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社会的な見方 ・考え方を育てる授業のあり方
一「 見えるモノ」から「 見えないもの」のつながりへ一

屠木

正１

人は自分と関係が薄いと感じるものには無関心な傾向が強い 。また他者の考えや行動のみならず 、存在
まで否定する対立や争いが絶えず起きている 。これらの無関心や対立を越え 、共生を目指すための社会的
な見方 ・考え方とはどのようなものか 、どのようにしたら授業の中で育てるこ

とができるのかを探 った

。

重なりを持つ重層構造でもある 。よって社会という

はじめに

存在は 、混沌としていて形を持たない

。

情報が一瞬のうちに地球を駆け巡り 、世界が身近

人はこの混沌とした社会を認識するときに 、様々

になったといわれる現代社会においても 、人は白分

な共通性や違いなどの「 観点 」を持 っていくつかの

とは関係が無いと思う社会や事象には無関心である

。

関係を切り取り 、社会を形あるものとして捉えてい

民族を例として説明すれば 、地球上に住む何十

また 、科学の発達とともに客観的な見方 、論理的な

る。

考え方が広まっているにもかかわらず 、自らの客観

億という人間を 、「 言葉などの文化で共通性を持つ

的正当性や利己的要求を主張するあまり 、他者の存

人」

在までも否定する対立が絶え間ない紛争を生みつづ

によって 、民族という存在が生まれ意識される 。も

けている

し、
。

という

「観点 」を持 って区分けして捉えること

そのような 「観点 」を誰も持ち出さず意識もし

子供達に目を向けても同様なことが言える 。氾濫

なければ 、言葉などの文化の共通性は顔の形や食事

する情報の中で自分の興味あるものには深く入り込

の好みの共通性など無隈にある共通性の中に埋没し

むが 、自分とのつながりが見い出しにくく難解な社

民族という社会的存在も存在しなか ったであろう

。

この考えは 「社会的存在が先にあってそれを人が

会事象には関心が薄い傾向があり 、自分や自分達と

、「

人が認識した時点で社会

同一歩調をとらない者を排除するいじめは 、大きな

認識をする 」のではなく

社会問題となって、 ・る

的存在が生まれる 」という考え方に立 っている 。そ

。

このような状況の中で必要なのは 、共生を目指し
社会に対し主体的に関わろうとする 「社会的な見方
・考え方 」であり 、それを育てることであると考え

本研究のテーマとした

して 、この考え方は自己と他者の関係にも当てはま
る。

人が何らかの「 観点 」を用いて 、白分または白

分達とそうでない存在の問に境界線を引いて違いを
認識した時点で 、自己と他者が存在し始めるのであ

。

る。

もちろん全てが認識と同時に存在し始めるとい

うわけではなく

研究の内容

、「 そこに物体がある」

とか 「そこで

人が生まれた 」という事実は 、認識するしないに関
１

わらず存在すると考えている

社会的な見方 ・考え方とは

（２）社会的存在どうしの対立

（１）社会という存在と認識

社会とは 、様々な事象（出来事）や人間 、自然

。

存在し始めた自己と他者の間では 、その違いが強

、

文化などが複雑に関係しあって成り立つネ ットワー

調されていき 、男女のようにその違い故に惹かれる

ク状のものであると同時に 、歴史の絶え間ない積み

こともあるが 、その違い故に対立もする 。それは

、

ある事象を捉えるときに客観的に見ようとしても

、

１
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「観点 」でしか捉えようがな

長期研修員（社会）

それぞれが持 っている

藤沢市立六会中学校

いので 、どうしても違 った社会像に見えてしまう
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。

、

入れ 、生徒が社会の関係性や問題を見て考える場を

見える社会像も違い 、考える「 観点 」も違えば 、そ
れが原因で対立が起きるのも必然であろう 。そして

、

作ることによって

、，

社会的な見方 ・考え方のセンス

が身についていくと考えた

考え方の対立にとどまらず他者の存在まで全面否定

。

するに至れば 、他者を殺しても良いという戦争が起
きてしまう

３

。

（１）九州地方を単元にした研究授業

（３）共生を目指す見方 ・考え方

全ての社会的存在は

指導展開例

「観点 」を持 って認識され

ア

、

社会の関係性を意識し

自己の観点を聞うことに重点を置く

認識されると同時に存在し始める 。また自己と他者
の間にも 「観点 」を持 った境界線が引かれている

、

