
地理歴史科（日本史）学習指導案

○○高等学校
教諭 ○○ ○○

１ 学年 第２学年○組（日本史選択者）男子○名 女子○名 計○名

２ 教材 『高等学校 日本史Ｂ 最新版』，プリント（富嶽三十六景 牛堀），
『新詳 日本史』，『新詳述 日本史史料集』

３ 単元名 幕藩体制の展開と元禄文化

４ 単元目標
（１）幕藩体制の展開と社会や文化の特色に対する関心と課題意識を高める。
（２）幕藩体制の展開とその特色，近世の都市や農山漁村における生活や元禄文化の特色

とその成立の背景から課題を見いだし，多面的・多角的に考察し，過程や結果を適
切に表現させる。

（３）幕藩体制の展開とその特色，近世の都市や農山漁村における生活や元禄文化の特色
とその成立の背景についての基本的な事柄を，東アジア世界との関係と関連付けて
理解させる。

５ 単元指導計画
（１）平和のもとで政治・経済・文化はどのように変化したか・・・・・・・・・１時間
（２）農業生産の向上は何をもたらしたか・・・・・・・・・・・・・・・・・・１時間
（３）交通はどのように整備されたか・・・・・・・・・・・・・・・・１時間（本時）
（４）商品とお金の流れはどうなっていたのか・・・・・・・・・・・・・・・・１時間
（５）儒学や諸学問はどのような展開をみせたのか・・・・・・・・・・・・・・１時間
（６）近世中期までの文化にはどのような特色があるか・・・・・・・・・・・・１時間

６ 単元の評価計画（評価規準）
関心・意欲・態度 思考・判断・表現 資料活用の技能 知識・理解
幕藩体制の展開と社 幕藩体制の展開とその 幕藩体制の展開と社 幕藩体制の展開とそ
会や文化の特色に対 特色，近世の都市や農 会や文化の特色に関 の特色，近世の都市
する関心と課題意識 山漁村における生活や する諸資料を収集 や農村における生活
を高め，意欲的に追 文化の特色とその成立 し，有用な情報を適 や文化の特色とその
究している。 の背景から課題を見い 切に選択して，読み 成立の背景について

だし，東アジア世界と 取ったり図表などに の基本的な事柄を，
の関係と関連付けて多 まとめたりしてい 東アジア世界との関
面的・多角的に考察す る。 係と関連付けて理解
るとともに公正に判断 し，その知識を身に
して，その過程や結果 付けている。
を適切に表現してい
る。

７ 本時の目標と観点別評価規準
（１）本時の目標
・陸上交通と水上交通について，その成立と機能を理解させる。
・特に水上交通の発達について，海上交通と結びついた河川交通が整備され，多くの人
や物資の輸送が行われていたことを考察させる。

・江戸時代になると庶民の旅も盛んになっていったことを理解させる。
（２）本時の観点別評価規準
・本時の授業内容に興味関心を持ち，授業やグループ学習に積極的に参加していたか。
（関心・意欲・態度）

・江戸時代における交通の発達の特徴について理解することができたか。（知識・理解）



・資料から様々な事象があることをよみとることができたか。（資料活用の技能）
・資料から高瀬船の様々な事象や本時の授業内容を理解し，江戸時代の河川交通の状況
全般について考え，表現することができたか。（思考・判断・表現）

８ 本時の学習展開
段 階 学 習 内 容 学習活動の支援・指導上の留意点

（時間） 学 習 活 動 観 点 別 評 価
・前時の復習 ・適切な発問により，本時の学習内容
・教科書 P.120 にある図１「江 の概略を理解させる。（知識・理解）

導 入 戸時代の交通路」や他の図版を
（５分） みながら「現代では，主に鉄道 ・江戸時代にはいって現代の流通網の

やバス・トラックで人や物を運 もとになるような全国的な交通路の整
ぶけれども，江戸時代ではどん 備が始まったことを考察させる。
な手段で人や物をはこんでいた （思考・判断・表現，資料活用の技能）
のだろうか。」，「日本の沿岸沿
いに敷かれている点線はなんだ
ろうか。」など，発問をする。
・適切な発問とともに板書しな ・穴埋めプリントなどを用意して生徒
がら交通の発達の状況について に作業させながら授業を進める。
説明する。概略は以下の通りで （資料活用の技能，知識・理解）
ある。

