
－ 49 －

帝京大学文学部教育学科紀要 31：49－146 平成18年（2006年）3月

はじめに（P. 50）

研究について（P. 51）

１：研究のねらい（P. 51）

２：研究の内容（P. 51）

２－１：垂直的接続を重視した社会科教育の考え方

２－２：垂直的接続を意識した社会科教育の実際に関

する研究について

第１部　垂直的接続に基づく社会科教育の考え方（P. 54）

１：社会科教育に求められる課題（P. 54）

２：垂直的接続に基づく社会科教育の内容（P. 56）

３：大学生の社会認識の現状（P. 58）

提言

第２部　小・中学校の垂直的接続を意識した社会科教育

の実際（P. 67）

事例１：地理学習（P. 67）

小学校　気候条件から見て特色ある地域

第５学年

中学校　自然環境から見た日本の地域的特色

第２学年

事例２：地理学習（P. 93）

小学校　わたしたちの県　第４学年

中学校　都道府県の調査　第１学年

事例３　歴史学習（P. 109）

小学校　世界に歩みだした日本　第６学年

中学校　日清・日露戦争と近代産業

第２学年

事例４：地理学習（P. 125）

小学校　我が国と経済や文化などの面でのつ

ながりの深い国々　第６学年

中学校　地域の規模に応じた調査：世界の国々

第２学年
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その実際についての研究
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要　約

ここでは、学校教育の課題の一つとなっている一貫性を図る教育について、社会科を取り上げ、その考

え方を論述するとともに、それに基づく小・中学校の社会科の実践のあり方について明らかにしようとし

た。

まず、一貫性を図る教育については、社会科教育に現在求められている課題を明らかにし、続いて、社

会科の垂直的接続に基づく教育に関する考え方を論述している。さらに、大学生に対するアンケート調査

を基に、社会状況の現状を明らかにしている。この結果については、小学校から積み上げていく教育内容

を考えるだけでなく、大学生の現状から降りていく教育内容を考える際の情報の一つとなると考える。

次に、一貫性を図る教育については、小・中学校の垂直的接続を意識した社会科教育の実際について、

小・中学校で共通テーマを取り上げ、実践的な研究を行ったもので、その成果を明らかにした。なお、こ

の実践的研究は、小・中学校の教師の協働によって行われた成果で、一貫性の教育の実際の立場から検討

する際の情報として役立つと考える。

本研究で行われた社会科の一貫性に関する研究は、義務教育の最終段階で習得する社会科の学力とは何

かを考える際の一つの拠り所となると考える。

キーワード：一貫教育、学習指導要領、基礎基本、研究授業、内容構成、授業づくり、評価基準、授業書
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現在、学校では、週５日制のもと、【ゆとり】のある