一単元という限られた授業の中で＠〜＠全てを取

。

ならば 、その「 観点 」を自覚することが 、自分及び

り入れることは難しいため 、今回の研究授業では＠

自分達の見ている社会像 ・他者像や考え方を絶対視

と＠に重点を置いて指導してみた

。

するのを防ぎ 、自己と他者の境界を柔軟に捉え ・他

＠の社会の関係性を意識する姿勢は 「身近にある

者の存在を全面否定するような致命的な対立を防ぐ

見えるモノを導入に使用し 、生徒に九州地方の様々

力になると考える 。しかし 、誰もがいつでもこのよ

な事象と自分との関係を意識させるとともに各事象

うな考え方に立つことを前提にするのは現実的でな

問の関連性を見いださせる」 という作業の中で育て

いとも考える 。そこで社会のシステムが共生を成り

ようと試みた 。指導計画の第１時を例に取れば

立たせるようにすることも大切である

近にある中華鍋から鉄 、鉄から日本最初の製鉄所と

。

そこから始まる重工業の発展が今の日本の生活を支

以上のことをふまえ 、共生を目指す社会的な見方
考え方を 、次のようなものとした

「身

えるもとになった 」という形で自分と北九州工業地

。

帯は無関係ではなく 、関係性があることに気づかせ

￠社会を自分も含めた様 々な関係の中で捉える

た。

次に北九州工業地帯と 「原料の供給地 ・商品の

とともに 、社会の問題を自分の問題として捉

消費地 」との位置的な関係や 「鉄製品中心から電子

える姿勢を持つ見方 ・考え方

製品中心の時代の変化 」との関係に気づかせるよう

＠自己の観点を自覚する事によって自己の社会

にした 。また第６時において沖縄の基地等に関わる

像を絶対視せず 、時に応じて自分の観点を再

問題を自分の問題として考えられるようにするため

吟味し 、社会を捉え直す姿勢を持つ見方

第３〜５時では生徒達との関わりを意識した情報提

・考

供を行うことを心がけた

え方

。

＠の自己の観点を問うことは 、「 沖縄の発展と基

他者の捉えた社会像の観点を推し量り 、共感

という意見の違いがはっきり出やすい問題を考

的に捉える姿勢を持つが 、どんなに共感でき

地」

ても絶対視しない見方 ・考え方

える場面で行 った 。「 生徒が基地の存続か廃止かを選

＠社会のシステムを共生を可能にするシステム

んだ後に 、自分の半ｏ断はどのような情報に重点が橿

と捉え 、そのようになっていないシステムを

かれているかを自覚し 、その情報に重点を置く理由

共生システムに変えていこうという姿勢を持

を自分に求める 」ことにより自己の観点を自覚させ

つ見方 ・考え方

ようと試みた

イ

。

各単元で繰り返し行う

Ｑ＠に重点を絞 っても 、一つの単元だけで見方
２

・

・

考え方を育てることは難しいので 、同様な指導を毎

社会的な見方 ・考え方を育てる授業

上記＠ 〜＠の見方 ・考え方を社会科の授業を通じ

単元で繰り返し行う必要があると考えた 。しかし社

て育てたいのだが 、「 はじめに」で取り上げたように

会科の授業では 、見方 ・考え方とともに伝えなけれ

社会に対する関心自体が薄い現実がある 。そこで視

ばならない基礎的事項が数多い 。そのような状況の

覚で捉えきれない「 見えないもの」である社会の存

中で見方 ・考え方を育てる授業を繰り返し行うため

在・

事象や自分の認識を 、視覚で捉えられる「 見え

・るモノ」

に次のような方法を考えた

を介して白分との関係性の中で感じ取れる

ように支援する 。その授業過程の中で￠〜＠を取り

。

一つの単元を二つの小単元にわけ 、指導する内容
を最小限の基礎的事項に絞る小単元（今回は九州）

一３０一

それによって生み出された時間を使用し 、十分

と、

な情報と考える時問を与え 、白己を問わせる小単元
（今回は沖縄）とで構成する

ウ

指導計画

（２）研究授業の考察

ア

社会の関係性を意識させることはできたか

事象間に関係性を見いだす力は高く 、それまでに

。

学んだ沖縄に関する事象の中から 「沖縄の物産ショ

『九州地方 』

ップだけが他県と違い 、銀座で大成功した 」という

Ｉ

九

州

事象と関連するものを選ばせたところ 、生徒達は第

…２時間

１表の枠で囲んだ事象との間に関係性を見いだした

第１時北九州工業地帯の変化と
シリコンアイランド
中華鍋 ・ゲームソフトから鉄 ・ＩＣにつなげ

、

八幡製鉄所やシリコンアイランドなど九州の工
業を説明し 、位置的環境や自然環境また社会環

境の変化との関係性を見つける

第２時

。

。

第１表
虫自の文イ…本州等にないユニークな商品が多い
易で栄えた歴史 …商売が上手い
しい自 、、、…自然を売り物にした商品が作れる
かい気傲 一本州等にない熟帯性の作物がある
に囲まれた離島…みんなが行けないので

