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グラフ１　世界史授業の満足度
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スポーツの歴史を通した主体的に思考する力の養成 
－北京オリンピックを通して－ 

○○○立○○○○高等学校 ○○ ○○(世界史) 

１ はじめに 

私が世界史を担当するにあたって一番留意してきたことは，「通史を終える」ことにあった。制

約された時間の中で，一定の範囲を終わらせるには講義形式の一斉授業が最もよい授業形態であ

ると思っていたので，授業の改善についてはなかなか考えられずにいた。 
数年前から，ＰＩＳＡ調査結果から日本の生徒の学力低下を心配する声が聞かれるようになっ

た。また，いわゆる「チョークアンドトーク」に頼った授業形態の改善についても，ずいぶん前

から指摘されていることは知ってはいたが，そのことをしっかりと受け止めてはいなかった。通

史を終わらせるというノルマを達成することが一番重要であり，従来の授業を続けることは致し

方ないと思い込むことでこれらの課題から目をそらしていたのだと思う。 
今回このような研究の機会を得ることができたので，世界史の授業をとおして生徒にどのよう

な能力を養わせるのか，そのための授業のあり方をあらためて考えてみたい。 

２ 本校の概況と生徒の意識 

本校では，文武両道を標榜しており，部活動や学習活動に熱心に取り組んでいる生徒は大変多

い。しかし，わりとおとなしく，指示されたことや与えられ

たことに関してはきちんとこなすが，積極性に欠ける部分が

感じられ，板書事項をノートに写すことが「学習」と思って

いるように見受けられる。 
グラフ１は，全校生徒を対象にした授業評価（平成１９年

度実施）の結果をまとめたものである。世界史の授業のほと

んどは今までのオーソドックスなスタイルの授業であるが，

その一斉講義型の授業に対して満足していることがわかる。 
グラフ２～４は，教科担当者のアンケート調査（平成２０年度実施）の結果をまとめたもので

ある。社会科全体では「好き」である生徒は約半数に過ぎないが，歴史に限定すると約６５％に

増加する。社会の中でも歴史に対しては好印象の生徒が多いこと

がうかがえる。その理由は大体以下のようなものであった。 
・ すごく興味があるし，暗記が楽しい  
・ 年表を覚えるのが好き 
・ 覚えていくことが好きなので 
・ 覚えるのは苦手だが，調べる事が楽しい 

中には，小学校より中学校の方が深く学べて興味深くなった，

などの回答もあるが，ほとんどの生徒は暗記，覚えることが好き

という理由で「好き」と答えている。 
嫌いな理由は大体以下のようなものであった。 

・ 覚えるのが大変  
・ 覚えることが多いから  
・ 年号人物名など覚えることが好きじゃない  
・ テスト前に頭に叩き込んでも点数を取れなかった  
・ 記憶力が悪いのでわからなくなってしまう  
・ 覚えられないことが多いから  
・ 覚えられなくて，まったく頭に入ってこない  
・ 暗記が苦手  
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好きであっても嫌いであっても，歴史という科目は「暗記すること」と思い込んでいる生徒が

多いことがあらためて浮き彫りとなった。世界史についてはまだ学んでいないので好きか嫌いか

がわからない生徒が半数を超え，このアンケートが今まで経験した授業を元に判断していたこと

がわかる。全体としては，歴史学習に対しては意欲的である。 

３ 主題の設定 

「歴史は暗記物」であるという意識が根強く，膨大な知識を覚えこむものと考えている生徒が

大変多い。暗記を得意とする者が歴史好きで，そうでない者は歴史嫌いということになる。教科

書や講義の内容をひとつの「情報」として受け入れ，その情報を覚えこんでいけばよいと考えて

いるようだ。 

たとえば，古代ギリシアの社会やギリシア人の精神性などについて，オリュンピアの祭典を例

にして以下のような「情報」を授業で教えるとする。 

オリンピックは古代ギリシアのオリュンピアで 4年に 1回行われた当時最大級の競技会であり，紀元
前７７６年に第１回大会が行われたが，３９３年の第２９３回大会が古代オリンピック最後となった。 

「へぇ」「なるほど」と多少の反応は感じるがほとんどの生徒は指示しなければここから先への

思考をめぐらせることはない。この学習事項に対して，「なぜこうなったのか？」「どうしてこう

なのか？」という歴史に対して問いかける姿勢は，受け身の授業ではなかなか身につかないであ

ろう。さらに「なぜ 1000 年以上もの長きに渡って続いたオリンピックが３９３年に終わったの

か？」と質問しても，なかなか思考をめぐらせるに至らずその正解を求めてしまう。 

キリスト教が広まりローマはついにキリスト教を認め３９２年国教となり，他の宗教は禁じられたた

め，ゼウスの神にささげられるこのオリュンピア祭も禁じられることになった。 

と教えると，「問い」に対する「答え」としてそれを覚えこもうとする。 

最後のオリュンピア祭と，３９２年のローマでの出来事とどう関連するのか，教科書での記述

は，古代オリンピックに関連するものも少ないので，通常の講義形式の授業では時間が足りず，

触れずに終わってしまうかもしれない。一定の進度を保ちながら，教科書以外の知識をわかりや

すく教えてきたつもりだったが，このような授業では，歴史が暗記物であると教えることになっ

てしまうのではないかということに気がついた。ではどのような授業改善が必要なのであろうか。 

平成１５年度のＯＥＣＤによる国際的な生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）のうち，「読解力」

