 済 成 長 期 と 比 べ 、 1970 年 代 後 半 か ら 社 会 は ど の よ う に 変 化 し て い っ た と 思 う か 。
自 動 車 産 業 の み な ら ず ｢社 会 ･時 代 の 変 化 ｣と い う 点 か ら 自 分 の 考 え を ま と め な さ い 。 ⑮

２９

☆自動車産業を含めたこれからの社会はどうなっていくと思うか。⑯
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資料５

授業記録

（工業高校電気科３年）２０１４年１月３１日（金）10 時（２限目）

（チャイム）
－始業前に試験前のプリント（演習問題・解答）と前時回収したワークシートを配布
Ｔ１

はい、はじめます。

Ａ２

起立、 お願いします。

Ｔ３

（プリントの配布状況を見ながら…）はい、はやくしろ、はやく。…えー、
それでは

0:00
（全員）お願いしまーす

前に配ったプリントともに忘れないようにしてやってきて下さい。

えー、それでは⑮を見て下さい。今配ったね。「転換期の学習から、経済成長期
と比べて、何が重要視される時代になっていったと思うか。」自分の考えをまと
めなさい。
Ｂ４

え

Ｔ５

これから…、えー、話し合ってもらいます。

Ｂ６

はぁーん

Ｃ
Ｔ８

答えないんですか

何点くらい
筋が全く通ってなければダメだけど…

ど、

結構（配点は）大きくするつもりですけ

えー１点、２点ではありませんのでね。

Ｔ９

えー、正式な答えはないんですよね。

Ｔ10

正式

うーん

しっかり考えて下さい。

ない。皇位継承の時と同じ、筋が全くずれていたらアウトです

よ。ちゃんと、えー自分達の中で納得した、人の意見でも納得したものであればいい
ですよ。
Ｂ11
Ｔ12

はーん

そういうの…

最後でついに

他のもあるから何点っといえないけど…

と思っています。

Ｃ13

ふーん

そっか

Ｔ14

はい、それではこの間のように、班ごとに分かれて、話し合ってください。

Ｂ15

また何か言うの！

Ｃ16

今日は（Ｄに）起きとる…、
－2:00 （机の移動）それぞれの班で、騒がしくなる

Ｔ17

はーい、いいですか。⑫のところで、（笑い声）
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おい、（注意）いいか。

Ｂ18

考えにゃいかん

Ｃ19
T20

うーん
これはもう書けるかもしれん。「イ.自動車工場の増加によって何が変わったと思い
ますか

」「ウ.貿易

の後、日本の自動車メーカーや自動車生産が前に比べて変

化したこと何だと思いますか

」うーん、ちょっと話が大きくなっていますね。

すぐ答えてもらいたいところですが、前回ちょっと戸惑って出だしが悪かったん
で、1.2 分あげますので（オー

生徒の反応）、ちょっと答えを見合って下さい。

意見が出たところは（ワークシートに）書いて行ってください。

3:17

はい、はじめー

（班別での話し合い）

Ｔ21

はい、ぱっと答えられるようにしておいて下さいよ。

Ｄ22

はー、わからんよ。（聞こえないように、少し投げやりな言い方）

Ｔ23

…意外と聞こえているもんですよ。（他の生徒の笑い）Ｄ君、がんばろうね。

Ｂ24

あいつ指圧しって（起こしてやった方がいいという意味）やった方がいいですよ。

（周囲の笑い）
５班
Ｔ25

Ｅ・Ｆ・Ｇ「米国の沿岸部に多いでしょう…」
はい、いいかなー

前回にもいったけど、ここでは話をまとめるのではなく、

いろんな話を聞いて自分の考えを深めていって下さい。

7:10

（黒板に貼ってある米地図（２枚）を指しながら）

えーと、こっちが 1983 年でしたね、でこっちが 2013 年だった。変わっていったんだ
よね。まずア.のところね。「図を見て特徴など気づいたところをあげなさい」は
い、Ｈの班（６班）…特徴（それぞれ班内で話している）わかるところを言って下
さい。

（他班が

ざわつく）はい、こっちに注目！
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Ｈ26 海岸方面に多く（少し小さい声）…あっ、もとある工場の方にたくさんできた…
Ｔ27

