
 

 現代とのつながりを見出すことができる 

 社会科歴史的分野の指導に関する研究 
 －三つの視点（当事者・観察者・評価者）で追究する授業づくりを通して－ 
 

１ 研究の意図 

 (1) 研究の背景及びテーマ設定の理由 

  ア 歴史学習における現代とのつながりの必要性 

  イ 歴史を捉える三つの視点 

 (2) 研究の仮説 

 

２ 研究の内容 

 (1) 仮説の検証方法 

 (2) 授業実践 

  ア 第１回授業実践 

   (ｱ) 単元計画 

   (ｲ) 授業展開 

   (ｳ) 分析 

    ａ 疑問点を考える活動（第１時）の効果 

    ｂ 共通点や差異の見出し 

   (ｴ) 第１回授業実践の成果と課題 

  イ 第２回授業実践 

   (ｱ) 単元計画 

   (ｲ) 授業展開 

   (ｳ) 分析 

    ａ 評価者の視点からの疑問の不出現 

    ｂ 多面的・多角的な評価へのつながり 

   (ｴ) 第２回授業実践の成果と課題 

 (3) 授業実践全体の結果と考察 

  ア 歴史事象と現代とのつながりとは何か 

   (ｱ) 過去と現代の事象の共通点や差異（点で捉える段階） 

   (ｲ) 過去と現代の事象の脈絡（線で捉える段階） 

   (ｳ) 対象とする事象と類似した事象との共通点や差異（面で捉える段階） 

   (ｴ) 個別の事象から大きな概念への一般化（より大きな面で捉える段階） 

  イ 各視点の往還的関係 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

 (1) 研究のまとめ 

 (2) 今後の課題 

 

           山口市立小郡中学校 
 

             教 諭  末 村 和 也 
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表１ 本研究における三つの視点 

当事者 

の視点 

当時の時代状況へ具体的に視点を 

近づけて学習していく視点 

観察者 

の視点 

他の事象と比べることで、視野を 

広げて学習していく視点 

評価者 

の視点 

（事象から）後の時点から人物の考え 

や行為、事象の意義を考える視点 

 

現代とのつながりを見出すことができる社会科歴史的分野の指導に関する研究 

－三つの視点（当事者・観察者・評価者）で追究する授業づくりを通して－ 

 

   山口市立小郡中学校 教諭 末村 和也  

 

１ 研究の意図 

(1) 研究の背景及びテーマ設定の理由 

 ア 歴史学習における現代とのつながりの必要性 

  なぜ歴史学習で「現代とのつながり」を見出す必要があるのか。それは、「どうして過去  

 のことを学ぶのか」という生徒の素朴な疑問に対して、多くの教師が抱く「過去から学ぶた 

 め」という見解と深く関わるだろう。教師の抱く「過去から学ぶため」という考えには、現 

 代的な課題が存在し、その課題を解決するには過去の同様の出来事の背景や結果を参考にす 

 ることに意味があるという理念が内包されている。しかし、生徒は歴史事象と現代的な課題 

 とのつながりを見出すことが困難なため、過去から学ぶことの意味を実感しにくい。そのた 

 め、まず生徒に現代的な課題が意識され、歴史事象と現代とのつながりが見出されてこそ、    

 「過去から学ぶ」ことの真意が伝わるのではないだろうか。 

  「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 社会編」では、改訂の趣旨において「現代  

 的な諸課題を歴史的に考察する力を育んでいくこと」が求められており、歴史的分野の目標  

 においても「現在とのつながり」などに着目して多面的・多角的に考察したり、説明したり 

 する力を養うことが明記されている。また、原籍校の１年生61人に対して事前アンケートで  

 「過去の人物やできごとについて学んだことが、今の社会とつながっていると感じますか」 

 と質問したところ、肯定的な回答は57％であり、その具体的な内容も抽象的・限定的な内容  

 のものだったことから、現代とのつながりを見出すことの必要性が窺える。 

  𠮷川（2015）は、学校の歴史授業とは第一義的に「歴史理解」をつくる場であり、教師の 

 役割は子どもたちを大人の「歴史認識」に従わせることではなく、既存の「歴史認識」を批 

 判的に再構成する力を付ける指導を行うことだと述べている。そのため本研究では、近年の 

 歴史哲学でも議論されている「歴史とは過去に対する現代人の再解釈である」という立場か 

 ら、生徒と共に過去の出来事について解釈を形成し、それが現代社会においてどのような意  

 味をもつのかを捉えていく過程を、現在の歴史教育に必要な姿と考える。 

イ 歴史を捉える三つの視点 

  稲垣・吉安（2011）は現代社会の諸問題を解きほぐす子どもを育てる上で、当事者・観察 

 者・評価者の視点を行き来しながら考察を進めていくことで、事象に対する多面的・多角的   

 な考察を行う力を身に付けていくことができるとともに、複雑な社会の状況を整理し、自分 

 なりの解釈に基づいて社会的事象を捉えることができるようになると述べている。 

  そこで、本研究では表１のように三つの視点を 

 整理して定義し、現代的な課題に即した単元を貫 

 く問いを追究する学習活動を仕組む。それにより 

 生徒は、歴史事象の意味を問い直す過程で多面的 

 ・多角的に自分なりの歴史解釈を形成し、当時と 

 現代の共通点や差異を見出すことで今の社会について再発見し、現代的な課題への意識を高
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図１ 第１回実践の大まかな概念図 