について日本の生徒の得点はＯＥＣＤ平均程度まで大幅に低下した。これ以来学力低下を危惧し

知識注入型学習へのゆり戻しを望む声も聞かれるが，知識量を増やすだけではこの読解力は改善

されない。求められるのは「自らの目標を達成し，自らの知識と可能性を発展させ，効果的に社

会に参加するために，書かれたテキストを理解し，利用し，熟考する能力」の向上である。この

能力を向上させるために，存在していることもあまり意識しないが常に身近にあるもの，当たり

前として存在するものをとおして，なぜそれが存在するのか，どのような経過で作り上げられて

きたか，そのときの社会の様子や背景はどのようなものだったか，など歴史的な疑問や問題点を

見つけ出し，それを解決すべく情報を収集して調べあげ，自らの考えをまとめていく力を養成で

きる授業を展開する必要があると考えた。講義形式の一斉授業においては主体的に思考させる場

面をなかなか設定しづらいので，効果的に問題解決型の学習を取り入れる必要があるだろう。 
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北京オリンピックに興味は
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題材の設定のポイント 
○教科書を読むだけでは解決しない 

○身近なもので生活に関わりがある 

○現代社会との関連がわかりやすく国際的である 

どのような文献を調べればよいか考え，主体的に思考し行動しなければ入手できないが，比較

的興味がわきやすく身近にあるものを題材とすれば，意欲的に前向きに取り組みやすいであろう。

その導入となる題材としてスポーツが適当であると考えた。日本という狭い地域でなく世界全体

を対象とし，歴史が「過去」のものとして独立して存在するのではなく，過去の積み重ねが現代

を形成していることが実感できるような題材であると思う。「スポーツ」という身近なところから，

世界の歴史へと目を開かせ，主体的に思考していく能力を養成していきたい。 
身近なことでも，その歴史的背景を考え，解決するための必要な情報を集め探究させ，まとめ

たものを自分なりのことばで表現する活動を通してその能力を養わせたい。そして，歴史を学習

することは教科書や教員が提供する情報を受け取って暗記するものであるという認識を変えさせ

たいと考え主題を設定した。 

４ 年間学習指導計画の位置づけ 

 ３．中国社会の変化と北方民族の進出 

４．モンゴル民族の発展 

先史の世界 

１．人類の出現 

２．文明の歩み 

古代オリエントと地中海 

１．古代オリエント 

２．ギリシア世界   … 実践 Ⅰ

３．ヘレニズム世界 

４．ローマ帝国 

５．キリスト教の成立と発展 

アジアの古代文明 

１．イラン文明 

２．インドの古典文明 

３．東南アジアの諸文明 

４．中国の古典文明 

夏季休業 課題追究学習 … 実践 Ⅱ

前 
 

期 

東アジア世界の形成と発展 

１．北方民族の活動と中国の分裂 

２．東アジア文化圏の形成 

後 
 

期 

    課題追究学習  … 実践 Ⅲ 

イスラム世界の形成と発展 

１．イスラム帝国の成立 

２．イスラム世界の発展 

３．インド・東南アジアのイスラム化 

４．イスラム文明の発展 

ヨーロッパ社会の形成と発展 

１．西ヨーロッパ世界の成立と発展 

２．西ヨーロッパ封建社会の発展 

３．東ヨーロッパ世界 

４．十字軍と都市の発達 

５．西ヨーロッパの中央集権国家の成立 

近代ヨーロッパの誕生 

１．ルネサンス 

２．ヨーロッパ世界の拡大 

３．宗教改革 

４．近代国家の形成 

 本校では，世界史Ｂは２，３学年で分割履修しており，この実践は２学年時のものである 

５ 実践Ⅰ 課題追究学習（レポート形式） オリンピック競技のスポーツの歴史を調べる 

（１） ねらい 
ア 世界が注目し身近な存在であるオリンピックの

競技であるスポーツについて，そのスポーツが

行われるに至る過程を振り返ることで，歴史的

事項に自ら取り組み過去を探る態度を養う。 

イ スポーツを題材としてその競技の発祥国やその

社会的状況などを調べる学習により，現代に存

在するさまざまな事象が歴史的に形成されたも

のであることを理解し，その形成の中で諸地域

との交流結合から世界史の流れを理解する。 

ウ このようなことも世界史の学習につながるのかと実感させ，さらにスポーツに対して持っ

ている興味や関心を歴史的背景に向けさせ，生徒の持っている意欲を喚起する。 
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何の競技に興味があるか
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（２） なぜオリンピックの種目としたか 
 今年（平成２０年）は北京オリンピック開催の年で，