１ 陸上交通の整備

（1)街道の整備 ・参勤交代が情報伝達や経済の活性化
…参勤交代にともなう交 に貢献したことについて考察させる。
通網の整備 （思考・判断・表現）

・五街道
…東海道，中山道，
甲州道中，日光道中， ・陸上交通がすべて日本橋を起点とし
奥州道中 ていることに留意させる。

展 開 ・脇街道の整備 （知識・理解）
（37 分）

（2）宿場の整備 ・学校の所在地の近くにはどんな街道
・本陣・脇本陣の整備，宿場 があり，宿場町が発達したかについて
町としての発達 紹介する。東葛飾高校の近くに水戸街

・問屋場の設置 道（６号線）が通っているが，江戸時
…人足や馬による輸送 代の水戸街道は柏駅の西側ではなく，

・飛脚制度 東側を通過していたことに留意させ
る。 （思考・判断・表現）
・常磐線の小金駅や松戸駅も江戸時代
は水戸街道の宿場として発達したこと

２ 水上交通の発達 に留意させる。
（知識・理解）

（1）海上交通
・河村瑞賢による東廻り航路， ・人や馬よりも船の方が大量の物資を
西廻り航路の整備 輸送できたことに留意させる。

・菱垣廻船・樽廻船の運航 （思考・判断・表現）
・北前船 ・教科書 p.120 図１「江戸時代の交通

…昆布や鰊をしぼった〆 路」から東廻り・西廻り，さらに南海
粕（肥料）の運搬 路によって全国的流通網が確立したこ

とを理解させる。 （知識・理解）



段 階 学 習 内 容 学習活動の支援・指導上の留意点
（時間） 学 習 活 動 観 点 別 評 価

（2）河川交通 ・河川交通が現在より活発に運用さ
・角倉了以による河川の整備 れていたことに留意させる。
・河川交通網の整備 （思考・判断・表現）

…河岸の設置，上流の ・学校の所在地の近くに流れる河川
奥地まで運行可能 と発達して河岸について紹介する。

東葛飾高校は，利根川と江戸川に挟
まれた地域であり，両河川の河道沿

・絵画資料のコピーを配布する。 いに多くの河岸が存在していたこと
を理解させる。 （知識・理解）

【アクティブ・ラーニング】

・葛飾北斎「富嶽三十六景 常 ・野田の醤油，流山の味醂なども江
州牛堀」という絵画資料をみな 戸川の河川舟運によって江戸に運ば
がら考えよう。 れたことに留意させる。
・「富嶽三十六景 牛堀の図」 （知識・理解）
のコピーを生徒に配布する。 ・絵画資料として葛飾北斎「富嶽三
・絵の中から次の問いの答えを 十六景 常州牛堀」の版画を拡大コ
みつける作業をさせる。４人程 ピーしたものを 10 枚程度用意し，配
度のグループをつくり話し合い， 布する。
代表者にグループ内の考えをま ・各グループから１名を代表者とし
とめて黒板に記入させる。 てグループをまとめてもらい，情報

の共有化をはかる。
質問例 （資料活用の技能）
・この船は何でできているの ・グループをつくり学習をするとき
だろうか。 にはかならず机を合わせるように留

・どのくらいの大きさなんだ 意する。
ろうか。 ・他にも様々な質問が考えられ，工

・資料中の船に乗っている人 夫できる。（思考・判断・表現）
物は何をしているのだろう ・各グループごとの協同学習の様子
か。 を巡回しながら把握し，全員が授業

・中央部に船と平行において に参加するように働きかけをする。
あるものは何だろうか。 （関心・意欲・態度）

・左上に何と書かれているか。 ・絵画資料は，生徒たちに考察させ
版画の描かれた場所はどこ るよい素材となるので，工夫して活
だろうか。 用する。「この絵画資料から何がわ

