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主体的な調査・発表を中心とした歴史授業の実践

－自分の住む市町村についての歴史をみんなで調べよう－

千葉県立○○○○高等学校 ○○ ○○（日本史）

１ はじめに

本校は，昨年度（平成 24年度），創立 31周年を迎えた全日制普通科の高等学校である。生徒数

は 1098 名（平成 24年８月現在）で，県立高等学校では県内２番目のマンモス校である。生徒の

約 99％が進学を希望し，緩やかなコース選択を特徴とするカリキュラムで，２年次まで，ほぼ全

員が同じ教科・科目を履修する。学習への取り組みも良好で，授業中の私語も無く，教員の指導

には素直に従い，一所懸命取り組む生徒がほとんどである。その一方で，与えられた学習内容に

ついては意欲をもって取り組むことができるが，主体的に学ぶことが苦手な生徒が多い。学校生

活の大半を占める各教科の授業を理解できる以上に，学ぶことの喜びを体感できる授業が，生徒

の学習活動を充実させることにつながる。そのためには，まず生徒が授業に参加すること。そし

て，学習内容に対して，一方的な情報の伝達ではなく，生徒が疑問や意見をもち，主体的に思考

することを通して，自ら学ぶ力を育成したいと考える。主体的に学びの楽しさを実感できた生徒

は，生涯にわたって，自らが直面する問題を，自らの力で解決することができる，たくましい人

間に成長すると考え（＝自己教育力の育成），このテーマを設定した。

【本校の教育課程】

１年次＝地理Ｂ（３単位）･･･必履修

２年次＝世界史Ａ（２単位）・日本史Ａ（２単位）･･･必履修

３年次＝文系 現代社会（３単位）･･･必履修

世界史Ｂ，日本史Ｂ（以上４単位）･･･選択

政治・経済，地理Ａ，英語研究（学校設定科目）等（以上２単位）･･･選択

理系 現代社会（２単位）･･･必履修

２ 主題設定の理由

国際教育到達度評価学会（ＩＥＡ）の調査である国際数学・理科教育調査（ＴＩＭＳＳ）によ

ると，日本の中高生は教科の成績は世界でもトップレベルであるが，学習を楽しいものと感じた

り，学校での学習が日常生活に役に立つという認識はとても低く，学年が上がるにつれて，その

傾向が強まることがわかる。（図１参照）また，経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の学習到達度調査

（ＰＩＳＡ）でも，各分野のリテラシーは高水準にあるが，「授業が楽しみである」や「学習をし

ているのは楽しいからである」と答えた生徒は 30％前後に止まり，ＯＥＣＤの平均を下回る結果

となっている（図２参照）。つまり，多くの生徒は学習を受験や学校での成績のために，取り組ん

ではいるものの，学習内容を理解することを通して学びの楽しみを感じていないことがわかる。

日本史を暗記科目と認識しているのも，この問題が起因しているのではないか。このように，学

びに対する興味・関心の希薄さや受験終了後に剥落する「知」の危険性は，本校でも該当する大

きな課題である。それでは，どのようにしたら生徒が学びに対する興味・関心をもち，学習を楽

しいと感じることができるのか。学習指導要領の学習意欲の向上や学習習慣の確立のための四つ

の観点には，「観察・実験やレポートの作成，論述などの体験的な学習，知識・技能を活用する学

習や勤労観・職業観を育てるためのキャリア教育などを通じ，子どもたちが自ら将来についての
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夢やあこがれをもったり，学ぶ意義を認識したりすることが必要である」と記されている。そし