開催前からさまざまなメディアでオリンピックが取り

上げられており，多くの生徒も注目していた。北京で

行われることについても，新興国の経済発展やチベッ

ト問題，中国の環境問題などに関する社会的な問題に

ついての議論もなされ，タイムリーな題材と考えた。

普段スポーツに対して興味を持っていない生徒でも，

新聞報道やテレビ番組などのオリンピック情報が多い

時期でもあり，これをきっかけに調べ学習をすることは大変有効なものと考えた。興味のある競

技はメダルの獲得が期待できる競技に集中していたようである。 

（３） 注意点  
ア 教員の一方的な知識の教え込みとならないよう，興味ある素材から主体的に思考する授業

とする。 

イ 自ら課題を設定して主体的に調べていく活動から，歴史を学ぶ楽しさ，追究する面白さを

実感できるようにする。 

ウ スポーツの歴史を調べることで，身近な存在である競技が近代スポーツとしてルール化さ

れ，国際的に広まっていった背景を考察させる。 

（４） 評価規準 
思考･判断 その競技，発祥国などの歴史的背景をさまざまな角度でとらえられたか 
関心･意欲･態度 自ら課題を設定してその目的にあった資料を集められたか 
技能･表現 その資料を自分なりに解釈して設定した課題にそってまとめられたか 
知識･理解 自ら疑問点や課題を見つけ出し解決していく方法を習得できたか 

（５） 授業の実際 

ア 導入  古典期ギリシア都市国家（講義）〔１時間〕 
〔古代オリエントのギリシア世界の様子をオリュンピアの祭典を中心に理解させる。〕 
当時ギリシアのポリス間同士の戦争は絶え間なく行われる状況であったが，オリュンピアの

祭典が行われる時期には戦争は休止された。各ポリスはこの「休戦」を守る。なぜかといえば，

この祭典そのものがゼウスの神にささげる宗教的儀式だからである。この平和の祭典をヒント

にして，発想されたのが近代オリンピックである。 

イ 展開  オリンピック競技種目の歴史についての調べ学習〔４時間〕 
今年の北京オリンピックの正式種目を提示し，そ

れぞれの競技についての起源や発祥国の歴史的背景，

日本との関わりなどについて，疑問点や，問題点を

整理してレポート用紙３枚程度でまとめさせる。あ

らかじめ課題追究学習の配当時間を示しておき，資

料は図書室の図書を利用できるよう本校図書館で授

業を行った。生徒の興味や関心をそがないよう，ま

た資料も限られているのでどの競技を選んでもよい

ことにした。図書室の資料は限りがあるため，必要

に応じ各自で準備するように指示した。 
 



地歴公民－1－5 

 

ある生徒のレポート例（抜粋） 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…1774 年に水難救助として奨励されてい

た水泳がいくぶん普及していた頃，スイス

のＰ・Ｈ・クリアスが『体操の初歩コース』

を出版し，その第 4章に今の型に近い平泳

ぎを解説しそれが広まった。そして 1869

年ロンドン水泳協会が世界で最初の水上

競技会を開催した。それまでの娯楽的な泳

ぎに対して初めて競争の観念をもたらし，

近代競技スポーツの第一歩を踏み出した。

 …最初の泳法は型の決まらないクロー 

 

ルであったが，大会をきっかけにより速

く，かつ正確な泳ぎ方が追究されていく。

…オリンピックは新しい泳法の開発をう

ながし…背泳ぎは 1900 年，平泳ぎは 1908

年，バタフライは…1956 年からそれぞれ独

自の種目として採用され…ようやく四泳

法がでそろった。…日本では…1964 年東京

オリンピックで惨敗したためアメリカの

クラブ組織を手本に「代々木スイミングク

ラブ」が誕生した。          

   

これは水泳競技について調べた生徒のレポートの一部である。実際のものは，古代エジプト時

代のヒエログリフとともに描かれていた水泳に関することからしっかりと調べ上げているレポー

トであるが，社会的な背景について深く，多角的にとらえることはできなかった。（３）注意点に

示した「ア」を意識しすぎて教員側からアドバイスを極力控えたため，疑問点や問題点の設定を

確認して深く掘り下げるためのポイントを示さなければならないと反省された。 

ウ 再レポートの提出 
上記生徒の再レポート 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水泳競技と人種差別         

…水泳は軍事的･教育的に重視されてい

て，古代ギリシアのスパルタでは，青少

年の教育の一つとして彼らに課せられ，

貴婦人も行ったようです。しかし，オリ

ンピア競技会を催したギリシア人も，水

泳を競技スポーツまで発展させること

はしませんでした。当時裸体美を愛する

ギリシア人にとって，美しい体を水中に

沈めてしまう競技は耐えられなかった

と思われます。肉体美を見せるには適さ

なかったということでしょう。     

                    