めることができるのではないかと考えた。 

(2) 研究の仮説 

 歴史学習において当事者・観察者・評価者の三つの視点で追究する学習過程を仕組むこと

で、歴史事象と現代とのつながりを見出すことができる。 

 

２ 研究の内容 

(1) 仮説の検証方法 

  仮説について検証するために、表２の方法を用いる。 

(2) 授業実践 

  原籍校の１年生（61 人）を対象に、第１回を７月、第２回を同年 10 月に授業実践を実施し  

 た。なお、生徒の視点を限定し、自由な思考を妨げないため、三つの視点について事前に生徒  

 に説明したり、授業中に指示したりすることはしていない。あくまでも、教師側が事前の教材  

 研究や授業中の生徒の発言内容を整理する場面などにおいて、内容を各視点で分析しながら、  

 実践を進めていった。 

 ア 第１回授業実践 

  (ｱ) 単元計画 

    第１回の単元「奈良時代の災害対策～大仏建立の意義を考える～」のねらいは、以下の 

   とおりである。 

    単元の大まかな概念図は、 

   図１に示すとおりである。災 

   害禍における聖武天皇の大仏 

   建立という政策を多面的・多 

   角的に評価するために、当事 

   者の視点では聖武天皇の行為 

   の背景を考察し、当時の時代 

   状況を踏まえた意図、行為、 

   結果及び成果といったストー 

   リーの構成をつくっていく（ 

   筋の形成）。また観察者の視 

   点では、飛鳥時代の大仏や龍 

   門の石仏と比較することで、 

表２ 仮説の検証方法 

生徒の言動 
の記録分析 

授業における教師と生徒の言動を録音・録画したものを基に、発言記録
を作成し、生徒の思考の視点や知識獲得の経緯について検証する。 

ワークシート及び 
レポート課題の分析 

各授業のワークシートの振り返りや単元末のレポート課題の記述内容か
ら、授業を通して生徒が学んだことや考えたことについて検証する。 

事前・事後の 
アンケート分析 

各実践の前後で行うアンケート結果から、歴史的分野の学習に対する意
識の変容を検証する。 

 

 

東大寺の大仏建立の背景や特色について考察することを通して、災害対策における当時と

現代の為政者の共通点や相違点について理解することができる。 
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表３ 第１回授業実践の単元計画 

時間 ねらい 学習活動の中心となる問い 視点の動き 
 
 
１ 

 古代と現代の災害対策の違
いについて考えることを通し
て、聖武天皇の大仏建立に関
する学習課題を共有すること
ができる。 

➀コロナ対策で、総理大臣が東京に大仏を   
 つくると言ったらどうなるだろう。 
➁聖武天皇が大仏をつくるまでの経緯につ  
 いて疑問に思うことを挙げよう。 

(観)へ 
 
(当)から(観)へ 

 
 
２ 

 東大寺の大仏と龍門（中
国）の石仏を比較すること
を通して、仏教が政治的意
図に利用されていたことを
理解することができる。 

➀それまで日本になかった巨大な大仏を聖  
 武天皇がつくったのはなぜだろう。 
➁当時、巨大な大仏をつくったのは聖武天  
 皇だけだったのか。 
➂当時の権力者にとって、仏教はどのよう  
 な存在だったのか。 

(観)へ 
 
(当)から(観)へ 
 
(当)から(評)へ 

 
 
３ 

 飛鳥時代に大仏建立ができ
るか考察することを通して、
大仏建立を律令の整備や唐文
化の流入と関連付けて理解す
ることができる。 

➀東大寺の大仏をつくるのに必要なものは  
 何か。 
➁飛鳥時代でも大仏をつくることはできた  
 か。 
➂天皇の権力基盤はいつ確立したのか。 
➃奈良時代の人々は、積極的に大仏づくり  
 に参加したのか。 

(当)へ 
 
(当)から(観)へ 
 
(当)から(観)へ 
(観)から(評)へ 

 
 
 
４ 

 聖武天皇の遷都の背景を考
察することを通して、貴族ら
の勢力争いの中で大仏が建立
されたことを理解することが
できる。 

➀聖武天皇が都を何回も遷したのはなぜだ  
 ろう。 
➁なぜ聖武天皇はそれらの場所を都に選ん  
 だのか。 
➂聖武天皇にとって頼れる人は誰だったの  
 か。 
➃聖武天皇にとって遷都は何を意味するの  
 か。 

(観)へ 
 
(当)から(観)へ 
 
(観)から(当)へ 
 
(当)から(評)へ 

 
 
５ 

 大仏建立の影響について考
察することを通して、大仏建
立により寺院勢力の政治的影
響力が強まったことを理解す
ることができる。 

➀大仏建立にはどのような効果があったの  
 か。 
➁大仏建立は当時の最善の策といえるか。 

(観)へ 
 
(観)から(評)へ 

 