て，レポート作成等で，自ら行う調査やその調査内容を発表する活動は，机上で学んだ学習内容

の理解度を定着させ，学びの楽しさを実体験できる学習法ではないかと考えた。生徒が自ら知り

たいと考えたことを自分の力で調査・解決する力は，生徒の生きる力に直結する重要な能力であ

る。以上の理由から，本主題を設定した。

図 1 ＴＩＭＳＳ2007 図２ ＰＩＳＡ2006（科学的リテラシー）

出典 『自己を社会に生かし，自立を目指すキャリア教育』（国立教育政策研究所生徒指導研究センター，2010）

３ 研究方法と留意点

（１） アンケートによる，授業実践の検討

質問１では，日本史の授業にどのような姿勢で臨んでいるかを聞き，授業への取組について調

査する。さらに，質問２ではその理由を聞き，生徒の考えを確認し，授業実践の方法を検討する

材料とする。

（２）具体的な授業実践の方法

本校周辺には，水戸街道の宿場跡（松戸・柏・我孫子市），将門神社（我孫子市），新撰組流山

隊（流山市）などの史跡が存在する。身近な地域の歴史について学ぶことは，生徒の関心も高く，

小中学校時代にも経験している生徒が多い。過去の経験をベースに行うことができる学習活動と

もいえる。また，新学習指導要領の内容（６）ウにおいて，「地域社会の歴史と生活などについて，

適切な主題を設定させ，資料を活用して探求し，考えを論述する活動を通して，歴史的な見方や

考え方を身につけさせる。」と地域の歴史を題材に，主体的に歴史を考察することの重要性が述べ

られている。そこで，地域の歴史についてのレポート作成・発表を通して，言語活動の充実を図

りながら，生徒が自ら学ぶ意欲をもち，身近な史跡や資料から，さまざまな歴史的事実をリンク

させ，今までに経験のない調査法を駆使して，歴史を学ぶ楽しさを体感できる授業づくりについ

ての研究を進めたい。このテーマ学習を進める上で，生徒の歴史資料の収集が大きな課題になる

事が予想される。歴史が諸資料に基づいて考察され，叙述されていることはまぎれもない事実で

ある。そこで，従来の文献資料をはじめ，博物館や資料館などの実物資料，学芸員や地域の有識

者からの聞き取りなど，様々な調査方法を実施し，オリジナルの情報に基づいたレポート作成を

実践していきたい。

（３）資料収集の留意点

本校生徒が最初に考える調査方法はインターネットである。インターネットによる検索は確か

に手軽で容易であるが，その信憑性に疑問が生じる。しかしながら，生徒はインターネットの情

報に疑いをもつことなく信用し，活用する傾向が見られる。その一方で，調査研究内容がインタ

図１ 勉強は楽しいですか？
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ーネット資料の貼り付け（コピペ）になってしまう例もある。そこで，史料批判についての基本

的な考え方を示し，複数の史料から裏付けをとることを心掛けさせることにした。この活動を通

して，生徒はより正しい歴史の真実を追求することができる。そして，この学習姿勢は，自ら学

ぶ楽しさを体感するために，必要な姿勢であると考える。また，歴史資料には様々なものがあり，

それぞれの資料に特色があることに注目させたい。書籍や新聞，雑誌等の文献資料はもちろん，

遺跡や文化財，地域の伝承や言語，地名なども立派な歴史資料である。今回はインターネットの

情報に頼り過ぎないよう，できるだけ他の歴史資料との比較を行うことを推奨することにした。

（４）専門機関との連携

この学習活動において，生徒が最初にぶつかる課題は，調べたい内容の資料をどのようにして

手に入れたらよいかという問題である。すぐに「地域の資料館や図書館に行ってみればいいので

は」という考えをもつ生徒は多い。自らの足で，オリジナルの情報を収集しようとする姿勢は高

く評価できる。しかしながら，実際には「何と言えばいいのか分からない」とか「行くのが面倒

くさい」などの理由でインターネットや学校図書館で情報収集をする生徒が圧倒的に多い。しか

し，生徒が歴史について，より興味・関心をもって，知りたいと考えるには，学習内容を抽象的

な概念の定着で終わらせるのではなく，より具体性をもって，実体化させることが重要である。

そこで，地域の文化遺産や，博物館，資料館等の調査や見学を取り入れることで，生徒の学習意

欲は教室の中にとどまらず，自ら知りたいという意欲を向上させると考えた。実物や複製品など

の展示物や資料と接することは，生徒の学習内容の理解度を深めるに違いない。そこで，今回は

地域の博物館・資料館と連携して，生徒が手に入れたい情報を得るために，博物館や資料館をど

のように利用すればよいのか。さらに，自分の足で獲得した情報がいかに有益なことなのかとい

う点について，実際に博物館や資料館等に赴き，展示資料・文献資料等の説明はもちろん，学芸

員等の存在・活用等の指導を実践し，自ら学ぶための新しい方法を体験する機会を設けることに

した。また，現地において「対話型ギャラリートーク」を実施して，展示資料の捉え方を全員で

協議し，多角的な考えや疑問点について，活発な意見交換を行い，ホームルーム全体で考察する

場を設定することにした。

４ 具体的な授業実践

（１）アンケート結果

質問１ 日本史の授業にはどのような姿勢で臨んでいますか？【５月】

①とても積極的 5% ②積極的 24% ③やや受け身 44% ④とても受け身 27%

質問２ 日本史が好きな（嫌いな）理由は？【５月】

【好きな理由】

◎覚えるのは苦手ですが，日本がどのような歴史をもっているのか知るのは楽しいから。

◎大河ドラマや歴史番組をよく見るので，授業で学習した内容だと，話の展開がわかって楽しいから。

◎昔の人が，世の中を良くするために，どのような政策を立てたのか。どのように時代が移り変わって，

現代に至るのかを考えるのがおもしろいから。 ◎話の流れがつかめたとき，感動するから。

◎歴史上の人物の生き方や歴史的事件の背景を知るのはドラマチックで楽しいから。 ◎９年間の海外生

活を通して，日本人として，自国の歴史を知りたくなった。 ◎今の日本を知る，人間を知る，考えを知

るという点で，とても大切だから。 ◎映像資料や映画を使った勉強はわかりやすくて楽しいから。
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【嫌いな理由】