 このことに関連があるかわかりませんが，

肌の色が違うことが黒人排除につながって

います。白人と同じ水に入ることが許されて

いなかったし，アフリカは貧困な地域が多

く，ゲームやボールすら買えないので身一つ

でできる競技が発達したのではないか。水泳

は莫大な費用がかかるプール施設がなけれ

ば練習できずさらに黒人差別もあり，発展途

上国の多くは，そのような施設がなければ練

習できない競技は活躍できないのだと思い

ます。                 

    

前記の反省をふまえ，スポーツの分類や競技者の社会的階層などのヒントを与え，再提出させ

ることにした。水泳競技を調べた生徒に対しては「黒人は身体能力がかなり高いと思われるが，

水泳競技で活躍する選手は少ないのはなぜだろうか」という視点で見てみようとアドバイスした。 
最初のレポートに比べて，社会的な背景から自分の考えがまとめられていてずいぶん深みが増

し，歴史的社会的背景をさまざまな角度からとらえることができた。 

その他，次のようなレポートが提出された。一競技の歴史を年代を追ってたどっていくだけで

なく，広くスポーツ全般からその競技を見ており，再レポートを課す際の教員からの適切なアド

バイスによってさまざまな角度や視点から調べを進めていくことができるようになった。 
 
ほとんどのスポーツがイギリスで発祥し，その流れを受け継いだのがアメリカです。アメリカ発展のスポ

ーツは，オリンピック種目でないものもありますが，バスケ，バレー，アメフト，アイスホッケーなどで制

限なく選手交代が許されています。それに比べイギリス発展のサッカー，ラグビーなどは交代要員が制限さ

れています。アメリカのスポーツはより大衆的民主主義的で，イギリスのスポーツはエリート主義的，絶対

王権的と考えられます。                                      
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その競技、発祥国などの歴史的背景をさまざまな角

度でとらえられたか

18% 70% 12% 0%

その資料を自分なりに解釈して設定した課題にそって

まとめられたか

14% 68% 18% 0%

自ら疑問点や課題を見つけ出し解決していく方法を習

得できたか

4% 48% 47% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくできた できた あまりできなかった できなかった

自ら課題を設定してその目的にあった資料を集めら

れたか

29% 55% 16% 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくできた できた あまりできなかった できなかった

レポート完成後の生徒アンケート 
 

イギリス型スポーツは「近代的」でアメリカ型スポーツは「現代的」である。「イギリス型ポロシャツ文

化」。発生の動機からして不撓不屈の精神主義，上流階級の社交精神が見られる。「アメリカ型 Tシャツ文化」。
合理主義が色濃く，ゲームの内容を最高のものにするため人為的な要素を取り入れている。二つの関連性は

