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「社会科学習指導の基本形」の構想と実践
── 社会科学習指導論・社会科教育法における防火扉の実践から ──

鵜　沼　秀　雅

　本稿では，教職科目である「社会科学習指導論（小学校）」並びに「社会科教育法」（中学校）の講義の中
での一実践を取り上げる。「社会科」という教科について大学生は「暗記科目」というイメージが強い。こ
の背景は入試に伴う試験問題をクリアするためにはやはりその影響が大きいのだろう。しかし，「社会科」
は本来そのような知識注入主義ではなく，その求める方向は，その誕生理由にもあるように，戦前の国史，
地理等が一方的な知識注入になってしまった反省から，社会生活の理解を図りながら，公民的な資質の基
礎を養うことをねらいとしたものである。今 21世紀がスタートし，先が見えないとされている社会の中で
この資質をしっかり身に付けさせることは特に大切になっていると思われる。
　暗記一辺倒になってしまっている背景には，入試問題の他に社会科の本質的な構造がなかなかとらえに
くいところにあるように思う。
　そこで，「社会科」教育の指導法の基本形を学習指導要領並びに社会科教育学の成果等から読み解き，そ
れをもとに授業内でそれを具体的に体験させ，「暗記科目」という社会科のイメージを本来の教科の本質に
高めさせたいと考えた。また，それは，アクティブラーニングの例としても活用できることが期待される。

　［キーワード］　社会科の教科目標　社会認識　社会的事象の意味　「防火扉の実践」

1　は じ め に

（1）　実践動機
　大学で社会科学習指導論並びに社会科教育法の
授業を担当することになって，気になったことは，
学生が社会科＝暗記科目であると捉えていること
である。
　社会科を好きな学生も，嫌いな学生もその理由
としてあげているのは，暗記が得意であるからあ
るいは不得意であるからというものである。
　その背景としては，大学受験に関わる部分が大
きいと思われるが，それだけではない。教師の授
業に対する姿勢も影響している気がする。
　例えば，吉田映子1）は，若い先生と算数の授業
について話をしていると，次のようなことを言わ
れるとその著書の中で，
　「授業のイメージがわからないんです。算数の

授業で『考える』ってどういうことですか？」
　若い先生にとっては，そういった目標以前に，
どういう授業をすればいいのか授業で何をすれば
いいのか，そのイメージがわかないというのです，
と述べる。
　現場の先生方と話をしていると社会科について
も同じような話を聞く。現職の大学院生と話をし
ている中でも同様であった。
　今後，学生が，社会科を暗記科目あるいは授業
のイメージがわかないという思いを持ちながら，
教師になって，子どもたちに指導するとなると，
終戦後，その反省から新たに誕生した社会科本来
の趣旨が生かされず，戦前と同じ轍をふみそうに
思えてならない。
　そこで，学生にとって「社会科は暗記科目」と
いう認識から，少しでも改革できるように社会科
学習指導論・社会科教育法の授業の中で努力しな
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ければならないと考える。
　社会科本来の姿を指導要領を中心に社会科教育
学の成果の中から具体的イメージできるようにす
ることが「社会科学習指導論」「社会科教育法」
の授業を進める上での課題と受けとめ，そのこと
に取り組もうと考えた。
　社会科教員養成課程における授業観の形成に着
目した社会科教育法に関する研究を概観すると，
米国の社会科教育法を事例として社会科研究を行
う教師に求められる最低限の資質を明らかにした
もの2）フィルドワーク演習による試みの記述3）社
会科授業プラン作成の方法を開発・実践し，アン
ケート調査により検証したもの4） がある。しかし，
社会科の教科特性や社会科教育学の成果と社会科
教育法の授業を結びつけた実践研究は管見の限り
見られない。
　本実践研究では，まず，社会科の教育特性や社
会科教育学の成果をふまえた「社会科の基本形」
を構想する。そしてそれを授業時に提示すること
で，社会科の具体的なイメージを描けるようにな
り，そのことにより社会科本来の目標にせまるこ
とがしやすくなると考えられる。
　社会科学習指導論・社会科教育法は，そのため
の授業であり，そのようなイメージを改善できる
ように橋渡しする場ではないかと考えた。
　暗記科目とならない社会科授業のイメージを構
想するにあたり，佐伯胖の議論が参考になる。佐
伯5）は，理解するということは，「想起できる」
ことでもないし，「課題を解く」ことでもない。
ほかならぬ「納得する」ことである。とのべ，そ
の納得は，三本の柱で成り立っているとしている。
　（イ）　エピソードのあてはめ
　（ロ）　機能のあてはめ
　（ハ）　モデル（構造）のあてはめである。
　すなわち，私たちは適切な見立て（モデル構成）
ができたとき，下界について納得できるのである。
そして，その時，イメージを通してわかることと
イメージができてわかることがあるとし，「イメー
ジがわく」実感は，様々な知識の再構成であり，
ばらばらな知識の総合，位置づけができることを

意味している。イメージの中の様々な側面や特徴
がシンボリックな意味をもち，既有知識の多くが
凝集されている，としている。
　このことを生かして今，社会科の本来の姿が＝
暗記科目と別な方向に行きそうな学生には，「社
会科のモデル」を提示し，その機能にそったエピ
ソードを体験させることが，社会科を「理解」さ
せることにつながるのではないかと考える。
　そのためには，まずは「社会科学習指導論」「社
会科教育法」の中で，社会科に対する基本モデル
を指導，体験させることが，その改善の一歩と考
え，本実践研究を行った。

