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本研究の目的
平成14年 度 よ り、新学習指導要領が完全実施される。この時期、多 くの学校では、新学習指
導要領の 目玉となる「総合的な学習の時間」 (以 下、
「総合的学習」 と略す)に 関する実践・研
究に熱心に取 り組んでいる。校内研修の中心に総合的学習を位置付ける学校 も少なくなく、教
師の関心 も高い。週 3時 間程度の総合的学習であるが、その影響 は多方面にわたることが予想
される。
「学校 と地域社会との連携」
「子ども中心の学習の推進」
「体験的な学習の重視」 など、
総合的学習が現在の学校教育に提案することは数多 く、それぞれの価値 も非常 に高い ものであ
る。
その ような中で、平成 12年 度における静岡大学教育学部 の三 附属中学校 (静 岡・島田・浜松 )
の教育研究 を振 り返 ってみると、それ は非常 に興味深 い内容 であ った。以下は、平成12年 度 の
研究テーマ を列挙 したものである。
静岡 :人 間の営み と しての教科
島田 :主 体性 を高める授業過程

― よ りよい もの を生み出す協同的な活動 一
一教科学習 にお ける能力の育成 一
浜松 :社 会的自己実現をめざす生徒の育成 一互いに機能し合う教科と総合的な学習の時間の基礎・基本一
総合的学習 に多 くの教師の関心が集 まる中で、それに逆行す るかのように、三附属 では揃 っ
て「教科」 に関す る研究 を進めてい る。(な お 、浜松 中学校 は総合的学習 と教科学習 との連携
に関する研究 を進めてい る。)つ まり、
「教科 の本質 とは何 か」 といった根本的な問題に切 り込
み 、総合的学習 と教科 との差別化 を図ろ うと してい るのである。

実は、このような発想が生まれること自体は別段珍 しいことではない。最近では平成元年の
学習指導要領改訂時に、小学校低学年社会科 。理科が廃止され生活科が誕生、さらに、高等学
校社会科が廃止され地理歴史科・公民科が誕生 した時に、同じような現象が起 こった。当時の
研究者・実践家の反発は強 く、当時盛 んに「教科の本質」 に関する議論が繰 り広げられた。ま
た、社会科の歴史を遡 ってみても、例えば、昭和30年 に (特 設)道 徳が誕生 した時に、当時の
社会科に関係する研究者 。実践家は「社会科の中に道徳は含まれる」 とい う社会科の本質論を

もって意義申し立てをした。つまり、ある教科が廃止あるいは再編される時には、その反動と
して必ず教科 の本質に関する議論が盛 り上がるのである。その ような意味では今回の現象を驚
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くべ きではない し、むしろ当然の流れなのである。
「教科の時間を削 つてまで総合的学習 を創設する意義はあるのか」 といった問いに答 えるこ
とから本来 この種の研究はス ター トしなければならない。しかし、ここでは一応その問題 に触
れないこととする。総合的学習 と教科の違いに明 らかにするのは本研究の 目的ではない。本研
究では奇 しくも一致 した三附属中学校の「社会科の本質」への問いに目を向け、本年度それぞ
れの中学校で行なわれた実践研究を紹介する。それは、三つの観点か ら「社会科の本質」 を探
「社会参加」がその三つの観̀点 に
る試みである。なお、後述す るが「論争問題」
「批判的思考」
あたる。総合的学習の創設 とい う外圧にその出発点があるにせよ、本研究のように「社会科の
本質」 に関する問いを立てることは、社会科教育研究を深めるためにも必要不可欠な手続きで
ある。
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社会科の本質論に関する三つの観点
(1)論 争問題 (controversial issues)
社会科で扱う学習問題 は、現代社会の問題である。それは、自然科学者やエ ンジニアが扱 う
問題 とは根本的に異なっている。自然科学者やエ ンジニアが扱 う問題は一般に、ある方程式を
解 くといった数学の問題であれ、コンピューターを設計・製作するという問題であれ、何をす
べ きか、当の問題が解決されたか否かが自明である。いわゆる「扱いやすい」問題である。そ
れに対 して、社会科で扱う問題 は「扱いに くい」問題である。そこにおいては、そもそも何が
問題であるか自明でない し、 どの時点で問題が解決されたとするのかの終息ルール もない。ま
た、一つの問題が複雑怪奇な仕方で他の問題 と結びついてい るの も特徴 である。そのような
「扱いに くい」問題を、ここでは「論争問題」 という言葉 をもって表現 した。環境保護か開発
か、鎖国か開国か、死刑制度存続か廃止か。そのような社会科で扱うほとんどの問題は容易に
「社会科 の本質」 を捉 え
解決で きない、様 々な価値が複雑 に絡み合った論争的な問題である。
る第一の視点は、社会科で扱 う学習問題 (学 習内容)が 「論争問題」であるとい う点にある。
浜松中学校では、社会科で扱 う問題、すなわち現代社会の問題 (論 争問題 )を 「近代化」 と
いう枠組みから捉 え直 し、社会科の学習内容の再編成 を行なった。論争問題 を「近代化」 とい
う視点から分析す る試みは、教師にとってだけでなく生徒にとつて も貴重な視点を提供する。
「 日本は民主主義の国と言えるか」 と生徒 に問う。その後に、生徒 はそ
教師は授業において、
「なぜ 日本では国民が直接内閣総理大臣を決 めら
れぞれの個人テーマを持 って学習 を進めた。
いの
「 日本の福祉制度は弱者が安心 して暮 らせる政策か」 など、生徒 は個人 テーマ を
れな
か」
追究する中で現代社会 における重要な論争問題 に言及 していた。

(2)批 判的思考

(critical thinking)

「批判的思考」 という言葉は、 日本ではあまりなじみがない。敢 えて日本風に言い換えると、
それは「多面的・多角的に分析する思考方法」 ということになろうか。
先に述べたように、社会科で扱 う学習問題は、様々な価値が錯綜する論争的な問題である。
このような「論争問題」 を扱 う際に重要なことは、例 えば、われわれが得られる情報はすべて
の情報の一部に過ぎない とい うことを理解することである。つ まり、得 られた情報は必ず しも
正 しい とは限らず、まずはその多 くがバ イアスのかかった一面的な情報であると疑ってみるこ
とである。さらに、論争問題 に対 して個性的な意思決定をするためには、で きる限り多面的・
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多角的 な視点か ら論争問題 を分析す る ことである。一面的な価値 よ り意思決定することによ り、
われわれは時 として間違 った判断 を犯 しやす い。明 らかに自分 の価値 とは異なると思われる価
「なるほ ど」 と納得 させ ら
値 であ って も、真摯に耳を傾け、その判断の根拠 を探 ってい くと、
れるケース も少な くない。 この一連 の思考 のプロセスを「批判的思考」 と呼ぶ 。「批判 的」 と
い う言葉 よ り、われわれは一般に「否定的」「悲観的」 とい う言葉 を連想す るが 、そ れは実 は
一面的な捉 えである。
「批判的思考」 とは正 に「多面的 。多角的 な思考」 であ り、同時に、様々
「社会科 の本質」 を捉
な価値 に耳 を傾 け ようとす る「寛容 の精神」 をも含 み こむ ものである。
える第二の視点 は、社会科 で重視す る思考方法が「批判的思考」 である とい う点 にある。
静岡中学校 では、 この「批判的思考」 に焦点 を合わせて実践開発 を行 なった 。「 東 日本 と西
日本 の文化 の境界線 はどこ ?」 とい う実践 は、教師の「本 に書かれてある内容がすべ て正 しい
もの と鵜呑 みにせず、『本当 にそ うなのかな。調べ てみよう』 とい う探求心 を育 んで もらい た
い」 とい う願 いか らス ター トした。また、
「情報番組 を分析 しよう」 とい う実践 では、
「 メデ イ
ア (テ レビ番組 )を 批判的に読み解 く」 とい う観点か ら、生徒 はあるテ レビ番組 を批判的 に分
析す る学習 を行 つた。生徒 の分析 は、番組内容 の細部まで及 んだ。
土 老舞カロ(social participation)
(3) ネ
̀き とい う教科 は、生徒 が現代社会 の論争問題 を批判的に分析す る場 となる教科 で ある。
社会科
しか し、生徒 の学 びは単 に情報 を批判的 に分析す ることにとどまらない。生徒 の学 びは教室 を
「社会 の本質」 を捉 える第 三の
超 え、学校 を超 えて、社会へ と開かれる必要がある。つ まり、

視点 は、社会科 で鍛 えられた生徒 の学 びが「社会参加」 を志向す るとい う点 にある。
「公の社会的問題に関心 を持 ち、そ の 問題 の解決 に向け
社会科 の 目標 にある「公民」 とは、
て積極的 に社会参加する市民」 を指す。個人主義化傾向の強い昨今 の 日本社会においては、そ
のように「公民」 を解釈す る ことは、社会科 の今 日的な役割 を理解す る上で も重要な作業 とな
ろう。従来の社会科には、教室において生徒に「 問題発見力」「問題解決力」 を育 ててお けば、
将来生徒が大人になった時に必ずや積極的に民主社会 を創造す る「市民」 となるはずだ とい う
希望的見通 しがあ った。 しか し、今 やその見通 しは正に「希望」 であ ったことが明 らか となっ
た。それは、選挙時 における若年層 の投票拒否、つ まり若者 の政治離れとい う現象か ら明 らか
であ る。従来型 の社会科 は、若者 の政治意識 を高めることにはあま りにも無力 である。そう結
論付け るを得ない。では、 どうす れば良いか。その答えの一つが 、生徒 をより現実社会 に放 り
込み、現実 の社会問題 に対 して具体的な提案 をさせるとい うことである。それを「社会参加」
とここでは捉 える。
「市場経済の仕組 み と生 活」 と
島田中学校 では、生徒 の提案 を大切 にした実践 を行なった。
い う経済の学習では、 シミュレー シ ョンとい う体験的な活動 を利用 して、あ る経済場面 で生徒
に具体的な提案が要求 された。また、
「 身近な地域」 の学習では、生徒 は 自分 たちの生 活す る
市町村 の様 々な政策 を分析す ることを通 して、具体的な町づ くりの提案 を行なった。
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三 附属 における「社会科 の本質」 を明 らかにする取 り組 み
「論争問題」への着眼一
(1)浜 松中学校 の場合 ――