アメリカ型のベースボールの原型はクリケット。バスケの原型はサッカーフットボール。バレーボールはテ

ニス，バドミントン。アメリカンフットボールはラグビーフットボールのように，イギリスで生まれアメリ

カ風にアレンジしたスポーツが多い。                                

（６） 実践後の生徒の感想 
最初はオリンピックの競技を調べることのどこが世界史と関係があるのかと思ったが，調べ始めると意

外に発祥国の当時の社会に関わりがあって驚いた。…水球が誕生した頃のイギリスについても，どういう

経緯があって各地にプール（公衆浴場）を作ったのか，どういう目的があって建設しようと思ったのかな

ど当時のイギリスの社会情勢が少なからず関わっていると考えられるのでさらに調べたいと思った。 
 

スポーツの競技種目を調べることで，国の立場や関係性が見えてきた気がします。最も意外だったのは，

バレーボールを広めたのには第一次世界大戦も手伝っているということでした。近代オリンピックはナチ

スドイツの宣伝のために利用されたり，世界大戦で中止されたりしました。また，ベトナム戦争，中東戦

争の最中であっても停戦されることのなかった近代オリンピックは，平和の祭典とはいえないと思います。 
 

スポーツの過去を探りそこから発展させて歴史学習につなげるということがわかった。今回調べた競技

では，１番になったものが政治的発言権を与えられたという。その権限はどれほどの影響力を持つのか，

名目だけなのか。その発言権を与えた王はどのような政治を行っていたのか…というように発展させてい

って，その経過が歴史の学習になるのか，と感心した。 

（７） 評価のまとめと検証 
多くの生徒が満足する回答をしているが，教科書や資料集などではあまり触れられていないス

ポーツについての競技の歴史を調べること自体が様々な角度でとらえたと考えているようである。

発祥国の当時の社会状況や歴史的背景についてかかれていたものは少なかった。多くの生徒はイ

ンターネットから見つけた資料をプリントアウトして持ってきており，丸々写したものと思われ

る記述も目に付き，それを物語っているのが，質問４の回答である。「よくできた」「できた」の

回答が他の質問に比べ極端に低いことが明らかで，生徒もそれを自覚していると見ることができ

る。 
発祥国の歴史と社会的

な背景とを関連づけなが

ら「スポーツの歴史を調

べる」ことを指示した。

第一段階として行った今

回の実践であったが，も

う少し深く掘り下げた内

容のレポートを期待していた。慣れていない学習形態からなのか，疑問点や課題を自ら設定する

ことがなかなかうまくできないようで，その競技の発祥から現代までのルールの変遷をまとめた

ものなどもあり，求めていた内容には至らないものも多かった。「なぜ○○なのか？」という問を

設定してしまえば，生徒の自主的主体的な活動を狭めてしまうと考えていたのだが，ある程度ポ

イントを絞ったテーマを設定したほうが効率的に行えたと反省される。再提出させたことで，競

技が発祥してから現代までの時間的経過だけでなく社会背景などをとらえることができたことが

うかがえ，またこのほかにも様々な出来事が関連しあって現代につながっていることを感じるこ

とができたという感想も多数あったのでその点では評価できると思う。 
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今回の学習はレポート提出の形式だったので，自分のレポート以外に他の人のレポートを見て

みたいという感想を書いた生徒もおり，他の人の考え方や意見をも理解の助けにしようと積極的

にとらえる姿勢がうかがえた。また，「今回の調べ学習で，今まで知らなかったことを知ることが

できてよかった」という感想があった。生徒が本来持つ知識欲を満たすという点では評価できる

が，講義形式の一斉授業であったとしても，世界史という初めての科目であるならば同じ感想を

書くことになる。自ら主体的に調べることで理解は深まるだろうが物足りなかった点は否めない。

しかし全体的にはねらいは達成できたのではないかと思う。 

６ 実践Ⅱ 課題追究学習（レポート形式） 歴史的角度からオリンピックについて調べる 

（１） ねらい  
実践Ⅰでは，再提出させる際に教員からの「なぜ～なのか」という疑問の部分を提示して，深

く調べることになった。今回は前回の経験をもとに，ある程度絞られたテーマを提示しつつもそ

こから自ら疑問点を見つけ出させて，調べを進めレポート形式でまとめさせる。実践Ⅰで学んだ

疑問の持ち方，テーマ設定の仕方を活かして世界の様子や歴史的背景についてオリンピックを通

して考察させ，世界史像を描き表現させる。オリンピックの歴史的社会的背景を探りながら，古

代から近代，現代へと大きな流れをみて，自分なりの歴史観を持たせたい。 

（２） 展開 
近代オリンピック誕生の経緯，北京オリンピック開催までの経緯，オリンピックと政治，北京

オリンピックの抱える課題などについて社会的歴史的背景を関連付けて調べてレポート形式で提

出させた。そのレポートは次のような形式で書くよう指示した。 
①テーマ  
②そのテーマを設定した理由  
③本文（調べたことをまとめる）  
④この調べでわかったこと気づいたこと  
⑤何から調べたか（図書名，ホームページ名など） 
⑥感想 
夏季休業中であり時間的な余裕もあるはずなので，なるべく公共の図書館を利用して書籍から

資料を集めるよう促した。インターネットのホームページを利用してもよいが，以下の点を注意

するよう伝えた。 

・発信者の意図や価値観が含まれており，その立場も偏っている可能性もあり，情報が正確と

は限らない。 

・複数のホームページを調べ，その情報や資料を比較検討して自分なりの考えで判断する。 

（３） 評価規準  次の項目について４段階で評価する。 

関心･意欲 ・ オリンピックについて，報道され脚光を浴びるものとは別の部分をも冷静にみて，その

歴史的社会的背景について自ら課題を設定できたか（質問１） 

思考･判断 ・ 上記の目的にあった資料を集め，比較検討することができたか（質問２） 

技能･表現 ・ その資料を取捨選択し，自分なりに解釈して，設定した課題に沿って自分なりの考えを

まとめることができたか（質問３） 

知識･理解 

・ 今回のレポートで，自ら疑問点や課題を見つけ出し解決していく方法を習得できたか

（質問４） 
・ オリンピックを通じて，古代から近代現代へと大きな歴史の流れをみて，自分なりの歴

史観を持つことができたか（質問５） 
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生徒のレポート（１部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４） 実践後の生徒の感想（抜粋） 
古代から行われていたオリンピックから近代オリンピックが開催されるまでの流れが世界史と関連しているの