教育活動のなかで、【生きる力】をはぐくむ教育が展開

されることになっている。しかし、そのねらいに基づく

教育の基準となる小・中学校学習指導要領の告示（平成

10年12月14日）後から、別の表現をすれば、その完全実

施（平成14年度）の前から、その基準による教育では、

明らかに学力低下を引き起こすという指摘が大学人を中

心に提起され、報道関係機関でもかなり取り上げられた。

そのため多くの国民、特に学校教育を受けている保護

者等の中にも心配の原因を作ることになった。それに対

し、当局者側は、学力は低下せず、【生きる力】をはぐ

くむことによって、21世紀に生きる子どもに必要な新し

い学力、つまりそれまで強調してきた「新しい学力観に

基づく学力」である「学ぶ意欲や思考力、判断力等の育

成」、それを更に進めた「自ら学び自ら考える力等の育

成」は十分にできるということを関係者の発言を通して

喧伝させるとともに、自らも緊急アピ－ル「学びのすす

め」（平成14年１月17日）を出し、学力低下論議の鎮静

化に努めてきた。そのため、現在では、学校教育のねら

いとして、【生きる力】を継続して堅持しながらも、学

力向上を目指す教育の推進が奨励されている。

現在、学校教育のねらいとして上掲されている【生き

る力】をはぐくむため、小・中学校については、各学校

とも、学力向上を重視しながらも、社会に起こるさまざ

まな問題に配慮し、徳育、体育の重視もおろそかにでき

ない状況にある。

ここでは、現状を踏まえ、社会科教育の課題、その解

決に向けた教育の考え方とその考え方を基にした教育実

践の方向を述べるとともに、社会科の学力向上に寄与で

きるようにする実践的な研究の成果を取り上げることに

した。

本研究の推進に当たって、最初に上げることのできる

特色の一つとして、大学、教育委員会及び小・中学校の

協働による理論的、実践的研究、つまり、共通のねらい

の実現に向け、それぞれのもてる力を結集する理論的、

実践的研究を行ったことを上げることができる。

研究過程で、大学に関係する教員は、社会科教育の現

状と課題、そして解決策を提示すること、小・中学校の

関係する教員は、研究者側からの提案に基づいて、教育

実践を積み上げること、そして、教育委員会に関係する

指導主事は、研究者の提言と小・中学校教員の実践の調

整を図ること、指導行政的視点からの助言を提示するこ

と等と、三者の持ち味を生かした研究を行ったことを上

げることができる。

次に、この研究に関しては、基本的にはそれぞれの日

常業務に支障を来さないようにすることに十分配慮して

行ったことを上げることができる。特に実践に当たる

小・中学校の教員は、研究成果については、実際の授業

を通して検証することになるので、研究授業を組むこと

になる。これについては、研究授業を行った教員は、平

常の授業に研究授業を組むことになったが、授業の改善

にもなる実践的研究であるということから、日常業務の

支障にはならなかったものと考える。

研究授業以外にも、数多く持たれた授業づくりに関す

る研究協議及び基本的な考え方と授業実践の連結に関す

る先の三者による研究協議等は、各学校の授業等、公務

終了後、研究会場校に集まって行われた。また、三者に

よる研究協議は、年１回ではあったが、１泊合宿で行わ

れた。

本研究は、茨城県鹿行教育事務所管内にある小学校と

中学校に勤務し、社会科教育に関心のある教員を中心に

行われた。同管内では、長年、社会科教育に関しては、

小学校と中学校に勤務し、社会科教育に関心のある教員

が研究組織をつくり、自主的に実践的な研究を進めてき

たという伝統がある。今回の研究も、その実践的な研究

の延長線上で行われたということであり、即席に作り上

げた組織による研究ではないということがいえる。

長年、小学校と中学校の教員で組織をつくり実践的な

研究を推進してきたので、今回は、一貫性という観点か

ら、社会科教育の実践的な研究を行おうということで意

見がまとまり、小・中学校社会科の垂直的な接続を重視

した実践の在り方について研究を進めてきた。

ここでは、最初に、社会科教育に関する基本的な考え

方を位置づけ、まず、垂直的接続の考え方を取り上げ、

小・中学校の社会科の教育内容上の関連性を論述してい

る。続いて、大学生の社会認識の実態に関して、アン

ケ－ト調査の結果を取り上げ、社会科の内容構成と学習

指導法の問題点、改善点について指摘している。

次に、社会科教育の実際について位置づけ、今回は、

地理的な内容と歴史的な内容について、小・中学校の垂

直的な接続を意識して行った研究授業や授業づくりの成

果を上げている。

なお、今回の実践的研究を推進するに当たって、この

期間中、茨城県行方郡麻生町（現、行方市）立麻生中学

校校長、河野勝雄先生の御指導、御支援をいただいた。

河野先生のお陰で、今回の実践的研究はここまでできた

ものと感謝申し上げる次第である。
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研究について

１：研究のねらい

社会科の授業改善を通して、学習指導の成果を高める

ことを目的とて、実践的な研究を行うこととした。

ここで行った研究では、小学校と中学校の社会科の指

導計画を見直し、学習指導の積み上げができるようにす

るという一貫性を図る観点から、指導計画を作成し、小

学校、中学校で授業を実際に行えば、学習指導の成果を

上げることができ、しかも、小学校と中学校の教員のそ

れぞれの実際の授業に関する緊密な連携が図れるものと

考え、授業を通して実証しようとした。

なお、小学校と中学校の社会科について、一貫性を図

る指導という表現を用いることもできるが、ここでは、

垂直的接続を重視した指導という表現を用いている。授

業の実際に当たって、各学校段階、各学年で、基礎的・

基本的な内容については、確実に定着させる指導を行う

ため、指導計画を作成することになる。その際、横の関

係、いわゆる他教科、他領域、または他分野との関連、

つまり水平的な関連については、指導計画の作成、授業

の実際等では配慮している。しかし、異なる学校段階、

異なる学年段階を見通した関連、つまり、垂直的接続に

ついては、あまり配慮してきていなかったといえる。特

に指導の実際に当たっては、該当学年の指導に専念する

ために、他学年、他学校段階にまで目を向け、関連につ

いて意識し、授業を行うことはなかったのではなかろう

か。

現在の学習指導要領については、改訂で、教育内容の

厳選と称して、各学校段階を越えて、教育内容の重複を

回避するために削減がなされた。このことは、実際の学

習指導においても、一回の学習活動を通して基礎的・基

本的な内容について確実に定着させようとすることにな

る。これでは、内容教科といわれてきた社会科の場合、

地理的内容、歴史的内容等については、同じ社会的事象

が取り上げられることから、積み上げができるようにす

る学習活動が行われるが、それまで否定するような学習

指導が行われるようになれば、社会科の学力低下問題が

指摘されることになる。つまり、教育内容の厳選が指摘

されるからこそ、学習指導における垂直的接続が重要な

課題となると考える。このことも、垂直的接続を取り上

げようとした契機の一つである。

現在の教育界の動向に目を向けると、特に義務教育の

見直し論議の中で、義務教育の最終段階の学年における

学力の到達点を明らかにしようとすることが問題となっ

ている。このことを考慮に入れると、実践を通して、到

達点に至るための学習指導の在り方を明らかにする必要

があると考え、義務教育段階を通した縦の関係、これに

ついて、垂直的接続という用語を用い、それを意識した

学習指導の実際の在り方について実証しようと考え、こ

の研究に取り組んだ。

２：研究の内容

２－１：垂直的接続を重視した社会科教育の考え方

社会科教育の課題として重視されていることは、社会

科の学力を確実に身に付けるため、基礎的、基本的な内

容の定着を図る教育を行うこと、社会科の学習成果を生

かし、自ら学び自ら考える力を育成するため、社会科と

総合的な学習の時間の関連を図る教育を行うこと、つま

り総合的な学習の時間において、社会科も含む各教科と

の関連・深化・統合を図る教育、別の言い方をすれば、

社会科も含む各教科と総合的な学習の時間との還流を図

る教育を行うことである。これは、教育内容の厳選に基

づく教育の実施の中では、学習内容の定着を図る学習指

導が充実するようにするため、各教科等の水平的なかか

わりだけでなく、小・中学校の接続を意識した各教科等

の指導を取り入れること、つまり、垂直的なかかわりを

も取り入れた教育を社会科として行う必要があるという

ことである。

この内、垂直的接続を重視した教育を行うようにする

には、授業を行うに当たって、それぞれの教員が、小・

中学校における教育内容の分担と継続性・発展性を明確

に把握すること、問題解決的な学習の継続的な発展を支

援すること、自ら調べ自ら考える力の育成を図ること、

学び方やものの見方や考え方の着実な定着を図ること、

学習意欲の高揚を図ること等を上げ、体系的、計画的に

実践していく必要があると考える。

小・中学校の垂直的な接続を意識した授業を展開する

には、指導計画の作成と授業づくりをどのようにするか

ということが問題となる。その際、学校教育に対する現

在の諸要請を踏まえ、特に指導と評価の一体化を図るこ

とのできる小・中学校の指導計画を作成すること、その

中では、両学校段階の役割分担と継続性、発展性を明確

にすること、小学校の学習成果を踏まえた学習活動を設

定すること、小・中学校の交流を位置づけた学習活動を

位置づけること、地域素材の教材化を図り体験的な学習

を導入し、地域の人々の参加・協力を得た学習活動が行

えるようにすることである。
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意図的、計画的に行う指導計画の作成と授業づくりに