（2）　研究実践内容
　上記のような結果になってしまう原因はいくつ
か考えられるが，その一つとして，社会科の本質
が明確にとらえられない，ということがあげられ
る。
　そこで，改めて，社会科が担うこととはどのよ
うな事かを具体的にとらえる。そこから基本形の
原型を求める。
　具体的には，次のようなことによるものと考え
る。
　◦　教科の目標・ねらいが明確でない。
　◦　指導内容が明確でない。
　◦　指導方法が明確でない。
ということである。
　今回は，これらを分析し，凝縮した基本形を求
めて，それを社会科学習指導論・社会科教育法の
授業の中で提示し，実践できればと考える。

　（3）　研究実践方法
　そのために，学習指導要領社会科や社会科教育
実践研究などにおける教科目標や内容，指導方法
の議論の蓄積を検討することで，
A　社会科指導の基本形を提案し，
B　社会科指導の基本形をまとめる。
　そして Aと Bの成果を基に，
C　社会科指導の基本形を用いた実践と検証を行
う。
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2　社会科指導の基本形を求めて

（1）　教科目標に関して
　社会科の教科のねらいはと問いかけると「公民
的資質の基礎を養う」という回答が返ってくる。
しかし，具体的に，何を担う教科か問いなおして
みると，なかなか具体的な回答が返ってくること
は少ない。
　授業の準備物をもたないまま教室に向かっても，
教科書を手掛かりに社会科の授業はある程度は実
施可能である。
　下記の森分6）の著書の中の徳丸氏の例のよう
に，自分が受けてきた授業をモデルに，実践でき
るのかもしれない。
　「『あなたは，授業のやり方をどこで，誰に習い
ましたか』ときかれたら，私は何と答えるだろう
か。中学・高校の時の社会科の教員のやり方の見
よう見まねであることに気付く。（中略）教育学
部出身の同僚に聞いても，別に教授学なるものは
習わなかったのだという。『教える』という行為は，
社会科ではどういうことか，臨床的には誰も教え
てくれないまま，ただ旧師のやったやり方に多少
色をつけて，自信なさそうに何かやっているのが
現実のようだ。だから年表を覚えたり，地名を覚
えたりという “オボエル社会科”が幅を利かすこ
とになる。覚えることは，学習の重要な要素であ
ることはたしかであるが，他に何が学習の要素か
というと自信がない。技能，関心，論理力……と
いったところで，それを授業としてどう具体化す
るかとなると，まったくの試行錯誤なのである。」
と，当時の中高校の社会科授業実践の一般的な状
況を言い表しているのではないか」と。
　今から 30年以上前のものである。しかし，ま
わりの状況は変わってきているのかもしれない
が，残念ながら，学生の回答を見ても結果として
は同じであるように思われる。
　しかし，それでは，どのような頂上を目指して
いるのかを知らずに，山の麓をうろうろしてしま
うのと同じではないかと心配する。
　筑波大学附属小学校7）の平成 25年度から始め

た「日本の初等教育　本当の問題点は何か」の研
究によれば，全国の先生方が社会科についてどの
ような問題意識をもっているのかを探った結果，
「公民的な資質を育てようと意識して指導してい
る教員が 6割しかいなかった。さほど意識してい
ない教員が 4割もいる。公民的資質を育成する教
科にもかかわらず，本来の目的を意識している教
員の少なさに驚くばかりである」と心配している。
この調査結果にも表れているように教科目標を意
識して指導する先生が少なくなっているように考
える。
　これは，同校の社会科の協議会に参加した方（社
会科に特に関心のある方）からの回答なので，こ
の程度の結果になったものと思われるが，これを
一般教員にまでその範囲を広げた場合は，このよ
うな結果にならず，意識して実践している教員の
数は，さらに少なくなる可能性が高くなると考え
られる。
　このように社会科の授業が教科としての目標を
意識して行われていないということは，当然，「木
ばかり見て森を見ていない」ことになり，知識だ
けを注入すればという指導になりやすい。
　まず，社会科の基本を探るため，これまでの学
習指導要領や研究・実践団体の議論における社会
科の目標を検討してその一助にしてみたい。そこ
で，第一に，これまでの学習指導要領における（小
学校）教科目標を時系列で振り返ることにする。
それを踏まえて，第二に，研究・実践団体におけ
る社会科の目標に関する議論を検討し，社会科の
基本形の初期提案をする。第三に，今までの検討
を踏まえて，現行指導要領を基本にしつつ，社会
科の基本形を発展させる。
　①　学習指導要領の時系列的検討から
　〇　昭和 22年試案
　社会科は，終戦後戦前の反省をもとに，新たな民
主主義の世界をつくろうと昭和 22年に誕生した。
　その社会科の目標は，教育の一般目標に基づい
て，小学校は学年毎に，中学校については単元ご
とに設定されており，数が多く教科を 1つのイ
メージとしてとらえにくい。
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　そこで，第一節の「社会科とは」の社会科の任
務から捉えることにする。それは，「今度新しく
設けられた社会科の任務は，青少年に社会生活を
理解させ，その進展に力を致す態度や能力を養成
することである。」となっている。（下線は筆者）8）

　〇　 昭和 23年の小学校社会科学習指導要領補
説

　「社会科の主要目標を一言で言えば，できるだ
けりっぱな公民的資質を発展させることでありま
す。（現行の目標の言葉である「公民的資質」は，
すでにこの時点で使用されている。実際に教科目
標の中に位置づけられたのは，昭和 43年版から
である）　　　　　　
　これをもう少し具体的にいうと，児童たちが
　（一）　 自分たちが住んでいる世界に正しく適応