で，新しい方向から世界史を学ぶことができた。「オリンピック」というテーマを持って世界の歴史をとらえるこ

とで，新たに興味を持つことが増えた。今年のオリンピックは TVを見ている時間が長くなった。 
 

競技ひとつとってもその競技が生まれたにいたる間に，そのときの状況，社会の情勢からどうしてそうなった

のか調べていくと奥が深くて興味深いと思います。…。歴史とは布地みたいだと思いました。必ずどこかにつな

がっていて，その布はずっと織り続けられているんだと思います。 
 

今回チベット問題で騒がれた聖火リレーが，ヒトラーがベルリンオリンピックで最初に始めたと知って驚いた。

はじめはオリンピック開催に消極的だったヒトラーが，他国の道路状況などを調べるために行ったみたいで，オ

リンピックが宣伝だけでなく戦争を意識していたと知り，平和の祭典というのを考えさせられた。 
 

まずオリンピックにもこんなに深い歴史があるなんてびっくりしました。古代オリンピックから近代オリンピ

ックが行われるまで，様々なことがあったんだと改めて思った。授業でもちょっとやったけれど，より調べてみ

て歴史っておもしろい，過去のことを調べるのって楽しいと思いました。オリンピックだけでなく，授業で興味

を持った部分を自分なりに調べてみたいと思いました。 

（５） 評価のまとめと考察 
今回も多くの生徒が「できた」と答えている。

その中で，質問４の自ら疑問点を見つけ出し解決

していく方法については他の質問に比べ「できな

かった」と答えた生徒が多かった。しかし前回実

践Ⅰのときに比べるとその割合は減っている。実

践Ⅰでの２回の経験と今回のレポートで，与えら

れた課題をこなすのではなく，主体的に考えて疑

問を持ちそのための資料を収集してその疑問を解

決しようとする姿勢が向上したといえる。 
教員の評価は下のグラフであるが，この自己評価は甘めにつけている気がする。テーマを設定

して資料を収集し，その資料を解釈して自分なりの考え方をまとめ表現しなければならず，普段

生徒の自己評価

22%

11%

23%

19%

22%

63%

47%

56%

51%

63%

15%

39%

20%

30%

15%

0%

3%

1%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

質問５

質問４

質問３

質問２

質問１

よくできた できた あまりできなかった できなかった
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の講義形式の授業にくらべると大変な作業であっ

たはずである。その大変なレポート作成を終えた，

というだけでそれぞれのねらいを達成した気にな

ってしまったところもあろうと思われる。 
身近な存在であるスポーツの世界的な祭典であ

るオリンピックにもこのような深い歴史があって，

そのオリンピックに関連して世界で様々な出来事

があったということを実感した生徒が多く，さら

に調べたい，興味がわいた，という感想も多かった。そして歴史が暗記物であるという意識が変

わった生徒も多数いた。しかし，まだレポートの内容がおそらく資料や文献をそのまま写したと

思われるものもあり，自分なりの表現でまとめたレポートは多くはなかった。レポート用紙にま

とめることがうまくできず，紙面をうめるためにインターネットなどから集めた文献や資料をそ

のまま写したと思われるものもあった。またほぼ同じ内容のレポートとなったものも複数見受け

られた。しかし，テーマに沿った資料を集め，調べを進めていくという学習には積極的に取り組

んでいた生徒が多かったと感じられる。受け身の講義形式の授業形態より，自分の興味があるこ

とについて調べていく学習は興味深く積極的に取り組めたようである。 
今回のレポートは夏季休業中を利用したので，授業時間を割くことなく行えた。このような休

業中を利用したレポートなどは一定の進度を保つためにも大変有効であろう。しかし，個人のレ

ポートの出来にも差が開いた気がするのは，休業中はクラスメートとの接触も少なくなって内容

や相談をする機会が少なくなり，お互いのレポートの内容を深め合うことができなかったからか

もしれない。ゆっくりじっくりと時間をとって調べを進められる利点があるが，友人と刺激しあ

う場面が少ないということには何らかの配慮が必要であろう。 

７ 実践Ⅲ オリンピックの行われた中国の歴史について調べ 「グループで新聞を作成する」 

（１） ねらい 
グループ学習は，数名で同じテーマに沿った調べを進める過程で他者の意見や考え方に触れな

がら自分の考えをまとめていくことができ，また統一テーマにあわせることで，さまざまな立場

や角度で考えることができる。さらに，話し合いや討論が必要な場面が必ずあり自分の理解度を

客観的にみることもできる。このグループ学習を取り入れることでさらに深まった学習が行える

と考えた。 
その成果をどうように表現・発表するかはさまざまな方法がある。情報化の進展から情報教育

の重要性が指摘されている現在，パソコンを利用したプレゼンテーション形式で行うことは大変

有効な手段であるが，本校では「情報」を３学年時に履修しており，その授業を見てみても生徒

のパソコン技能の差は大きく，その技能の習得に多くの時間が割かれてしまうことが危惧される。

また模造紙などを用いて行うポスターセッションなどの場合でも，人前で話すことの得手，不得

手が大きく影響してしまうと考え新聞形式で行うことにした。新聞作成はレポートのように多く

の字数で自分の考え方を述べるのではなく，限られた紙面に自分の考え方や主張を盛り込まなけ

ればならず，表現方法も大いに工夫しなければならない。新聞という形式で多くの読者に読んで

もらうため，読みやすくわかりやすいものを作る作業を通して表現する力を養いたいと考えた。 

（２） 展開  

ア オリエンテーション〔グループ分け・テーマ設定〕〔１時間〕 
グループでの学習の目的・概要説明，リーダー等の役割分担，テーマの設定，研究方法など

の話し合いを行った。 

教員の評価
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49%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