取り組む協働研究では、小・中学校の教員が社会科の学

習指導における役割分担と継続性、発展性を念頭に、垂

直的接続を意識した授業、主体的に行われる学習活動と

その支援の在り方についての追究に取り組む必要がある

ということである。

本研究では、以上のような課題意識に基づき、小・中

学校の教員にとって取り組みやすく、子どもにとっては

分かりやすい授業づくりに関する実際的な研究に取り組

んだ。

また、本研究では、垂直的接続を意識した授業を構想

する際、継続性、発展性という積み上げだけでよいもの

かどうかに疑問を持ち、学習経験を積んだものの状況を

明らかにすることによって、積み上げる内容を見直す情

報も得られるのではないかと考えた。そこで、一つの情

報を得るため、学習経験を積んだものとして、大学生を

とらえ、学習内容の定着の実態を把握しようとした。今

回は、大学生の社会認識の実態を把握することを目的に

アンケ－ト調査を行った。調査対象となった学生は、教

員免許を取得することを目的として社会科教育について

学んでいる学生で、調査には協力的であった。

ここで取り上げたアンケ－ト調査に協力してくれた学

生の数は、統計上、少ないのではないかいう心配もある

かもしれない。しかし、この研究では、各設問に関する

回答について、統計的処理に終わるのではなく、数量的

把握を通して、傾向性をとらえ、それを基に、具体的な

反応を分析する方法を取ることにした。つまり、本研究

においては、数量的把握と質的分析により、学生の実態

をとらえようとしたので、回答数の分析だけでは終わら

ないようにしようとした。

２－２：垂直的接続を意識した社会科教育の実際に関す

る研究について

今回、「垂直的接続を意識した社会科指導」と題する

実践的な研究を行うに当たり、本研究を社会科プロジェ

クトと呼び、研究を進めてきた。ここでは、今回行って

きた実践的研究の過程について取り上げることにする。

①本プロジェクト結成の動機

社会科は、我が国の歴史や、地域の学習、政治の学習

などにおいて、一見すると小・中学校で重複する学習内

容の多い教科ではないかと考えた。

それにもかかわらず、小・中学校において、それぞれ

の学習内容がどのように違うのかを理解している教員は

少ないのではないだろうか。実際、かなり詳細な内容に

まで立ち入って指導している小学校の歴史の授業、小学

校中学年の学習と同じ活動を繰り返しているような中学

校の身近な地域の学習における調査の指導など、多く見

受けられる。そのような授業を目にするたび、「小学校

でここまで教える必要があるのだろうか。」とか、「中学

校でこんなところまで教えなければならないのか。」等

の感想を持った教員が少なからずいたことは確かであ

る。

学習指導要領の指導事項については、小・中学校の子

どもの発達段階を考慮しつつ、各内容が位置づけられて

いることはいうまでもない。したがって、それを無視し

て指導することは、無駄な内容の指導になったり、必要

な内容の指導を行えなくなったりすることになるおそれ

がある。特に茨城県の場合、教員の移動に関しては、

小・中学校間での移動が盛んに行われており、それに不

安を抱かない教員は少なくない。そこで、小学校から中

学校、中学校から小学校にと移動したての教員が、社会

科の授業に抱いた不安を取り除くことができたらよいの

ではないかということも考え、本プロジェクトを立ち上

げたのである。

②実践的な研究のねらい

小・中学校の学習指導要領を基に、それぞれの学校の

社会科の学習内容の違いを明らかにし、社会科を指導す

る教員がすぐ分かり、すぐに授業に生かせる授業展開の

見本を作成することをねらいとした。

③研究の方法

ア　研究期間

平成15年６月から平成17年３月

イ　研究の流れ

本プロジェクトの研究に当たっては、茨城県鹿行地区

の教員でもって組織する。その教員が、職務がある中で

集まって研究をするので、研究のための会合は月１回を

目標に行うことにした。

研究会では、小学校、中学校の社会科の教育内容のう

ち、特に類似点・共通点が多いと思われる単元を先に洗

い出し、そこに認められる違いを比較、分析していこう

ということになった。その具体的な手順・方法は次の通

りである。

（ｱ）その単元にかかわる内容について、小学校、中

学校それぞれの学習指導要領をできるだけ詳細な

部分にまで整理した表（以下、目標分析表と表記）

を作成する。

（ｲ）目標分析表を基に、類似点・共通点及び相違点

に焦点を絞り、小学校・中学校の違いをとらえや

すい表（以下、比較関連表と表記）を作成する。

－ 52 －

野：小・中学校社会科の垂直的接続に基づく教育

第31号-06-高野  06.3.20  5:27 PM  ページ52



また、必要に応じて、その表を基に、それぞれの

系統性を分析する。

（ｳ）比較関連表を基に、小学校と中学校の学習内容

の違いだけを取り上げた表（以下、指導のポイン

トと表記）を作成する。

（ｴ）指導のポイントを基に、教員に見やすい授業展

開例（以下、授業書）を作成する。

ウ　研究対象となる学習単元及び事例

（ｱ）平成１５年度

地理学習

小学校 気象条件か 茨城県の特 我が国と経

ら見て特色 色 済や文化な

ある地域の ※学習指導 どの面でつ

人々の生活 要領　第３ ながりが深

（事例地： 学年及び第 い国の人々

雪の多い地 ４学年の内 の生活の様

域） 容（６） 子

※学習指導 ※学習指導

要領　第５ 要領　第６

学年の内容 学年の内容

（４） （３）ア

中学校 地域の規模 地域の規模

に応じた調 に応じた調

査（事例地 査（事例地

：茨城県） ：アメリカ

※学習指導 ）

要領　地理 ※学習指導

的分野の内 要領　地理

容（２）イ 的分野の内

容（２）ウ

（ｲ）平成16年度

地理学習 歴史学習

小学校 我が国と経済や文化 取り上げる歴史的事

などの面でつながり 象：日清・日露の戦

の深い国の人々の生 争

活の様子 ※学習指導要領　第

※学習指導要領 第６学年の内容（１）

６学年の内容（３） キ

ア

中学校 地域の規模に応じた 取り上げる歴史的事

調査（事例地：アメ 象：日清・日露戦争

リカ） ※学習指導要領　歴

※学習指導要領　地 史的分野の内容（５）

理的分野の内容（２） ウ

ウ

なお、ここで取り上げた事例は次の通りである。

【事例１】地理学習

小学校：気象条件から見て特色ある地域

第５学年

中学校：地理的分野　自然環境から見た日本の地域的

特色　第２学年

【事例２】地理学習

小学校：わたしたちの県　第４学年

中学校：地理的分野　都道府県の調査（事例地：茨城

県） 第１学年

【事例３】歴史学習

小学校：世界に歩み出した日本　第６学年

中学校：歴史的分野　日清・日露の戦争と近代産業

第２学年

【事例４】地理学習

小学校：我が国と経済や文化などの面でつながりの深

い国の人々の生活の様子　第６学年

中学校：地理的分野　地域の規模に応じた調査（事例

地：アメリカ） 第２学年
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１：社会科教育に求められる課題

１－１：学校教育の課題

現在、学校において推進されている教育は、中央教育

審議会が平成８年７月の答申のなかで提言している考え

方、つまり、【ゆとり】のある教育活動を通して【生き

る力】をはぐくむ教育である。この提言については、教

育課程審議会が平成10年７月、小・中・高等学校等の教

育課程の基準の改善に関する答申に受け継がれ、答申の

中で、教育課程の基準の改善に当たっての基本方針とし

て、次の四点が上げられている。

① 豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人と

しての自覚を育成すすること。

②　自ら学び、自ら考える力を育成すること。

③ ゆとりある教育活動を展開する中で、基礎・基本の

確実な定着を図り、個性を生かす教育を充実すること。

④ 各学校が創意工夫を生かし特色ある教育、特色ある

学校づくりを進めること。

この基本方針を基に改訂された学習指導要領は、小・

中学校については、平成10年12月14日に告示、平成14年

度から実施、高等学校については、平成11年３月29日に

告示、平成15年度の第１学年から学年進行で実施されて

きた。

その間、中央教育審議会答申によって提言された【ゆ

とり】と【生きる力】についての考え方については、新

鮮さがあって受容する方向にあったが、教育課程審議会

答申及び学習指導要領の告示によって、完全学校週５日

制の実現と教育内容の３割削減による教育課程の基準が

明らかになり、特に【ゆとり】教育は、教育内容削減で

あり、学力低下を招くとして、批判の論議が高まった。

これに対して、当局者側及びその関係者からは、教育内

容削減であっても、そこで育成する学力は２１世紀に生

きる子どもに必要な学力を育成できるとして反論を繰り

返した。

しかし、文部科学省は、平成14年１月17日、まさに、

学校週５日制による新学習指導要領の実施年度を目前に

控えた時、緊急アピ－ルとして『学びのすすめ』を出し、

その中で、次の五つの基本方針を示すとともに、「確か

な学力」の育成を強調し、学力の向上に努めることを訴

えた。

① きめ細かな指導で、基礎・基本や自ら学び自ら考え

る力を身に付ける

② 発展的な学習で一人一人の個性等に応じて子どもの

力をより伸ばす

③　学ぶことの楽しさを体験させ、学習意欲を高める

④　学びの機会を充実し、学ぶ習慣を身に付ける

⑤ 確かな学力の向上のための特色ある学校づくりを推

進する

また、平成15年10月には、中央教育審議会の答申が出

されたが、それを基に、同年12月26日には、学習指導要

領の一部改正が行われた。その際、改訂の趣旨として次

の３点を上げている。

①　学習指導要領の基準性を踏まえた指導の一層の充実

②　総合的な学習の時間の一層の充実

③　個に応じた指導の一層の充実

現在の学校教育は、【ゆとり】と【生きる力】の教育

の重視といいながらも、中核となるのは、学習指導要領

の改正の趣旨に示された、先の３点を課題として、その

解決に取り組むことになっているのである。

１－２：「確かな学力」の育成

先の緊急アピ－ル及び学習指導要領の改正の趣旨を生

かした教育を推進するに当たって、各学校においては、

特に各教科の指導を通して、基礎・基本の定着と個性教

育の重視による教育を推進して行く中で、「確かな学力」

を育成することになる。

この「確かな学力」については、その指摘の中で、知

識・技能に加え、自分で課題を見付け、自ら学び、主体

的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能

力と定義されている。つまり、基礎・基本として、知

識・技能のみならず、学ぶ意欲、学び方、問題発見能力、

問題解決能力、、思考力、判断力、表現力などを育成す

ることを意味している。

学力については、「確かな学力」よりも先に、平成13

年４月の指導要録の改訂の通知文で、「学力については、

知識の量のみでとらえるのではなく、学習指導要領に示

す基礎的・基本的な内容を確実に身に付けること（注１）は

もとより、それにとどまることなく、自ら学び自ら考え

る力などの「生きる力」がはぐくまれているかどうか（注２）

によってとらえる必要があります。」と述べている。

この内、注１の部分については、学習指導要領に示す

基準は最低基準であるという見解が取られるようになっ
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たため、共通の内容として確実に定着させるようにする