●覚える単語が多く，ごちゃごちゃになるから。 ●日本史は好きだけど，点が取れないから。

● 人物や法令の名前が難しく，覚えづらいということが多いため。 ●戦争とかは知るべきだが，そ

れ以前のことは興味ないから。 ●過去のことを，そこまで知る必要は無いと思うから。 ●高校に入っ

てから，内容が細かすぎるから嫌いになりました。 ●同じような人物名を覚えるのが大変だから。

質問１・２を通して，生徒は日本史という科目を，暗記科目として捉えていることがわかる。

また，覚えることに終始する授業は楽しくないと感じている生徒が多い。授業においては，70％

以上の生徒は，どちらかといえば受け身の姿勢で授業に臨み，与えられた学習内容を理解しよう

としている。全体としては，歴史についての興味・関心はもっているものの，自らの力で興味・

関心のある学習内容を理解したり，学習を通して直面した問題を自力で解決しようという積極的

な姿勢はあまり見ることができない。聞いていて楽しいエピソードやインパクトのある映像資料

等を活用した授業を通し，受験に必要な学習内容を受け身の姿勢で身につけたいという傾向があ

ることがわかった。今回の授業実践を通して，授業に積極的に取り組む生徒が増え，主体的な調

査・発表から，自ら学ぶ楽しさを体感させたい。

（２）研究テーマの決定（１時間）

年度当初（または学期当初）の授業で，年間（学期）の予定を説明する際，地域の歴史研究に

ついてのレポート作成の予告を行い，日常生活を通して，研究テーマの選択について意識をさせ

る。その上で，レポート作成についての注意事項を伝えた。

配布プリント【注意事項】

◎ 自分の住んでいる市町村を単位として，研究テーマを設定する。なお，テーマの選定は，人物，事件，史

跡等，特に指定はしないので，自分自身で興味・関心の深いテーマを選び，研究・調査をすること。でき

ればグループごとに，産業，文化，戦い，民衆の生活等，１つの柱が設定できると良い。

◎ 時代をＡ縄文～平安，Ｂ鎌倉～戦国，Ｃ江戸，Ｄ明治～平成に分け，それぞれの班で担当を決める。

◎ 博物館や有識者からの聞き取り等，オリジナルの資料を活用したレポート作成を目指すこと。

◎ 必ず，研究テーマに関するエピソードを取り入れること。

◎ 発表は，市町村別に全員が行い，各市町村の歴史（Ａ～Ｄ）をまとめたものをホームルーム全体で発表す

る。その際，市町村の歴史についてのまとめも発表することとする。

◎ 最終的には，東葛飾地区（千葉県北西部）の歴史をまとめ，現代への影響等を全員で考察し，ホームルー

ム全体としてのまとめを実施する。

◎ Ａ３版の用紙に，記入し提出すること。（用紙は後日配付）

【市町村別テーマ例】

我孫子市 ・将門神社（平将門）・白樺派文学史（志賀直哉）・五街道と我孫子宿

柏市 ・陸軍柏飛行場 ・布施弁天 ・境根原合戦 ・松ヶ崎城 ・呼塚河岸跡

松戸市 ・水戸街道宿場町（小金宿） ・戸定邸と徳川昭武 ・小金牧 ・将軍と鷹狩り

流山市 ・利根運河と水運 ・みりん製造 ・新撰組本陣・廃藩置県（葛飾県庁があった）

野田市 ・鈴木貫太郎 ・野田の醤油産業 ・野田商誘銀行・関宿城 ・旧花野井家住宅

白井市 ・滝田家住宅・競馬の歴史・鮮魚道（なまみち）・秋本寺と日蓮 ・清戸の泉

印西市 ・馬場遺跡 ・木下河岸と利根川 ・印旛沼の干拓 ・鳥居耀蔵と御手伝普請
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（３）資料収集（４時間）