ん

こっちの方が

ん 何方面って言った

Ｈ28

海岸方面、

Ｔ29

海岸方面、ね、ふーん（板書

Ｉ30

あのー1983 年に建てた工場の周りに、インディアナ州とか、さらに（工場を）

言い足そうな顔を見て）はい、他はＩ、何がある

建てている
Ｔ31

（2013 年の地図を指して）ああ、こっちもということ
（板書に書きながら）はい、インディアナ州だっけ、さらに建てている、…と。
他にある

8:56

Ｉ32

全体的に（地図の）右側にある…

Ｔ 33

あ 、 右側 （ 東 側 ） ね 、

（ 他 の生 徒

そ う そ う ） う ー ん 全 体 的 に 東側 に 多 い っ

てことかな…東部に多い、（話を続けている班に対して）そっちは何かある
Ｄ 34
Ｔ35

はい！（周囲に笑い）
お、Ｄ君

Ｄ36 （自信ありげに）都会に近い。
Ｔ37

ほー

都会に近いね。（板書）お、確かにこの辺（ニューヨーク・シカゴなどを

指す）に近いよね。 （他の生徒
Ｈ38
Ｔ39
Ｊ40
Ｔ41

うんうん）他ありますか。

お前言えよ
おー、どんどん言おう、最後の授業だから
おー（奇声あげながら）最後の授業か（生徒笑い）
はい、他にない

それでは次は少し難しくなるぞ、イ、米国国内の自動車工場の

増加によって何が変わったと思いますか

あぁ、Ｆ

さっき何かいっていたよ

ね。
Ｆ41
Ｋ42

えー

従業員が……(座りながら言おうとする)

立てよ（席を立って言えという意味）！
…Ｄ43（がＪに対して）お前ここに

Ｄ44

書きしてあるだろ

（Ｄ・Ｊに対して、少し威嚇しながら）静かにしなさい！
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ああ、ごめんＦ、えーと、どこの従業員
Ｆ45

アメリカで全体的に（従業員が）増えている（T

板書）

11:24

Ｔ46

うん、単純に言ってもね、日本の自動車工場が減っているわけではないのですの
で、アメリカの工場が増えていることから、従業員数が増えているってことかな。

Ｆ47

はい

（Ｔ

ち着かないＪを注意）

Ｔ48

はい、他なんかありませんか、４班は何かない

Ｋ49

失業者が減った。

Ｔ50

はい、失業者が減ったとか、従業員が増えたとかっていうのは…単なる思いつき
ではないですよね。どこから（そのことが）わかる

Ｋ51
Ｔ52

（考え込む）どこからわかる…
何かもとづく物あるよね。（Ｋ

…少し間）Ｈとか見捨てずに（一緒に）考えて

やれよ。
Ｂ53

Ｈそうだぞ

教えてやれよ

Ｔ54

どこが、従業員が増えていると分かるの
じゃあ、Ｆは

（答えに窮している K を見て）

（周りが騒がしくなってきた中で、しゃべろうとするＦ）

おい（大きな声で）、今からＦが話をするぞ（周囲・笑い）、はい、どうぞ。
Ｆ55

Ｔ56

プリントのグラフの総従業員数のところ、（Ｅ

おー！）

おお、そうだね、プリントのグラフ（生徒の多くがグラフを見る）にオハイオ州
とか書いてあるでしょ

Ｂ57
Ｔ58

ああ(そういうことか)
…ということは（従業員数は）増加するし、失業者は減っていると想像できる
わけだね。（Ｋ

Ｂ59

複雑そうな表情）

（成績上位のＫではなく、逆に下位のＦの方が答えることができたため、
小さい声でつぶやきながら）頭（能力）関係ないなー

Ｔ60
Ｂ61
Ｔ62

わかりましたか
はい！
そういうことグラフにもとづいていればわかるわけだね。
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15:09

はい

「ウ、貿易

の後日本の自動車生産あるいは自動車産業が変化したことは

何だと思いますか」ちょっと難しいが、これできた人

（生徒
Ｌ63

小声）ん・何かある

アメリカが（日本車の

できたらすごいねぇ。

（Ｌが挙手）

入を）嫌がったことでぇー、逆に質の高さとか、名が

売れたとか…
Ｔ64

ほー

名が売れた

（Ｌ

…うん ハイ、他何か

Ｍ

「はい」）自動車メーカーを逆に知らしめた、品質とか
何か

（Ｂ「真ん中の班が、…」）

ちょっと、うるさい今、Ｍ君が答えようしている（Ｂ
Ｌ65

（小声で）

Ｔ66

え

Ｌ67

国内で売れる工夫をしたんではないかと思う。

Ｔ68
Ｌ69

何

あ、はい）（他の生徒・笑い）

出数が減って、アメリカであんまり…
出数

あ、日本からアメリカへの

アメリカ国内で売れる工夫（米工場のでの生産など）をした
日本で、いや日本で、もっと売れるような工夫をした。売れない分、
日本でもっと売れるようにしたんじゃないかな…思う。