指導を行う必要があることを明示している。また、注２

については、学習指導要領に示す基礎的・基本的な内容

を確実に身に付けることだけではないといっていること

は、各教科等の指導だけでなく、新たに設置された「総

合的な学習の時間」を含め、両者を通して育成する力を

学力といっていると考える。

ところで、学力について、指導要録の改訂の中で述べ

られている学力についての定義があるが、「確かな学力」

では、それをより詳細に述べたものといえる。したがっ

て、「確かな学力」とは、各教科のみならず、総合的な

学習の時間含むそれらの指導を通して育成されるものと

してとらえる必要があるということである。このことか

ら、学校教育においては、【生きる力】をはぐくむため、

豊かな人間性、健康・体力とともに、確かな学力の育成

に取り組んでいるということになる。

１－３：達成度評価から、到達度評価へ

子どもの学習成果については、学習指導要領に基づく

学習指導の成果を評価することになる。現在の【生きる

力】をはぐくむことになる学校教育の成果については、

平成10年の教育課程審議会の答申にあるように、「評価

に当たっては、知識や技能の到達度（注１）を的確に評価す

ることはもとより大切であるが、それにとどまることな

く、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資質

や能力までをも含めた到達度（注２）を的確に評価していく

ようにすること」になる。なお、この内、注１では、到

達度と表現し、その対象として知識や技能を位置付けて

いることに注目すると、これらについては、例えばペ－

パ－テストで容易に到達度を測定できる。また、注２で

は、到達度の対象として学ぶ意欲や思考力等を位置付け

ていることに注目すると、これらは、例えばペ－パ－テ

ストでは容易に測定できない。この点に着目し、子ども

の学力の育成に取り組む必要がある。

教育課程審議会の答申の指摘には、評価について注目

すべき点が二つある。一つは、知識・技能の評価と、資

質・能力の評価を上げていることである。前者について

は、ペ－パ－テストで、後者については、それ以外の方

法で評価することになる。ここで大切なことは、新しい

ねらいについては、それが到達できたかどうかを評価す

ることであり、これが指導と評価の一体化の基本になる

ということである。逆に言えば、ペ－パ－テスト以外の

評価方法の開発無しには、現在期待されている学力の育

成の成果を確認することはできないということである。

もう一つは、「到達度」という用語を用いていること

である。現在、個性教育の充実の立場から、目標に準拠

した評価の実施（絶対評価）、途中の評価として、形成

的評価の充実、また、評価の方法として、現在、表現力

の育成の重視等が指摘されていることも考慮して、評価

方法の多様化を図ることが重視されている。これらは、

基礎・基本の定着を図る指導を行う上では必要なことを

意味している。つまり、一人一人が目標の実現に至るこ

とを意図しているので、「到達度」という表現を用いて

おり、それに対して、ほぼ実現できればよいという程度

の実現状況を認めればよいという意味合いで用いられて

いるのが「達成度」という用語である。このことは、指

導の成果では、多くの子どもがほぼ実現できらばよいと

いう状況の評価から、一人一人が確実に目標を実現でき

るようにするという評価、つまり、達成度評価から、到

達度評価への変化を認めることができる。

１－４：社会科教育の課題

社会科教育においては、学校教育の課題を踏まえ、特

に指導と評価の一体化に関しては、確かな学力を育成す

るため、観点別学習状況を評価できるようにすることを

意図し、指導と評価の一体化が図られる指導計画を作成

し、それを基に実践に当たる必要がある。その際、観点

別評価規準については、国立教育政策研究所を中心に作

成された観点別評価規準表が一つの参考となろう。

指導と評価の一体化を図る授業の実際については、フ

ロンティア・スク－ルの実際的研究で行われた実践的な

研究、つまり、例えば、発展的な学習、繰り返し指導、

学習の習熟に応じた指導等、個性教育の重視による授業

の実際、いわゆる教育課程の基準にとらわれない指導の

実際、創意工夫による指導の実際に学ぶことである。

ところが、社会科の場合、基礎的、基本的な内容の指

導との関連で具体的に取り上げる内容については、学習

指導要領の告示後、かなりの変化が認められる。このよ

うな内容についても、社会科では、社会の変化に対応で

きる資質・能力の育成が要請されることから、更新する

ことが重要な課題となる。

例えば、食料・農業・農村基本法（平成11年）、漁港

漁場整備法（平成13年）、森林・林業基本法（平成13年）

については、小・中学校学校の産業に関する学習、食料

生産に関する学習に生かす教材研究の対象となるのであ

る。特に、我が国の食料生産における自給率の向上策に

ついては、重要な内容となるのである。

我が国の法律改正については十分理解し教材構成のす

－ 55 －

帝京大学文学部教育学科紀要　第31号（2006年３月）

第31号-06-高野  06.3.20  5:27 PM  ページ55



ることである。例えば、内閣制度の改正により、特務担

当の大臣が設置されたこと、そして食品安全対策が取ら

れていること等を上げることができる。これらについて

は、身近な生活との関係で取り上げ、法律に関心を持た

せる教育を推進することである。現在、法教育重視の動

きを認めることができるが、これは、裁判制度の改正、

法科大学院の設置等から強調されているが、そればかり

でなく、法律を身近なものととらえることができるよう

にするとともに、法律の作成に前向きになる人間を育成

する上からも必要なことである。必要に応じては、法律

の矛盾にまで気付かせ、その改正についての意識を育成

できるようにするまで行けたらよいのではないであろう

か。これまで指摘すると、政治教育と同じような問題が

起きるかもしれないが、両方とも受け身の教育では、社

会を動かすようになる人間を育成することはできないの

ではないであろうか。まさに、政治・経済等にかかわる

公民的な内容については、行政的判断による内容では行

きづまった社会を切り開く人間を育成する教育はできな

いものと考える。

２：垂直的接続に基づく社会科教育の内容

２－１：社会科教育における垂直的接続に基づく教育の

意義

なぜ、今、社会科教育で垂直的接続を重視した教育を

構想、実施するのであろうか。ここではまず、社会科教

育における垂直的な接続を重視した教育の意義について

述べることにする。

第一には、人間とは、一生涯、社会の中に生活し、社

会の諸事象とかかわりをもって生きていくことになるの

である。そのため、社会科、地理歴史科・公民科の教育

では、特にそれぞれの学校段階の基礎的・基本的な教育

を総合的な学習、分野別の学習、専門的・系統的な学習

を通して行うことになっている。それらの学校段階の垂

直的な接続を重視した教育を行うことによって、生涯学

習の基礎をより一層効果的に育成することができるとい

える。

一人一人の人間が、予測不可能な変化する社会の中で

生活する場合、社会の諸事象とのかかわり無しには生き

ていけない。そのため、学校教育では、保護的制約の中

でも、実際にそれとのかかわりを持ちながら、社会的事

象とのかかわり方、将来の生活におけるかかわり方を学

んでいくことになる。これは、現在の生活に適応して生

きながら、今後の社会での在り方生き方における適応の

仕方を学んでいくことになることを意味している。

特に社会科及び地理歴史科・公民科については、公民

的資質の育成を担う中心的な重要な教科として位置づけ

られている。その期待に応えるには、それらの教科を通

して、垂直的接続を基に熟慮した計画とその実現によっ

て可能となるのである。

第二には、人間とは、一人一人が生きていく上で、共

通の知識・技能・態度を身に付けることによって豊かに

生きていくことができるのである。そのため、社会科教

育では、共通の教育を行う中学校段階までの教育内容に

ついて、累積的学習ができるようにするため、垂直的接

続を重視した教育を行うことは、共通の知識・技能・態

度の指導を効果的に行えるといえる。

一人一人の人間が、自ら主体的に生き、社会の発展に

寄与できるようにするには、まずは現在に期待される基

礎的・基本的な知識・技能・態度を身に付ける必要があ

る。そのため、学校教育では、個人の興味、関心、進

路・適性等を考慮し、個性教育を重視し、選択による各

教科・科目の履修を強調しながらも、共通の教育では、

選択学習が可能となる基礎的・基本的な内容について学

んでいくことになる。これは、個性的な生き方を可能と

する学習をしながらも、国民として生きていくために必

要な共通の知識・技能・態度を身に付けていくことにな

ることを意味している。

特に社会科については、現在、小学校第３学年から中

学校第３学年までの７年間で、公民的資質の基礎の育成

を目標として、国民として共通に必要な知識・技能・態

度の教育を行うことになる。その期待に応えるには、７

年間の教育を通して目標の実現を図るため、教科の役割

を明確にした計画と実践を行うことになる。その際、各

学年における各教科等との横の関係、つまり水平的な連

携を図るとともに、社会科の縦の関係、垂直的接続を重

視することによって、その期待に十二分に応えることが

できるのである。

第三には、人間とは、一人一人が共通の目標について

成就感を味わうことによって、民族の培ってきた文化や

伝統を共有できるのである。そのため、社会科教育とし

て、義務教育の最終段階における到達点を明確にできれ

ば、垂直的な接続を重視することによって、義務教育修

了段階の成就感を味合わせるための学習過程を効果的に

構成することができるといえる。

一人一人の人間が、充実した生活を送れる源になって

いるのは、日々の生活に設定する目標に到達し、成就感

を味わえる経験を積んでいるからである。そのため、学

校教育においても、一人一人が成就感を味わえる経験を

－ 56 －
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積ませることである。これは、一人一人がその経験を積