ア インターネットを利用した資料収集（1時間）

コンピュータ室で，インターネットを利用し，研究テーマについての情報や画像等を印刷した

り，ＵＳＢメモリ等のメディアに保存させ，活用できるようにした。なお，メディアへの保存に

はウィルス等の問題があるため，希望生徒全員のウイルスチェックをするようにした。また，メ

ディアリテラシーの観点から，出典名や情報源の明示はもちろんのことだが，情報の取捨選択に

も配慮した指導を心掛けた。さらに，前述のとおり史料批判という点からも複数の情報源をもつ

資料のみを活用する指導を行った。あくまでも，調査のきっかけという位置づけを重視させたい。

【生徒の調査例】

◎将門伝説（桔梗の花・家紋，将門の首塚について），東京オリンピックボート競技開催計画（我孫子市） ◎鈴

木貫太郎が二・二六事件で襲われたエピソード，毎日通る千秋社と野田商誘銀行について（野田市） ◎柏に競

馬場がかつてあった，身近な公園に戦争遺跡がある（柏市） ◎流山の地名の由来について，流山と小林一茶の

関係について，じゃんけんの語源は仏教用語だったことについて（流山市），松戸宿と小金宿の間に水戸街道の道

標が現存すること，新京成線の線路はなぜ蛇行しているのか（松戸市）

イ 学校図書館を利用した資料収集（１時間）

学校図書館での資料収集は，生徒のニーズに合う資料を準備する

ことが重要で，司書教諭等に協力を求め，近隣図書館や学校から多

くの文献資料を提供してもらった。また，学校図書館での資料収集

は時間がかかるというデメリットがある。いきなり「本を探してみ

よう」と言われても，生徒は学校図書館を右往左往してしまうこと

が多い。そこで，事前に本が届いた情報を流し，休み時間等を活用 【学校図書館での調査】

して，事前に本をチェックさせるようにした。その結果，授業の時には既に参考文献を用意でき

た状態であった。授業の前半は，各自のテーマについての調査を行った。研究テーマについての

情報はもちろんだが，関連人物や関連施設等の調査も重要であることを説明したところ，多くの

生徒が「逆引き」のかたちで，情報を獲得することに成功したようであった。後半は，市町村グ

ループで，情報交換を実施した。同じテーマの生徒たちの情報交換はもちろんだが，違うテーマ

の生徒が調べた情報を，他の生徒が活用する場面も多く，助け合いながら学習を進める姿が見ら

れた。また，単に他の生徒から話を聞くだけでなく，他人の発表を，自分のテーマと関連づけな

がら，「事件と人物」や「史跡と人物」等を結びつけ，考察する力の育成にもつながる有意義な活

動であると強く感じた。

【生徒の調査例】

◎手賀沼ディズニーランド計画（『広報あびこ』，1961） ◎柏飛行場について（『柏市史』，2000），境根原合戦に

ついて（『郷土かしわ』，1987） ◎松戸宿と小金宿について（『松戸の歴史案内』，1982） ◎新撰組の活動につ

いて（『新撰組始末記』，1996），流山のみりん産業について（『みりんの香る街・流山』，2009） ◎醤油産業の発

展について（『日本の味 醤油の歴史』，2005）

ウ 博物館・資料館を利用した資料収集（２時間）

今回は，多くの生徒が居住する柏市の郷土資料展示室の協力を頂きながら，博物館・資料館の

活用についての授業を実践した。なお，授業は午後の５・６限の２時間を使い実施した。

（ア）博物館・資料館の活用

博物館は生徒にとって，敷居が高く，修学旅行などでも，様々な展示物があるものの，それを
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見て終わりにしてしまうことが多く，博物館のもつ本来の役割が果たせていない。博物館訪問を