   東大寺の大仏のもつ特色を形成する。そして、単元全体を通して筋と特色の形成を往還し  

   ていくことで、多面的・多角的に大仏建立を評価することを試みた。 

    また、単元計画は表３に示すとおりである。単元計画では、生徒が問いや資料等を媒介  

   として三つの視点から大仏建立にまつわる歴史事象について考え、単元を貫く課題である  

   「大仏建立の意味」について多面的・多角的に考察することができるように、各時間の中 

   心となる問いを仕組んだ。なお、表３の「視点の動き」は授業前の教師側の意図として示 

   すものであり、（当）は当事者、（観）は観察者、（評）は評価者の各視点を表す。また  

   学習活動の中心となる問いと問いの間には、補助的な問い返しによるやり取りがあること 

   を前提に示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ｲ) 授業展開 

     第１時は、導入で政府の新型コロナウイルス感染症の対策を想起させ、災害対策として  

    聖武天皇が大仏建立を決断したことに意外性をもたせることで、歴史事象を評価する意識  

    をもてるようにした。そして大仏建立までの経緯について教師の情報提供や年表（図２）  

    などの資料を基に俯瞰させ、疑問に思ったことをグループや学級全体で共有することで、 

    大仏建立を評価するために必要な情報について意識が高まるようにした。また、年表には  

    大仏建立に至るまでの一連の過程において、自然災害以外にも貴族の対立といった人災が  

    起こっていることや、それらに対する聖武天皇の行為を示すことで、大仏建立が単なる思  
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図２ 第１時に配付した年表 

    い付きではなく、聖武天皇を取り巻く様々な状況下において、試行錯誤の上に決断された  

    ものであることを理解できるよう配慮した。 

     第２時は、授業の導入で飛鳥大仏を例示し、その大きさについて比較することで、巨大 

    な大仏を聖武天皇が造るに至った背景 

    に注目するようにした。その際、配付 

    した資料には聖武天皇の詔の内容から 

    当事者の視点に立つことや、材料の産 

    地や遣唐使のルートなどの地図情報か 

    ら観察者の視点に立つことができるよ 

    う配慮した。授業中盤では、東大寺の 

    大仏の特色を明らかにするため、東大 

    寺の大仏と龍門の石仏を比較し、共通 

    点や差異を考える活動を取り入れるこ 

    とで生徒の視野が広がるようにした。 

    授業終盤では、当時の権力者にとって 

    仏教が大陸における先進的な知識体系 

    の一つであり、政治的な意図にも利用 

    されていたことを理解させるため、則 

    天武后の政策を授業前半の内容と関連 

    付けて考察させた。 

     第３時は、時代の特色を明らかにす 

    るために、他の時代と比較する活動を 

    仕組んだ。推古天皇や天武天皇が飛鳥 

    時代に巨大な大仏をつくることができ 

    たかどうかを考察することで、大仏建 

    立が奈良時代だからこそ可能だった政策とも考えることができるからである。導入では、  

    大仏づくりに必要なものを推論させたり、飛鳥時代の災害に関する資料等を示したりする 

    ことで、授業前半の討論活動が多様な視点から意見交換がなされることを期待した。授業 

    中盤は、奈良時代に権力基盤が確立し、民衆を動かすことが可能となったことを理解させ 

    るため、「天皇の権力基盤はいつ確立したのか」と問うことで時代を俯瞰したり、大宝律 

    令や班田収授法についての情報を与えることで、当時の時代状況へ視点を近づけたりでき  

    るようにした。また、授業終盤には農民の立場から大仏建立を評価させることで、多様な  

    立場から大仏建立を評価するように意識させた。 

     第４時は、天皇の遷都の理由を多様な視点から考察できるようにするため、資料に聖武 

    天皇の行幸ルートや各都の特色を載せて天皇の意図を探らせたり、天皇を中心とした系図 

    を載せて天皇の置かれた状況へ視野を広げたりすることができるようにした。そして、天 

    皇と貴族の関係や仏教を巡る貴族同士の対立的な関係といった関係図が理解できるように 

    した。 

     第５時は、大仏建立の効果を考える際に、配付資料に大仏開眼供養後の災害の有無を年 

    表で示したり、金の発見や大陸文化の流入、貴族の乱、水銀中毒などの聖武天皇にとって  
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➀大仏をつくったことは、人々の心の支えになったと思う。 