できるように，
　（二）　 その世界の中で，望ましい人間関係を実

現していけるように，
　（三）　 自分たちの属する共同社会を進歩向上さ

せ，文化の発展に寄与することができる
ように，児童たちにその住んでいる世界
を理解させることであります。そして，
そのような理解に達することは，結局社
会的に目が開かれるといえましょう。」8）

　〇　 昭和 26年 7月小学校学習指導要領社会科
編（試案）

　この第一次改訂においても，現在の教科目標の
ようなものは，誕生時の社会科の任務あるいは補
説における社会科の目的と同じように，
　「社会科は，児童に社会生活を正しく理解させ，
同時に社会の進展に貢献する態度や能力を身に付
けさせることを目的としている。」とし，その目
的を達成するためにと，以下，根本的目標として，
具体的に 5つ示されている。
　一 ，自己および他人の人格，したがって個性を

重んずべきことを理解させ，自主的自律的な
生活態度を養う。

　二 ，家庭・学校・市町村・国その他いろいろな
社会集団につき，集団内における人と人との
相互関係や，集団と個人，集団と集団との関

係について理解させ，集団生活への適応とそ
の改善に役立つ態度や能力を養う。

　三 ，生産・消費・交通・通信・生命財産の保全・
厚生慰安・教育・文化・政治等の根本的な社
会機能が，相互にどんな関係をもっているか，
それらの諸機能はどんなふうに営まれ，人間
生活にとってどんな意味をもっているかにつ
いて理解させ，社会的な協同活動に積極的に
参加する態度や能力を養う。

　四 ，人間生活が自然環境と密接な関連をもって
いることを理解させ，自然環境に適応し，そ
れを利用する態度や能力を養う。

　五 ，社会的な制度・施設・慣習などのありさま
と，その発達について理解させ，これに適応
し，これを改善していく態度や能力を養う。」9）

　〇　昭和 33年小学校学習指導要領社会科編
　基本，昭和 26年の第一次改訂の際の目標 5つ
がそのまま継続された。
　社会科の目標については，新しく誕生したとい
うこともあり，これまでと同様に「社会科の目的」
ということで示されており，当時目標として表さ
れているものは，現在の学年目標の位置付けに
なっているものに似ているように感じる。
　〇　昭和 43年小学校学習指導要領
　社会科の目標が総括目標として現在のような形
で示されたのは，この昭和 43年の改訂時において
である。
　「社会生活についての正しい理解を深め，民主
的な国家・社会の成員として必要な公民的資質の
基礎を養う。このため，……。」10）

　以下に，これまでの目標の内容を参考に具体的
な内容が示されている。（省略）
　なお，この改訂の際の指導書（現在の「社会編
解説」）において，「公民的資質とは」ということ
で，その具体的な内容が，ここではじめて解説さ
れた。
　〇　昭和 52年小学校学習指導要領社会科
　「社会生活についての基礎的理解を図り，我が
国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て，民主
的，平和的な国家・社会の形成者としての必要な
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公民的な資質の基礎を養う。」11）

　この昭和 52年からは，総括目標のみが示され，
ほぼこの原型がその後，引き継がれることになっ
た。
　〇　平成元年小学校学習指導要領
　「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
ての必要な公民的な資質の基礎を養う。」12）

　〇　平成 10年小学校学習指導要領
　平成元年と同じ目標である。
　〇　平成 20年小学校学習指導要領
　「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
生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として
の必要な公民的な資質の基礎を養う。」13）

　教育基本法の改正に伴い，「平和で民主的な」
になっただけで他は変わらず。
　但し，公民的資質の解説の中で，教育基本法を
受けて，「こうした公民的資質は，日本人として
の自覚をもって国際社会で主体的に生きるととも
に，持続可能な社会の実現を目指すなど，よりよ
い社会の形成に参画する資質や能力の基礎をも含
むものであると考えられる。」13）と加えられた。
　これは，社会科初期の段階でもふれられてきて
いるが，これまで以上に社会生活の理解という現
状認識のみでなく，安定的な社会で適応していく
ことだけでなく，正解のない社会の中でどのよう
にして適応して生きていかなければならないの
か，その資質を身に付けなければならないことを
示唆しているものと考えられる。

　このようにして，これまでの学習指導要領にお
ける社会科の目標を振り返ってみると，一貫して
流れていることは，誕生時から，「社会生活の理解」
と「公民的資質の基礎を養う」
 ……A

にあるように考えられる。
　社会科の基本形を考えるうえで，そのことをま
ず確認したい。

　次に，社会科教育に携わっている研究者は，社
会科をどのようにとらえているのかを，探ってみ
たい。
　②　研究・実践団体における議論の検討の中で
　社会科誕生からしばらくすると，新しい教科で
あったので，文部省も様々な資料を提示していた
が，現場の先生方も苦労し，いろいろな団体を立
ち上げ，実践をすすめた。
　例えば，歴史教育者協議会，日本生活教育連盟，
社会科の初志をつらぬく会，社会科の授業をつく
る会等が活動を始める。
　そのような民間教育団体の研究の中で，社会科
学研究会14）は「社会科は社会についての科学的
な認識を子どもに育てていく教科である」とし，
「社会についての科学的認識を養う教科」として
とらえる共通の理解に到達したことは，じつはま
だ社会科の教育内容論の戸口に立ったに過ぎな
い」としながら，「科学的な認識」をキーワード
に社会科社会科が担う方向性を示した。
　また，社会科の初志をつらぬく会の上田　薫15）