通して，博物館や資料館はどのような施設で，どのように活用できるのか，そして博物館に常駐

している学芸員とはどのような存在で，来館者に何をしてくれるのかという点を学芸員から説明

をしてもらった。この説明により，生徒は博物館や学芸員の存在を理解し，調べたい内容を相談

することは容易で，学芸員が気軽に助言をしてくれる存在であることに驚いていた。この際，気

をつけたのが学芸員との連携である。学芸員は学校側から，授業のねらいや目的を伝えることで，

様々な対応をしてくる。そのために綿密な打ち合わせが必要になる。博物館に丸投げするのでは

なく，目的を明確にし，博物館と学校が連携することで大きな教育効果が期待できる。

【学芸員の説明の様子】 【学芸員と生徒】 【集合写真（玄関にて）】

【生徒と学芸員のやりとり例】

◎増尾城址公園について調べた生徒が，山城という形態が特徴で，周囲にも同じ形状の城がいくつかある。地形

図と城の位置を確認してみると，関所的な要素もあることがわかるというアドバイスをもらい，他の城との比較

等を行った。（柏市） ◎松戸の宗教を調査した生徒が，学芸員から萬満寺は改宗したことを教わり，住職を紹介

してもらい，聞き取り調査に行った。本尊は改宗後も変わらなかったことを教わった。（松戸市）

（イ）対話型ギャラリートークの実施

このプログラムは，1980 年代，ニューヨーク近代美術館のアメリア＝アナレスらが開発した対

話型鑑賞教育の方法論に基づくものである。生徒に美術作品や歴史展示物等をじっくり鑑賞させ

た上で，自分の意見や考えを発言させ，知識に頼らない意見交換を通して，多角的なものの捉え

方や疑問点などを共有させることを目的とする。具体的には１つの展示物を全員で鑑賞し，疑問

点や気付いたことを発表し，全員でその意見について考察するというものである。司会は私が担

当した。学芸員にやってもらうことも可能だが，活発な意見交換をするためには教員がやった方

が良いと考えたからである。注意する点は，生徒の意見を絶対に否定しないことである。この活

動は答えが出ないケースも予想される。しかし，自分が思いつかなかった捉え方を他人の発表を

通して感じとることが重要である。活発な意見交換を通して，生徒は主体的に展示物を見学でき

るようになり，展示物から歴史的事象を読み解くヒントを得た生徒も多かった。また，中学校時

代に実施した地域学習の基礎知識が生かされる場面が多く見られた。中学校の歴史教育からの積

み重ねという点でも，とても活発な意見交換ができた。終了後，学芸員に積極的に質問している

【生徒の調査例】

◎醤油の作り方について（野田市＝もの知りしょうゆ館での説明，資料提供） ◎田中藩について（柏市＝柏市

歴史資料展示室での説明，資料提供） ◎松戸の宗教について（松戸市＝松戸市立博物館での説明，萬満寺の紹

介） ◎流山に産婦人科が少ないという話（流山市＝流山市立博物館での説明，聞き取り調査） ◎湖北音頭の

歌詞から将門と地域住民の関係を考察すること（我孫子市＝我孫子市公民館での説明，近隣住民からの聞き取り）
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生徒が多かったことは，驚きであるのと同時に，大きな収穫であった。