➁もし私が農民だったら納得しない。ダムや堤防のよ 

 うな対策をした方がよかった。 

➂奈良時代の人も現代の人も、最新のものを手に入れ 

 たいという考えは同じだと思った。 

➃現代で考えれば大仏建立はおかしなことだけど、奈 

 良時代ということを考えると何かにすがらないと生 

 きていけないのだろうと思った。 

図４ 第５時のレポート課題の生徒記述 

    影響の大きかった出来事について資料を載せたりすることで、多様な視点から大仏建立を  

    評価できるようにした。 

   (ｳ) 分析 

     第１回実践の前後におけるアンケート 

    で、過去の人物や出来事について学んだ 

    ことが、今の社会とつながっていると感 

    じるかどうかを尋ねたところ、肯定的な 

    回答が12ポイント増加した（図３）。で 

    は、その増加の要因はどこから来たのだ 

    ろうか。二つの観点から本実践を評価し 

    た。 

    ａ 疑問点を考える活動（第１時）の効果 

      第１時の学習活動で、大仏建立につ 

     いて生徒から多くの疑問点が出され、 

     それらを各視点に分類した（表４）。 

     最も多く出された疑問点は、聖武天皇 

     の行為に着目した当事者の視点のもの 

     だった。年表を通じて、聖武天皇の大 

     仏建立までの物語を想像しながら一つ 

     一つの行為を考えていった結果ではな 

     いかと考えられる。また、天然痘や災害の被害状況のような事象・現象を基に、観察者 

     の視点から広い視野で時代を見ている疑問も多く見られた。 

      活動全体を通じて、生徒は現代の常識と比較しながら疑問点を考えていた。例えば、 

     現在の日本であれば天皇の意思で首都が数年単位で変わることは考えられないが、当時 

     は何度も遷都をしていることに対する疑問である。このような歴史事象の経緯から疑問 

     点を考える活動は、当時と現代の常識を比較することになり、現代とのつながりを意識 

     させることに有効な手段であったと考える。 

      また、こうした生徒の疑問を各視点に分類し、そこから得られる学習内容の意味を検 

     討することで、教師側が単元の各授業における学習内容や問いを再構成することに大い 

     に役立った。 

    ｂ 共通点や差異の見出し 

      次に、単元を通して生徒がどの 

     ような現代とのつながりを見出し 

     たのかを検証する。第５時の終わ 

     りに、聖武天皇の大仏建立につい 

     て思ったことや考えたことを自由 

     記述させた。生徒の記述には、聖 

     武天皇の大仏建立という政策への 

     賛否に関する意見（図４➀、➁） 

     や、当時と現代の共通点や差異に 

表４ 第１時に生徒が挙げた主な疑問点 

当
事
者 

・なぜ大仏で災害が収まると思ったのか。 
・なぜ災害の原因を自分の不徳と考えたのか。 
・なぜいくつも都を遷したのか。 

観
察
者 

・天然痘が流行したのは、この時代だけか。 
・なぜ 700 年代は災害が多かったのか。 
・聖武天皇に反対する人はいなかったのか。 

評
価
者 

・大仏をつくって、本当に効果があったのか。 

・聖武天皇は善と悪のどちらなのか。 

 

 

図３ 第１回実践のアンケート結果 
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図５ 第２回実践の大まかな概念図 

     関する意見（図４➂、➃）が多く見られた。このことから、生徒は単元を通して、現代  

     的な立場から大仏建立を多面的・多角的に評価することで、当時と現代の共通点や差異  

     を見出していったといえる。 

   (ｴ) 第１回授業実践の成果と課題 

     第１回の授業実践を通して、生徒が多面的・多角的な考察を経て歴史事象を評価するこ 

    とで、当時と現代の共通点や差異に着目し、現代とのつながりを見出そうとしていること 

    が分かった。その一方で、現代的な課題を歴史的に考察する意識が高まったかどうかにつ  

    いては見取ることができなかった。その原因の一つは、評価の対象が大仏建立という過去  

    の歴史事象だったため、歴史事象への解釈を形成することはできたものの、現代的な課題  

    をどのように考え直すかという思考に発展しにくかったことが考えられる。 

     そこで第２回実践では、歴史の学習を通して現代的な課題に対する意識を高めるための  

    手立てを課題とし、評価の対象を歴史事象ではなく、現代的な事象とすることで学習者の 

    意識がどのように変容するかを検証していくことにした。 

  イ 第２回授業実践 

   (ｱ) 単元計画 

     第２回の単元「今につながる室町文化～『西の京やまぐち』について考える～」のねら 

    いは、以下のとおりである。 

      

 

 

 

     単元の大まかな概念図は図 

    ５に示す通りである。当事者 

    の視点では、大内氏が都の文 

    化を取り入れた理由について 

    考察することで、日明貿易に 

    よる財力や雪舟が山口へ来た 

    目的といった時代状況と関連 

    付けて、大内文化がつくられ 

    たストーリーである筋を形成 

    していく。また、観察者の視 

    点では、隈府や足利といった 

    都の文化が栄えた他の都市と 

    山口を比較することで、大内 

    文化の特色を形成する。このような筋と特色の形成を往還することで、多面的・多角的に  

    「西京を名乗る山口市」を評価することをねらいとした。 

     第１回授業実践の課題を踏まえ、現代的な課題に対する意識を高めるために、本実践で 

    は評価の対象を歴史事象ではなく、西京（西の京）を名乗る山口市という現代的な事象と 

    した。具体的には、「なぜ山口市は西京（西の京）を名乗っているのか」や「西京（西の 

    京）という呼び方を広めていくべきか」という課題を考察することで、これからの山口の 

 山口が西京（西の京）と呼ばれる背景について追究する活動を通して、民衆の成長

や応仁の乱などの社会的背景や、都の文化が栄えた他の都市との比較から、大内文化

の特色を理解することができる。 
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表５ 第２回授業実践の単元計画 

    まちづくりへの関心が高まることを期待して単元を構想した。授業は、表５に示す単元計 

    画に沿って行った。 

 

 

時間 ねらい 学習活動の中心となる問い 視点の動き 
 
 
１ 

 山口が「西京（西の京）」
と呼ばれていることについて
資料を基に疑問点を挙げる活
動を通して、単元の学習課題
を共有することができる。 

➀なぜ山口のことを「西京（西の京）」と 
 呼ぶのだろう。 
➁大内氏の時代の出来事から、疑問に思う 
 ことを挙げよう。 

(観)へ 
 
(当)から(観)へ 

 
 
２ 

 大内氏による山口のまち
づくりを考察する活動を通
して、大内文化の発展の背
景について理解することが
できる。 

➀大内氏の時代に山口で京都（都）の文化 
 がつくられたのはなぜか。 
➁なぜ雪舟はわざわざ都から山口へ来たの 
 だろう。 
➂大内氏の文化を支えたものは何か。 

(観)へ 
 
(観)から(当)へ 
 
(観)から(評)へ 

 

 

３ 

 室町時代に都の文化が地方
に広がった要因を考察するこ
とを通して、大内文化の特色
を、経済の発達や他の都市の
文化の共通性と関連づけて理
解することができる。 

➀室町時代に都の文化が地方に広がったの 
 はなぜだろう。 
➁山口と隈府、足利の共通点には何がある  
 だろう。 
➂大内文化とは、どのような文化か。  

(観)へ 
 
(当)から(観)へ 
 
(観)から(評)へ 

 
 