によれば（社会科誕生時に文部省内で関わった）
　「社会科の意図するところは，児童に社会生活
を理解せしめ，社会の進展に力をいたす態度と能
力とを養うことにある。」と述べている。
　さらに，「社会科」という教科が誕生し，その
指導者を養成しようとして大学にも社会科教育の
教育及び研究がスタートした。それは，昭和 26，
7年ごろであり，然も当時の授業担当者は，社会
科教育を専門とする方ではなく，ほとんどが社会
諸科学の研究者であった。しかし，そのような中
から少しずつ社会科教育研究を始める人々が見ら
れるようになり，昭和 30年代から 40年代に入り，
「社会科教育学の構想」がさけばれるようになっ
てきたそうである。
　内海　巌16）（昭和 33年の改訂に携わり，その
後広島大学教授）は，大学の中で，教科教育法を
学生に指導していく上で，教科教育学の必要を感
じられ，その著書の中で，「『社会認識を通して市
民的資質を育成する』ことを中心概念とする教育
を，科学として研究しようとする教育学に対して
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『社会認識教育学』という名称でよぶのが適当で
はないかと考える」として，社会科教育学として，
とりあえず，社会科をそのように定義づけた。そ
の後，社会科教育学の中では，この定義をもとに
述べられることが多くなった。
　これらを整理してみると，各研究者，団体で違
いはあるが，大きな枠で考えると社会科は，
　　　　　社会生活の理解
　　　　　　あるいは，　　　

�
�
�
�
�
を通して

　　　　　社会認識　　　　　
　　　社会の進展に力を致す態度と能力
　　

�
�
�
�
�

あるいは，　　　　　　　　　 

�
�
�
�
�　　　市民的資質　　　　　　　　　　　

　　を育成する教科と言える。
 ……B

　文部省（現文科省）のとらえる社会科 A

　　　　　　と
　社会科に関わる研究者・民間団体
　　　　　　　　　　のとらえる社会科 B

を比べると，社会科の目標に関しては大きな違い
がないと言える。
　したがって，それをもとに社会科の基本的な考
えを下記のように図式化した。

　③　現行学習指導要領の検討から
　さらに，現行学習指導要領の中から，もう少し
詳しく，社会科の学習指導の基本形作成のための
材料を探る。

�
�
�
�
�

　平成 20年の小・中学校学習指導要領社会科の
教科目標は，下記の通りである。
　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，……13）

　中学校
　広い視野に立って，社会に対する関心を高め，
諸資料に基づき多面的。多角的に考察し，公民に
対する基礎的教養を培い，我が国の国土と歴史に
対する理解と愛情を深め，……18）

　小中共通の部分
　国際社会で生きる平和で民主的な国家・社会を
形成するために必要な公民的な資質の基礎を養
う。である。13）18）

　教科目標について，藤岡17）は，21世紀の社会
科を考える会の中で，「現行の指導要領の教科の
目標は，大変長い…略，…覚えにくい，覚えられ
る範囲の語数にしたい。」と述べるくらい，小中
学校とも一つの長文で記述されているので，なか
なか具体的に理解することが難しい。
　このことは，教師が意識して把握しにくい一つ
の理由になっていることが推察できる。まして，
学校現場に立っていない学生には，とらえにくい
かもしれないと考えられる。
　そこで，図解して示せば，分かりやすく，しか
も，その構造が見えやすくなるのではと，下記の
ように図解して学生に示した。
　小学校は，　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図 1　社会科目標の一般化

図 2　小学校社会科の構成
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中学校は，

　この中のキーワードである「公民的資質」とは，
どういうことを表しているのか，具体的に解説し
なければならない。そこで，授業内では，公民的
資質の内容を指導する前に「社会科は，何を担う
教科と思うか」という問いかけをし，一人ひとり
に考えさせた。

（2）　教科内容について（何を）
　①　学習指導要領の解説から
　指導要領の解説からは，指導内容のことは読み
取ることがなかなか難しい。そのことが一要因と
なって，現場の先生方に社会科の教科イメージを
とらえにくくしていることが，筆者自身の現職教
員経験を踏まえても考えられる。
　筆者がまだ現職教員なりたての昭和 40年代に
おいて，当時は，教育界全体で，教育の現代化が
話題となり，社会科は「はいまわる社会科」が話
題となり，経験主義の社会科から，系統主義の社
会科へ転換がなされようとした時期であり，また，
社会科の内容の構造化がさけばれた時期でもあ
る。
　そこで，山口康助氏や西村文男氏をはじめ石山

忠造氏などの著書をふまえた方法で指導要領の文
章を読み取り，書き換えることにより，その構造
をとらえたものを，研究会等で教員たちを対象に
実際に示した。
　その方法とは，目標，内容を中心概念，基本的
事項，具体的事項に分けることである。そのこと
により，理解させる内容，考えさせる内容が一連
の文章より，とらえやすくなると考えた。しかし，
この読み取りの方法は先生方には好評とは言え
ず，改善の余地があった。
　そのため，2010年代の現在に，大学で学生に「社
会科学習指導論」「社会科教育法」を指導する際，
元教科調査官北や現教科調査官の澤井によって洗
練された方法があることを知り，とりいれた授業
を実践した。

（3）　指導方法について（どのように）
　①　学習指導要領の内容についての表現の検討
　まずは，学習指導要領の内容について書かれて
いる表現から，指導方法に関する手掛かりを得る。
　小学校　第 3・4学年13）（以下同じ）

（1）　自分たちの住んでいる身近な地域や市
（区，町，村）について，次のことを観察，調
査したり白地図にまとめたりして調べ，地域の
様子は場所によって違いがあることを考えるよ
うにする。