かるのか」という視点が大切である。
３ 旅のひろがり （思考・判断・表現）

(1)庶民の旅
・お伊勢参り ・江戸の庶民も伊勢神宮や信濃善光

…伊勢神宮参詣の旅 寺などに参詣のた旅に出ていたこと
を理解させる。（知識・理解）

(2)旅の情報…出版文化の発達
・「東海道五十三次」 ・「東海道五十三次」や「江戸名所
・「江戸名所図絵」 図会」などの絵画資料と現地とを比
・「東海道中膝栗毛」 較対照するなどの工夫をしてみても

よい。（資料活用の技能，思考・判
断・表現）

まとめ ・本時の学習のまとめと次回の ・短い時間で簡潔にまとめるように
（３分） 予告 留意する。



９ 使用する図版 葛飾北斎『富嶽三十六景 常州牛堀』
（略）

10 解説 高瀬船

高瀬船とは 歴史の中で，海上のみならず河川においても，船は人や物資の輸送に重要な
役割を果たしてきた。現代の国内の状況をみると，河川を利用した船による輸送よりも，
自動車や鉄道などが主流であるが，江戸時代は，船が物資の輸送に重要な役割を果たした。
特に関東の利根川流域では，高瀬船と呼ばれた川船があった。この高瀬船とはどのような
船だったのであろうか。船は陸上交通の輸送手段に比較すると大量の物資を一度に運ぶこ
とができるが，当時の高瀬船はどうだったのであろうか。

高瀬船の特徴 高瀬船だけでなく利根川や江戸川を航行していた前近代の川船の特徴はす
べて板造りであった。川は水深が浅いために船底が川底に当たらないように薄い板をつな
ぎ合わせた箱船として建造されていた。また，高瀬船は船首の形に特徴がある。構造上，
高瀬船には，水を左右に分けて進む「ミヨシ」という部分がなく「オモテタテイタ」と呼
ばれる板で船首が作られている。そのために船の前から来る水の流れは左右に分かれずに
船底に向かうことになる。水が船底の下を流れることになるために水深の浅い場所でも航
行が可能となる。したがって，船首がやや持ち上がったようにみえるのが特徴である。ま
た，船底に流れこむ水の流れから船の進む方向安定性が悪くなるために，舵(かじ)が大き
く作られているのも特徴である。ヨットのセンターボードのような役割を果たしていたの
ではないだろうか。利根川中下流から江戸川などの川幅の広い河川にかけて航行していた
高瀬船は特に大型なものが多かった。安政５(1858)年に出版された『利根川図志』にも，
「米五六百俵を積むもの常なり，舟子四人を以てす，その大なるものは八九百俵を積む，
舟子六人を以てす」とあり，最大 900 俵積みということでおよそ約 54 トン積みというこ
とになる。我が国最大級の川船だったといえる。

絵画資料をよむ これは葛飾北斎（1760 ～ 1849）が描いた「富嶽三十六景」のひとつ「常
州牛堀」である。現在の茨城県潮来市（旧牛堀町）付近を描いたもので，牛堀河岸のあっ
た場所でもある。利根川下流域で，霞ヶ浦と利根川が合流する水郷地帯で，佐原の対岸，
潮来の北西に位置している。北斎は，牛堀河岸のあった利根川下流域を航行していた高瀬
船の姿を一つの象徴的な景観として描き出したものと思われる。この絵に描かれている船
も高瀬船である。男が米のとぎ汁を川に流している場面が描かれている。この男のいる場
所は「セイジ」(世事，炊事)と呼ばれる３畳ほどの船室である。箪笥（たんす）や食器類
などの生活に必要な道具を置くことができた。船首の部分も押入として利用できるように
なっている。このような船室部分を持っている高瀬船は，利根川流域を航行していた大型
の高瀬船である。船室を利用して家族で居住していた例も見受けられる。その意味で，利
根川流域を航行した大型の高瀬船の特徴をよく捉えて描いていることがわかる。

河岸と舟運による経済の発展 江戸へ向かう高瀬船は，米穀類をはじめ，酒，醤油，味醂，
干鰯，たばこなど，流域各地の特産物を運び，帰りには塩や砂糖などの上方から来る物資
を運んできた。こうした舟運の発達は，各地で生まれた特産物の販売ルートを広げ，また
運ばれてくる商荷物が，河岸を窓口として自給自足の農村社会に浸透していくことになっ
た。こうして江戸時代の農村を商品経済の流通網のなかに組み込んでいく役割を担うこと
になった。
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