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巻 頭 言

分かったつもりの「対話」

　最近、教育でも政治でも社会でも「対話」が
声高に推奨されている。あらゆる方面で「対
話」の必要性が語られ、ソフトなタッチでその
実践が謳われている。だが、対話とは何か、私
たちは本当に分かっているのか。すくなくとも、
それがどのようなものか、反省されているよう
には見えない。対話は難しく、大きな危険があ
る。対話に挑む困難と危険性を意識する者だけ
が対話を行うことができる。私たちは「対話」
と口にするたびに、実は分かった気になってい
るだけかもしれない。
　対話をすれば合意が得られるとか、物事が解
決するとか、そういった素朴な幻想がまだ一般
に流布している。大方期待を裏切られると認識
した方がよい。例えば、利害関係で対立している
懸案について、両陣営が対話したところで、決着
に至ることはまずない。では対話は無意味かと
いうと、そうではない。対立する国家の首脳が長
い調整の末に対話の席につくように、たとえ合
意や成果が得られなくても、まずは直接顔を合
わせて握手し、テーブルを囲んで互いの立場を
ぶつけ合うことが、それ自体で重要なのである。
　対話について考えるのは哲学の役割であり、
高等学校では「倫理」がそれに関わる。だが、そ
こでもこれまで「対話とは何か」が十分に考え
られてきたわけではない。

教育における対話

　対話はそれほど単純ではなく、簡単でもない。
その点を念頭におきつつ、教育における対話に
ついて考えてみよう。まず、対話というやり方
を形式的に学ばせても、それはお仕着せに終わ
る。対話は文字通り「対峙、対面」して「対応」

するものであり、「対等」を基盤とし「対抗、対
決」さえ含意する。一人の人間が他者と向き合
って対等に言葉を交わし、そこで自分自身と問
題に真剣に向き合い、初めて対話は成立する。
そこで用いられる技法やマナーは、あくまで対
話を行うのに必要な条件に過ぎず、それだけで
は教育にならない。
　「対話」という名目を振りかざすと、問題の根
はかえって深くなる。いや、対話することその
ものへの信頼が損なわれる恐れもある。つまり、
対話の試みが形式だけの見かけやごまかしに終
わってしまうと、人々は対話そのものに不信を
抱き嫌悪するようになる。昨今の「対話重視」
を叫ぶ風潮は、そんな危惧を引き起こす。
　重要なのは、対話という営みの本質と意義を
しっかり確認すること、そして、良い対話の見
本を見せることである。だが、私がとりわけ深
刻だと感じているのは後者である。学校で生徒
に教える教師の側も、あるいは家庭で子供を養
う親や家族も、実は対話を実践していないし、
それを正しく経験したこともほとんどない。そ
うだとしたら、自分自身に成功体験がないこと、
さらにそれがうまくいった時の喜びや達成感や
苦労を味わったことがないことについて、人は
どれだけ他人に教えることができるのだろうか。
私たち教育にあたる者は、この恐れに真剣に向
き合うべきであろう。

対話を実践する倫理

　対話は単なる会話でも相談でもなく、ディベ
ートなどでもない。では、対話の本質とは何か。
それは、特定の問いに向き合って言葉を交わす
ことで相手と出会い、その人の考え方や生き方
とぶつかることで相互に理解しようとする、一
緒に探求して生きる場の創出である。生まれ育

倫理から 「対話」 を考える
東京大学教授
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ちや経験が違えば、一人一人の考え方や感じ方
は千差万別である。だが、似た実体験からくる
理解や、相手の状況を想像することで抱く共感
もある。それでも乗り越えられない考え方や生
き方の溝を確認し、そこで相手に尊重と敬意を
払う、それが対話の目的であろう。それはまた、
思いがけない意見や見方に接し、これまで思っ
てもこなかった新たな考えを口にする、そんな
予期しない経験でもある。
　この経験は、おそらく対話というやり方以外
では実現が難しい。言葉のやりとりを続けるこ
とで互いが自身の考えを曝け出し、それに真剣
に対応することで、初めて相手が何を考えてい
るか、感じているかが分かるのであり、さらに
は、自分がどんな感じ方をして、どんな人間で
あるのかにも気づかされるからである。自分と
は自分で一番分かっていない存在であり、それ
を気づかせてくれる場が対話なのである。
　相手と交わす言葉が自分を動かす。自分が変
わることを受け入れることなしに、本来の対話
は成立しない。もし一方が自身の意見を押し付
けるとしたら、それは「説得、説伏」に過ぎず、
たとえ対等な話し合いの体裁をとっても一種の
強制である。また、知識や技法を教える一方的
な伝達は、対話とはまったく異質のものである。
　さらに、対話をするには時間がかかる。語ら
れた言葉を振り返り反芻し、理解する。そこで
考えを変えたり、再び語りかけたりする。時間
と労力を効率化した対話など存在せず、むしろ
長く苦しい対話に従事する辛抱が必要となる。
　対話をする場合、その場に参画するには覚悟
が必要である。それは自分のあり方を賭けて、
自分がここで相手によって変わること、言葉を
通じて未知のものへと変容することを容認する、
いや期待することなのである。