以下，このように，……について，～～調べ，
……を考えるのパターンで表現。
小学校　第 5学年

（1）　我が国の国土の自然などの様子などにつ
いて，次のことを地図や地球儀，資料などを活
用して調べ，国土の環境が人々の生活や産業と
密接な関連をもっていることを考えるようにす
る。

以下，同じようにこのように，……について，～
～調べ，……を考えるのパターンで表現。

図 3　中学校社会科の構成
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小学校　第 6学年

（1）　我が国の歴史上の主な事象について，人
物の働きや代表的な文化遺産を中心に遺跡や文
化財，資料などを活用して調べ，歴史を学ぶ意
味を考えるようにするとともに，……。

以下他の学年と同様の表現で記載されている。
　中学校を見てみると，中学校の場合は，内容が
多いので目標から見てみることにする。
地理的分野18）（以下同じ）

（1）　日本や世界の地理的事象に対する関心を
高め，広い視野に立って我が国の国土及び世界
の諸地域の地域的特色を考察し理解させ，地理
的な見方や考え方の基礎を培い，我が国の国土
及び世界の諸地域に関する地理的認識を養う。

歴史的分野

（1）　歴史的事象に対する関心を高め，我が国
の歴史の大きな流れを，世界の歴史を背景に，
各時代の特色を踏まえて理解させ，それを通し
てわが国の伝統と文化の特色広い視野に立って
考えさせるとともに，我が国の歴史に対する愛
情を深め，国民としての自覚を育てる。

公民的分野

（3）　民主主義の意義，国民の生活の向上と経
済活動とのかかわり及び現代の社会生活などに
ついて，個人と社会とのかかわりを中心に理解
を深め，現代社会についての見方や考え方の基
礎を養うとともに，社会の諸問題に着目させ，
自ら考えようとする態度を養う。

　今回の中学校の解説の各分野の改訂の要点の歴
史的分野の中で「我が国の歴史の大きな流れ」を
理解する学習の一層の明確化をするため，「学習
内容の構造化と焦点化」を図るとして，「○○，
〇○などを通して，Aが Bであったことを理解さ
せる」18）という表現を用いた，と解説されている。
　このことは，小学校の内容の記述の仕方と同じ
であり，内容と指導方法の両方を明確に示したも
のとなっている。中学校でもこのような方向に動

いていることがわかった。
　これらから，学習指導要領の考え方は，「内容」
と「指導方法」を

という学びを通して，社会生活を理解させるよう
としていることがわかる。
　つまり，単に教師からの一方的な説明で社会生
活を理解させるのではなく，児童生徒にまず対象
とする社会的事象について「調べる」活動をさせ，
それをもとに「考える」「考察」という活動を通し
て理解させるようにしているように考えられる。
　このことについて現教科調査官の澤井19）も著
書の中で，国立教育政策研究所で「評価方法等の
工夫改善のための参考資料」を作成の際，社会的
事象についての知識・理解の評価内容を明確にす
るための図を示しながら，知識を大まかに 3つに
分けて説明している。
　「知識には，
　⃝�　覚える必要がある用語や固有名詞などの知

識。
　⃝�　「○○は～している，～である」などと調

べて分かる知識，
　⃝�　「～が大切な働きをしている」「相互に関連

し合っている」などと，調べたことをもとに
して考えてわかる知識など

　　　　　　　幅広いものがある。
とし，学習指導要領の内容は，社会的事象の意味
について，「～考えるようにする」と，示している。
　さらに広い意味では，「調べて身に付ける知識」
に書かれている個々の社会的事象にも意味がある
ので，「考えて身に付ける知識（社会的事象の意
味）」は，単元あるいは小単元の学習を通して，

……について，
～～調べ，

　　　　　　　　　　　　　……を考える
のパターンや，
……理解させ，
　　　　　　　　考察

図 4　学習指導要領の内容の表現パターン
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最終的に身に付ける知識といってもいいかもしれ
ません。」
と述べている。
　すなわち，学習指導要領の中で，社会科の大切
にしたいことは，「社会的事象」について調べ，「そ
の社会的事象の意味」を考えることである。その
一連の学びを通して，理解を深めると同時に能力
や態度を養い，公民的資質を養うように考えられ
ている。
②　社会科教育学等の成果から
　このことを，社会科教育学等の成果から分析す
ると，そのキーワードは教科目標の中でふれた「社
会認識」という言葉に行き着くと言える。
　社会認識の特徴として，秋田21）は，社会現象
の認識には自然現象の認識とは，異なる特徴があ
るとして 3点あげ，その第一に「社会」は観察可
能な実態を示す概念ではなく，頭の中で関係性を
想定しなければならない点である。具体的に目に
見えるのは，特定の人や物の集まりであり，その
背後により広範で一般的な社会という抽象的な対
象の概念を想定しなければならない点である，と
述べている。
　社会事象がこのような特性があることをしっか
り押さえて，大切に社会を構造的にとらえていけ
るようにすることが大事であると言える。
　とすれば，社会（的）事象を探るには，見える
世界から，頭の中の見えない世界をたどることが
必要になると考える。
　そこで，そのことを下記のような図にして，授
業で学生に示した。