①「近代化」を軸にした各分野の結びつけと共にいきる授業
欧米を模範として、近代化を進めてきたわが国は、先人の努力やさまざまな改革などにより、

唐木清志

物質的には大変豊かな社会を実現 した。 しかし、政治、経済、社会制度など、さまざまな分野
においてそのひずみや行 き詰まりが問題となっている。
このような社会情勢から公民的資質の基礎を養うべ き社会科学習を見直した とき、生徒たち
に、よ りよい社会を構築 していこうとす る意欲を育むことが大切であると考えた。そこで、本
校社会科では、学習材の取 り扱い方や学習方法 を問い直 し再構成することに取 り組んで きた。
その結果、近代化のすすんだ現代社会の考え方や行動様式について、地・歴 。公の 3分 野を通
して広い視野から多角 。多面的にとらえることができるように「学習の くくり」 を設定 し、対
話を生か して、社会を再構成 0再 構築 してい く力 を育みたい と考えている。
今 までの社会科学習においては、地理的分野 と歴史的分野の関係がはつきりしない面があっ
た。そ こで私 たちは、図表 Iの ような構造
を考 え、縦軸 を近代化 に向か う時間の流れ、
横軸 を左か ら右 に向かい近代化 された状態
とした。そ して、縦軸 と横軸 の交差す る点
を歴 史的分野では明治維新、地理的分野 で
は近代国家 とした。 この ように して巨視的
にみれば、近代化 しに くい国 と明治維新以
前 の 日本、国の政策 に基づいて近代化 を急
速に進めている国 と明治維新か ら日露戦争
のころまでの 日本、近代化が進んだ国 と現
代 の 日本、がそれぞれ対応 してい るとい え
る。
そ して、 この 2つ の軸 に公民的分野 の軸
を加える ことにより、近 ・現代 を多角・多
面的に吟味 で きる ような構造 とし、三分野
全体 を「 よ りよい社会 の担 い手意識 の育成」 で包んだ。

ヽ な 醒 ぁが 手メ

下 の表 は、各学年 で扱 う学習 の くくりごとにつ くる学習 で設定す る共通テーマ とそ こで気づ
かせたい価値 の一 覧である。気づ かせたい価値 については、すべ て近代化 の本質 にせ まるため
に必要 であろうと思われるもの と し、生徒たちがつ なが りを感 じとれるものに したい と考 えて
い る。また、共通 テーマ は、現代社会 の成 り立ちや特色 にかかわってつかむ学習 の内容 をもと
に自分な りに学 びの問い直 しを行 い、再構成がで きる論争問題的なものに したい と考 え、設定
してい る。そ して、 この共通テーマこそ学習活動 の中で教師の願 いや学習のね らい に通 じる最
も大切 なものであるととらえ、常 に問い直 しつつ毎年改善 を図ってい るものである。
学年

分野

理史
地歴
1

歴史

気づかせたい価値
べ
近代化 を進め る きか伝 社会科学習の視点 で あ る近 。現代化
遺跡 の時代 と近代化
統 的 な生活 をま もるべ き について吟味 してい くことの必要性 。
か。
日本の中国化 (唐 化 )政 外国の進 んだ文化 を取 り入れるには、
天皇 と貴族 の時代
その国に合 う よ うに改 善す る こ との
策はうまくいったか。
必要性。
・封建社会 はどのように変 貨幣経済 の進展 に よる封建社会 の変
武士 の時代
化が、 どの よ うに近 代化 へ つ なが っ
質 したか。
たか。
学習 の くくり名

共通 テ ーマ
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近代化の光と陰を探ろ う。 近 。現代化 の度合 いの 異 なる、3つ
地理

世界 の諸地域

地理

日本 の諸地域 の
近代化
民衆 の時代ヘ

歴史

現代 の 日本
憲法 とわが 国の政治
公民

わが 国の経済
理史 民
地歴公

地球社会 と
これか らの 日本

の国の状況か ら近 。現代化 の 光 と陰
の部分 の考察。
身近な地域 の近 。現代化 と、 自分 た

。身近な地域 の近代化 を探
ろう。
ちの生活 とのかかわ り。
19世 紀 の 近代化 は 、人 々 近代化 と欲望のかかわ りや、幸せ と
いう概念の多様性。
を幸せに したか。
民 主主 義 はす ぐれた シス 制度 を良 くするか悪 くす るかは 、 そ
テムか。
れを利用す る人々次第である こと。
日本は民主主義 の国 とい 民主主義 におい ては 、 一 人 一 人が責
えるか。
任 をもって判 断す る こ とが 大切 で あ
ること。

わが国の経済 は人 々 を救 自由競争で経済活動 を進 めた場合 、
うしくみになつているか。 力 のあるものが有利 になること。
。近 。現代 を見 直 し、21世 民主主義 にお い て よ りよい社会 を築
紀 をよ りよ く生 きるには くには、自由 と責任 、平等 と区別 、
どうしたらよいか。
博愛 と厳罰 とい った概念が大切 で あ
る こと。

さらに本校 では、他 とかかわ り合 う中で 自己の学 びを創造 し、上のような学習 の くくりで気
づ かせたい価値や よ りよい社会 の担 い手意識 の育成 とい う願 い に迫るために、「 つ か む学習」
「つ くる学習」「 つ な ぐ学習」 の三つの学習場面 か らなる「 共 にい きる授業」 を構想 し、実施 し
てい る。
つかむ学習 ・" 追究活動 と交流活動 を成立 させ るために必要な基礎的・基本的な内容 を学
習 させ、学習のね らい にかかわる共通テーマ を意識 させ 、自らの学 びを問
い直 し、個人 テーマが設定 で きるようテーマ設定指導を行 う。
つ くる学習 ・" 個人テーマの解決 に向けて、 自ら学び、自ら考えなが ら自己の学 びを再構
成 し、個人 テーマ に対す る 自分な りの結論 を導 き出させる。
。。追究活動 を通 して自分な りに結論づ けたことを、そのプロセス も めて互
つ な ぐ学習 ・
含
い に披露 させた り、交換 させた りす る。そ して、生徒が 自分な りにつかん
だ価値 を学習 の くくりに込め られた願 い に向かわせるような働 きかけを教
師が行 い、振 り返 りの記述 を書 かせる。
このように、つかむ学習 で指導すべ きことを確実 に指導 し、自分な りのこだわ りをもった個
人テーマ を設定 させ 、つ くる学習 において 自ら学び自ら考 える学習 に取 り組 ませ 、つ な ぐ学習
でその結果を互 い に交流 させ合 うことで、他 とかかわ り合 う中で 自己の学 びを創造 させるよう
に してい る。
また、共 にい きる授業 の実施 と同時に、他 とかかわ り合 う中で 自己の学 びを創造 してい くこ
とがで きる よう本校が重視 してい るのが、 リフレクシ ョン (学 びの省察・再構成 )と い う学習
行為 である。 リフレクシ ョンとは、自己のこれ までの学 びを振 り返 って じっ くり考え内面に体
系づ けなが ら再構成 した り、意味づ けた りす る ことである。 リフレクシ ョンを機能 しやす くす
るため、学習を進めてい く中で必要 だと感 じた ことを気づ きのメモ・ ア ンダー ライ ン・ イメー
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ジマ ップなど学びの跡 として残させてい く。この学びの跡がリフレクションによつてつながれ、
他 とかかわ り合う中で 自分なりの学 びが創造で きるだけでなく、ある教科で学んだ知識・技能・
中でも生きて働 くようになった りす
見方・考え方が、同 じ教科の他の学習や他の教科の学習の。
るのである。したがって本校では、この リフレクションを行う場 と時間を設けることを大切 に
して実践を重ねている。
②学習の くくり「憲法とわが国の政治」における実践の焦点
現代 日本の社会について「民主主義」 とい う視点から考察すると、制度 と実態 との間にはか
なりの隔た りが見られる。民主主義 を支えるはずの諸制度が十分 に機能 しておらず、制度自体
にも不備 な点が多々あるために、人々が社会生活を送る上で深刻 な矛盾が生 じている。また、
利己主義的な風潮がはびこるなど、現代民主主義に起因する病理現象の進行を指摘する声 も高
まっている。まさに、日本の民主主義は危機的状況のなかにあるといっても差 し支えないであ
ろう。
本実践で生徒 に提示 した共通テーマ「 日本は民主主義の国 といえるか」は、こうした社会状
況 を踏 まえつつ 、生徒 の認識
に揺 さぶ りをかけ、つかむ学
習 での学習内容 について リフ
レクシ ヨンを促す ことにより、
生徒 の認識 が深 まる ことをめ
ざして設定 したものであ る。
また、 このテーマ は、授業者
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3

議院内閣制の しくみは日本の政治に適 しているのか。
国会議員の選出のされ方か ら日本の民主主義の実状について考える。
地方公共団体における情報公開条例の在 り方を見つめ、情報公開法の施行にあたっての課題を探そう

5

税 の徴 収 と使用 の 面 か ら日本が民主主義 の 国か どうか を考 える。

6

なぜ 日本では国民が直接内閣総理大臣を決め られないのか。

7

国民 の基本 的人権 は どの ように保 障 されて い るか を通 して 、日本 の 民主主義 を考 え直 そ う。

法律 の制定・改正は本当に国民 の意見を尊重 しているか。
政権 をめ ぐる政 党の動 きは、民主 政治 とい えるか考 え よう。
人々が民主主義 を勝 ち取 つてか ら今 日に至 る までの移 り変 わ りや人 々の 意識 の変 化 か ら考 える。
内 閣総理大 臣 を国民 が直 接 決め られ な いの はなぜ か。