【対話型ギャラリートークの様子】

◎展示物である柏周辺の図絵から，地名に興味を示した生徒から，地名に数字が多いという意見が出た。中学校

時代の地域学習から，開墾に関係あるという意見が出て，初富・二和・三咲という地名についての話が展開され

た。 ◎農具の展示物から，一石という単位は何を意味するのかという質問する生徒が出た。面積を意味するの

ではという生徒の意見に対して，中学校時代に地域学習で学んだ生徒から，当時の人間が１年間に食べるお米の

量であるとの意見が出て，学芸員も驚いていた。また，当時の人は自分たちと比べて，食べる量が少ないという

意見やそれは今ほど裕福でないからという考えを論ずる生徒もいた。

【生徒のテーマ例】

市町村 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ テーマ

柏市① 布施弁天 境根原合戦 呼塚の常夜灯 柏競馬場 民衆の歴史

柏市② 古代の鉄器工場 相馬氏について 田中藩について 柏飛行場 地域の支配者

松戸市 河原塚４号古墳 東漸寺と浄土教 萬満寺 本土寺 松戸の宗教

流山市 東深井古墳 茂侶神社 みりん産業 呉服新川屋店舗 流山の自慢

我孫子市 日秀西古墳 将門神社 手賀沼干拓 手賀沼の汚染 手賀沼周辺の歴史

野田市 野田の古墳 野田の交通 醤油産業 野田商誘銀行 産業の歴史

【各市町村のまとめ】

我孫子市 我孫子と手賀沼は切り離せない関係だ。かつて古代の人は手賀沼の魚や貝を食べ生活し，平将門は

手賀沼を騎馬で渡り，手賀沼の夕日を見るのが好きだったそうだ。江戸時代になると，新田開発が進

み，明治以降は多くの文化人が美しい手賀沼を望める「北の鎌倉」に別荘を建てたそうだ。オリンピ

ックやディズニーランド計画もあったが，高度成長期の負の遺産として工場排水により汚染が進んだ。

現代も静かで落ち着いた町並みが自慢だが，これからの我孫子の歴史も手賀沼と一緒に歩むことにな

るだろう。

野田市 野田の歴史は，醤油によって激変した。多くの人が醤油醸造業の従事者となり，生活の基盤となっ

た。町には野田商誘銀行ができ，金融業にも影響を与え，醤油を大消費地である東京に運ぶため，東

武鉄道が開業した。現在でも，町を歩くと豪邸や舟運に用いられた堀が散在する。また，醤油醸造業

の従事者も多く，醸造企業が経営する病院もあり，野田市民の生活に大きな影響を与えている。

【作品例：松戸宿について】

【生徒の感想】

松戸が水戸街道の宿場

町であることは,知ってい

たが，利根川の布佐河岸で

船から降ろされた商品が

陸路で松戸に運ばれてい

たということは驚きだっ

た。実際に水戸街道を小金

宿まで歩いた珍道中が最

高に楽しかった。
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（４）発表（２時間）

【発表の手順】

① 市町村別のグループに分かれ，持ち時間５分の発表を全員が行う。

② 市町村別グループで，代表作品の問題点を考察させ，必要なエピソードや画像データ等を提供する時間を設

け，グループワークを実践し，１枚の模造紙にまとめる。

③ クラス全体での市町村対抗発表会を実施する。

④ クラスでの最優秀市町村を選出する。

最初に，市町村別のグループに分かれ，全生徒が発表をする市町村別発表会を実施した。発表

時間は１人５分とした。次に，全体の発表会において，より良い発表を行うために，グループ内

で作品の改善点を話し合わせる時間を設定した。各自が，アイデアを出し合い，自分が調べた情

報や画像等を提供することを可とした。このグループワークを通して，生徒は地域の歴史を多角

的に考察することとなり，同時に他と協力しながら，問題を解決する力の涵養につながるのであ

る。全体の発表会は，模造紙にまとめて行った。発表後，全員でクラス全体の最優秀市町村を選

出し，発表を終了した。発表の中で，授業で触れた学習内容

が報告される例（群集墳から埋葬者が一般人と予想されるこ

と，浄土真宗の寺で念仏が唱えられ，臨済宗の寺では，座禅

が組まれること）も多く，生徒も主体的に学ぶことにより，

学習内容の理解を深めていた。発表終了後は該当学年の廊下

等に作品を掲示し，多くの人が作品を目にする場を設定し，

生徒の学習意欲の向上に配慮した。見学していた生徒も，知

らなかった地域の歴史に驚くと同時に，興味をもったようだ 【発表の様子】

った。

【質疑応答の一部】

◎戦争末期，アメリカ軍の本土上陸は秒読み態勢に入っており，千葉県の九十九里浜からの上陸が噂されていた。

そんな中，柏飛行場では幻の戦闘機「秋水」が実用に向けテスト飛行を繰り返していた。「秋水」が実用化されて

いたら，戦争の結末も変わっていたかもしれない →質問：どんなところが，幻の戦闘機と言われたのか？

→回答：日本を苦しめたアメリカの B-29 を撃墜するため，B-29 の飛行高度まで数分で上昇できる「秋水」に期待

をしたため→質問：なぜ活躍できなかったのか？→回答：飛行時間が 6分程度しかなく，実用化できなかった。

最優秀市町村＝野田市

【生徒の評価】７０点（８０点満点中）

産業というテーマがはっきりしていて、

醤油・水運・金融といった産業の歴史が現

代に影響を与えていることがよくわかっ

た。現地での聞き取りなどの工夫もあり、

とても内容が濃かった。また、発表者の野

田の歴史を伝えていきたいという意見が

感動的だった。総合的にとてもわかりやす

い発表だった。
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（５）まとめ

最後に今回の調べ物学習のまとめを実践する。このまとめは教員が中心のインタビュー形式で

実施した。教員が中心とはいえ，調査をした生徒の発言がメインとなるよう注意したい。その際，

４つの時代区分別に，各市町村の作品を見比べ，時代別のこの地域（千葉県北西部＝東葛飾地域）

の特徴などに触れさせた。江戸時代であれば，水戸街道から，松戸・柏・我孫子の歴史を関連づ

けたり，明治～平成であれば，戦時中の各市町村の様子などでつなげられると考える。そして，

各市町村の歴史が，現代社会にどのような影響を与えているかを考察させ，最終的に，東葛飾地

域全体の歴史の特徴を考え，この地域で人々がどのような生活をして，現代に至ったかについて，

クラス全体でまとめる活動を行った。

【クラスのまとめ】

東葛飾地区のどの市町村でも，古代は人々が生きていくための方法を考え，農業や漁業などの工夫

をしていた時代であった。武士が登場してからは，戦いに関連する歴史内容が増えた。江戸に入ると，

人々はより豊かな生活をするために，新田開発や醤油・みりんといった新産業に挑戦するようになっ

た。現代はその産業をさらに発展させるため，交通や情報などの分野での進化が進んだ。

５ 実践の総括と展望

（１）アンケート結果から

質問１ 日本史の授業にはどのような姿勢で臨んでいますか？【５月→10月】

①とても積極的 ５→10％ ②積極的 25→41％ ③やや受け身 45→44％ ④とても受け身 25→5%

質問２ 日本史が好きに（嫌いに）なった理由は？

【好きになった理由】

◎覚えることが苦手だったが，真剣に話を聞くと楽しくなった。 ◎知らないことがわかることは，単純に嬉し

いから。 ◎歴史上好きな人物がいて，その人物の関連する事件は興味が湧くから。 ◎努力が結果につながる。

（頑張れば，点数を取ることができるから。） ◎みんなで協力して考察することは，楽しいから。 ◎歴史を

覚えようとすると大変だけど，考えて理解しようとすると楽しいと感じたから。

【嫌いになった理由】

●とにかく覚えることが苦手だから。 ●似たような人物や事件が多く，頭に入らないから。

●レポート作成は勉強になったが，やっぱり人物名や人間関係が複雑で，覚えることが辛かったから。

質問３ テーマ学習「地域の歴史をみんなで調べてみよう」は勉強になりましたか？

①とても楽しかった（勉強になった）21% ②楽しかった（勉強になった）71%

③あまり楽しくなかった（勉強にならなかった）8% ④つまらなかった（殆ど勉強にならなかった）０%

質問４ 質問３の理由は？

【楽しかった理由】

◎地元愛に目覚めたから（地元の歴史を大切にしよう，地元の人に伝えたいと思うようになった）。◎自分の住

む町の歴史について，知ることができたから。 ◎地域で教科書に出ているような歴史に関わる活動があったこ

とがわかって驚いたから。 ◎自力で得た情報を使ったレポート作りで，授業で学習した内容が出てきて，内容

を理解できたから。 ◎歴史に自分の好きな分野の学問をリンクさせると，断然興味が増したから。◎インタビ

ューなどに行き，自分で調べることの面白さがわかったから。 ◎異なる見解の複数の資料から，どちらが正し

いのかを判断し，活用する活動は達成感があったから。 ◎他人の発表からわかったことがたくさんあり，とて
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も有意義だったから。