Ｔ70

日本からアメリカへは売れないけども、日本がアメリカへ行って、アメリカで売れ
ばってこと

Ｌ71
Ｔ72

違う違う、国内で売れないから、国内で…
アメリカ国内で売れるように

アメリカの工場で

Ｌ73

いやいや…

（説明をあきらめようとする気配・生徒・笑い）

Ｔ74

（ＴがＬの背中に触れて、冗談ぽく）

Ｌ75

アメリカで日本の車が売れなくなったので、日本のメーカーは日本国内で売ろう

Ｌ君教えて下さいよ。（生徒・笑い）

とした。
Ｔ76

はぁー日本国内でね、（瀬尾と笑っている岡本）はい岡本君どう思いますか

Ｌ77

（Ｂに対して）さあ、答えるか

Ｂ78

…そうですね。アメリカがですね、やっぱ貿易
の車メーカーに対する、その
ていうか（Ｔ

Ｔ79

なんていうんですか

アメリカ側の危機感ね

がおきて、（T

ふん）日本

あぶな…っていうか危機感っ

）はい、そういうものをもった

なるほど、アメリカが危機感をね、はい、それでは次にプリントを配ります。これ
は 90 年代（プリント配布…生徒ざわつく）
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18:51

、地図を出して下さい。作業７⑬ 自動車工場分布図 の変化で気づいたことを
書きなさい。90 年代に（プリントに記載してあるような）こういう動きがありまし
たね。はいこれも記事にありましたけど、九州・北海道への進出のところを読んで
おいて下さい。（間をおいて…）そしてプリントにある地図、左側にあるのが 1968 年
の自動車工場の地図、自動車分布図、当然愛知県なんか多いよね… うん、こんな感
じですよね。こういう感じで点在しています。右側が 2013 年です。工場分布はどん
な変化がありましたか

はいさっきのように話し合ってください。

（机間巡視） ワークシートに書きながら話し合いの方をして下さい
「愛知県は…（

21:51

３斑）」

（話し合い）

Ｔ80

はい、いいでしょうか ⑬自動車の国内の分布図、この変遷で気づいたこと 1968 年
ですから今から 46 年前になるでしょうか

で、（プリント右の分布図を指して）

これが 2013 年ですね。はい、どういう変化あったか、

（各班を見回して）

M 違いわかる
Ｍ81 えーっと、数が増えた。
Ｔ82

数が増えた。全体的な工場が…

数が増えた、そうですね。他になんかある

Ｎ83

えーと 1968 年は北海道や九州（の工場）はなかったんですけど、（T

ほう、ほう）

2013 年には工場ができている。
Ｔ84

うーん、そうだね。1968 年には北海道や九州は全くありませんでした。それが 2013
年には北海道・九州…えーそれから
動きは

東北ですか…増えていますね。 これらの

90 年代です。…何か、あったんでしょうかね

例えばトヨタでも愛知県

中心だったのが東北・九州にありますね、これはどういう動きか （Ｅ
… 他、何か気づいたことありますか。
Ｔ85

ああ、）
24:18

はい、それでは 90 年代 2000 年代となります。交通事故死の推移です。しばらく
減ったのですが、その後また伸びてきます。ただ、その後グーッと減って 2013 年
には（交通事故死者は）4000 人台に
か

ちてきています。この原因はなぜだと思います

ここも後で（ワークシートに）書いてもらいます。次に、プリント右側のトヨタ

自動車の 2007 年実績を見ると、これトヨタ自動車だけの実績ですよ。これをみると
わかることは何かある…（少し間をとって
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）Ｄ、どんな特徴がある

Ｄ86

(不意をうたれたように)…え

Ｔ87

どこですか

あ、2007 年実績のところ、表をよくみてよ。他の人と相談してもいいよ。

Ｄ88

うーん?(周囲と相談している)

Ｔ89

そうだね。半分以上…どころか

…（だいぶ間をあけて）半分以上海外（販売）
…国内販売が 226 万台で海外が…（Ｄ710 万

台）…だから、３倍以上だよね。80 年代はトヨタで 100 万台だったのが、この
時期（2000 年代）では 900 万台を超えているんだね。その後にリーマンショック
やトヨタのリコール問題などがあって、一時期は生産台数を減らしました。今
年、君たちは就職はとてもよかったけど、四年前に私が３年の担任をやったとき
は最悪でしたからね。
28:15
はい、それでは最後です。少し 90 年代 2000 年代は

はしょりましたが、まとめです。

⑮、ワークシートの⑮を見て下さい。えーずーっと戦後直後から経済成長期と、みて
いって、えー、転換期ですね、経済成長期とちょっと変わってきましたよね。自動車
産業はどういうことが重要視される時代になってきたか
いは何だったと思うか