　社会科教育に関する歴史を振り返れば，「社会
認識」ということが話題になってきたのは，社会
科が「活動あって学びなし」ということから，指
導内容を系統的にそして方法も科学的手法でとい
う考え方，学びを進めなければならないという人
たちからの提案であり，さらに先述の内海たちの
状況から，社会科教育学を立ち上げようとした研
究者の中からであると考えられる。
　さて，社会認識を育てるためには，何をどうす
ればよいのか。それは，次のような段階を踏むこ
とが必要であるとされている。
　佐島22）は，認識過程は，次の図のようにして
成立するといわれる，として
　1　事実認識（感性的）
　2　関係認識（理性的）
　3　主体認識（実践的）
をあげている。
　また，
　事実認識
　意味認識
　価値認識（総合的）
といったように論ずる方もおられる。
　このことを別な角度から見てみたい。
　今井たち23）は，知識を，
　宣言的知識 :  言語的に，意識的応えられること

だけの知識
　手続き的知識 :  実は意識に上がらず，言語化も

できない，体で覚えている知識
　メタ知識 :  個々の事例を越えた抽象的な体系

についての知識
　メタ認知 :  自分の知識状態や行動に対する評

価や知識
があると定義している。
　これらのことを，社会認識の段階と結び付けて
みると，宣言的知識は，事実認識の結果の知識，
メタ知識は，意味認識（価値認識）の結果の知識
と似ているように考えられる，としている。
　このことは，先述の澤井の社会科の知識のとら
えと似ている。学習指導要領では，認識という言
葉は使用していないが，知識あるいは理解という図 5　社会的事象のモデル図
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ことをそのようにとらえていると言える。
　先の図 5は，認識活動と類似することがわかる。
　福島大学教育学部附属小学校の「学びがいのあ
る授業の創造」24）の中で社会科では，社会科学習
の喜びとして
　①　新しい社会事象を知った喜び
　②　社会事象の本質的意味を知った喜び
　③　 自分なりの考えを持って社会事象を追究で

きた喜び
　④　みんなで社会事象を追究した喜び
をあげた。そして，学びがいのある授業のために
　（1）　確かな課題意識をもつことができる授業
　（2）　 多様な考えが生かされ社会事象を追究で

きる授業
　（3）　社会認識の深まりが大切される授業
に視点を当てて授業を構成することが大切と提案
した。
　同校に勤務経験のある筆者からすると，このこ
とはある意味この「社会認識」のことを意識した
内容であったように考える。
　この中に，事実認識から意味認識等へどのよう
に指導過程（学習過程）を構成すればよいのかが
見えるように考える。
　新しい事実を知った喜び（事実認識との出会い）
　社会事象の本質的意味を知った喜び（意味認識）
　そのために，自分の考えをもって追究
　　　　　　　みんなで追究
できるように構成する。
　ここで，明確なことは，社会（的）事象を認識
（探究）するには，2段階のステップが必要とい
うことのように考えられる。
　リチャード・ポール他は，クリティカルシンキ
ング25）の中でも，通常の思考のもとに，第二段
階的な思考をすることが大切であると述べてい
る。
　また，佐伯26）は，「わかる」ということの条件
として，問題解決，根拠性，社会的実践性，展望
拡大性の 4つの条件をあげている。
　その内の根拠性について，下記のように解説し
ている。

　「何かの知識について『わかっている』といえ
るためには，その知識に関連して『どうして○○
は××なのか ?』という質問が出されたならば適
切な根拠をもって正当化できなければならない。」
　実は，指導要領の内容も，「知識」ではなく「理
解」という言葉で示されている背景には，同じこ
とを指しているものと考える。事実認識のみの知
識ではなく，その上に社会的事象の意味・関係性
を自分たちで考えることを通して，理解という段
階まで深められてはじめて知識の活性化が図られ
る。
　これらのことを，つまり，単に知識だけでなく，
「考える」活動を通して，より深い理解を図り，
自分の考えとして次に活用できるようにすること
をねらっている。それが汎用的な学びとなるので
はないだろうか。そのようにして社会を認識して
いくことが，公民的資質を養うことなのである。
これらのことを授業の中で体験できればと考え
た。

（4）　社会科指導の基本形モデル
　（1）～（3）から共通するところをまとめると，学
習指導要領の構造からは「社会的事象の意味を考
える」をまた，教育学の成果からは，「事実認識」
から「意味認識」を抽出でき，構造的に似ている
と考え，次のような基本形を考えてみた。

図 6　社会的事象のモデル図と社会認識
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　これまでも人間社会は，様々な困難に出会い，
その解決のために（願い）工夫や努力，苦心，向
上してきた。そのためにみんなで連携，協力し解
決し，新たな組織や規則などを作り上げ，よりよ
い社会で生活できるようにしてきた。このような
人間の営みは，当然，関係性に成り立っているも
のであるから「見えにくい」。
　このように，直接目には見える社会的事象の裏
側に潜むこのような，これまで人々が社会生活の
中で，様々な困難に出会い，その解決のために苦
労，努力してきた働きかけについて考えながら（直
接見えないので考えるしかない），探っていき理
解を深めることにより，社会認識は深められると
考える。
　この「考えること」は，学級の中で，それぞれ
が自分で持った考えを出し合い，あれこれ考えあ
うことが大事であり，その活動が自分たちのより
よい社会づくりの形成に役立ってくる。つまりみ
んなで作り上げる，考えあう活動が大事なのであ
る。それが，社会科誕生時に大切にされた民主主
義社会づくりの基礎につながると考える。
　教師から一方的に説明されて身につく知識で
は，そのような場面に出会った時に活用できにく
い。
　これらをまとめて下記のような基本モデルを作
成してみた。

　これを 1枚の図にして提示するのではなく，体
験した内容，活動と照らし合わせながら ①～④
のカードを添付する。

　社会科に対する考えを改善し，その本質をとら
えさせるために，社会科学習論や社会科教育法の
授業があるわけであるが，その講義はどうしても
抽象的なものになりやすくなってしまう。
　そこで，学生にこのような社会科に対する基本
モデルを提示してそれにそった体験活動をさせる
ような指導をすれば，社会科＝暗記科目のイメー
ジから脱却させることができるのではないか，と
考えた。
　次にその実践例を示す。