むことによって、現在及び将来において生きる意味を考

えるための糧となることを意味している。

特に社会科教育では、公民的資質の基礎の育成を図る

ことには共通理解ができても、具体的に学ぶことになる

内容について論議すると、一概には共通点を見いだすこ

とに困難を来すことが多い。しかし、義務教育段階にお

ける最終の到達点を明らかにすれば、垂直的な接続を重

視することによって、学習経験を積ませる内容に関して

はこれまでよりは共通理解を得ることは可能となるので

ある。

２－２：垂直的接続に基づく社会科教育の内容

２－２－１：発展性と継続性の認められる教科目標

社会科教育の内容については、ここでは、各学校の教

育課程編成の基準となっている指導事項を取り上げる。

学習指導要領によれば、社会科は、小学校の４年間と

中学校の３年間に位置づけられている教科である。その

両者の教科目標は、表示の内容となっている。この内、

小学校と中学校の目標の前半では、それぞれの学校段階

の独自の目標を明示しており、後半では、小学校、中学

校ともに共通の内容の目標を明示している。

【小学校】

社会生活についての理解を図り、我が国の国土と歴

史に対する理解と愛情を育て、国際社会に生きる民主

的、平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的

資質の基礎を養う。

【中学校】

広い視野に立って、社会に対する関心を高め、諸資

料に基づいて多面的・多角的に考察し、我が国の国土

と歴史に対する理解と愛情を深め、公民としての基礎

的教養を培い、国際社会に生きる民主的、平和的な国

家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養

う。

これは、それぞれの段階では独自の目標の実現を図り

ながらも、小学校及び中学校の社会科の教育を通して、

共通の目標を実現することを示しているといえる。それ

故、小学校と中学校の連携による教育を意図的に行うこ

とはその教育の目標の実現をより効果的に行うことにな

るのである。

また、小学校独自の目標と中学校独自の目標について

比較してみると、小学校については、我が国の国土と歴

史に対する理解と愛情を育てるという文言、中学校につ

いては、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め

るという文言になっている。これは、小・中学校の社会

科教育では、公民的資質の基礎の育成を共通の究極的な

目標に掲げ、小・中学校それぞれでは、一方で「育成」

を掲げ、他方で「深めること」を掲げ、両者で独自の教

育を実施しながらも、その教育には発展性・継続性が認

められるのである。

この点に着目してみると、社会科教育では、共通する

社会的事象を取り上げながらも、目標に合わせた取り上

げ方になっているので、それぞれの学校段階では独自の

取り上げ方になっていることが理解できる。そのため、

両者の指導事項について、関連性を明らかにし、それぞ

れの扱い方を理解することは重要なことである。

２－２－２：関連性の認められる教科内容

教科目標に共通性が認められるということは、教科内

容にも共通性が認められるといことである。この件につ

いては、例えば、地域学習について取り上げてみると、

小学校では、地域として、身近な地域と市（区、町、村）

を位置づけ、地理的環境、産業や消費生活の様子、人々

の健康な生活や安全を守る諸活動、人々の生活の変化や

地域の発展に尽くした先人の働きについて理解させるこ

とになっている。それに対して、中学校では、地域とし

て、「地域の規模に応じた調査」の中に、「身近な地域」

を「都道府県」、「世界の国々」とともに位置づけ、市町

村規模の地域的特色をとらえる視点や方法を身に付けさ

せることになっている。

この場合、小・中学校ともに、地域という用語を用い

ているが、小学校では、身近な地域については、市町村

規模よりも狭い範囲にとらえる用語として用いている。

それに対して、中学校では、市町村規模にとらえている

用語として用いている。これについては、規模の大小に

なるが、発達段階にあった地域の取り上げ方ができる配

慮があるものと考えることができる。

ところが、学習の進め方についてみると、小学校につ

いては、第３・４学年で、先に上げたような内容につい

て理解できるような学習を順次取り上げ、継続して学習

することになる。それに対して、中学校では、地域を調

べる視点や方法といっているが、学習指導要領の該当箇

所では具体的には述べていない。しかし、学習指導要領

解説では、地域的特色をとらえる視点として、環境条件

（自然的条件と社会的条件）、他地域との結びつき、人々

の営みなどを上げている。また、学習指導要領の地理的

分野の内容に、「様々な面からとらえた日本」という指
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導事項がある。この中で、日本の地域的特色をみる視点

として、自然環境、人口、資源や産業、生活・文化、地

域間の結び付きを上げている。この学習の進め方は、同

時に、違った視点から分析的に学習していくことになる

のである。

このことから気付くことは、小学校では、将来視点と

して活用できるようにする基礎教育を行えるようにする

ため、先のように、自然環境は、産業は、消費生活はと

いう学習を順次、継続的に行えるようにしているのでは

ないかということである。それに対し、中学校では、地

域的特色をみる視点を身に付け、同時に、その視点を使

って、様々な規模の地域を調べることできるようにして

いるのではないかと考える。

このように、教科目標に共通性、発展性が認められる

ということは、教科内容の位置づけにも共通性、発展性

が認められるということである。この点に着目して、教

科内容となる小・中学校の指導事項を分析し、両者の関

連性を明らかにするとともに、それぞれの取り上げ方の

特色を整理しておくことは、垂直的接続を重視した教育

を推進するには重要なことである。この点に関して、本

論の第１部の最後に、この実践的な研究に当たって作成

した、小・中学校の「学習対象の関連」を取り上げてい

る。このことからは、小・中学校の内容の関連が分かる

ようになている。また、関連ある内容については、扱い

方の違いについて理解できるように分析しておくことで

ある。これらの点ついての実践的な研究の内容は、第２

部に取り上げる。

歴史に関する内容については、日本の歴史として、ま

た、その歴史上の主な事象について、垂直的接続を図っ

た指導計画の作成と実施について検討する必要がある。

更に、歴史については、小・中学校とも歴史上の人物を

取り上げる学習を重視しているので、十分に検討する必

要がある。

政治、経済等に関する公民的な内容については、例え

ば、法律を取り上げると、具体的な法律名は取り上げら

れなくとも、食品安全に関する内容は取り上げられてい

る。このように、具体的レベルにわたっても、垂直的接

続に関する検討課題はあるのである。

社会科の教育内容については、他教科等にはない共通

性と発展性を認めることができるので、その指導効果を

高めるには、垂直的接続を重視した教育は重要な方策と

なると考える。

３：大学生の社会認識の現状

３－１：身近な地域に関する認識

大学生が「身近」という地域性をどのように意識して

いるかについて、実態把握をすることを目的としてアン

ケ－ト調査を行った。この調査の被調査者となった学生

は、小学校教員免許を取得することを目的として学んで

いる学生である。

「あなたが身近に感じる都道府県とはどこですか。」

という内容の質問に対して、57名から回答を得た。その

内訳は次の通りである。

・「自分の出身地の都道府県」 38名

・「自分の住んでいる都道府県」 ８名

・「自分の住んでいる都道府県に

隣接している都道府県」 10名

この設問を設定するに当たって、最初から、「身近に感

じる都道府県」という言葉のもつ意味について、学生が、

出身都道府県、現在住んでいる都道府県と意識しているだ

ろうと予測していた。それに対し、予想通りの回答が多か

ったものの、想定外の回答として、「隣接する都道府県」

を上げる学生が、回答者の20％弱に認められた。

「隣接する都道府県」を身近に感じる理由について取

り上げてみると次のような記述になっている。

○・隣の県によく行くから。・友人が住んでいて遊びに

行くから。・よく遊びに行くから。

○・自分の住んでいるところの近くだから。・川をはさ

んだ向側にあるから。

○・家が隣接する県に囲まれているから。・隣接する県

だから。・隣接しているから(2)。

○・よく旅行に行くから。

このように、「身近に感じる都道府県」について、「隣

接都道府県」と回答する学生は、よく行くところ、隣接

するところという意識をもっていることが分かった。

この結果から言えることは、「身近な地域」という概

念についての理解が十分でないということである。

続いて、「あなたが身近に感じる都道府県地形の特色」

といったらどのように説明しますかという内容の質問に

対し、先の「身近に感じる都道府県」について、自分の

出身地と回答した学生は38名いたが、その内、35名は、

文章の長短、内容の程度等に多少の違いはあっても、地

形を上げての指摘ができていた。

また、身近に感じる都道府県いついて、「住んでいる

ところ」と回答した学生は８名いたが、その内、６名の
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学生は、文章の長短、内容の程度に差はあるものの、地