 
４ 

 室町時代に都周辺で一揆が
起こった要因を考察すること
を通して、一揆の多発と都の
文化の地方への広がりの関係
を、人々の結び付きの強まり
や経済の発展と関連付けて理
解することができる。 

➀地方で都の文化が栄えた時に、都周辺で 
 一揆が多発したのはなぜか。 
➁室町時代に百姓が一揆を起こすことがで 
 きたのはなぜか。 
➂一揆の多発と都の文化の地方への広がり 
 の関係は何か。 

(観)へ 
 
(当)から(観)へ 
 
(観)から(評)へ 

 
 
５ 
 

 山口を「西京（西の京）」
と呼ぶことを今以上に広める
べきかどうかについて、大内
文化の特色と関連づけて自分
の意見をもつことができる。 

➀山口と隈府、足利の相違点には何がある 
 だろう。        
 
➁山口は「西京（西の京）」を今以上に広 
 めるべきか。 

(観)へ 
 
(観)から(評)へ 

   (ｲ) 授業展開 

     事前アンケートの結果、生徒は「西京（西の京）」という言葉について、高校名や企業 

    名等から聞いたことはあるものの、その由来については全く認知していないようだった。  

    そこで、第１時では山口が「西京（西の京）」と呼ばれている事実を知らせた上で、その  

    由来に大内氏が関係していることを全体で共有した。そして、大内氏の時代の出来事につ  

    いて年表や資料を配付し、生徒から自由に疑問点を挙げさせた。その際、年表には山口、  

    京都、他の都市の出来事について載せることで、全国的かつ時代全体から大内文化を捉え  

    ることができるようにした。また、配付する資料は、大内文化に関する具体的事例だけで  

    なく、都の文化が広がった他の都市の分布や具体的事例を載せることで、全国的な視野で  

    大内文化について考えることができるよう工夫した。考えた疑問は、グループで共有した  

    後に短冊に記入させ、縦軸を個別の人物や地域に見られるものと全体的・全国的に見られ  

    るもの、横軸を「人」「まち」「もの」「その他」の内容項目として表にし、黒板に分類  

    させた。なお、表６はある学級で生徒がまとめた表である。このような活動を通じて、生  

    徒がどのような内容について、どの視点から疑問点を捉えているかを授業で確認し、西京  

    （西の京）を名乗る山口に迫るための学習課題を共有した。また、教師側で単元の内容構  

    成を生徒の疑問に沿う形に再構成した。 
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図６ 本単元における社会構造的な外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第２時は、大内文化に焦点化し、大内氏が都の文化を取り入れた背景や、文化を発展さ 

    せることができた要因について考察を行った。その際に配付した資料は、大内氏が守護と  

    して成長していった経緯や海外との交易に関する情報を載せることで、生徒が時間や空間 

    において広い視野から考察できるよう意図して作成した。また、貴族と交流を深める情報 

    からは、大内氏の立場で、その行為の真意を捉えさせることを意図した。 

     第３時は、前時から視野を広げ、都の文化の地方への広がりを全国的な動向として捉え 

    るために、「都の文化が広がった都市」に関する分布や情報について資料を提示した。ま 

    た、授業後半では大内文化の特色を明らかにするために、都の文化が広がった都市を応仁 

    の乱の前後で区分し、応仁の乱以前に成立した山口と隈府、足利の共通点について資料を 

    基に考える活動を取り入れた。 

     第４時は、室町時代の地域や時代の特色について、社会構造的な視点から理解させるた 

    めに、都の周辺で一揆が多発したことと、都の文化が地方に広がったことの関連について 

    考察する活動を仕組んだ。なお、図６は、第４時までに捉えさせたい本単元の社会構造的 

    な外観である。前時に学習した交通 

    や産業の発展と、経済的な格差や自 

    治的な団結力が生まれてきたことの 

    関連が理解できるように、生徒の視 

    野を広げることを意識して問いを投 

    げかけた。 

     第５時は、まず山口と隈府、足利 

    を比較することで、大内文化の個別 

    性を明らかにした。そして、これか 

    らの山口のまちづくりへの課題意識を高めるために、「山口を西京（西の京）と呼ぶこと  

    を、今以上に広めるべきか」という評価者の視点に立った討論活動を仕組んだ。また、授  

    業終盤には「文化の形成や発展、広がり」について単元を通して考えたことを、レポート  

    課題として自由記述させることで、単元全体を通した学習内容に対する関心や理解度を明  

    らかにすることを図った。 

      (ｳ) 分析 

    ａ 評価者の視点からの疑問の不出現 

      第１時の学習活動で生徒から挙がった疑問（表６）を三つの視点で分類すると、表７ 

 
表６ 第１時に生徒が挙げた疑問点 
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表７ 第１時に生徒が挙げた主な疑問点 

当

事

者 

・なぜくじ引きで将軍を決めたのか。 
・なぜ京都から八坂神社を勧請したのか。 
・なぜ大内義弘は室町幕府と戦ったのか。 
・なぜ（後醍醐）天皇が逃げるのか。 

観
察
者 

・山口って意外と栄えていたのではないか。 
・瑠璃光寺五重塔と京都のお寺の関係は何か。 
・全国での大内氏の勢力はどのくらいか。 

 