介護保険制度 について調べ民主主義について考え よう
高齢化が進む中で日本の福祉 (介 譲)は どうなのか、一人一人が尊重 されているか。
日本の行政において本当に民主主義のシステム (オ ンプズマ ン制度 )が 生かされているか考える。
日本 と他の国の政治の在 り方を比べ 、日本 は民主主義の国といえるか考える。
与野党の対立の様子からそれぞれの党の役割 を考え、日本の民主主義について考える。
日本の福祉 政策 は弱 者が安心 して暮 らせ る政策 か。

追究活動 を行 う。その過程 で
学習内容 を有機的に関連づ け

国政 と市政に反映される民意から民主主義 を調べ る。
日本の政治には民意が反映 されているか ?そ こか ら民主主義を考える。

我々の代表である国会議員は我々の声を政治にどこまで取り入44こ とが出来るか。

再構成 してい くことが期待 さ

環境 問題 に対す る対応 か ら日本 の民主主義 を考 える。

教育基本法改正の必要性はどこにあるのか ?小 中学校の現状をもとに考え民主主義のあるべ き姿に迫ろう
23

い う限定 された場 の中で、大
人で も解決困難な問題 につい
て安易 に解決の方途を探 らせ
る ことは欺臓ではないか、 と

企業と労働者との関係を通して、民主主義について考えようq

政治へ民意を反映させる仕組みを通して民主主義を考えるとともに、どういう仕組みがいいのか考えよう。

さて、問題解決学習 に関わ

学習材 であるが、学校教育 と

人

福祉 政策 な どの弱者 に対 す る社 会 の在 り方 か ら考 える。

生徒は、 これまでの学習 を振
り返 り、個人テーマ を設定 し

る議論 として、社会が抱 える
問題 は社会科 にとつて重要な

個

1

の現代社会 に対する問題意識
を反映 した もので もある。共
通テーマの解決 に向か って、

れるのである。

社 会 科 個 人 テ ー マ ー 覧 表
学習のくくり「憲法とわが国の政治」

28

日本 とロシアの政治の現状や事件への対応から日本の民主主義 について考えよう
日本の政治の しくみ とアメリカの政治の しくみを比べ ることにより、民主主義 1こ ついて考え よう
日本 と他国 (ア メリカ)の 政治 。選挙の違 いか ら日本が民主主義の国であるかを考える。
学校は民主主義といえるのか ?生 徒会活動と社会生活における共通点から探り、民主主義の在り方を考える。
日本の政治 とアメリカの政治を比較 して、どちらの仕組みの方が国民の意見が反映 される力考 える。

311

日本 の選挙制度 を調 べ 国政 の実 態 を知 る。

34

米軍基地問題か ら日本の民主主義について考え よう。
マスメデイアは国民の世論 の形成に関わる役割を本当に果た しているか。
政権をめ ぐる政党の動 きや 日本 の政治 の現状 を見つめ、日本の民主主義を考えよう
産廃処分場 をめ ぐる問題か ら、日本は民主主義の国といえるか考える。

35

国は国民 の環境 に対 し、どれ だけの権 利 と責任 を もつ のか考 える。

32

33

36

日本は本当に民主主義なのかということを男女差別かを築

37

男女差別 に対する日本 とアメリカの対応 を比較 し、日本は本当に民主主義の国 といえるか考える。
所属 している合唱団の状況を通 して日本の民主主義について考える。

い う指摘 がなされてきた。 し

38
39

日本 の政治 は ア メ リカや 中国 の政治 と比 べ て民 主主義 とい えるか。

か し、本校 では、現代社会 に

40

税金の使い道に国民の意見 は反映 されてい るか。

社会科教育 の本質論 に関す る研究

おける解決困難な問題を追究のテーマ として取 り上げ、その成果をもとに他者 と交流・討論す
る活動によって、社会 を担 う「公民的資質の基礎」が育成されるものと考えたのである。
「 日本は民主主義の国 といえるか」 とい う問いかけに対 し、社会の実態をしっかりと見据え、
真剣 に追求活動を行うほど、社会の抱える矛盾 と解決の困難性が見 えて くる。全体討論の際、
「追究の方法 として単なるアメリカと日本の政治制度の比較 をしただけでは甘
生徒の中には、
い」 とい う意見を述べ る者も見られた。その生徒 は、
「なぜ 日本では国民が直接内閣総理大臣
を決められないのか」 という個人テーマを立て、追究のまとめには、
「今 の 日本人には判断力
がないのだ。だから、僕は今の 日本人は愚民への階段を着々とのぼっている気がする」 とい う
感想が記されていた。本実践で提示 した課題「 日本 は民主主義の国 といえるか」 は、現実社会
の問題 を呪みつつ も、問題解決その ものをめざす ものではない し、この問い対する明確な答え
もない。論争問題 は、いわばオープンエ ン ドの課題解決型学習である。ただし、このような課
題設定には、既習事項 を再構成 しながら自己の日常生活 と結 びつけ、問題解決的思考を働かせ
る契機がある。個人テーマ表に示 したように、生徒の追究する内容は個別的で多岐にわたつて
いる。本実践では、社会 における解決困難な個別具体的問題を民主主義 という高次の価値概念
から捉え直させ、追究活動 とそれに続 く交流活動や教師によるコーデイネー トを通 して、認識
の深まりや変容を促す ことを重視 した。その際、で きる限り学校や家庭生活など自己の生活 と
結びつけることによ り、民主主義に対する自分なりのとらえを確かなものとし、問題 に関わる
当事者 としての意識を高めさせようと心がけた。そして、制度が どんなに整 っていようと、主
権者である国民が正 しい判断に基づ く行動 をとらなければ、その制度は決 して有効に機能 しな
いことに気づかせ、一人一人が社会 とどうかかわるかの大切 さについて考えさせようと努めた。
こうして生徒に現代社会の抱える諸問題に対する目を開かせ、社会を担 う主体 としての意識 と
改善への志向を育てることをめざしたのである。
③実践 の内容
学習 の くくり「憲法 とわが 国の政治」 での取 り組みについて、
「 つかむ学習」「 つ くる学習」
「 つ な ぐ学習」 の各段階 を追って説明 しよう。

<つ かむ学習 >
第 2学 年 の終 わ りに、歴史的分野 と公民的分野 の関連 を図るため、学習 の くくり「現代 の 日
「民主主義は優 れたシス テムか」 を共通テーマ として追究及 び交流活動 を行 っ
本」 にお いて、
た。 この追究 はt民 主主義 について、歴史的分野 での学習 をもとに、独裁政治な どと比較 しな
が ら制度的な面か ら大 きくとらえ直 し、近代社会 における民主主義確 立の意義を考察 させる も
のである。 これを受け、本 くくり「憲法 とわが 国の政治」 のつかむ学習 では、学習 のは じめに
人権保障の確 立か ら日本国憲法 の成立 までの歴 史的な経過 を調べ させ 、 日本国憲法 に保障 され
てい る基本的人権 が 、先人の努力や犠牲 の上 に獲得 された ものである ことに気づ かせた。その
上で、日本 の社会 にある差別問題 をテーマ にミニ追究・ ミニ交流・討論 を行 った。生徒 は、男
女差別 。同和問題 ・エ イズ問題 など、現実社会 の差別問題 について追究を行 い、交流・討論 を
通 して考え を深 めた。 こうして、社会事象 を基本的人権尊重の視点か ら公正に判断す る姿勢 と、
゛
主権者 と しての国民 の責任や義務 についての意識づ けを行 つた。さらに、「 凶悪犯罪 を犯 した
少年 の実名を報道すべ きか」 をテーマ として ミニ追究・ ミニ交流・討論 を行 い、報道 の 自由 と
プライバ シーの権利 の間に生 じる人権 と人権 との衝突やマス メデ ィアの在 り方等 について考え
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させた。 このテーマ もまた論争問題 である。 ここでは、
報道 の 自由を論拠 としなが ら行 きす ぎた報道によつて当
事者 のプライバ シーの権利 を侵害す るマスメデイアの姿、
未成年者 の社会的責任 の在 り方、少年法の改正論議な ど、
自分 たちと同世代 の青少年 に関わる問題を通 して、自由・
権利 に伴 う責任・義務 の重要性 に気 づかせる ことをめざ
した。 このほか、朝 日訴訟やホーム レスの問題 など社会
の具体的 な事例 を通 して、 日常的な社会生活 と関連づ け
なが ら、憲法 に保障 されてい る基本的人権 の内容や構造
について理解 させた。平和主義 については、憲法第 9条

学習計画

「憲法 とわが国の政治J
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行 った。 日本 の政治 では、衆議院選挙 か ら内閣総理大臣
の選出までの過程 を通 して、議会制民主主義の意義や議
院内閣制の しくみについて学習 した。国政選挙 での投票
率 の低下、国民 の政治へ の無関心、行政権の肥大化など、

的な平和鮨博へ の 日本の
密労 2=黎 キ盤 tロ ワ

国民主権 を保障す るしくみである議会制民主主義が有効
に機能 していない現状 を通 して、主権者 としての国民 の
責任 について考 えさせた。地方公共団体 の政治について
「浜松市 の市政 は人々を幸せ にで きる力」 とい うテー
は、
マで ミニ追究 ・ ミニ交流 を行 い、浜松市 の行政の しくみ
や仕事 を調べ る ことを通 じて、行政 と市民生活 との関わ
りに気づかせ 、自治意識 の育成 を図 つた。生徒の中には、
この時の追究 を生か し、自分が居住する自治体 の産業廃
棄物処分場建設問題 を通 して、地方行政の実態か ら日本
の民主主義 の在 り方 に迫ろ うとす る者 もあ った。
「今 の意見 に対 して ど う思 うか」
各時間 においては、