知識理解

技能表現
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関心意欲
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図書室での新聞作成の様子

新聞作成の様子 

(ア)新聞は，中国の歴史に関することについてそれぞれのグループでテーマ，軸となるものを
考え新聞名を決め，B4版表裏に白黒印刷する，と伝えた。 

(イ)グループ学習の目的は，メンバーの協力が重要で，お互いに話し合い討論しながら１枚の
新聞を全員で作成しながらさまざまな見方や考え方を学んでいくことを伝え，主体的に取り

組むよう促した。 

(ウ)グループ分けは，意欲的に取り組めるよう５名
程度で構成すること以外，特に条件は設けなかっ

た。 

(エ)編集長となるリーダーを決めさせ，テーマ設定，
紙面割り，担当記事などを話し合わせた。 

イ テーマ設定 
実践Ⅰ，Ⅱで調べ興味関心を持っている「中国」

に関することを歴史的視点で調べること以外特に条

件は設けなかった。各自調べてみたい事項をあげさ

せ，そこから共通の軸となる部分を見つけ出してテ

ーマとしてもよいとした。 
研究テーマと新聞名の例 

テーマ 新聞名 テーマ 新聞名 

パンダから見る日中関係の歴史 大熊猫新聞 三国志について 創学新聞 

秦の始皇帝 始皇帝新聞 項羽と劉邦 楚漢秦聞 

台湾と中国の関係 ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾀｲﾍﾟｲ 中国に由来する故事成語 四字熟語新聞 

三国時代の中国の様子 三国新聞 諸子百家 ＴＨＥ☆諸子百家 

歴史上の人物 華人新聞 中国の日常生活から歴史を見る 日常ﾘｰﾁｬﾝ新聞 

日中関係上重要な人物 中国人物新聞 漢代の皇帝について 謎の皇帝新聞 

中国の世界遺産 日刊世界遺産 中国歴史探訪の旅のｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 中国に旅行に行っ CHINA

チベット民族の歴史 チベット新聞 中国料理に関する歴史 食欲大陸 

ウ 新聞作成 〔５時間〕 
新聞用コピー原稿用紙 B4 版を適宜数枚配布し
た。当初，表裏の分として２枚配布したが，原稿

を書き終え清書の段階になると，一人しか記入で

きないので，その原稿用紙を割付どおりに裁断さ

せ個人個人で記入し，最後に張り合わせることに

した。その分時間的なロスを省くことができた。 
司書の協力を得て，話し合い，資料収集，原稿

作成を図書室を利用して実施した。なかなか資料

収集に手間取ってしまったり，資料が重なって利

用できないなどのことがあったが，ほとんどのグ

ループが積極的に協力し合いながら作業を進めて

いた。 

エ 発表・評価 〔１時間〕 
印刷された両面刷りの新聞について各グループで編集方針やぜひ読んでもらいたいところ，

苦労した点などを発表させ，その新聞を読みながら評価させた。その活動を通じて全紙を読ま

せて理解を深めさせたい。観点は，①読みやすく，わかりやすいか ②記者（表現者）のこと

ばで表現されており，その考えが伝わってくるか。 ③テーマに沿った内容であったか ④総

合的に見てどうだったか，１０段階で評価させた。 
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新聞作成後の自己評価
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作品例 

 