     のようになる。第１回の実践と同様に、 

     まず当事者の視点に立った疑問が多く出 

     ていた。当事者の視点に立った疑問は人 

     物の「行為」に対する疑問でもあり、子 

     どもたちにとって馴染みやすい視点と考 

     えられる。また、観察者の視点に立った 

     疑問は「事象」や「現象」に対する疑問 

     であり、これらも複数が疑問として挙がってきた。 

      ここで注目すべきは、評価者の視点の疑問が一つも出なかったことである。第１回の 

     実践では、「大仏をつくって効果があったのか」といった評価者の視点に立った疑問が 

     挙がったが、なぜ本実践では出てこなかったのだろうか。例えば、「京都に似たまちづ 

     くりをして意味があったのか」や「五重塔をつくった大内氏はすごいのか」といった疑 

     問が出てもおかしくはない。出てこなかった要因はいくつか考えられるが、大きな要因 

     は、生徒が事象に対する「意外性」を感じていなかったことが影響していると考えられ 

     る。第１回授業実践では、疫病の流行という共通の時代状況を想定した上で、政府のコ 

     ロナ対策と聖武天皇の政策の差異から、生徒は大仏建立という決断に対して意外性を感 

     じていた。しかし本実践においては、西京（西の京）を名乗る山口市について、生活上 

     で見聞きしたことはあるものの、大内文化との関連や他の京都の文化が見られる都市に 

     ついてほとんど情報を有していなかった。そのため、西京（西の京）と呼ぶことの妥当 

     性について、資料の情報から疑問を感じるには至らなかったと考えられる。 

      このことから、評価者の視点に立って現代的な課題への意識を高めていく上で、現代  

     的な事象について歴史事象を踏まえて再検討し、評価していく意味をもたせるための教 

     師側からの手立てが必要だといえる。 

   ｂ 多面的・多角的な評価へのつながり 

     単元の学習活動における各視点の働きが多面的・多角的な評価にどのように影響して  

    いるのか、第２時と第５時の授業実践の発言記録の内容から見ていく。 

     図７は、第２時前半の学習活動にお 

    ける教師と生徒とのやり取りの一部で 

    ある。はじめの発問に対して、生徒か 

    ら都の文化を取り入れた大内氏の考え 

    に立った当事者の視点からの発言が多 

    く出た。そこで、視野を広げるため、 

    奈良時代の地方権力者と大内氏を比較 

    し、大内氏が五重塔のような都を象徴 

    する建築物をつくることができた理由 

    について問い返した（図７➀➁）。そ 

    れにより、明や朝鮮との貿易により財 

    力をつけた大内氏の人物像を生徒は掴 

    んでいくことができた。 

      次に、この第２時で獲得した知識が現代的な事象に対する評価場面でどのように活用  

 

図７ 当事者と観察者の視点の動き（第２回第２時の実践） 
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     されるのか、第５時の授業中盤の一場面から見ていく（図８）。 

      この場面は、「山口を『西の京』と 

     呼ぶことを広めるべきか」の是非につ 

     いて考える活動であり、「西京（西の 

     京）」を名乗る山口市について、評価 

     する活動ともいえる。生徒からは、単 

     元全体の学習内容を踏まえた多面的・ 

     多角的な評価者の視点の発言が表出し 

     た。具体的には、図７で先述した大内 

     氏の時代の栄華と現在の山口の現状に 

     基づいた意見（図８➂）や都の文化が広がった他の都市との比較を基にした意見（図８ 

     ➃）がそれに当たる。 

      このように単元全体で視点を往還し、獲得していった知識を基に、現代的な課題につ  

     いて歴史的に考察することで、生徒は過去と現在、都市と都市の共通性や差異を見出し  

     ていったといえる。 

   (ｴ) 第２回授業実践の成果と課題 

     第２回実践を通して、歴史と現代とのつながりを見出すための手立てが明らかになって 

    きた。それは、単元の終わりに課したレポート課題への生徒記述に現れていた。レポート 

    課題は、単元の学習を通して生徒がどのようなことを考えたのかを調べるために行ったも 

    のであり、課題の内容は、以下のものである。 

 

 

     図９はレポート課題に対する生徒の記述内容をグラフにまとめたものである。なお、複  

    数の内容を記述している生徒もいたため、グラフ内の人数と回答した生徒の人数には差が  

    ある。 

     記述内容の内訳を見ると、生 

    徒は現代的な課題に対して、主 

    に山口に関することと、文化一 

    般に関することの二つの内容か 

    ら捉えており、その中で四つの 

    方法的な立場を見出していたこ 

    とが分かる。では、現代的な課 

    題に対する四つの方法的な立場とはどのようなものか見ていく。 

     一つ目は、現代の事象の由来に着目した記述である。図10の記述内容から、生徒は「西  

    京（西の京）」という現在の山口で多く使 

    われている名称が、室町時代の大内文化に 

    由来しており、その後の時代については簡 

    単な情報しか持ち合わせていないものの、 

    結果として今も大内文化が残り、まちづくりに活用されているという大まかなストーリー 

    を構成したのではないかと考えられる。このような記述は多くの生徒に見られ、単元を通  

 
図８ 評価者の視点の例（第２回第５時の実践） 

 今回の学習を通して、「文化の形成や発展、広がり」について、あなたが考えたこ

とを学習内容との関係を明らかにして書きなさい。 

 
図９ レポート課題に対する記述内容の内訳 

 西京銀行や西京高校のように名前がつい
ているのは、かつて大内氏が色々な文化や
山口独特の文化を考えてつくってきたから
で、今につながっていると分かった。 

図 10 事象の由来に着目した記述の例 
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図 14 過去の事象と現代の事象の共通点や差異 