形に関することを上げての説明ができていた。しかし、

残りの２名の学生のうち、１名は、東京に住んでいるよ

うで、23区に分けられていると回答している。これは質

問にある「地形」の意味について気付かなかったことに

よるものと考える。残りの１名は、「分かりません。」と

回答していた。これは、大学入学後、東京に移ったこと

により、今住んでいる地域の地形について理解できなか

ったことによるものと推測できる。

続いて、「身近に感じる都道府県」について、三つな

いし四つに分けて、「それぞれの地域について、自然環

境、産業等から説明できますか。」という内容について

質問した。この質問に対して、先の「身近に感じる都道

府県」について「出身地」と回答した学生は38名いたが、

その内、25名の学生は「身近に感じる都道府県」につい

て、三つないし四つに分けて説明できていた。

残りの13名の学生はその説明ができていなかった。

ここでは、学生の多くが、「身近に感じる都道府県」

を「出身地」として上げていたので、説明できる学生が

多かったのは当然といえる。しかし、説明できていない

学生について、その記述内容を取り上げてみると、三つ

に分けていても、内容的に説明できていない場合、二つ

にしか分けることができず、内容的に説明が不適切であ

る場合等、地域についての説明力不足を指摘することが

できる。

なお、「身近に感じる都道府県」について、「住んでい

るところ」と回答した学生、「隣接する都道府県」と回

答した学生、何れも、「身近に感じる都道府県」につい

て三つないし四つに分けて説明することについては回答

できていない学生が多かった。特に後者の学生は、「隣

接する都道府県」を上げていることから、認識の程度が

低いことは当然のことと考える。

この結果から言えることは、身近な地域としての都道

府県については、地域を取り上げる視点からの説明がで

きるように十分に育成されていないということ、身近な

地域について、地域内を幾つかに分けた場合、それぞれ

の地域についての特色を説明できるように育成されてい

ないということである。

先と同一の学生を対象に行った「身近に感じる市

（区・町・村）はどこですか。」という内容の質問に対し

て56名から回答を得た。この質問に対しては、すべての

学生が地元を上げていた。

この学生に対して、「その地域の主な生産活動といっ

たら何を上げますか。」という内容の質問をしたところ

49名の学生は主な生産活動を例示することができてい

た。例示している主な生産活動についての内訳は次のよ

うになっている。

・農業生産・稲作 28名

・野菜

・果樹

・水産業 ３　

・工業生産・金属工業 １　

機械工業 ３　

精密工業 ２　

印刷工業 １　

食料品工業 １　

繊維工業 ３　

皮革品工業 １　

工業 ２　

・水道業 １　

・その他（炭・市場・オフィス） ３　

ここでは、身近な地域として上げた市（区・町・村）

の生産活動について、９割強の学生が具体的に表現でき

ているということである。なお、中には、工業と漠然と

した表現でしか指摘できない学生もいる。

それに対して、７名の学生は例示できずに、「分かり

ません。」と回答していた。これらの学生は、「身近な市

（区・町・村）として、渋谷区、横浜市、川崎市、多摩

市、習志野市、町田市を上げていた。これについては、

都市部であるため、例示する内容に悩んだものによるも

のと考える。また、水道業と回答した学生は、水源とな

るダムの近くを上げているため、水道業が盛んと例示し

ている。これに付いては、生産活動の意味が分からなか

ったことによるものと考える。なお、１名の学生は、生

涯学習センタ－ト回答していた。これは、設問の意味が

分からなかったことによるものと考える。

この結果から言えることは、都市部における主な生産

活動といった場合、指摘できていない学生がいるという

ことは、生産活動が見えにくいことによるものではない

かということである。

先と同一の学生を対象に行った「身近な市（区・町・

村）はどこですか。」という内容の質問に対して53名か

ら回答を得た。この質問に対しては、すべての学生が地

元を上げていた。

この学生に対して、「身近な地域を代表する歴史上の人

物といったら、誰を上げますか。」という内容の質問を
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したところ53名の内、31名の学生は人物を例示でき、後

の22名はできなかった。できない理由を上げてみると、

17名は分かりませんという回答であった。白紙３名、忘

れました１名であった。しかし、１名であったが、「自

分の身近には歴史に名を残した人物はいないと思いま

す。」という回答があった。この件についてはこれまで

の学習経験が十分でなかったということであろうか。

先と同一の学生を対象に行った「出身県（都・道・府）

はどこですか。」と、地域の範囲を広げて質問したとこ

ろ、54名から回答を得た。この質問に対しては、53名の

学生が出身県（都・道・府）を上げていた。

この学生に対して、「出身県（都・道・府）を代表す

る文化財は何ですか。」という内容の質問をしたところ

54名の内、41名の学生は文化財として、建造物、民俗芸

能、遺跡、古墳等を上げ、例示できていた。後の14名は

例示できなかった。例示できない理由を上げてみると、

17名は分かりませんという回答であった。これらの学生

の出身地は、茨城（２名）、埼玉（１名）、千葉（１名）、

東京（４名）、神奈川（３名）、山梨（１名）、不明（１

名）であった。そして、そのすべての学生が分かりませ

んという回答であった。先の質問は狭い地域を対象に聞

いたので、分かりませんと回答した学生が多かったもの

と考え、地域を広げて聞いたところ、予想通り回答は多

かったものの、先のような出身地の学生が例示できなか

ったということは、学習経験が乏しいのか、それとも現

在の認識程度が低いのか、判断に苦慮するところである。

地域を上げ、その地域を代表する歴史上の人物と文化

財に関する調査を通して言えることは、地域理解の認識

に問題があるのではないかということである。このこと

から、先の質問内容も含め、今後の小・中学校では地域

学習について、充実する必要があるのではないかという

ことである。

３－２：歴史上の人物に関する意識

大学生に対して行ったアンケ－ト調査、「歴史上の人

物で、好きな人物・尊敬する人物はいますか。」（平成17

年６月９日実施）を取り上げ、現在の大学生の考えてい

る「歴史上の好きな人物・尊敬する人物」に関する意識

について考察することにする。

この設問は、「歴史上の好きな人物・尊敬する人物」

という「問い」に回答するものであった。実施の状況で

は、日本史上の人物を取り上げる状況にあったが、外国

の歴史上の人物を上げる学生もあった。

この設問では、まず、学生は、「好きな人物・尊敬す

る人物」が「いる」か「いない」かを回答し、続いて、

「好きな人物・尊敬する人物」を例示し、その理由を簡

潔に記述するものであった。その結果、198名から回答

を得ることができた。なお、例示する人物の数について

は記述しなかったが、ほとんどの学生が一人例示してい

た。しかし、中には、複数の人物を例示する学生もいた。

調査結果、「好きな人物・尊敬する人物」が「いる」

と回答した学生は、180名（男子162名、女子36名）、「好

きな人物・尊敬する人物」が「いない」と回答した学生

は、18名（男子16名、女子２名）であった。その内、

180名の学生が「好きな人物・尊敬する人物」として例

示した人物の延べ人数は、213人（男子177人、女子36人）

であった。また、「好きな人物・尊敬する人物」として

上がった人物の実数は、71人であった。

学生が「好きな人物・尊敬する人物」として上げた人

物について、上位10人、つまりベスト・テン及び例示し

た人物をまとめて表示すると、表３－２－１Ａのように

なる。

表３－２－１Ａ：歴史上の好きな人物・尊敬する人物

（平成17年６月９日実施）

人物名 全体 男子 女子

１　豊臣秀吉 026名 20名 06名

２　織田信長 018名 17名 01名

３　坂本龍馬 017名 17名 00名

４　徳川家康 009名 09名 00名

５　福沢諭吉 008名 07名 01名

６　近藤勇 007名 06名 01名

７　聖徳太子 005名 03名 02名

７　前田利家※ 005名 03名 02名

９　紫式部 004名 00名 04名

９　源義経 004名 02名 02名

９　上杉謙信 004名 04名 00名

９　伊能忠敬 004名 04名 00名

９　武田信玄 004名 04名 00名

（13人） 115名 96名 19名

３名例示；宮本武蔵、徳川綱吉、徳川吉宗、

西郷隆盛、伊藤博文（５人）

２名例示；桓武天皇、清少納言、弁慶、北条政子、

足利尊氏、野口英世、宮沢賢治、吉田茂（８人）

１名例示；菅原道真、平清盛、新田義貞、

斉藤道三、豊臣秀長、毛利元就、大谷吉継、

真田幸村、猿飛佐助、伊達政宗、藤堂平助、

大石蔵之助、赤穂浪士、喜多川歌麿、青木昆陽、
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上杉鷹山、田沼意次、吉田松陰、阿部正弘、