日本の政治は どの ように行われているか
法の重要性 と法治主義について話 し合 う
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議院内閣制における国会 と内閣の関係や行政権
の肥大化について日べ る
人権 を守 る裁判所の しくみについて鵬ぺ る
三権分立による抑制 と均衡 の しくみ を調べ る
浜松市の行政の しくみについてロ ペ,市 政 と市
民生活 との関わ りについて話 し合 う

共通 テ ー マ の 提 示
「 日本 は民 主主義 の 国 とい え るか J

「他 の意見 はどうか」「 この点について もう少 し深 く考 え
てみ よう」
「別の面か ら考えてみ よう」「本当にそれでい
いのかな」
「 これまでに学 んだことを もとに考 えよう」
な どの言葉 を投げかけ、生徒が学びを問い直す ように働
きかけた。その際、全体・小集団・周囲で話 し合 う場 を
設定 し、他者 の見方 。考え方 を取 り入れなが ら、自己の
学 びを高 め られるように した。
共通 テーマ を解決す るために重要な ことは、個人テー
マ をいかに設定するかである。そのため、まず、夏休 み
に行 った新聞スクラップをもとに、 日本 の社会 の動 きに
関す るミニ交流 を行 った。個人 テーマの設定 にあた り、
ノー トや小単元 ごとに書かせた気づ きのメモをもとに、
これまでの学 び を振 り返 らせ 、自己の学 びの問い直 しを

コーディネー ト
振 り返 りの 記 述

社会科教育 の本質論に関する研究

促 した。その際、国民 の政治意識、選挙制度 と実際 の選挙、政権 をめ ぐる政党 の動 き、内閣総
理大臣の選出過程、諸外国 との比較 、 日本社会 の差別問題、真 の豊かさと労働問題、地方 自治
の現状、生徒会 の在 り方な ど、課題解決に迫 るための追究の視点を授業者が例示 した。生徒 は、
これ らの視点 をもとに、具体的な社会事象 と関連づ けなが ら個人テーマ を設定 した。個 人テー
マがほぼ決 まった ところで、個人 テーマ とその設定理由についての ミニ交流 を行 い、他者 の見
方 ・考 え方 も参考 にしなが ら個人テーマの見直 しをした後、追究活動に移 った。

<つ くる学習 >
個人テーマ について、資料集 。新聞記事 。図書資料・各種バ ンフレッ ト・ イ ンターネ ッ ト等
を活用 して、各 自で追究活動 を行 った。追究活動 では、個人テーマの解決に向け、つかむ学習
での学 びを リフレクションし、 日本 の民主主義 の在 り方について、自分な りの見方・考え方 を
深 めてい くことをめざした。つ くる学習の最後 には、追究 の成果 をまとめ用紙 (B4判 大 :本
校研究発表会 では模造紙大に拡大複写 した もの を使用 )に 記入 し、追究結果 を明確化するよう
に した。

<つ な ぐ学習 >
各 自の追究成果 をもとに交流活動 を行 った。交流活動 では、個人テーマ表 を頼 りに交流相手
をさが して 2人 か ら 4人 程度 の小 グループをつ くり、追究の成果 を互 い に発表 した。交流す る
場合 には、質疑・応答だけでな く、発表者 の「 光る言葉」 や優れた見方 ・考え方に着 目す るよ
うに指示 し、メモ を取 らせた。交流活動 の後、他者 の学 びの良 さを大切 にす る姿勢 を育 てるた
め、交流 した相手 の「光る言葉」や優れた見方 。考え方 を学習班 で紹介する機会 を設けた。 さ
らに、追究や交流 の成果、
「光 る言葉」 などをもとに、 日本 の民主主義 の在 り方 につい て考察
させ 、自分 の考えを全体 の場 で発表 させた。他 の生徒 には、 これに対する質問や意見 を述べ さ
せ 、討論 の場 とした。授業者 は、交流 での生徒 の発表内容 を取 り上げ、 日本 を真 に民主 的な国
家 。社会 にするには、国民一人一 人が主権者 と して責任 をもち的確 な判 断 を下す こと、個人 を
尊重 し民主的な社会生活 を営 むこと、自己の権利 を主張す るだけでな く社会的な責任や義務 を
果 たす こと等 の重要性 について意識づ けるよう心がけた。
全体討論 の後、学習 の くくり全体 を振 り返 って、学習計画表 に「振 り返 りの記述」 を記入 さ
せた。記述 にあたっては、
「民主的な国家 。社会 の実現 のため に、自分 は どの よ うな行動が と
れるか」 と問いかけ、学習 の くくり全体の リフ レクシ ョンを促 し、社会 を担 う主体 としての意
識 と改善へ の志向の育成 を図 つた。その上で 、振 り返 りの記述 をもとに価値 の交流 を行 った。
価値 の交流 は、 日本 の国家 0社 会 はどうあ るべ きか、 自分 は真 に民主的な国家 。社会 を実現す
るためにどんな行動がで きるか等 について真剣 に話 し合 うことによ り、民主主義 の本質 に迫 る
ことを期待 した ものである。

Sさ んによる「振 り返 りの記述」
私 は、 この くくりを学習する前は、 日本の憲法の基本方針や 日本 の政治の仕組みを全然知 りませ んで し
た。それに、あまり興味を持 ってい なか ったので、新聞を読む機会 も少 なか ったです。 しか し、 この学習
をする ことにより、 日本の政治の動 きにも少 々興味 を持 つ ようにな りました。一番 の きっかけ としては 、
夏休みに行 ったス クラップです。初 めは、正直 いってや らな くてはい けない なと思つてい たのですが 、 や
り始めるとその後 の動 きとい うものが気 になって、意識 をせず に知 らず知 らず の うちに、新聞を手 に読 ん
で しまい ました。そ して、私が少 し政治の ことに詳 しくなると、両親 との交流 も少 し大入 レベ ル に まで い
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くこともあ りました。時には、こうい う難 しい話 をすることも必要だし、おもしろいなと思いました。そ
れに、私たちは日本国民です。日本は国民主権の仕組みをとっているのに、その国民の私たちが政治 のこ
とを知らないのでは意味があ りません。
「子 どもだから」 といって、何 も知 らずに過 ご していると、私た
ちが中心 となる21世 紀のスター トはどうなるので しょうか。そう考えた時、ここで勉強 してよか った なと
感 じました。
私は、自分の追究の結果、
「 日本は民主主義の国 といえる」 としました。 しか し、交流 した中では、や
は リテーマによつて出て くる答えが違 っていました。そうい う他の人の意見を聞 くと、「ああ、そ う言 わ
れて見ればそうかもしれない」 と思えてきました。
「民主主義の国だ」 と言 つた人の中でも、
「国民の意識
が低 くて、完全なる民主主義ではない」 と言っている人が多 くい ました。私は最初、国民の 日か らしか見
ていなかったため、そのようなことには気が付 きませんで したが、私 もそ う思うようになってきました。
この完全ではない民主主義を本物の民主主義 にするのは無理だと思うのですが、本物に近づけるためには
国民の意識を高めなくてはいけません。それを変えていけるのは、ここでそのことを学んだ私たち自身だ
と思います。明るい未来のためにも、私たちは意識を高 く持って生活 していかなければいけません。 (学
校 も一つの国だと考 えて)
ここ には、肩肘 を張 らず に、中学 生 の立場 か ら 日本 の民 主主 義 の在 り方 につ い て考察 しよ う
とす る姿勢 が現 れて い る。 これか らの社 会科 には 、社会事象 を客観 的 に分析 し自ら判 断す る力
を身 につ ける とと もに、様 々 な見方 。考 え方 に触 れ 、 自己 の認識 を深 め る経験 を積 み重 ねて い
く学習活動が大切 で あ る。
「 批判 的思考」 へ の着 眼 一
(2)静 岡中学校 の 場合 ――