 「西の京」についての話し合いを通じ
て考えが変わり、古くから残された歴史
を知り、大切にしていくことが一番大事
なことだと思った。 
図 12 文化財保護に対する必要性を見出した記述の例 

    して「なぜ山口のことを『西京（西の京）』と呼ぶのか」に着目し、追究し続けたことが 

    大きく影響しているだろう。 

     二つ目は、過去と現代との時間的な差異 

    に着目した記述である。図11の記述内容か 

    ら、生徒は現在と室町時代の山口市の置か 

    れた状況について違いを感じつつも、大内 

    氏による栄華の名残が「大内文化」として 

    現在も残っていることに好感を抱いている 

    と考えられる。 

     三つ目は、文化の保護の必要性に着目し 

    た記述である。図12の記述内容から、生徒 

    は西京（西の京）という呼び方について初 

    めは関心が低く、否定的な立場だったが、 

    討論活動を通じて文化財を保護し、まちづ 

    くりに生かしていくことへの意欲を高めるきっかけを掴んだと考えられる。 

     四つ目は、文化の広がりについて一般性を見出した記述である。図13の記述内容から、  

    生徒は「都の文化の地方への広がり」について山口を中心に他の都市と比較しながら学習  

    を進める中で、「文化の広がり」を一般化して捉えていったと推測することができる。 

     このように、室町時代の大内文化の形成という個別の歴史事象を学びながら、地域や時 

    代を越えた文化の一般論を学び、社会を見る視点を養っていく学習こそ歴史事象と現代と  

    のつながりを見出す学習であることが、第２回授業実践を通して明らかとなった。 

 

 (3) 授業実践全体の結果と考察 

 ア 歴史事象と現代とのつながりとは何か 

   研究を始めた当初の仮説では、歴史事象と現代とのつながりとは、当時（過去）と現代の

共通点や差異を見出すこととしていた。しかし、授業実践を通して、現代とのつながりの見

出し方は一様でなく、いくつかの段階があることが分かってきた。では、現代とのつながり

を見出す段階とはどのようなものなのか。第１回実践（聖武天皇の大仏建立）を例に挙げて

説明する。 

  (ｱ) 過去と現代の事象の共通点や差異（点で捉える段階） 

    一つ目は、過去の事象と現 

   代の事象の共通点や差異を見 

   出す段階である。第１回実践 

   では、単元の冒頭で、災害・ 

   疫病対策に悩む為政者という 

   当時と現代の共通する時代状 

   況を想起させ、聖武天皇の大 

   仏建立という政策の意外性に 

   注目させた。そして、単元全 

   体を通して大仏建立の意味を考えていくことで、海外からの最新の知識を生かそうとする   

 特定の地域の人が何か大きなことをし
て成功したら、それのマネをする人が出
てきて…みたいな感じで文化は広がって
いくんだろうなと思った。 

図 13 文化伝播の一般性を見出した記述の例 

 山口なんて遅れていて田舎って感じで
すごく嫌いだったけど、意外と山口にも
栄えていた歴史があることがわかって、
前よりも好きになれた気がした。 

図 11 時間的差異を見出した記述の例 
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図 15 過去の事象と現代の事象の脈絡 

 