【つまらなかった理由】

●調べるものが無かった ●テーマを見つけることが大変だったから ●まとめの考察が難しかったから

●グループの人数（同じ市町村の人）が少なく，寂しかったから

質問５ 主体的な調査や発表は，今後に役立つと思いますか？

①とても役立つ 43% ②役立つ 43% ③あまり役立たない 13% ④役立たない 1%

質問６ 質問５の理由は？

【役立つ理由】◎大学では明確な答えを求める研究ではなく，自分で手に入れた情報をもとに，自分の考えを主

張する必要があるから。◎人前で発表することは苦手だが，社会に出てからは絶対に必要な力だから体験でき

て良かった。◎発表に対する質問やそれに対する答えを聞いていると，自然と学習内容を理解できたから。

◎今までは，わからないことをそのままにしていたが，諦めずに調べてみると，答えを見つけることができる

こともあることが分かったから。◎調査したことは，絶対に忘れないから。

【役立たない理由】 ●答えが見つからないから。●調査がうまくいかない時，どうしていいかわからなくなる

から。 ●人前で発表するのは，緊張するし，間違った発表をしたら恥ずかしいから。

質問７ この学習を通して，授業に対する取り組みは変わりましたか。

①とても変わった 8％ ②少し変わった 55% ③変わらない 37%

【どのように変わりましたか】

◎わからないことを調べる努力をするようになった。◎歴史の背景や人間関係を調べるようになった ◎歴史に

ついて興味をもち，家族とも歴史について話をするようになった。◎ネットの情報は間違いも多いので，文献な

どでも調査するようになった。◎家系図を見るのが好きになって，自分の家の家系図を家族と一緒に調べてみた。

【アンケート結果（グラフ）】
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【生徒の感想】

◎ いざ調べ始めると，いろいろな情報がネットには出回っていて，どれが本当なのか，分からなくて困りまし

た。今回のレポートでは実際に自分の足で現地まで行ったり，祖母の話を聞くこともできたので，とても満足

しています。何よりとても楽しかったです。クラスの発表では，全体を通して，たくさんの事が学べて，たく

さんの笑いももらって，本当にやってよかった！と思える調べ学習でした。（我孫子市＝将門神社）

◎ みりんと利根運河について調べました。図書館で借りた『流山ものがたり』がとても面白くて，挿絵もあり，

わかりやすかったです。白みりんが流山発祥で，利根運河が流山と通っていたことも知りませんでした。調べ

ているうちに，みりんは元々お酒であった事や小林一茶もお気に入りで，「流山は第２の故郷」とまで言ってい

たこと，運河は茨城県の要求から始まり，オランダ人技師による設計だったことなどを知りました。中学校で

も調べ物学習をやったが，学芸員の活用や聞き取り等の調査法は勉強になった。（流山市＝流山とみりん産業）

◎ 水戸街道と宿場町について調べました。実際に松戸宿から小金宿まで歩きながら，周辺にある萬満寺を見学

して住職の方と話をしたり，偶然遭遇したお婆さんと小金宿についての話ができたりして楽しかった。博物館

では，学芸員の存在を知り，ちょっと質問すると史跡やボランティアガイドの人を紹介してくれて，わからな

いことを聞けば，こんなにも簡単にヒントをもらえるということがわかった。（松戸市＝水戸街道と宿場町）

今回の授業実践のアンケート結果から，テーマ学習を通して，主体的な調査・発表の楽しさを

実感できた生徒が増えたことがわかる（図３・４参照）。インターネットや文献資料だけでなく，

特に博物館・資料館の活用や聞き取りといった，今までに経験の無い調査研究方法や複数の資料

を比較検討する史料批判という活動を実践できたことは有意義な体験であったようだ。生徒の感

想を見ると，自発的に調べようと思えばいろいろな方法があり，身近なところからも多くの情報

を得ることができると認識できたというものや，大学等への進学後も，自分の力で調査をし，そ

の内容を人前で発表した経験は役立つという感想が多かった。実際にＡＯ入試でプレゼンテーシ

ョンを行った生徒は，この授業の経験があったから合格できたという感想を述べていた。また，

この学習活動を通して，80％以上の生徒が，レポート作成をやりがいがあり，勉強になったと感

じ（図４・５参照），その後の授業への取組にもおいても，60％以上の生徒が何らかの形で積極的

に取り組むことができるようになったという結果がでた（図６参照）。そして何よりも，「市町村

の歴史のまとめ」や「ホームルームのまとめ」などから，生徒が数ある歴史資料を比較検討し，