対話の見本としての哲学史

　見本となる対話が私たちに与えられているの
か、という点に戻ろう。私はプラトン対話篇に描
かれるソクラテスの対話に啓発されてきた。彼

の対話は決して一筋縄でいくものではない。スト
レートな問いかけから、比喩や挑発や皮肉を駆
使しつつ、相手からの応答を引き出して一緒に
吟味する。同じ問題について共に考えることをひ
たすらに求める言論である。ソクラテスは自分は
教師ではないといつも強調していたが、それは、
彼自身が探求することで共に知りたいと望み、
対話を続けていくという態度の表明であった。
　ソクラテスが交わした対話には、回答が得ら
れずに対話者のすべてが途方に暮れて終わった
り（アポリア）、相手が怒って対話をやめてしま
ったり、議論に不十分さが残るまま時間切れに
なったりという場面も多い。私はそういった人間
的な対話を見本とすることで、対話を遂行してそ
のために死刑となったソクラテスを見習って、自
分も対話を遂行したいと思っている。それは対
話に挑み体験しつつ、対話に失敗しながらもそ
の可能性を信じて遂行する生き方のはずである。
　高等学校の「倫理」で学ぶ哲学・思想の歴史
は、そうした生きた対話が交わされた現場であ
る。ソクラテスに限らず、過去の哲学者たちは
人間や価値や自然や芸術について、真剣な問い
を発してそれに真面に応答してきた。その豊か
で活気に溢れた営みを見ていくことは、人間に
とって対話がどんな意味を持つかを示してくれ
るはずである。それを習い、私たち自身が対話
に挑戦するのが「倫理」の授業であろう。
　対話を私たちが生きる場で生み出そう、活か
そうとするのであれば、その本当のあり方を見
つめ直すべきである。きれいごとではない、面と
向き合ってぶつかり合う言葉と言葉、魂と魂の
やりとり、それが対話である。本物の対話を実践
するための倫理・哲学が、若い魂には必要である。

《参考文献》
＊納富信留『対話の技法』（笠間書院、2020年）
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特 集 大学入学共通テスト分析

　設問数は昨年と同様に 34問であった。出題
地域はアジアからの出題が半分を占め、対して
ヨーロッパからの出題は 3分の 1程度に抑えら
れた。東南アジア・アフリカに関連する出題が
多く、オセアニアからも 3問出題された。年代
のバランスは近現代史の比重がそれ以前の時代
に比べて多く、特に古代史からの出題は少なか
った。また、政治史が多くを占め、文化史から
の出題は 1問だけであった。
　問題形式は、すべての大問で資料の読み取り
や資料に基づいたものであり、昨年をほぼ踏襲
した。試行調査にあった、正答が複数存在する
問題は、今回も出題されなかった。資料の空欄
に入る語句の正誤判定と適切な文章との組み合
わせ問題に加えて、資料に基づいて研究や視点
の根拠の正誤を求める問題も設けられ、資料に
示される情報から正確な世界史の知識を導くこ
とが求められた。また、センター試験のような
従来型の正誤 4択問題も出題された。
第 1 問 すべてアジアからの出題である。
問 2はバタヴィアの場所を問う地図問題であっ
た。問 4は、資料にムハンマド・ハディースが
示されており、ウに入れる語句の選択は資料の
読み取りで導きだせる。問 9は、パスパ文字が
元朝で用いられたことを把握していれば正答で
きるため、難度は高くない。
第 2 問 問 2はフィリピンの場所を問う
地図問題であった。第 1問の問 2に続いて、東
南アジアの地図問題が再び出題された。問 4は、
資料中のマクミラン首相からイギリスと判断す
るのはやや細かい知識だが、国を選択させる形
式であるため正答選択は難しくない。
第 3 問 問 1・2は、第 1問の問 2のよう
に、空欄にあてはまる語句を踏まえ、正誤判定