珍しいものが多い

低地の農業 、シラスの農業

目本の南端的位

…直接買いに行ける位置ではない

さつまいも 、薩摩の鶏肉 、宮崎の牛肉 、佐賀米

経済的に考えるとき 、不利な要因として考えがち

観光パンフと九州各地域の産業をつなげ 、自然
環境との関係性を見つける

皿沖縄
第３時

な「 海に囲まれた離島 」や 「日本の南端的位置 」と

。

いう事象との問にも生徒は関係性を見いだしている

…５時間

これは指導者の予想を超えており 、この指導を繰り

沖絹の自然と生活

沖縄出身の歌手 、沖縄中心の地図 、観光ポスタ
ー、

沖縄料理のメニューなどから沖縄の自然

文化とのつながりを理解する

返し行えば 、社会やその事象を関係性の中で見て考
える力が高められると思われる

、

。

更に 「社会の問題を自分の問題として考える 」こ

。

とに関しても 、かなりの成果が出たと思われる 。そ

第４時沖縄の歴史
琉球切手などから米国支配 、琉球王国につなげ

れは沖縄の授業に入る前に行 った調査で 、「 沖縄に

沖縄独自の歴史と基地の現状を理解する

神奈川を蓬かに上回る基地があることについてどう

第５時

。

。

思うか選択肢から選び理由を書きなさい」 という設

沖縄の産業

統計資料から 、工業収入の少なさと観光収入の

問に対し 、多くの生徒はほとんど理由も無く存続や

多さを読みとり 、その理由と関係のある事象を
第３ ，４時に学んだことの中から選び 、関連性を意

廃止を選び 、「 自分には関係ないのでどちらでも良
い」 を選んだ生徒もいた 。それが 、第６時に沖縄の

識する 。サトウキビ 、ゴーヤなどから沖縄の農

基地の存廃を選択させたときには全員がその理由を

業の現状を理解する

書き 、理由を一言で終えた生徒はわずかであった

第６ ，７時

。

。

その理由の中で一番多か ったのは 『今でも県の収入

沖縄の未来像を考える

基地が無くなって補助金や基

沖縄の基地問題を存続 ・廃止の両立場に立 って

や雇用が少ないのに

考えることから沖縄の未来像を探る 。その時に

地収入が減 ったら 、県民の生活が成り立たない 。』

第３〜５時に提示された沖縄に関する幅広い情

というもので 、自分の生活実感と結びつけ白分の問

報などをもとに 、基地の存続 ・廃止が未来に与

題として考えていた 。存廃どちらを選んだ生徒も他

える可能性と問題性を考え 、出し合 ったうえで

人事として考えている生徒はほとんどいなく ・自分

判断する 。基地の存続 ・廃止双方に可能性と問

の問題として主体的に考えることも含め 、社会の関

題性があるにもかかわらず 、一方を選択した理

係性を意識させることはできたと思われる

由を自分の中にある価値基準とそれを決めるこ

イ

、・

。

自己の観点を問うことができたか

とに影響を与えた自分の生活環境や生育史及び

次の文のように基地存廃の判断理由を自分に求め

出会い等に求め 、自分の観点に気づく 。そのう

白分の生活環境と関違づけ 、観点が浮き出た生徒は

えで自分の選択した立場の可能性を伸ばし 、問

いた 。しかし多くの生徒は 、可能性や問題性を羅列

題性を補うような未来像を一人一人が考える

するだけで 、「 数ある中からどうしてその可能性や

。

問題性を自分が重視したのか 」を問い 、白分の中へ

一３１一

、

思考を向けることはできなか ったと思われる 。生徒

るだけでなく 、自分が枠の中に入 ったつもり

の反応も関係性を見つけるときとは対照的に 、意見

になって内から見よ

＠授業

の少ない一方的な授業に陥 ってしまった 。自己の観

点はもう少し違う形で問う必要性がある