3　防火扉の実践

（1）　防火扉を選定した理由
　基本形をもとに次の 3点に基づき事象を選定
し，授業をセットすることにした。
　 これはまた教材選定の際の一視点にもなる。
　①　学内で体験できる事象であること。
　②　 社会的事象の意味が 2段以上含まれる事象

であること。
　　⃝　調べてわかる（具体的に見える事象）
　　　　・階段脇に設置
　　⃝　考えてわかる
　　　　・室内階段・室外階段
　　⃝　火災に関係＝消防署で
　　　　 しかし，そのきまりは消防法でなく，建

築基準法で。
　③　日ごろ何気なく見ている場であること。
　
（2）　実践
　①　課題を提示する。
　　　 校内の平面図を提示し，「防火扉」はどこ

にあるかを予想させる。

図 7　社会科学習指導の基本形
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　　　　校舎平面図

　②　 調べる前に，自分の予想を平面図に記入さ
せる。これまでの自分が把握している知識
で予想させる。平面図に記入させることに
より，調査に対する意欲を高める。

　③　 各班に分かれて各階の防火扉の場所を調べ
る。　　　

　④　調べてきたことを発表する。
　　　 各班が調べてきた階の結果を平面図に記載

し，報告する。 ※ A

　⑤　分かったことを整理する。
　　　 平面図に記載されたことから，わかったこ

と（防火扉が階段の脇にあること）とその
理由について考える。 ※ B′

　　　・階段が煙突のようになる
　　　・延焼を防ぐ
　　　・消防法上ではなく，建築基準法
　⑥　新たな問いについて考える。

　　⃝　 同じ階段でも，室内の階段と室外の階段
の違いについて考える。 ※ B

　　　　・避難経路
　⑦　学習後の振り返りをする。
　　⃝　 社会科の基本形と今回体験した活動を照

らし合わせる。
　　　　 その際，図 7の ① のカードから ④ の

カードを活動と照らし合わせ添付しなが
ら，振り返らせる。

　　⃝　 その後，本時の学びを新聞等に表現させ
振り返らせ理解を深める。

　
〈防火扉を調べているところ〉

（3）　学生の感想等から
　①　授業後の学生の感想
　この授業後の学生の感想を次に示す。
　Oさん
　社会科の授業を組み立てる上で重要なことを実
際に体験することで理解することができた。新た
な疑問が生まれるような授業をしなくてはいけな
いと感じた。今日の講義のような授業ができるよ
うになりたい。
　Mさん
　防火扉がどこにあるのかという社会的事象につ
いて実際に見に行かせ，調べそこから何か規則性
や法則のようなものを考えさせることが基本的パ
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ターンであることが分かった。教師が一方的に教
えるだけでなく生徒たちに実際にその場所へ生か
せ各々が感じ，考えたことを発表させることで学
びにより深みが出るのではないかと感じた。
　Tさん
　提示された問題について考えることの大切さ，
そして，考えることが関心へとつながるというこ
とが理解できた。疑問に思ったことを実際に確か
めることで，さらに疑問が生じる＝考えるという
ことも大事なことだと思った。子どもたちの興味・
関心をひくことの方法に疑問に思ったこと，調べ
たいことを確かめさせるということもよいのでは
ないかと考える。
　Sさん
　課題に対して考えるだけでなく，解決したこと
から新たに疑問をもち，次の課題へつながるとい
うことがわかった。そして，それを先生からでは
なく生徒が見つけられるようにするという授業ス
タイルにすると記憶にも残りやすく楽しい授業に
なるのではないかと思った。
　Kさん
　「何故 ?」と思うと「知りたい !」につながると
いうことを，興味を持って感じました。こういう
授業をしていけば，生徒が自主的に課題を発見し，
解決できるようになるのかなと思います。身近な
ところにたくさんネタはあるんですね…。
　K.Sさん
　やはり，社会科ではアクティブな授業が面白さ
を生み出す一要因であると実感できた授業だっ
た。なんてことのない題材でもついつい本気に
なってしまう。問題の出し方をできるかできない
かでその授業を生かすことも殺すこともできるの
だなと思った。
　Y.Eさん
　見えないものに着目して，それを課題として取
り上げることで，子どもの知的好奇心をくすぐり，
関心を高めていくのは効果的だと思った。課題を
解決するために様々な知識をつかわなければなら
ない。しかし，関心が高まっているので，無理な
暗記にならないと思った。