①「批判的思考」の意味
「学ぶことのおもしろさ」 を子どもたちと教室で経験 させよう、そうすれば楽 し
私たちは、
い授業 =楽 しい学校 になるのではないか、こんなことを理想にして授業研究に取 り組んできた。
ここで言う「学ぶお もしろさ」 とは、損得 を抜 きにして先人を虜にしてきた営み (も のや事柄
へのかかわ り方)で あ り、学校化された不自然な学びから脱却 し、広 く世間一般の人々がおも
しろさを感 じていること (行 為)に 視点を当てたものである。これが長きにわたって附属静岡
中学校の研究テーマである「学びの社会化」 とい う考え方の原点である。それでは私たちがそ
れぞれ担当している各教科のお もしろさとは何なのか。昨年からは特 に、それぞれの教科で、
そのおもしろさとはどのような営みなのかはっきりさせようとい う課題 に取 り組 んでいる。
「社会的事象 を吟味 し、自分 たちな りの社会像 を
詳 しくは後で述べ るが、本校社会科では、
創 り上げる授業」をテーマに掲げた。 このテーマの意味は取 りも直さず、社会科を学ぶおもし
ろさを「 自分たちな りの社会像を創 ること」であり、前述のように、そのような営みを教室の
中に起 こそう、そんな楽 しみを教室で共有 しようとい うことである。そのために私たちは、学
習対象から学ぶとい う行為その ものに焦点を当て、社会科 を学ぶおもしろさに迫るための価値
ある行為 とは何か、授業記録の中から洗い出してみようと試みた。そこで登場するのが「批判
的思考」 とい うキーワー ドである。私たちは研究に対する試行錯誤の中から、「内容や手順 を
多様化させてい く調査活動の吟味」 と「調査活動で得た資料 (史 料 )を もとに自分なりの社会
像 を創 り上げてい く活動の吟味」の 2つ の視点 を抽出し、それらを授業の中で大切にすること
とを本年度 の研究 目標 とした。 このことと関連 して大切 とな って くるのが 「批判的思 考
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とい う概念である。私たちが主張 してきた 2つ の吟味活動に よ り具体性
を持たせたい、吟味の基準 となるようなものを示 したい、このように考えていた私たちにとっ
て、
「批判的思考」 とい う概念はこれからの研究の新たな可能性を感 じさせて くれたのである。
私たちが社会科で学びを楽 しむとき、その対象は時や場所を越えた様 々な人々の営みそのも
の (=社 会的事象)で ある。その様 々社会的事象に対 して、
「なぜだろう」や「本当だろうか」
といつた疑間や思いが問い となり、その問いに対す る切実さが追求活動のエネルギー となって
い く。そしてそこから前述の 2つ の吟味を楽 しむのであるが、問いを抱 く段階を含む3つ の場
面で、学ぶことを楽 しむ基本は、まさに「批判的思考」 というスタンスに立つことと思うに至っ
たのである。 ここでは、問いを抱 く段階について述べてみたい と思う。私たちが様々な社会的
事象 に出会 ったとき、そこで抱 く様々な思いは、その人にとってそれまで抱いていた概念が揺
さぶられたものである。私たちは授業実践の中で様 々な面白い疑間を子どもたちと出し合い、
追求 し、楽 しんできた。題材名「東日本 と西日本、境界線はどこ ?」 の授業では、授業者は子
どもたちと「ふだん何げなく東日本 とか西日本 とか使 つて しまっているけれ どその根拠 は何だ
ろう」
「だいいち境界線 なんて引けるのだろうか」、この ようなふだん当た り前 に使われている
ことに疑間を持つ ことから追求を始め、
「それなら自分たちなりに境界線 を引いて しまお う」
と追求を楽 しむことがで きた。それというの も出会 った社会的事象、この場合は東 日本 と西日
本 とい う区分が存在するとい うことに疑間を抱 く姿勢があったことが原点なのである。そして
そこからの追求活動で も出会う様 々な事象、情報を「なるほど」 とか「へ え、そうなんだ」 と
すべて鵜呑みにせず「本当かな、そうではない とはいえないのかな」 といったまさに「批判的
思考」 をするからこそ楽 しむことができた活動なのではなかったかとい うことである。 このよ
うなことから私たちは、様 々な社会的事象を単に新たな知識 として積み重ねてい くのではなく、
社会的事象 を批判的に思考 してい くことで社会科での学びを楽 しむことができる、そしてその
(critical thinking)」

楽 しみ方を経験知 として 3年 間積み重ねてい く。これが私たちが授業で育んでいるものなので
はないかと思う時、まさに「批判的思考」はこれから私たちの研究のキーワー ドとな りえるの
ではないかと考えるのである。
②実践の焦点
これまでの私たちの主張から、
「批判的思考」 との関連を考えてみたい と思 う。私 たちは子
どもたちと社会事象を吟味 しながら、自分たちな りの社会像 を創 ってい くことを楽しんでいる。
その中で前述の、私たちが大切にしている2つ の吟味活動に焦点を当ててみたい。題材「江戸
庶民の暮 らしに迫る」 よ りである。
ア 内容や手順 を多様化 させていく調査活動の吟味
調査活動には様 々な方法が考えられる。そしてその方法の違いにより、よ りよい活動につな
がつてい くのかどうかが左右されてしまう。本校では各学級に 1台 、PC室 には40台 のコンピュー
ターが設置され、気軽にインターネッ トでの検索を試みることができる。そのためか本題材の
スター ト時もまずインターネットで…とい う子 どもが多かった。Aさ んは「当時の店でどのよ
うなものが売 られていたか」 をテーマに追求を始めた。
「インターネ ットで調べ たけ ど、あん
い
まりぃ 資料がなかった」。これは授業後の感想 だ。彼女は「江戸時代の店で売れていたもの」
をキーヮー ドに検索 していたのである。彼女に限らず、調査活動を吟味することな く1つ の方
法で正答 を求めようとすることは意外 と多 くの子 どもたちに見られ、インターネットの普及に
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伴いその傾向はますます強 くなっているようにも感 じる。直接疑間を検索 し、解答が得 られな
かつた子 どもは「資料がない」 となる。 このことに対 して授業者は、個人のホームページはあ
くまでその個人の意見であり、その内容を吟味 しないと資料 としての信憑性がないことなど、
資料の利用方法をア ドバイス し、Aさ んの追及は周囲の子 どもたちとかかわ りなが ら次のよう
に発展 していつた。彼女はインターネットから直接情報を得るだけでなく、出典を洗い出し、
出典もとの書籍 にも資料 を求めた。さらに、同 じようなテーマ を追求 している子 どもとかかわ
り、著者 に連絡をとろうと試みた。 この試みは失敗 したが、出版者から博物館 (深 川江戸資料
館 )の 学芸員の方、その公式ガイ ドマ ップなど博物館発行の書籍へ と、資料収集 の多様化 が見
られた。省略 したが この過程には、授業者や周囲の子 どもたちとの調査活動の吟味があり、こ
のことこそ私たちが大切 にしたい と願つている 1つ の姿なのである。そして、この活動の根底
にあるのは、資料 に対 して主体的にかかわろうとす る「批判的思考」の姿ではないかと思うの
である。
イ 資料 (史 料 )を もとに自分たちなりの社会像 を創 りあげてい く吟味
「江戸庶民の暮 らしに迫る」子どもたちは、その意見交換の中で、食生活 に関する子どもの
発表か ら当時の庶民の生活は貧 しかつたのかJと い うことが話題 になつた。「 当時の収入 に対
する食費の割合が70%ぐ らいだつたのに対 して、現在は17%く らい。今 も昔 も食べ る量はそん
なに変わらないはずなので生活 に余裕がな く貧 しかつた」 と結論づけた意見に対 し、当時屋台
も多 く、振 り売 りとしていろんな食べ物 を売っていたことがわかった。そこから考 えると当時
の人が食費に困つていたのではなくて、食事 にこだわ りを持 つていたような気 がする」。 こん
「食材そのものが今 より割高ではなかつたか」や「当時
な意見が聞かれた。意見交換 はその後、
「そもそも貧
「何 を基準にお金の価値 を決めればよいのか」
の一両 つて今のどれ くらいなのか」
しいか貧 しくないか何 を基準 に考 えればいいのか」 などに話題が発展 し、明確な答えは出せな
「物質的には今 と比べ て豊か とは言
かったが、学習集団で、一つ一つの資料、主張 を吟味 し、
えないけれ ど、私たちが当時の人々を見て想像 していたよ り、当時の人々は貧 しさを実感 して
いなかったのではないか」 このようなことが合意されていった。このような活動 も、互いの資
「批判的思考」か ら得
料や主張を一方的に批判 したり、又は鵜呑みにした りすることのない、
られた面白さだったのではないだろうか。
③実践の内容
私たちは「批判的思考」 を何 らかの手がか りとしてこれからの研究に臨もうとしている。最
後 に平成12年 度教育研究協議会から、題材 を通 して活動例を示 し、本校の主張 を終 えたい と思
―
う。なお、題材名は「『情報番組 を分析 しよう』一 私たちのイメージはつ くられてい る一 」
であり、配当時間は12時 間である。
ア 題材観
私が、メデイアリテラシーとい う用語 に初めて出会 ったのは、教育 トゥデイ「メデイアリテ
ラシー第 1回 『メデイアとどう向き合 うか』99年 12月 11日 (土 )NHK教 育テ レビ、で紹介さ
「メデイアを批判的に読み解 き、使
れたことによる。 この番組では、メデイアリテラシーを、
ュ
ムの一
のカリキ
ラ
いこなし、表現する能力」 とし、学校教育
貫 として先進的な取 り組みが行
われているカナダの学校の授業 を中心に紹介 していた。い うまで もなく、先のサミットで も、
IT革 命が,つ の議題 になるほど、私たちを取 りまく情報 はあふれんばか りであり、その情報
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に振 り回されている感さえある。中でも特 にテレビは、一般放送が開始されてから50年 が経ち、
子 ども一人あた りの一 日のテレビ視聴時間は3.5時 間 とい う報告さえあるように (『 国民生活白
書96』 よ り)子 どもたちの 日常生活にとって、なくてはならない存在である。しかし一般的に、
聴衆 として子 どもたちは一方的に情報を受け取るのみで、その情報を事実 として受け止め、実
生活に反映させているのではないだろうか。本来、人 と人との直接的な出会いの中で行われる
はずの情報の収集が、メッセージを中継するメディアの発達によって大きく変えられてきてお
り、現場に居合わせな くても、自分の 目と耳 と足 とで確かめな くても、何 とな くわかったつ も
りになってしまっている。さらに、近所のおばさんのことは知 らな くて も、芸能人のことはそ
の生い立 ちまでよく知 つているといった、考えようによつてはおかしな現象を生み出している。
これが私たちを含めた子 どもたちを取 り囲んでいる環境 といえないだろうか。
しかし、情報化が進んでいる現在、自分が居合 わせ なくては情報 として成立 しない とい うわ
けにはいかないだろう。それでは、私たちは情報 とどう向き合うべ きか。これが、メディアリ
テラシーが話題になった出発点であろう。先の番組で紹介されたカナダの小学生は、テ レビ番
組を一つの変容された情報として受け止め、実 に楽 しそうに自分たちな りに番組を読み解いて
いた。その姿 を見た私は、メディアリテラシーとい う考えに興味をもち、カナダの小学生 と同
じような楽 しさを子 どもたちと味わうことができないかと考 えたのである。
前述のように、メディアリテラシーの考え方は、カナダでは学校教育の中で先進的な取 り組
みがなされているが、日本で もこの10年 の間にわかに脚光を浴 びて きているそ うである。 (た
だ、メデイアリテラシーとい う用語の定義も様 々であり、微妙 にそのニュア ンス も異なる)。
調べてみると、例えば湾岸戦争時の報道に対 して次のような指摘がなされているものがあった。
報道が、CNNを 中心 とするアメリカからの映像資料に限られ、戦地の悲惨 さを排除 した多国
籍軍側の論理 に偏 った ものである。軍事評論家 を多用 した映像の解説が、ハイテク兵器を駆使
したスマー トな戦争イメージを構築 している。 また、石油まみれになっている海鳥の映像を、
他所から引用することで、多国籍軍を正当化 している。この著書では、ほかにも松本サリン事
件、阪神大震災など、幾つかの事件を取 り上げ紹介 してお り、このような報道のとらえかたに
とて も興味深 く思えた。(参 考文献『メデイアリテラシーを学ぶ人の為 に』鈴木み ど り編 學
藝書林)こ こで紹介されている例 こそ、まさに、メディアからの情報を疑 い検証する ことか ら
生まれた、もう一つの真実ではないだろうか。つ まり本題材は、子 どもたちとこのようにメディ
アを検証することで、自分たちなりにメディアの真実や、社会的事象の真実に迫ってい くこと
を楽 しもうとい う試みである。
・ メデ イアはすべ て構成 された ものである
。メデ ィアは現実 を構成す る
。聴衆が メディアか ら意味 を読 み とる
。メデ ィアは商売 と密接 な関係 にある
。メデ ィアは ものの考え方 と価値観 を伝 えてい る
。メディアは社会的・教育的意味 をもつ
。メデ ィアの様式 と内容は密接 に関連 している
。メデ ィアは独特 の芸術様式 をもってい る
′メデイア グテラシーJ
カナダオンタ グオ /1菌省編
/t/・