徳川慶喜、勝海舟、中岡慎太郎、近藤勇、斉藤一、

大久保利通、由利公正、佐野常民、児島維謙、

豊田佐吉、乃木希典、清水憲雄、南方熊楠、

新島襄、夏目漱石、山本五十六、中島知久平、

杉原千畝、田中角栄、小野田寛郎（39人）

（外国）釈迦、劉備玄徳、ソクラテス、マゼラン、

ガンジ－（５人）

※前田利家については、１名の学生が、夫人の「まつ」

も合わせて上げている。

ところで、この調査の前週の平成17年６月２日に、学

生の出身地を質問し、出身地を代表する「文化財」の有

無についてのアンケ－ト調査を行った。その際、口頭で、

「歴史上の人物で好きな人物・尊敬する人物」は「いる」

か「いない」について質問し、「文化財」アンケ－トの

裏面に記入を依頼した。その調査には、210名の学生が

回答した。学生が「好きな人物・尊敬する人物」として

例示した人物について、上位10名、つまりベスト・テン

を表示すると、表３－２－１Ｂのようになっている。

表３－２－１Ｂ：歴史上の好きな人物・尊敬する人物

（平成17年６月２日実施）

人物名 全体 男子 女子

１　豊臣秀吉 21名 15名 ６名

２　坂本龍馬 17 16 １

３　織田信長 14 14 ０

４　上杉謙信 7 7 ０

５　源義経 6 4 ２

６　前田利家※ 5 4 １

７　福沢諭吉 5 5 ０

７　野口英世 5 5 ０

９　真田幸村 4 3 １

９　ナポレオン 4 4 ０

※前田利家については、１名の学生が、夫人の「まつ」

も合わせて上げている。

平成17年６月２日には、身近な文化財について調査を

行い、平成17年６月９日には、歴史上の人物について、

「好きな人物・尊敬する人物」に調査を行った。しかし、

前週にも「好きな人物・尊敬する人物」を質問したので、

両者の反応の相違点について取り上げてみる。なお、調

査対象の学生は同一集団であった。

ベスト・テンに入っている人物を比較すると、７人は共

通しており、豊臣秀吉が一位であることに変わりなかった。

織田信長、福沢諭吉は両者において上位であることは共通

していた。しかし、前回の調査において上位に入っていな

かった人物で、後の回で入ってきている人物として、徳川

家康、近藤勇、聖徳太子を上げることができる。

二回の何れでも上位に上がっている豊臣秀吉、織田信

長、坂本龍馬、福沢諭吉、後の調査で上位に上がってき

た徳川家康、近藤勇、聖徳太子について、「好きな理

由・尊敬する理由」について、次に吟味してみる。

豊臣秀吉については、「好きな人物・尊敬する人物」

として先のように26名が上げていた。その内、15名が農

民という用語を用い、出世したことを理由に上げている。

また、天下統一にかかわる用語を用いた回答は12名に認

められた。しかし、刀狩りを上げた回答は１名にしか認

められなかった。

織田信長については、ほとんどの学生が、生き方を理

由に上げていた。その生き方については、革新性、先見

性、個性豊か等を上げていた。しかし、歴史上の業績等

に上げらている例は、桶狭間の戦いのみであった。

福沢諭吉については、８名の内、４名の学生が、著書

である「学問のすすめ」等を上げ、理由を述べている。

また、その他の上位に上がった人物についても、具体的

な業績を上げずに好きである理由・尊敬する理由を述べ

ている。

歴史上、大きな役割を果たしたとして人物を取り上げ

る場合、取りその人物に関して、具体的な業績の指導を

行い、それを累積的に学習できるように指導が要請され

よう。

「好きな人物・尊敬する人物」について、僅かの期間

しかおかずに聞いた場合、ほぼ同じ人物が取り上げられ

ることになろう。今回は、２週間以内に二回質問してい

る。しかし、中には違いが認められたことを考えると、

どちらを本心ととらえたらよいのであろうか。この件に

ついては、後の質問では、文章を記述して回答を求めた

ので、考える時間をとることはできたと考え、第二回の

方を「好きな人物・尊敬する人物」の対象と理解したい。

なお、第二回の方で、先に上げた人物を避けて別の人物

を例示した学生もいた。これは、「好きな人物・尊敬す

る人物」といった場合、一人に決めかねていることによ

るものと考える。

なお、上杉謙信、伊能忠敬については、それぞれ４名

中、２名、つまり半数の学生が両者の地元出身であり、

それも理由に上げられていた。
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学生が例示した人物をみると、所属する学部、現在の

社会情勢を反映する人物、例えば、児島維謙、杉原千畝

等を上げることができる。このように、人物の選択範囲

が広まることについては、歴史学習の成果と考え、それ

以前の学校教育における歴史教育の充実に努めることは

大切なことである。

「好きな人物・尊敬する人物」として71人上げられて

いたが、その内、女性は、紫式部、清少納言、北条政子、

皇女和宮の４人であった。しかも、それらの人物を例示

した学生は、表３－２－２のように、すべて女子学生で

あった。例示した理由について、紫式部についてみると、

４名中の２名が文学作品名を上げ、理由を述べてい。

歴史上の主な出来事との関連で、業績を残した人物と

して女性を上げようとすると、限られてくる。しかし、

限られた中でも、歴史上の女性に関しては、今回の調査

のように女子学生の関心が高いことは明らかなので、歴

史上の女性について、学校教育で取り上げる場合に工夫

することも大切である。

表３－２－２：歴史上、好きな人物・尊敬する人物にあ

げられた女性

人物名 全体 男子 女子

紫式部 ４名 ０名 ４名

清少納言 ２ ０ ２

北条政子 ２ ０ ２

皇女和宮 ２ ０ ２

10名 ０名 10名

小学校学習指導要領の内、教科「社会」の第６学年の

歴史的内容の指導事項には、我が国の主な歴史的事象と

の関係で取り上げられることになる人物として42人が例

示されている。その人物の内、学生が「好きな人物・尊

敬する人物」に取り上げている人物は、表３－２－３に

示す15人である。

表３－２－３：学習指導要領に取り上げられている人物

と「好きな人物・尊敬する人物」

人物名 全体 男子 女子

豊臣秀吉（１位） 26名 20名 06名

織田信長（２位） 18名 17名 01名

徳川家康（４位） 09名 09名 00名

福沢諭吉（５位） 08名 07名 01名

聖徳太子（７位） 05名 03名 02名

紫式部　（９位） 04名 00名 04名

源義経　（９位） 04名 02名 02名

伊能忠敬（９位） 04名 04名 00名

西郷隆盛 03名 03名 00名

伊藤博文 03名 03名 00名

清少納言 02名 00名 02名

野口英世 02名 02名 00名

勝海舟 01名 01名 00名

大久保利通 01名 01名 00名

90名 72名 18名

小学校学習指導要領に取り上げられている人物について

は、42人中、15人と、三割強を上げているということが分

かった。また、回答者180名中、90名と五割の学生が学習

指導要領に出てくる人物を上げていることが分かった。

歴史上の「好きな人物・尊敬する人物」の内、小学校

学習指導要領に取り上げられていない人物について、二

回の調査において、ベスト・テンに入っている人物を上

げると、坂本龍馬、上杉謙信、武田信玄、前田利家、近

藤勇、真田幸村、ナポレオンの７名である。この内、外

国人を除く６人についてみてみると、42人の人物に入っ

ていないとはいえ、坂本龍馬については、江戸幕府末期

には、薩長同盟をなしとげた人物として、西郷隆盛、桂

小五郎とともに取り上げられていることから、小学校で

も学んでおり、続いて中学校でも学び、その後も機会あ

る毎に認識を新たにしているので、多くの学生が「好き

な人物・尊敬する人物」にあげているものと考える。

前田利家については、「まつ」も含め、また、近藤勇につ

いては、学生の地域性もあるが、両者とも、ＮＨＫ大河

ドラマを視聴した世代であることによるものと考える。

武田信玄、上杉謙信、真田幸村については、戦国時代

とその後の天下統一にかかわる人物であるため、織田信

長、豊臣秀吉等とともに取り上げられていることから、

「好きな人物・尊敬する人物」に入るものと考える。

学生の現在を見れば、歴史上の人物に関する認識は、

小学校教育の時の学習経験に終わらず、その後の諸学習

経験によって裏打ちされてきているものと考える。

歴史上の人物との出会いについて取り上げると、その

初期の出会いは、小学校教育に始まるものと考える。そ

のように考えると、初期の出会いにある42人の人物につ

いての学習は、一人一人の歴史的業績との関係で取り上

げるように、より一層充実させる学習活動にする必要が

あろう。そうすれば、「好きな人物・尊敬する人物」に

ついての理由付けもより一層歴史的業績を基に述べるこ

とができるようになるのではないであろうか。
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３－３　身近に感じる法律に関する認識