経済成長期と比較して違

（少し生徒を見て）はい、歴史をずーっと見ての、少し大き

な視点で⑮を書いていって下さい。…で、⑯は今後の話です。学習を通じて歴史の
見方が変わ ったとこ ろがあ るか

今 後 どのように 変化して いくと 思うか

（班で）話し合わずに自分で（ワークシートに）書いていって下さい。
（机間巡視しながら
１班

ま ずは
30:25

問いの確認）

あーあー

32:25＊９

（考える時間が続く）
Ｔ90

はい、それでは班で話し合って下さい。人の意見を聞いて、それぞれそこは違う
だろうとか、つっこみをいれながら話し合ってください。
（話し合い）１班
36:42

Ｔ91

10

はい人の意見を聞いて、それを参考にしてもいいですし、もちろんそのままでも
いいんですけど、

…Ｌ（１斑）、書けた
Ｌ92

書けました。

Ｂ93

まだ何も話していない。（１班は）誰もしゃべっていないですよ。
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Ｌ94

いや話してます・

（話し合い）５班

Ｔ95

「やはり格

…」

はい、最終的には、文章で書いていってよ。

41:15

（話し合い続く）
Ｔ96

42:56

はい、時間が来てしまいますので、聞いていきます。（ざわついている）はい、
静かにして下さい。いいかな（しゃべり続けている生徒に）うるさい。えーと、
それでは⑮のところ、７０年代中半からの転換期はそれまでの経済成長期と比べ
て、 何が重要視されていったかっていうところね。Ｏ、みんなに聞こえるよう
に言ってください。

Ｏ97

（ワークシートを見ながら）従業員を増やして大量生産していったこと。

Ｔ98（…間）はい、前と比べて従業員を増やしていって大量生産していったことがある
んじゃないかと。これが一つ目の意見だね。二つ目、隣の班（４班・指名せず）
誰か答えて。（ＢやＤ『Ｐ！』）…⑮の所（Ｐが答えるか躊躇）いいよ、答えて。
Ｐ99
Ｔ100

電気自動車が増える。
はい…（ 間 ）ん

（その答えは⑯の）今後（の自動車産業）じゃないの

⑮だよ。
Ｐ101（少し小さな声で）環境が重視される。
Ｔ102

環境が重視される

（Ｐ

はい）なるほどね。環境が重視される。（板書）

それでは隣の班いこうか

44:26

Ｉ103

安全性や性能が重視される。

Ｔ104

うん、（机間巡視していたら）これ書いていた人、多かったね。70 年代後半から、
交通事故死とかありましたね。はい次、言われてしまったかな。⑮だよ。

Ｅ105

省エネル

ーが重視される

Ｔ106

ん。省エネル

Ｑ107

海外に生産工場を置き、…（言葉に詰まっているので、Ｔが移動しＱに近づく）

ーが重視されるね。はい、他の意見（少しざわつく）は

その後、… （Ｔがプ リント のワーク シ ートを指し て）…現 地での 生産性の 向 上が
あがった。

46:08

Ｔ108

はい、⑯今後の話です。はいでは⑯

Ｃ109

えー、カクシンが乱立し、…
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Ｔ110

カクシン

技術革新

Ｃ111

技術革新がおこるなるなかで、技術が
くらいついていくか

（Ｌ

（Ｊ

そうそう）

言うなあ）

界を動かす中で…いかにその技術革新に
Ｏ（笑い）Ｄ

はぁ

Ｒ112

環境にやさしい車が大量生産される（ざわつき激しくなる）

Ｔ113

はーい、Ｓ君が言うよ。（Ｏ・Ｂ・Ｊ

笑い）

Ｓ114

ガソリン自動車から…（Ｔうん、ガソリン自動車から）電気自動車が主流になる。

Ｔ115

なるほど、ハイブリッドではなく、電気自動車な、ハイ他には

Ｕ116

発展途上国に工場が増えて、従業員を雇って賃金を支払うことで、その国や地域
が発展して、その国や地域でも自動車の台数が増える。そういう形で貧しい国も
発展し続ける。（おお！数名の生徒・Ｕの答えに驚きながら

）

48:16

Ｔ117 はい、時間になってしまったので、今の意見を膨らませて書いて下さい。人の意見
のまねをしなくていいです、自分の意見ですから。ただ、いろんな意見をまぜて
（参考にして）自分の意見としてまとめて下さい。
－生徒同士話しながらも、記入している（机をもとに戻す音）
（鐘の音…２限終了時）
いいか

しっかり書けとるか

はい、次は（３年学年末）試験の後に（授業が）あり

ます。（鐘の音）終わります。

Ａ118

起立

ありがとうございました。

全員 119 ありがとうございました
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