グベルタ出版

それでは「 メディア (今 回はテレビ番組 )
を批判的に読み解き…」 とい うが、実際に私
たちはどのようなス タンスでメデイアとかか
わつていった らよいのであろうか。先進的な
取 り組み と言われている資料には左のように
述べ られていた。
本校社会科では、
「社会的事象 を吟味 し、
自分たちなりの社会像を創 り上げてい くこと」
をテーマに掲げている。このような指摘を、
メデイアに対する姿勢の基本に据え今回は社
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会的事象 を伝 えるテ レビ番組 を吟味 し、自分 たちな りにメデイアの真実 を探 つていこうとす る
「批判的思考」その ものを子 どもたちと楽 しもう とす る試 みであ った
試みであ り、それこそ、
の もか もしれない。
イ 題材 の ながれ
1 丁Vに よって私たちは、構成 された事実 を知 らされている
本題材 の楽 しさを、子 どもたちが感 じ、自分な りの視点をつ かむ段階である。
「サ ンデーモ ーニ ング」 を紹介する前 に、前述 の資料 をもとに、 メデ イア リテラシー
まず、
の考 え方について概観 してい く。具体的に、資料 (『 メデイア リテラシー』 カナ ダオ ン タリオ
州教育省編 リベ ルタ出版 )か ら次 のことを示 し、子 どもたちが分析 してい く手がか りとした。
・ メデイア番組 はすべ てつ くられた もの
現実 とつ くられた もの とを区別す ることを念頭 に置いて、 メデイアとかかわってぃ こうとい
うことである。具体的に言 うな ら、私 たちはメデ イアか ら得 た情報 を、自分 の観察 と経験か ら
得 た感覚 に基づいてイメージを構成 してい くが、自分 の感覚 と経験 と思 っていることの大半 も、
実 はメデイアか ら得 た ものである とい うことも、押 さえてお くべ きである。そして、私たちは、
自分 の観察や経験 に基づいて、 メデ ィアか ら意味を見 いだ してい くのだか ら、それぞれのや り
方で意味を見 いだ し、読み とってい くことを大切 にしなければならない。
・ メデイアは商売 と密接 な関係 にある
スポ ンサ ーがその番組 の内容、配給 にどのような影響 を及 ぼ してい るのだろ うか とい う視点
に立 って もお もしろい。 ここでは さらに、先 の湾岸戦争の例 にもあるような、情報 の独 占がな
いか とい う視点 も大切に思われる。 どのメディアも同 じニ ュースソース を使用 していた場合、
違 い を論 じようがないか らである。
・番組 は必ず何 らかの価値観 を伝 えてい る
「考 アメ リカの共型″なマスメディ
先 の資料 では、例 として北 アメリカの場合 を取 り上げて、
アカ法 え ているのは は い由 劉 とはヽか 、豊 か さ罐 訊 消費主義ノ の利′
点、女 物 望 ま
『
′
い
ズ された 日本
い
ご
と
の
で
る
アメリカナイ
し ″訂、秒
。
容認、不〃 ′ される愛国 ご」 ある して
の現状 を見つめ直 して もわか りやす い指摘 である。 さらには、 メデイアが様 々な社会流行 をつ
「サ ンデ ーモ ーニ ング」 の
くりだ し、強化 してい る役割 をもってい るとい うこと。最近 では、
例 で示 したように、政治的問題について も、 メデイアが指導者 の資質 をも大 きくイメージ付け
てい る傾 向 にあ り、 この ような例 は子 どもたちに もわか りやす いのではないか と考 えてい る。
・表現 しようとす る内容 と様式 は密接 な関係 にある
メデイアが、表現 しようとする内容 と独特 の私 たちを楽 しませるための様式・手法 (カ メラ
技術 0タ イ トル・BGMな ど)の 効果 とのかかわ りが、どのようなものであるかを発見 し、理
解す ることがお もしろさにつ ながる一つの見方であ るとい うことである。
このような ことを紹介 した後、夏休みに収録 した「サ ンデーモ ーニ ング」 を例に授業者 の感
じたお もしろさを紹介 した。
‖ 情報番組 を自分たちなりに分析 しよう
実際 に子 どもたちが、 TV番 組 を分析 し、それぞれ レポー トにまとめてい く。お互 いの分析
を評価 しあうにはや は り共通の番組 を設定するべ きで あ ると考 え、共通 の番組 として「 SUT
スーパーニ ュース」 を取 り上 げた。本番組 を取 り上げたのは、情報番組で も「サ ンデーモ ーニ
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ング」 などの企画 ものと違い、 より中立 。公平であるとい う印象があ り、だからこそ他局 との
比較が しやすいこと。同じ時間帯に同様のニュース番組が放送されてお り、比較対照の番組が
豊富であること。特 に本番組は66分 と最 も短 く、記録をとる労力が中で最 も少なくて済む。ま
た放送される時間帯のためか、静岡の話題 を取 り上げているコーナーが必ずあ り、より身近な
話題を検証することができる可能性がある。民放であ りCMに 視点 を当てた分析にも対応で き
る。この ようなことからである。
テーマを設定す るに当た り、10月 12日 の本番組 5本 、他局の番組「 6時 です。きょうの静岡
6:00〜 7:00… NHK」 「 とびっきり静岡 4:50〜 7:00… SATV」 「テレビタ刊 5:45〜 7100… SBS」
「静岡まるごとワイ ド4:55〜 7:00… SDT」 をそれぞれ 3人 ずつ分担 して もらい録画 した。 ま
ずは番組の流れを全員でとらえてい くために全体で分析対象 となる番組「スーパーニュース」
を見てい き、自分のテーマ作成に向けて、どのニュースを取 り上げるか、又は全体の構成をど
のようにとらえるかなど、それぞれの疑間を書 き出し、全体で紹介 し、これからの方向性を吟
味 していった。自分のテーマを設定することを課題 とし、追求のための資料づ くりに取 りかかっ
た。 この作業は、録画した 5番 組の番組編成表 (タ イムテーブル)「 スーパーニ ュース」 で話
されたことのべた記録、使われた BGMの 種類 と場面、使われた映像の種類、テロップなど番

組に使用された文字の種類 と場面、これ らを分担 して書面に表 し、綴 じて共通の資料 とした。
こうして子 どもたちは次のように自らのテーマ を設定 し追求 していった。
・登場人物の与える影響について (学 識経験者などのコメンテーター、アナウンサーやリポー
ターの性的役割)
・BGMの 効果 (BGMを 流すタイミング、場面、周波数の人に与える影響)
・キヤスターの読む原稿 (誇 張された表現、事実 と決めつけた表現)
・番組の順番 (興 味 を引かせる番組の構成)
。取 り上げられた映像 (資 料映像の取 り上げられ方、内容 と時間
)