図 16 対象とする事象と類似した事象との共通点や差異 

   共通点と、その最新の知識の当時と現代の差異について見出した（図14）。 

    これは、当時と現代という２点間の比較を通して見えてくる現代とのつながりであり、 

   点で捉える段階といえる。また、災害対策という一つのテーマにしぼることで、観察者の  

   視点から当時と現代の比較が可能となる。 

  (ｲ) 過去と現代の事象の脈絡（線で捉える段階） 

    二つ目は、過去の事象と現代の事象の脈絡を見出す段階である（図15）。東大寺の大仏 

   が建立された時代状況や聖武天皇の意図、行為、結果及び成果といったストーリーの構成  

   をつくっていくことで、学習者は筋を形成していく。それはＡ→Ｂといった単純な因果関  

   係ではなく、Ａ＋Ｂ＋Ｃ→Ｄ 

   のように、複数の要因を関連 

   的に見ていく必要があるだろ 

   う。こうした筋を形成してい 

   く段階は、線で捉える段階と 

   いえる。授業では、当事者の 

   視点から時代状況や人物の意 

   図を考えていく活動で具体的 

   な筋を形成していきながら、 

   単元の枠を越えて時代を比較することで時代観を養っていくことが大切だと考えられる。 

    また、中学校で行われる通史学習のカリキュラムでは、大仏建立後の現代に至るまでの  

   経緯について、簡単な情報として示すことはできるものの、後の時代を先取りして詳しく  

   学習することは困難である。そのため、「なぜ中世の人は大仏をつくらなかったのか」や  

   「近世以降の文化史で仏教関係のものが少ないのはなぜか」といった問いを立て、時代を  

   振り返りながら現代に至るまでの筋を形成していく必要性がある。 

  (ｳ) 対象とする事象と類似した事象との共通点や差異（面で捉える段階） 

    三つ目は、対象とする事象 

   と類似した事象を比較するこ 

   とで明らかとなる共通点や差 

   異である（図16）。東大寺の 

   大仏と龍門寺の石仏や飛鳥大 

   仏などの文化財を比較するこ 

   とで、東大寺の大仏の特色が 

   明らかになる。その特色は、 

   現代人（学習者）がつくる歴 

   史事象への再解釈といえる。 

    また、歴史の学習でこのよ 

   うな比較を行うことで、「東大寺の大仏」から「当時の一般的な大仏」へと概念が広がっ 

   ていく。このことから、対象とする事象と類似した事象との共通点や差異を見出していく 

   段階は、面で捉える段階といえる。観察者の視点で比較しながら、当事者の視点で「なぜ 

   このような大仏が必要だったのか」を考えることで、その特色はより鮮明になっていくと 

   考えられる。 
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図 18 各視点の関係図 

 
図 17 個別の事象から大きな概念への一般化 

  (ｴ) 個別の事象から大きな概念への一般化（より大きな面で捉える段階） 

    四つ目は、個別の事象から大きな概念へ一般化された段階である（図17）。例えば、単 

   元を通して、「東大寺の大仏を、当時の状態で保存すべきか」という文化財保護の観点に 

   立った現代的な課題を設定したとする。その際、学習過程の中で「東大寺の大仏」という 

   個別の事象が「当時の一般的な大仏、文化財」へ概念化される場面や、更に「為政者と文 

   化財の関係（文化政策）」に概念が拡大していくことが考えられる。そして、当時と現代  

   の文化政策を比較していくことで、「一般的な文化政策」として一般化されていくことだ 

   ろう。こうした概念を拡大し、一般性を捉えていく視点は、前項の(ｳ)で述べた類似した    

   事象との比較の延長として発展 

   した姿といえる。また、前項の 

   (ｲ)や(ｳ)を駆使して学習を進め 

   ていけば、「大仏建立という文 

   化政策は、いつ頃まで続いたの 

   か」という、事象や概念の連続 

   性を見出していくことにもつな 

   がるだろう。 

    現代的な課題に対する意識を 

   高め、評価者としての視点を養 

   う歴史学習を構想するには、このような歴史事象と現代とのつながりの段階を踏まえ、総 

   合的に判断していく姿勢が求められる。また、地域や時代を越えた一般性、連続性を捉え 

   る歴史学習を実践していくには、一つの単元で完結することが困難なため、カリキュラム 

   ベースで構想していくことも重要だといえる。 

 イ 各視点の往還的関係 

    本研究における２回の実践にお 

   いて、三つの視点がどのような意 

   味をもっていたのかについても、 

   授業づくりの観点から明らかにし 

   たい。図18は、各視点の往還的な 

   関係を示したものである。 

    表３や表５での「視点の動き」 

   や実際の授業での発言記録を見る 

   と、二つの実践では授業前半で観察者の視点と当事者の視点を往還する学習が中心となり、  

   評価者の視点が各時間の授業終盤に位置づけられることが多かった。それは、多面的・多角 

   的に歴史事象の意義を明らかにするには、当事者の視点と観察者の視点を往還する学習過程  

   が不可欠なためと考えられる。ただし、それはあくまで一つの授業モデルである。授業前半 

   で「〇〇は、すごい人物か」という評価者の視点での考察から始まる授業も考えられる。こ 

   うした各視点と授業構成の関係は、更に多くの実践を考察する中で帰納的に検証していく必 

   要がある。 

    また、生徒の視点を動かす際は、教師による問い返しや資料提示をすることが多かった。 

   実際の授業では、生徒は中心となる問いに対して当事者の視点から発言することが多く、そ  
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図 19 系統的な概念形成のイメージ 

   こから更に当事者の視点で学習内容を具体化するか、観察者の視点で視野を広げて考察させ  

   るかの判断が求められた。教師は単元を貫く学習課題へ導くファシリテーターとして、各視 

   点の関係性を意識しておくことが重要だと考える。 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

 (1) 研究のまとめ 

   本研究では、当事者・観察者・評価者の三つの視点で追究する学習過程を構成することで、 

  歴史事象と現代とのつながりを見出す授業をつくることを試みてきた。研究の過程で、初めの  

  仮説で想定していた「歴史事象と現代とのつながり」の概念が、現代的な課題を内包する必要 

  性に気付いたり、授業実践を通してより明確なものとなったりする中で、発展していったこと 

  に意義があったと考える。 

   また、三つの視点から追究していく学習過程は、前述したような点や線、面で歴史事象と現 

  代とのつながりを見出すのに不可欠なことが分かった。さらに、実践でのレポート課題に対す 

  る生徒の記述内容から、歴史事象と現代の事象の共通点や差異、一般性などを考えることが、 

  現代的な課題を考えていく際のきっかけになることを掴んでいた点で一定の効果があったとい 

  える。 

 (2) 今後の課題 

   歴史事象と現代とのつながりを見出す授業をより効 

  果的に実用化するには、一単位時間の授業や単元で終 

  わるのではなく、カリキュラムレベルでの系統的な概 

  念形成を構想しなければならないだろう（図19）。本 

  研究における２回の実践では、災害対策や文化の広が 

  りといった概念形成を試みた。しかし、これらの概念 

  の一般性や連続性を見出していくには他の単元でも取 

  り上げる必要があり、また、社会科教育として扱うべ 

  き他の概念については、どの単元で扱えばよいのかと 

  いうことも問題となるだろう。 

   そのためには、社会科の３分野で共通して扱える柱となる概念や効果的に概念形成を行うた 

  めの方法を洗い出す必要がある。現に数学科や理科の学習指導要領では、柱となる概念を基に 

  した内容構成が図られている。社会科の学習においても、分野を越えて既習の学習内容と関連 

  付けて新たな概念形成を行う学習過程を構成することができれば、より学びを深める可能性が 

  見えてくるだろう。実用性や汎用性、発展性を意識しながら、継続的な課題として研究に取り 

  組んでいきたい。 
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