．うとする

で支援

・各地域や様 々な事象が自分ともつながりがあ

。

ることに気づく

・自然のうえに社会が成り立 っていることに気

・基地があると 、やはりすごくうるさい 。私は

基地のある福生市に住んでいたが飛行機の音

づく

・社会（地域）の枠が絶対的なものでないこと

が物凄くうるさくて耳が変になりそうだ った

に気づく

…略…基地は今すぐ無くなった方がよい 。収

・一つの事象も枠が変われば見え方が違うこと

入が減 っても自然を元通りにする努力をすれ

に気づく

ば観光がもっと盛んになるし 、自然が戻らな

いところには工場を造ればよい 。

意

（Ａ子）

義

を

理解

・人間の生活は自然や社会のつながりの中で成
り立ち 、共生が必要であることを理解する

（３）基本的視点を用いた指導の提案

・見え方は見る人の立場（観点）に左右されて

研究授業を実施した結果 、二つの重点的なねらい

いることを理解する

のうち 「関係性を意識する 」ことは比較的容易で一

・地域の枠を取り替え 、白分の立場（観点）を

般化しやすいこと 、他方 「自己の観点を短期間の中

変えて見ることによって

で問う 」ことは非常に難しいことがわか った 。また

、・

自分達とは別の存

在と共生の可能性が見出せることを理解する

（１）のイで考えたような方法で 、毎単元同じ指導

を繰り返して行うことは 、生徒の負担であるととも

に単元構成を硬直化してしまい 、一般化しにくい

。

今後の課題

そこで新たな方法として 、次のように段階を踏みな
がら 、各単元ごとに少しずつ社会的な見方 ・考え方

を取り入れる形を提案したい

新たに考えた基本的視点を設定する方法は 、研究

。

・考

授業で実施した方法に比べ急激に高度な思考を要求

え方をして捉え 、社会的な見方 ・考え方を可能に

せずにすむと思われる 。また単元構成の自由度も高

するフィルターとしての基本的視点を作成する

。

まり

＠この基本的視点を生かして単元や授業を構成し

、

◎まずは指導者が指導分野全体を社会的な見方

、指導者が今まで力を入れてきた指導の延長線

として取り入れることを可能にし 、現実的なものに

授業の中で生徒が社会的な見方 ・考え方に気づく

なったと考えられる 。そこで 、今後の授業実践を重

ように支援する

ねる中で 、技術的な問題を発見し解決していきたい

。

（蔓）最後の単元やまとめ等で 、授業で行 ってきたこと

また研究授業の中で 、生徒達は客観的正しさにと

の意味を知らせたうえで 、社会的な見方 ・考え方

らわれるより 、生活実感にとらわれた見方 ・考え方

やその意義を理解させる

をするということを痛感させられた 。このことに対

。

応した指導法を考えることも 、これからの大きな課

研究授業で行 った方法を 、毎単元実施するのに無
理はあるが 、最後のまとめで行うのならば 、一年間
を通しての育ちがあるので有効な方法と考えられる

。

題である

。

。

地壇的分野での例

おわりに

本研究を進めるにあたり多くの資料を提供下さり

０基本的視点を設定

・自分とのつながりを見つける

ご助言をいただいた沖縄県庁の方や那覇市立真和志

・自然と社会（地域）とのつながりを見つける

中学校の校長先生 、懇切丁寧に御指導いただいた神

・社会（地域）の枠を一度固定して捉えるが

奈川県立教育センターの諸先生方 、並びに快く研究

、

それを崩して別の枠で捉えてみる

・自分が属さない社会（地域）を枠の外から見

授業に御協力いただいた藤沢市立六会中学校の先生
方と生徒の皆さんにお礼申し上げます

一３２一

。

、