40人 の子 どもたちが、このような 5つ のテーマに分類された。(そ れぞれのテーマ と内容は授

業者が紹介 したが、グループで活動することは前提 としていない)授 業者が事前に考えていた、
CMと 番組 とのかかわ りについては、子 どもたちの中からテーマ としては出てこなかった。こ
れは具体的には授業者自身が分析対象の番組からそのお もしろさを紹介で きなかったためかも
知れない。
‖ 番組を分析 し、 レポー トにまとめよう
上記の中から、番組の順番に視点を当てた子 どもたちMさ んFさ んを例に、活動 を紹介 して
い きたい。このことに直接的にかかわったのは 8人 であるが、彼女たちは中でもK君 の発言が
切 り込み口になっているようである。具体的には、始めに疑間感想を述べあう場面で次のよう
なや りとりがあった。K君 「スーパーニュースは明るいニュース と暗いニュースとがほぼ交互
に流れている。これは、ニュースの対する感覚のバ ランスをとっているのではないかな」 OH
君「そういえばレトロバスのニュースはこの 日の放送されなくてもいいニュースなのになぜこ
の 日のあの順番に流されたのかなあ」 OS君 「そ うだとするとレトロバスのニュースのように
何時入って もいいニュースが準備されているのかも知れないね」 これらのや りとりから「番組
の順番に視点を当てるとお もしろそ うだ」 と感 じた彼女たちは最初に「明るい番組、暗い番組
とい うけどどう判断 したらいいのだろう」 とい う問題に悩んだ。周囲のア ドバ イスに加え、授
業者からは「条件を揃えて多 くの標本から作 られたものは立派な資料になる」 とい う指摘を受
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け次のように作業を進めていった。
・一応の基準 を決める。彼女たちは殺人事件 を‑4、 犯罪 を‑3、 事故 ‑2.5・ 00ス ポーツ天気
+3な ど一応の基準 を示 し、あ とは個人の判断に任せた。
・学級の中か ら10数 人 ビックアップしてアンケー トを採 った。当初同 じテーマを選んだ 8人 で
協力 して行うとい う案だったが、男女の比率や番組の順番に視点を当てている人たちだけで
やることなどが問題になり、学級全体に範囲を広げた。
・分析対象日以外にも、 2日 間「スーパーニュース」のアンケー トを同様にとり、資料 とした。
このような活動 を経て、彼女たちはレポー トにニユースごと、十イメージを持つ ものと一イ
メージを持つ ものの移 り変わりをグラフに示 し「スーパーニュース」がより視聴者 をくぎづけ
にするために、番組編成 をしていることを指摘 した。特に、ほとんどの場合マイナスイメージ
のニュースからス ター トし、主なニュースとして最初に幾つか紹介 したものを、番組の中でほ
ぼ均等 に分布 させ紹介 してい く。そして、そのマイナスイメージを引き立たせるために、その
前 には比較的プラスイメージのニュースを挟んでい く。これらの主張は「勝手な想像や解釈で
「アンケー トをとる対象が中学生だけとい うのは片手落ち」 などの意見 も
あり科学的でない」
ロスコー
ったが「オシ
プの法則」 として学習集団全体の中で了解されていった。
あ
④おわりに
子 どもたちが自分たちなりの社会像を創 りあげてい く。しか し、それは自分の思いをもとに
といえども、いかようにも無責任 に創造できるとい うことではない。歴史なら歴史 として認知
されてい く合意がなければならない。だからこそ「自分たちな りの…」 を大切にしていきたい。
一つの社会像 として合意 されてい くための指標 として「批判的思考」 を手がか りとし、 これか
らも子 どもたちと学びを楽 しむ授業を追い求めてい きたい と考えている。
「社会参加」への着眼一
(3)島 田中学校の場合 ――
①「社会参加」の意味
「主体性ある人間」
本校の研究では、社会の変化 に対応でき心豊かに生きてい く人間 として、
を設定 し、その育成に取 り組んできた。
私たちをとりまく社会は、技術革新や経済の発展 により急激な変化を続けて きた。インター
ネットをはじめとする情報ネ ットワークが網の 日のように伸 び、地球の裏側の出来事 もテレビ
やパ ソコン、携帯電話の前に居ながらにして知 りうることが可能となった。一例に挙げたよう
な情報化社会 0国 際化社会への大きな流れは、あ らゆる分野で国際社会のボーダレス化を進め、
そのスピー ドを確実に増 してきている。社会科の学習は、社会的事象 を直接、学習対象 として
いることから、このような社会の変化は社会科のねらいや内容 と密接な関係 をもっている。社
会科の学習 においても、社会の変化 に対応するという点 を、一層重視することが求められてい
る。それでは社会の変化 に対応すべ く求められている「主体性ある人間」 とは、社会科の学習
を前提 にどう考 えたらよいのだろうか。
今後の社会の変化 を見据え、社会的環境に順応 してい くことは大切である。しかし、より複
雑 に、グローバルに、多様な価値観 との共存を求められる21世 紀 に、変化す る状況に順応する
ことだけでは不十分である。社会科の学習 を進めてい く上で、社会の変化 に主体的に対応する
ことを「社会的な状況の変化のなかで、積極的に社会や地域づ くりに参画 し、みずからの手や
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力 で新 しい社会・地域 を創造 していこうとすること」 (社 会参加 )と 考 えた。
そのため に、地理分野 での「 まちづ くり学習」 では、実際 に地域社会 との対話 か ら、地域 の
課題やニーズ を明確 に し、まちづ くりの構想 を練 り、地域 に 自分 の考 えを発信す ることに取 り
組 んだ。また、公民分野 での「市場経済」 では、 シミュ レー ション教材 を取 り入れ、生徒 自ら
が市場取 り引 きを疑似体験する ことをとお して、市場取 り引 きとい う社会的事象に取 り引 きの
当事者 と して意思決定する場面 を設定す ることが、社会 の変化に対応する力 を養 うことと考 え
て取 り組 んでみた。
シユ ミレーシ ョン教材 を取 り上 げた 目的は、以下の 5点 があげ られる。

a.生 徒が主体 の活動である こと
b。
c。

社会的事象 を実感的理解 しやす くなる こと
社会的事象 を構成 してい る諸条件 の関連を総合的、多面的 に把握 しやす いこ と

d.生 徒 の意思決定力 を養 えること
e.生 徒が社会科 に対 して、大 きな興味 関心 を持 つ ようになる こと
(参 考文献

山口幸男著 『新 ・ シミュ レー シ ョン教材 の開発 と実践』)

シミュ レーシ ョン教材 は、参加型授業において、社会参加 の能力 を養 うのに大変有効である。

②実践の焦点
社会科では、
「主体性ある人間」の育成に以下のような点で担えると考えた。
○広い視野に立って、自分 との関わ りを意識 しながら、社会的事象を多面的に考察 し、社会
認識を深めること。
○民主主義社会の一員 として、 よりよい地域や社会 を築いてい くために、社会的事象 を公正
に判断し、主体的に行動で きること。
○個人 と自然、個人と社会 との望ましい関係や人間の生 き方について適切な判断ができるこ
と。
この ように求められる能力や態度の育成 を社会科のねらいと考え、
「社会科 の学習を通 して
育てたい生徒」を次のように設定 した。すなわち、
「社会認識を深め、社会的事象 を公正にと
らえて判断し、適切に表現 しようとする生徒」である。ここで「社会認識を深める」 とは、調
べ方や学び方を学び、地理・歴史・公民それぞれの見方・考え方を身につけ、社会的事象 を多
角的・多面的に追究・考察することをい う。そして、多角的 。多面的に追究することが、公正
に判断し、表現する能力や態度を培う基本 となると考えたわけである。
ア 教科で培いたい資質
社会科で育てたい生徒 とは、 どんな生徒なのかについて、生徒の「 3つ の資質」 について述
べたい と思う。
第一に、
「豊かな『思い』
」である。それは、
「社会的事象 と自分 との関わ りを意識 しながら、
よりよい地域や社会を築いてい こうとする思い」 と定義で きる。言い換えると、これは民主的
で平和的な社会の形成者 として、望むべ き社会を見定めて、それを追究 していこうとする思い
を指す。現在の社会は、多 くの人々の努力や工夫 と幾多の試練や犠牲の上 に成 り立っている。
これらのことを理解 し、人々の貴重な営みを大切に受け止め、進んでよりよい社会を築いてい
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こうとする姿勢が必要である。
「情報を収集、取捨選択 し、有効 に活用 しなが
「い きる『能力』
第二に、
」である。それは、
ら、主体的に課題 を追究 してい く能力」
「社会的事象を自然的、社会的なさまざまな条件や状
「学習 の さまざまな場面で
況をふ まえて、多角的・多面的に考察 し、総合的に判断する能力」
こと
の
3つ
ができる。社会的事象 は、
る
に分類する
められる
に的
に
求
表現活動
確 対応す 能力」
他のい くつ もの事象 と関わ りをもっている。ある一面のみをのぞいても、社会的事象の全体像
や事象相互の関係 は見 えてこない。公正な判断 をするためには、いろいろな視点 をもって社会
的事象を多角的・多面的に考察する力や社会的事象相互の関連 をひとまとまりの ものとして と
らえてい く力が必要である。また、膨大な情報が飛び交い、多様 な価値観が存在する中で、社
会的事象 をひとまとまりの ものとしてとらえてい くには、それらを有効に活用 しながら、課題
を見つけ、進んで追究 し、解決 してい く能力が不可欠である。事実に照らし筋道立てて社会的
事象の本質を見抜 く目を養 ってい くことで、バ ランスのとれた判断が可能になると考える。社
会科で育てたい生徒 とは、このような能力 を発揮 してい く生徒である。
「社会的事象の特色 をとらえるための視点
」である。それは、
第三に「確かな『知識・技能』
べ
「社会的事象 をよ り総合的にとらえ、社会的 な見方や考え方
や方法 といつた学 び方や調 方」
を獲得するために必要な知識、技能」の二つに分類で きる。これは、社会的事象 をその背景や
要因を明 らかにしながら、地理的・歴史的 。政治経済的な見方や考 え方で多角的 。多面的にと
らえるとい う「社会科の学習の本質・魅力」 にかかわる部分である。
「 3つ の資質」 を培 うために生徒が出会う「社会科の本質・魅力」 を昨年度 まで
本年度は、
の「社会的事象の背景にある成因を明らかにしながら、事象相互の関わ りを構造的にとらえる
ことのおもしろさ」 とい う捉 え方から、能力 としての部分 に焦点 を当ててい くことを明確 にす
るため、
「社会的事象をその背景や要因を明らかにしなが ら、地理的・歴史的・政治経済的な
見方や考え方で、多角的 0多 面的にとらえること」 とした。 ここでい う見方・考え方とは、地
理分野で例に挙げると、次のようになる。
・ どこにどのように広がっているのか、諸事象 を位置や空間的な広が りでとらえ、地理的事
象 として見いだす こと。また、地理的事象にはどのような空間的な規則性や傾向性が見ら
れるか、地理的事象 を、距離や空間的な配置に留意 してとらえること。
・地理的事象やその空間的な配置、秩序などを成 り立たせている背景や要因を、地域の環境
条件や他地域 との結 びつ きなどと人間の営みとの関わりに着日して追究 しとらえること。
こうした社会的事象の背景 にあるものを、上のような見方・考え方で多角的・多面的に追究
することで、生徒 は見方・考 え方の有効性や さまざまな背景が互いに関わ り合 って成 り立って
いる社会的事象の意義・価値 といったものに気づいてい くと考えた。
地理的事象を多角的・多面的にとらえてい くことを価値づけた り、事象その ものの意義や価
値 に気づいた生徒 は、これらの見方・考え方を他の単元でも生かしながら、事象 をとらえてい
くと考 える。そして、時代や地域や社会 に対する認識が深まってい く。このような生徒は、変
化する地域や社会に関心をもち、困難な状況の中でも、公正に判断しながら主体的に社会 に参
加 してい くのである。
イ 社会科 として特に大事にしたい能力
前述のように、本校 に社会科では、教科で養いたい能力を次のようにとらえている。
・様 々な資料を適切 に収集、選択、活用 して、社会的事象を多面的・多角的に考察 し、公正
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に判 断す ると共に適切 に表現す る能力
そ して、それをより具体化 した もの と して、次 の 3点 を研究対象 としてとらえてみた。
i 社会的事象 を自然的、社会的な様 々な条件や状況 を踏 まえて、多面的 に考察 して総合的
に判断する能力