（３） 新聞作成の評価規準 
関心・意欲・態度 ①テーマ設定がしっかりできて，主体的に取り組み，メンバーと協力して行えたか 

思考・判断 
②新聞を作成する活動を通して，世界史の史実や出来事，その持つ意味などについて

再確認し，適切に判断できたか 

技能・表現 ③資料から得られた情報やそこから導き出された自分の考えをまとめて表現できたか

④新聞作成を通じて世界史の知識や理解を深めることができたか 
知識・理解 

⑤他のメンバーから，別の角度からの見方や考え方を学び理解を深められたか 

（４） 実践後の生徒の感想 
世界史は起こったことをただ覚えていくだけの教科と思っていたけど，当時には当時の人々が生きてきて

考えて関係しあってきていて人間らしく思えてきた。世界史に親近感を持つようになった。授業でやった気

になるところを今回は調べた。なので授業では触れなかった部分まで勉強し，意外な真実が出てきておもし

ろかった。授業でやっていることはほんの一部なんだなぁと実感した。 
 

前まで，世界史は今まであったことをただ覚えるだけだと思っていたけど，いろいろ調べてきて，自分の

考えを持つことが大切だということがわかってきた。 
 

今回の新聞は当時の人々の視点から考えたので，歴史の物事を今までと別の視点で捉えることができたと

思う。同じことでも，とらえる人がちがうと全然違ったものになるんだと実感した。 
 

歴史は教科書に載せられていることだけではない。教科書に載っていることすべてが事実というわけでは

ない。何事にも疑問を持つようになった。広い視野から見られるようになった。 

（５） 評価のまとめと検証 
「このような本格的な新聞作成は初めてで，多少戸惑ったが興味あることを調べられるので大

変おもしろかった」という感想があった。小中学校時代に新聞つくりを経験している生徒は多く

いるだろうと思っていたのだが意外と少なく，

そういう意味では新鮮で興味深く取り組んでい

たようである。グループ分けに手間取ることも

なくすんなり決まったのは，学習活動であると

いう意識が高かったからと思われる。調べ学習

が今回で３回目であり，大体の要領はつかめて

いたので，スムースに展開できた。終了後のア

ンケートでも生徒の達成感を感じることができる。紙面割りや罫線の引き方など新聞の体裁とし
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てはまだまだ不十分なものも多かったが，新聞作成ソフトを利用して活字で印刷したり，レタリ

ングの本を参考に見出し語に工夫をこらす班もあり積極的な姿勢がうかがえた。中には話し合い

にも参加せず，資料集めもしない生徒もいたが，２時間，３時間と回数を重ねるごとに意欲的に

参加するようになった。机間巡視はこまめに行ったが，しっかり取り組むよう注意するような場

面は一度もなく，他のメンバーからの刺激によるものが大きい。テーマ設定に戸惑い，アドバイ

スを与えたのは一班のみで，その他はテーマをこちらから与えることもなく「これについて調べ

よう」と自主的積極的に取り組んでいた。実践Ⅰ・Ⅱを通して，テーマの設定の重要性やその方

法が身についていたので，中国に関して歴史的視野からテーマを設定し多角的に捉えるという切

り口でも柔軟に対応できたと思われる。生徒の間ではテーマに関する理解度の違いがあり，互い

に教えあう光景も多く見られた。熱が入りつい声が大きくなってしまいがちで図書館のマナーを

守らせながら利用する難しさを感じるほどであった。 
⑤は「できた」と回答する生徒が多かったが，グループ学習を通して同年代の他者の考え方や

意見に触れそれに刺激されて理解を深めていった様子がうかがえる。 
実践Ⅰ，Ⅱよりも「よくできた」と回答する生徒が大幅に増え，あまりできなかった生徒は大

幅に減った。表現については，「できなかった」生徒が５％と多かったが，紙面も字数も大幅に制

限された中で自分なりの考えを表現することの難しさを感じた生徒が増えたからであろう。 

８ 終わりに 

今回３つの実践の生徒の反応は大変良かった。最初は「面倒くさい」「調べるのはいや」という

生徒も終わってみると，最初思っていたよりも楽しくなって「勉強とはこういうものか」と感じ

たと感想を書いた生徒もいた。「歴史の学習は暗記である」と思っていた生徒の９０％以上はその

意識が変わったと答えている。世界史に興味がなかった生徒も疑問を持ちそれを調べていく作業

を通じて，世界史という科目に積極的に取り組むようになり，授業に対する姿勢や考え方が変わ

ったと答えた生徒もいる。世界史は歴史事項や人物などの膨大な情報を暗記する必要もあろうが，

過去の人々が積み重ねてきた歴史を暗記するだけでなく，現在の問題と関連させながら思考して

いくことが大変重要である。今回の実践で，歴史は暗記するものと思い込んでいる生徒の意識は

大きく変化した。さらに，講義形式の授業を進めていっても生徒の意欲が増してきて積極的に取

り組む姿勢を感ずる。 
今回，教科研究の機会を得たおかげで過去の授業実践を振り返ることができた。今までは受験

対応や通史を終えるというノルマ達成を言い訳にして新たな取り組みを避けてきたところである。

重い腰を上げてやっとの思いでさまざまな取り組みや実践を行った。生徒の変容，成長を期待し

て取り組んできたが，一番変わったのは自分自身かもしれない。歴史は暗記学習ではない，と言

っておきながら知識を教え込んでいたことに気づかされ，どのような手法が適当なのか常に考え

るようになった。今回の実践は新しい手法でないどころか古典的であるが，すべてを満足させる

完全なものではない。まだまだ改善の余地は多く，今後も主体的な思考をさせる授業実践を模索

していきたい。 
最後に，この報告書をまとめるにあたって丁寧なるご指導をいただいた指導課ならびに教科指

導員の先生方，さまざまな場面で協力いただいた我孫子高校の先生方，熱心に取り組んでくれた

生徒諸君に厚く御礼を申し上げるとともに，共に研究に取り組んできた教科研究員の先生方にも

感謝を申し上げたい。 