や選択をするという手順を要した問題であった。
問 4は人口推移の表を踏まえた問題であるが、
清代のトウモロコシやサツマイモの普及による
人口増加は、教科書でも基本事項であるため、
正答は選択しやすかったと思われる。問 6のア
ボリジニーとマオリは、過去のセンター試験で
も出題された頻出事項である。問 8では、「最初
のイギリス自治領となったのはカナダ」という
やや細かい知識が問われた。
第 4 問 問 2は、九か国条約が中国におけ
る門戸開放等を確認したものと把握できれば、
正答を選べる。問 3は資料から読み取れる対照
的な 2つの見方（日本の政権がファシズムか否
か）と根拠を結びつける特徴的な形式であった。
根拠の背景となる知識も「日本が防共を名目に
枢軸陣営に加わった」「日本の戦時体制は軍部
主導であった」という、教科書の本文ではなく
コラム等にあるような補足的事項であり、やや
細かい。問 4・5は、君主の治世に実施された政
策等の理解を求める従来型の知識問題であり、
同様の問題は第 5問の問 1・3にもみられる。
第 5 問 Aはサン゠ドニ大修道院付属聖
堂内の墓棺群の配置を絡めた図版問題であった。
問 2は、文章中の「南にカロリング家の墓棺」
とあるためピピンが該当することを導き出せる。
問 4は興中会が東京ではなくハワイで結成され
たことや、マレーシアにおけるマレー人優遇政
策（ブミプトラ）など、やや細かい知識が問わ
れた。
今後の展望 資料を踏まえた問題が多数
を占めたが、下線部から派生して 4択より正誤
判定させる従来型の知識問題も多くみられた。
試行調査にあった思考力を試すような出題が多
くを占めないことから、今後も世界史の基本的
な知識を理解する学習は重要と思われる。ただ
し、第 4問の問 3に見られるような、用語の背
景や歴史的な見方の理解を求める問題もあった。
そのため授業では、多角的な視点をグループ学
習等で習得し、歴史的背景を考察するような 1

歩進んだ学習が効果的と思われる。

世界史B
茨城県立水戸第一高等学校

田中 亮
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　共通テスト 2年目となる今年は、数学の平均
点が大幅に下がり受験生に衝撃を与えたが、日
本史 Bも昨年に比べて 10点以上平均点を下げ
（52.81点）、センター試験時代も含めて過去最
低点となった。長いリード文（会話文）や数多
くの史資料の丁寧な読解を前提とした設問が増
えたことも、難化の一因と考えられる。
　問題が難化した一方で、出題数（大問 6題、
小問 32問）や出題構成については昨年と同様
であった。設問パターンにも大きな変化は見ら
れなかったが、受験生を悩ます年代の並べ替え
問題は昨年よりも 2問増えて 6問となった。以
前のセンター試験と比較すると、空欄補充の組
み合わせ問題や、正文または誤文を 1つ選ぶよ
うなシンプルな問題は大きく減少した。また、
単純な知識や歴史用語を求める問題が少なくな
る一方、知識や資料を活用して考えさせる問題
が増え、個々の設問も多様化・複雑化している。
　出題分野では外交や社会・経済・制度に関す
る問題が目立ち、政治・文化分野は減少した。
ⰪⰪ 第 1問　人名から見た日本の歴史（6問・18点）
　氏姓制度や、姓と苗字の概念は日本史学習の
中でも特に理解が難しい部分であるが、この問
題で示された会話文や「メモ」は、教材として
も利用できそうである。問 4・5は、会話文や系
図・表から正確に情報を読み取る力に加えて、
基礎的な知識も必要となる。
ⰪⰪ 第 2問　古代の法整備と遣隋使・遣唐使（5問・16点）
　問 1・2では知識の正確さ、問 5では年表を根
拠として思考する力が試された。問 3で提示さ
れた計帳の史料は一見難解だが、選択肢の正誤
判断は基本的な知識のみで対応できた。問 4は
年代並べ替えではあるが、古代の法令史料を判
別させるという独特な設問だった。