　子どもたち自身で考えることの大切さを感じ
た。自らが考えた結果として，知識がついてくる
と考えた。いかに子どもたちの関心を高められる
かが必要だと思った。
　Kさん
　社会の中で起こっている事象は，ただ理解する
ように努力をするよりも，実際に体験したり，調
べたりする方が印象に残りやすいと思ったし，そ
こで見たものについて考えていくことが重要だと
分かった。また，授業において大事なのは，生徒
に物事を考えさせることであるということも再確
認できた。
　Nさん
　ただ教師から与えられた課題を解いていくだけ
では，子どもの力は育たない。“考える”という
作業が子どもにとってとても大事で，知識以上に
社会の中で役に立つものである，と感じた。調べ
て分かったことから，新たな問いを生み出してい
くということも（教師のサポートも含めて）大切
だと思う。見えるものだけを読み取るのではなく，
その背景には何があるのか，あったのかを考えら
れるような指導が重要である。
　Uさん
　やはり，子どもたちに関心をもってもらうこと
からスタートすることが必要だと分かった。疑問
から解決そして発見という風にして今回の防火扉
を例として挙げると「人間のちえ」についての発
見をすることができるのだなと思った。「体験を
する」ということが必要であると考えた。調べて
分かったことからどんどん派生して新しい疑問を
見つけ解決して行くことと興味・関心をもたせて，
活動させていくことで子どもたちの「力」を高め
ていくことができたのだなと今日の授業を理解す
ることができた。
　Hさん
　子どもたちに「理解」「態度」「能力」をどのよ
うにして伝えるかということを考えた時，教える
私たち教師側が十分に理解しておかなければなら
ないと講義をきいていてふと思いました。私はそ
の 3つの事柄について知ってはいたものの，それ
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がどのような意味をなし，どのようにして子ども
たちに伝えればよいか理解していませんでした。
また，気付かせてあげられるような大人になりた
いです。
　Y.Sさん
　教科書や資料集を使う以前に，社会科の醍醐味
となる新しい問いの継続に着目することが大事だ
と思った。その際に生徒や児童にその答えを引き
出せるプロセスも身に付けたいと考えた。
　Sさん
　防火扉の位置なんて考えたこともなかった。い
つも当然に思っていることをふと疑問に思う感覚
を子どもたちにも知ってほしい。実は教材はそこ
ら中に転がっているのかもしれない。
　普段見えにくいことに注意深く目を向けると意
外と疑問がたくさん浮かぶものだと思った。難し
く考えすぎないで，もっと単純に日常的なものに
目を向けてもよいのかもしれないと感じた。その
方が日常で役に立つ経験・知識が得られそうだ。
　M.Kさん
　見えないことは，調べると見えることに変わる
のだと思った。
　防火扉のように様々なきまりが社会にはあっ
て，そのきまりに気付けると，何気ない日常でも
少し見るところが変化して見える世界がおもしろ
くなると思った。そういう日常的なところが社会
科という科目につなげられると思った。
以下省略。

　②　授業を振り返っての表現活動の作品から
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（4）　授業後の学生の姿から
　確かめの中から新たな発見
　確かめから大きな声で「やっとわかった」とも
どってきた学生がいた。H.Kである。
 　「戻ってきて，予想通り階段にあった！そして
発見できたことがもう一つ！
 　人文棟に敷いてある赤いマットが，防火扉のと
ころだけカットしてあった。
 　もう 200回以上も通っているのに……。今まで
全く気づきませんでした。（笑）」
　このことを聞いて，授業後にその場に行き，確
認する学生も出た。
　このような姿が学校の社会科の授業の中でも生
まれるようになれればと思ったので，後日講義の
中で紹介した。

〈授業後に確認する学生〉
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4　ま　と　め

　本実践研究は，社会科＝暗記科目のイメージを
社会科学習指導論・社会科教育法の授業の中で少
しでも社会科本来の姿にしたいと，社会科の学習
指導の基本モデルの提示とそれに基づく授業を体
験させることにより取り組んだものである。
　その結果は，学生の感想や作品に示されている
通りである。
　特にその成果としてあげられることは，Y.EやK，
Nのようにこの授業を通して，“調べる”　“考える”

活動による学びにより，見えない社会が見えてく
るようになり，それにより知識がより印象的に定
着が図れるようになることに気付けたことがあげ
られる。
　また，Oや Kや Uが書いているように社会科
の授業の組み立てにおける体験活動の大切さに気
付く学生が多くみられたことである。実際に体験
したり，調べたりする方が，印象に残りやすいと
いうことを理解できたことは，今後の授業組み立
てを考えていく際，大いに参考になるものではな
いかと考えられる。
　さらに，Tや Sや Kたちは，疑問に思ったこ
とを確かめる活動を大切にすることは，教師から
でなく，自主的な学びにつながることに気付けた。
このことは，社会科で大切にしたいとしている問
題解決的学習を取り入れていくことにあるいは，
課題提示の工夫を図ることの大事さに気付けてい
くものと考える。
　加えて，何気なく毎日見ている自分たちのまわ
りにも教材となる素材があることに気付けたこと
は，教材研究の際生きてくるものと考える。
　これらから，社会科に対するイメージが暗記科
目ということから社会科本来のイメージをとらえ
ることができるようになったのではないかと考え
る。
　しかし，この基本形だけで授業づくりができる
わけではない。例えば，学年目標，指導内容の具
体的な把握，カリキュラム構成等々課題は多い。
これを基礎にしてそれらの解決を目指して探究し

てほしい。
　ところで，教科目標にあるように社会科は「公
民的資質の基礎を養う」教科である。
　法が改正されて，次期参議院の選挙から，選挙
権が 18歳からになり，高校生の中には，在学中に，
投票する生徒も出てくる。今後の自分たちの社会
のことを決める代表者を選出するために，「投票」
することになる。つまり，自分で判断し，投票し
なければならない。とすれば，「社会科」は，暗
記中心の指導では，不十分である。今後教科の本
質をもう一度問い直し，指導していかなければな
らない。その意味で，昭和 22，3年度の社会科誕
生時の精神を見直すときのように思う。今話題の
アクティブラーニングあるいはコンピテンシー等
に関わることの原点がそこにあるような気がす
る。今回，社会科の基本モデルを作成するにあたっ
て，当時のことを調べ，そのことを感じた。いず
れにしても，この研究実践が，社会学習指導論，
社会科教育法を学ぶ学生にとって少しでも役立て
ることができればと思う。
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