多角的に歴史的事象を考察できるようになった点は大きな成果を収めることができたといえる。

この主体的な調査・発表をきっかけに，生徒が自ら学ぶ楽しさを軸に，枠にとらわれず，多様な

ツールを有効活用して，知る喜びを常に感じながら，今後の学習活動に応用していくことを期待

したい。

（２）今後の課題

ア テーマの設定について

生徒の感想やアンケートから，この授業実践の課題として，生徒のテーマ設定が挙げられる。

テーマ設定は，この授業実践の成果を大きく左右する重要な要素と言って過言ではない。テーマ

例の提示や先輩の作品の紹介，計画表の提出の際のアドバイス，得意な分野（好きな教科や趣味

等）を歴史と関連付ける等，生徒の興味・関心を重視したテーマ設定について，適切な助言等を

行う必要性を強く感じた。

イ モチベーションの低い生徒への対応

毎時間机間巡視をして，全生徒と進捗状況について，毎日一言は会話するよう心掛けた。モチ

ベーションの上がらない生徒にも，参考文献の紹介や調査法等の助言を根気強く継続していく。
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また，目立ちたがり屋の生徒に発表を任せる，デザインが得意な生徒に模造紙のレイアウトを依

頼する等，生徒の性格や特技等を生かした活躍の場を提供することも大切にしたい。人からの評

価は生徒のやる気を向上させる大きな要素だからである。

ウ 博学連携について

博学連携の大きな課題は，博物館と学校の協力体制の構築である。博物館は学校教育の現状を

理解していない場合もあり，どのレベルの学習内容を学んでいるのかを考えず，生徒の実情にそ

ぐわない説明をしてもらっても，教育効果は期待できない。学校は，博物館に生徒を丸投げして

してしまう傾向があり，博物館はどのような説明をしてよいか困惑するケースがあるという。博

物館の活用によって，大きな教育効果が期待できることがわかった一方で，博物館に生徒の学習

状況や見学の目的や狙いを事前に提示し，博物館に求めることを明確にする必要があると感じた。

また，学芸員との人間関係も重要である。定期的に博物館のイベントに参加したり，授業の問

題点を相談するなどして，学芸員との信頼関係を築いていきたい。

【博物館の活用例】

◎展示物から学ぶ歴史：展示物の説明，ギャラリートークの助言者，文献資料等の情報提供。

実践モデル：江戸図屏風を活用し，展示物から当時の様子を考察させる。

◎教材のレンタル：多くの博物館で展示物等のレンタルを実施している。実物から興味・関心を引き出す。

実践モデル：縄文土器，弥生土器をレンタルし，特徴などを確認させる。

◎出張講義：学校で学芸員に，展示物等を持参してもらい，講義を依頼する。

実践モデル：絵巻物，古文書等を学芸員に持参してもらい，資料の見方等を学ぶ。

◎フィールドワーク：学校周辺の史跡を活用し，現地での説明を依頼する。

実践モデル：地域の寺院等の仏像を活用した，仏像の見分け方講座の実施。

６ おわりに

今回の授業実践は，教員生活 14年目を迎えた私にとって，教科指導を見つめ直す最高の機会

となった。１校目の勤務校では，生徒を授業に参加させることが大きな課題であった。「日本史か

るた」，「寸劇」，「ディベート」などはその当時の実践例である。現在の勤務校（２校目）では，

生徒に考えさせることを課題として取り組んできたが，今回の授業実践を通して，主体的な学習

活動が生徒の学習効果を向上させることを再認識した。今回一番苦労したのは，市町村の歴史に

ついて生徒が考察する場面であった。本校の生徒は与えられた学習内容を受動的にこなすことは

得意だが，主体的に学ぶが苦手な生徒が多いからである。しかし，インターネットに頼らず，現

地での聞き取りや学芸員の活用といった今まで経験のない調査法を用いたオリジナルのレポート

作成を通して，多角的に歴史を考察していた。そして，「問題解決に主体的に取り組むことの楽し

さを，他の活動にも役立てたい」という生徒の感想こそが，この授業実践の成果なのではないか

と感じた。今後も，授業を通して，生徒にどのような力を身につけさせるかという課題を胸に，

常に向上心をもち，生徒に学びの楽しさを伝えていきたい。

最後に，今回の授業実践において，これまで温かい御指導を頂いた教育庁指導課および教科指

導員の先生方，そして共に研究活動に取り組んだ教科研究員の先生方に厚く御礼を申し上げます。

また，博物館見学において，御協力をいただいた柏市郷土資料展示室や博物館の活用法につい

て助言をいただいた国立歴史民俗博物館，広島県立歴史博物館の学芸員の方々，そしてレポート

作成に全力で取り組んでくれた生徒諸君に感謝します。