ここでは、大学生の社会認識の現状に関して、「身近

に感じる法律」について、中学校社会科の教員免許を取

得希望の学生に対して行ったアンケ－ト調査を基に明ら

かにすることにする。

「身近に感じる法律といったら何を上げますか」とい

うアンケ－ト調査を、平成17年６月23日に行った。この

設問では、最初に、身近に感じる法律を例示し、次に、

身近に感じる理由について簡潔に記述するものであっ

た。その結果、198名の学生から回答を得ることができ

た。

調査結果、「身近に感じる法律」が「ある」と回答し

た学生は、198名中、195名（男子160名、女子35名）で

あった。例示された法律等は34件あった。上位10件、つ

まりベスト・テンとそれ以下の例を挙げると表３－３の

ようになる。

表３－３：身近に感じる法律等（平成17年６月23日実施）

法律等名称 所属 全体 男子 女子

１　道路交通法 教育 34 32 ２

史学 17 16 １

社会 5 4 １

心理 1 1 ０

国文 2 0 ２

日文 1 0 １

法律 7 6 １

経済 8 8 ０

２　教育基本法 教育 16 14 ２

史学 4 2 ２

３　未成年喫煙 教育 3 3 ０

・飲酒禁止 史学 1 1 ０

社会 2 1 １

法律 4 4 ４

経済 1 1 １

４　労働基準法 教育 5 5 ０

史学 1 0 １

社会 1 1 ０

法律 2 2 ０

経済 1 1 ０

５　個人情報保護法 教育 2 2 ０

史学 3 3 ０

社会 2 1 １

経済 2 2 ０

６　日本国憲法 教育 4 2 ２

史学 2 2 ０

法学 2 2 ０

７　窃盗罪 教育 2 1 １

史学 1 1 ０

法学 2 1 １

経済 1 1 ０

８　少年法 教育 4 3 １

史学 1 0 １

８　学校教育法 教育 3 2 １

史学 1 0 １

社会 1 1 ０

８　健康増進法 教育 2 2 ０

社会 1 1 ０

経済 2 2 ０

８　リサイクル法 教育 1 1 ０

史学 1 1 ０

社会 1 1 ０

日文 2 2 ０

８　民法 法律 4 3 １

経済 1 1 ０

４名例示；環境関係法 （１件）

３名例示；著作権法、歩行喫煙禁止（２件）

２名例示；刑法、消費者保護法、消費税（３件）

１名例示；介護休暇法、契約関係法律、債権関係法、

刑法、酒税関係法、商法、食品安全法、親族法、

男女雇用機会均等法、東京都条例、東京都迷惑防

止条例、ＤＶ法、図書館法、普通選挙法、文化財

保護法、訪問販売（16件）

学生が身近に感じる法令等については、例示の多い順

に並べると、表示した通りである。中には、正式の名称

でないものも含まれているが、ここでは、学生から例示

された文言をできるだけ生かした。

調査の結果、予想通り、第１位は、「道路交通法」で

あった。これはその理由のほとんどがそうであったが、

現在、免許を取得し、乗用車、オ－トバイ等を運転して

いることによる。しかし、中には、通学時の歩行中、横

断歩道中で注意する信号機を上げている学生もいる。

また、「未成年喫煙・飲酒禁止」については、調査対象

となった学生が、第２学年であり、その禁止されている

年齢から、許可される年齢に移行する境めにあることに

より、身近に感じる回答が多かったようである。

「労働基準法」については、アルバイトを上げ、雇用

関係で、身近に感じているようである。その他、「個人
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情報保護法」、「窃盗罪」、「健康増進法」、「リサイクル法」

等については、例えば、プライバシ－の保護、身近にお

こる盗み等を上げ、身近に感じているようである。

「教育基本法」、「少年法」、「学校教育法」、また「民

法」等については、大学における所属している学部・学

科の講義に取り上げられているので、身近に感じている

ようである。

学生にとっての「身近に感じる法律」とは、日常生活

との関連で直接かかわりのある法令等と、講義の中で学

んでおり、学問との関連でかかわりのある法令等とに分

けて考えることができる。

ところで、身近に感じる法律について、例えば、「日

本国憲法」、「消費税」、「リサイクル法」、「食品安全法」

が例示されている。これらについては、小・中学校の社

会科の中でも、日本国憲法、税金、環境問題、消費生活

等が位置づけられているので、児童生徒の発達段階を踏

まえ、具体的な事例を通して取り上げることができよう。

その際、法令等を学ぶというのではなく、具体的な例か

ら入り、最終的に法令等を理解することができるように

することであろう。その結果として、例えば、身近に感

じる法律に、「日本国憲法」を上げる場合、理由として、

大学生であれば、選挙権を得る年齢になったこと、自衛

隊の海外派兵問題、女性天皇問題等を上げて説明できる

ようになるのではないであろうか。

法律問題に関する内容を取り上げ、垂直的接続を重視

した教育を行うことには、小学校については、取り上げ

るのが難しいのではないか、取り上げる例がないのでは

ないか等の意見があり、また、中学校については、取り

上げる例に限界があるのではないか等の意見もあり、躊

躇する向きもあるであろう。この件について、法律を具

体的に取り上げて学習することのみが法教育ではないこ

とについて理解し、身近にある法律にかかわる内容を取

り上げたり、そのような内容を開発することである。例

えば、小学校第３学年の学習活動で取り上げる消費生活

では、店先にある商品に明記された産地について注目さ

せれば、いわゆる法意識の芽生えを見いだすことができ

るのである。中学校について言えば、子どもに法律に関

する情報を提供するだけの教育に終わるのではなく、法

律に関する新たな情報を家庭に発信するような内容の教

育を行うこともできるのである。このような視点からの

教材開発も事例を広げることになるのである。

政治・経済等を取り上げる公民的な内容については、

垂直的接続を重視した指導計画の作成と授業づくりは難

しいといわれるが、家庭や地域社会との連携による教育

を推進するには重要な内容となるといえる。

提　言

小・中学校社会科の垂直的接続に基づく教育に関する

考え方とその実際について研究を重ねてきた。しかし、

この研究は、社会科教育の在り方を追究するという実証

的な研究との関係で言えば、まだ入口に立ってみたもの

の、右往左往している段階のもので、極めて細やかなも

のである。そのような研究ではあるが、ここまでの研究

を基に、提言をまとめることにした。

１：「身近」を主題とした学習指導の充実

社会の一員として行動できるようにするには、一人一

人に社会的事象とのかかわりを持たせるようにする学習

活動を導入することである。その代表的な内容として、

身近な「地域」を取り上げた地域学習を上げることがで

きる。

現在、身近な地域に関する学習は小学校、中学校とも

に重要視していることから判断し、累積的学習という観

点から、特に垂直的な接続を重視した教育を行うことを

進めたい。なお、このことは、地域に関する歴史的な学

習についても言えることである。

２：現在の諸状況を考慮し教育内容を見直すことの重視

教育内容の見直しに当たっては、ほとんどの場合、下

からの積み上げによって構成する考え方が取り入れられ

ている。そのため、下の段階、つまり小学校の低学年で

あったり、小学校であったり、その学年での扱いが困難

になると、上の段階、つまり上学年、上級学校段階に上

げられてしまう。確かに適時性を考慮すると、頷ける行

為ではあるが、それだけではないであろう。学習経験を

積んできた段階の人々のその状況について明らかにし、

そこから降ろしてくる内容構成も重要な視点となると考

える。これは、今回の学生に関する調査結果、これは調

査のごく一部、しかも社会全体から見たら、ほんのわず

かな情報であるが、それから見えてきた結論の一つであ

る。

３：多面的・多角的な実践的研究の重視

今回、職域の異なる構成員で、協働研究ができたが、

新しく共通の問題の解明に取り組めたことを考えると、

今後とも、置かれた立場を超え、協働研究を行うことに

は意味があると考える。

現在、それぞれが、限られた時間で、多忙な職務をこ

なしている時、勤務時間を越えて、勤務にかかわる会合

を持つということは困難を伴う。実践的な研究、研修等
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というと、諸問題が発生し、同一校内において行われる

傾向が強くなっていると言われている。これでは、現在

の要請に応えることができる特色ある実践的な研究はで

きないといえる。多様な交流の機会を設け、それぞれに

かかわる研修を重ねることは重要と考える。
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