ii 情報 を収集、取捨選択 し、有効 に活用 しなが ら、主体的 に課題 を追究 してい く能力
iii 学習 の様 々な場面で求め られる表現活動 に的確 に対応する能力

従来の社会科 では、歴史・地理 。公民 とある程度関連 しなが らも、それぞれワJの 分野 として、
独立 した中で、指導が進 め られて きた。 しか し、文部省でい う「生 きる力」「生 涯学習」 の観
点か ら考 えると、 これか らの社 会科 では、 3分 野 の整合性 を見極 め、地理学習 とい えども歴 史
的な成 り立ちや、その地域 の産業 ・経済 0地 方 自治な どの政治経済的な面か らも、総合 して指
導す ることが、公民的資質 を高 める教育 と して大変効果的である。
そ こで、本校社会科 では、上記 の iで い う、社会的事象 を他分野 (地 ・歴 0公 民 )の 視点か
らも、追究す ることによって、総合的に判断する能力が必要になって くるのではないか と考 え
た。例 を挙げると、首都東京 の現在 の繁栄ぶ りは、世界 において も代表的な都市とされている。
しか し、 この隆盛 ぶ りを地理分野 にお ける首都機能 と交通網 の発達だけでは、説明で きない。
歴史分野 における観点 と、公民分野における経済的な観点 を抜 きに して十分 な理解 は得 られな
いこ とは明 らかである。
また、 iiで は、社会的事象 の本質を見極 めるために、情報氾濫 の時代 といわれる現代 におい
て生徒達が知 りうる情報 の中か ら、課題 を主体的 に追究 してい くために、有効 である情報 を活
用 しなが ら、取捨選択す る能力 も当然必要であると考えた。
さらに面では、i・ iiで 追究 した自分の学習内容 を、様 々な表現活動 (例 えば、発表会 であ
るとか、 レポー トである とか、学習マ ップ等 )に おいて、的確 に対応 してい くことも、重要な
能力 のひとつ と考 えた8

③実践内容
本年度の本校 の研究発表会において、 2年 生の地理の授業での実践を紹介する。
・単 元 名 『身近な地域』
・授業構成 (13時 間構成)
オリエ ンテー シ ョン
同 じ「 まち」 に住 む友達 とグルー プをつ くり、事前
同 じ「 まち」 に住 む友達 とグル ープをつ く 課題 のアンケー トについて 、対象 にする住人の年齢・
ろ う。
職業・居住地区等 の条件 と分担 を決めるこ とが で き
る。
①市役所や町役場に行つて、パンフレット 「 まち」 の行政機関に自分 で行 ってみるこ とに よつ
を集めよう。
て、役所 の雰囲気 。しくみを知 る。
②自分の住む市町で、いろいろな人にアン 聞 き取 り調査 を様 々な住民 にす ることで 、 自分 の住
ケー トを採ってこよう。
む「 まち」 の現状 について、思 い を高める。
1)
地形図の読み京
島田市の地形図で JR島 田駅からの学校の方位を16
(縮 尺・地図記号 。16方 位 )
方位 と縮尺の計算をもちいて説明できるようになる。
地形図の読 み方(2)
島田市 の地形図で等高線 を色分けす ることに よ り、
(等 高線 )
島田市全体 の地形 を外観す ることがで きる。
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自分 の住 む「 まち」 を知ろ う。

８

自分 の住 む「 まち」 のよい ところと悪 い と 聞 き取 り調査 の結果 をまとめ、自分 の住 む「 まち」
ころを考 えよう。
の住 み よさと住 みに くさをまとめることがで きる。

９
０
１

自分の住む「まち」の将来像をプランニ ン 自分の住む「まち」の、めざすべ き将来像を多角的 。
グしよう。
多面的に考え、プランニ ングし、 レポー トにまとめ
ることができる。
グループ内で 自分のプランをプレゼンテー 同 じ「まち」のグループ内で、自分のプランニ ング
ションしよう。
をプレゼンテーションしあうことで、将来像 に対 す
る思いを深めると共にプレゼ ンテーションとい う表
現活動に的確に対応できる能力を養 う。
プレゼ ンテーションを振 り返 リグループ内 同 じ「 まち」のグループ内で、各自のプランニ ング
でランキングをしてみよう。
から、自分たちの「まち」の将来で何 を一番優先す
べ きかランキングを行 うことで、お互いを評価 しあ
う。
行政機関に、プラ ンを配送 しよう。

4

自分で集めた「 まち」のパ ンフレットや資料か ら、
自分の住む「 まち」 について、調べ理解を深める。

自分 のプランを自分 の住 む「 まち」 に、思 いをこめ、
発送する。

今後 の課題
総合的学習の出現 で、社会科 は大 きな転換期 を迎えてい る。
「社 会科 の使命 は終 わった」、 と

乱暴 な言 い方 をする研究者 もい るが 、私 は「 い よい よ社会科 の本来の役割が見直 される時が き
た」 と考えてい る。今 日、総合的学習の中で議論 されてい る様 々な問題群は、戦後社会科が誕
生 して以来 、50数 年 の歴史の中で繰 り返 して議論 されて きた ことで あ る。本稿 で取 り上 げ た
「論争問題」
「批判的思考」「社会参加」 の概念 は、確 かにその言葉がその まま使用 され る こと
は稀 であ ったか もしれないが、内容的 には常 に取 り上 げられて きた ものである。 これは 、「 社

会科」 とい う教科が極めて今 日的意義の高い教科であることを証明したことになるのではない
だろうか。今後 も、これらの概念を手がか りにして、三付属中学校の実践研究が深化 0発 展す
ることを期待するものである。そのためには、大学教官の役割 も見直される必要があろう。
さて、本稿を締め くくるにあたり、三中学校の実践研究から共通 して抽出で きる視点を最後
に簡単 に二点ほど述べておきたい。それは、本稿で述べた三つの視点に加えて、今後研究され
てい く領域 となるはずである。
第一の視点は「総合」 とい う視点である。中学校社会科 は「地理的分野」
「歴史的分野」
「公
民的分野」の三分野に分割されている。しかし、それはあ くまでも便宜的であ り、本来「社会
科」の下に総合化されるはずである。そのような社会科の特徴を「総合社会科」 と呼ぶ。これ
もまた社会科 とい う教科の特性を考える上で欠 くことの出来ない視点である。三中学校 の実践
では常 にこの視点が大切にされていた。あるテーマを、三つの分野 を貫いてどのような位置付
けるか。つ まり、 どのようにカリキュラム開発す るか。今 日の学習指導要領は「 ミニマムエ ッ
センシャルズ」の理念に基づ き、中学生が最低限度理解 して欲 しい情報 (知 識)を 網羅的に載
せている。それはそれで意味のあることだが、21世 紀の社会科 はより個性的なカリキュラム開
発が求められるものと思われる。一単元で終わ りにするのではな く、三年間一貫 してあるテー
マを生徒に考えさせたい。その時に、この「総合」の視点が再び注 目されるはずである。今後
の、三中学校のカリキュラム開発 に注 目したい。
第二の視点は「個性的な意思決定」 という視点である。 これは「批判的思考」 とい う概念の
中に含み こまれるものであろうが、他の「論争問題」
「社会参加」の中で も大切 にされてい る
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視点である。論争問題をどのように解釈するか、 どのような社会参加の方法 を選択するのか、
これらの判断は最終的には個人に委ねられる。そのためには、
「自分自身の考えをしっか りと
つ
い
持 」 と う姿勢が、社会科では常 に大切されなければならない。また、改めて触れることも
ないが、
「意思決定」の根拠 となる情報は正確でなければならない。また、
「意思決定」はい く
つかの選択肢の中から選び取 つた ものでなければならない。偏見 に満ちた「個性的な意思決制
が許されるはず もなく、そのような意思決定を生徒にさせないためにも、教師は生徒に多角的・
多面的な思考方法 を身に付けさせなければならない。そのために必要 となって くるのが、生徒
「対話」を通 して生徒 が成長 してい く
同士、あるいは生徒 と地域住民 との「対話」であろう。
姿 を、われわれは社会科 とい う教科の中で見出したい。
本稿の執筆により、われわれの研究はやつとスター トラインに立つ ことができた。今後交流
を深め、さらなる発展 を目指 してい きたい。それは、社会科を発展させる試みである。
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