ⰪⰪ 第 3問　中世の海と人 と々の関わり（5問・16点）
　問 1は倭寇取締の知識があれば一瞬で解ける
が、会話文をヒントに正解を導き出すこともで
きる。問 2はシンプルな年代並べ替え。問 3は
今回唯一の図画を用いた問題。分かりやすい
「馬借」の絵で、正誤判断も容易である。問 4は
朝鮮貿易の輸出入品を知らなくても史料をよく
読めば正解できる。問 5はセンター試験で定番
の日本地図を用いた出題であった。
ⰪⰪ 第 4 問　近世の身分と社会（5問・16点）
　初見の近世史料が 3点出された。問 1・2は教
科書的な知識でも解けるが、問 3・4は史料の読
解力と知識の両方が求められる。史料や注を丁
寧に読む根気強さも必要である。
ⰪⰪ 第 5問　近代の日本とハワイとの関係（4問・12点）
　第 4問に引き続き 3点の初見史料が使われた
が、近代の短い文章であるため比較的読みやす
かった。問 3は、防穀令などの歴史用語をあえ
て使わずに因果関係を考えさせる設問で、昨年
の共通テストでも出題されている。
ⰪⰪ 第 6問　鉄道の歴史とその役割（7問・22点）
　問 1は近年出題頻度が激減した歴史用語を問
う空欄補充問題。問 2は詔書と時刻表に記され
た年月日がポイント。問 3・6は表から情報を読
み取り、基本的知識と結び付けて考える問題。
問 5では戦後の混乱期の写真を 2点使用してい
る。問 7には 21世紀の首相・小泉純一郎が登場
するなどバラエティに富んだ問題構成であった。
ⰪⰪ 今後の展望
　使われた資料はメモ・系図・年表・統計・地図・ 

写真など多種多様で計 11点、史料は計 9点あっ
た。共通テストが史資料の読解力や歴史的思考
力を重視していることは明白で、この傾向は今後
も続きそうだ。したがって、授業も知識の暗記に
偏らず、多くの史資料を用いながら生徒自身に
考えさせることが重要である。また、今回は大問
6題中 5題が高校生の学習活動の場面を扱った
リード文で、うち 3題は会話形式を用いている。
これからの日本史学習における「主体的・対話的
で深い学び」を示唆しているように感じられる。

日本史B
東京都立調布北高等学校

鳥羽 顕司
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特 集 大学入学共通テスト分析

　地理的事象の仕組み・原理を理解しているか、
それを応用できるかを図表との関連から問う近
年の傾向がさらに強まった。また、誤文判定が
昨年（二つの文のうち誤りを含むものの組み合
わせを選ぶ）から変化し、試行調査で見られた
三つの文の正誤の組み合わせ（8択）が複数出
題されたが、選択肢は増えたものの、問題の難
易度は昨年の誤文判定よりかなり易しかった。
ⰪⰪ 第 1 問　世界の自然環境・自然災害
　問 1・問 2・問 5はいずれもプレート境界と絡
めて判断する問題であり、火山や海溝がいかな
る位置関係にあるのか、という基本的な原理の
応用が求められた。特に問 1は一見戸惑うかも
しれないが、注釈にある「大陸棚」の意味と、な
ぜ「火山」がプロットされているのかを踏まえ
ると、沈み込み帯付近には大陸棚が存在しない
ことに着目して解答を求めていると分かる。
ⰪⰪ 第 2 問　資源と産業（持続可能な資源利用）
　問 3のように、国名を伏せた説明文と図表を
対応させる形式は昨年第 2日程に続いての出題
で、今後も同様の問題が考えられる。各国の特
徴というより、国の産業構造や経済状況の一般
的な理論の理解が必要である。問 5のように、一
つの図で三つの指標を用いる出題形式は 2018

年試行調査、2019年追試など、近年の出題傾向
といえる。まず森林面積の減少率に着目して K

のロシア（非熱帯林）を判断するなど、特定の
順番を工夫すれば比較的容易に解答可能となる。
ⰪⰪ 第 3 問　村落・都市と人口
　センター試験では大問のテーマから外れてい
た「人口」の比重が共通テストでは大きくなっ
ている。また問 5のように、全体の指標と特定
の属性の指標の比較は共通テスト特有の出題形
式である。②の 0～4歳など、極端な値に注目し

たい。問 6は、カナダ（先進国）→韓国（NIEs）
→マレーシア（ASEAN4）→バングラデシュ
（LDC）という発展順に着目する。バングラデ
シュは 2020年追試（解答番号 10）、カナダとマ
レーシアは 2021年第 2日程（13・16）、韓国は
2020年本試（7）でも発展度合いが問われている。
ⰪⰪ 第 4問　ラテンアメリカ地誌・NZとチリの比較地誌
　問 3は、従来地域調査で目立った複数の図表
を組み合わせた計算を要する問題だが、真偽を
しっかり検証する時間的余裕はなかったのでは
ないだろうか。問 4は、「GNIに占める所得上
位 10 %層の所得の割合」という見慣れない指
標を、南米の基本事項である人種・民族構成と
の関係に転換できるか、高い応用力が求められ
る。一見するとどう使えば良いか分からない指
標への対処（知っている解法への置換）は、あ
る程度の演習量を積んでいないと難しいだろう。
ⰪⰪ 第 5 問　北海道苫小牧市周辺の地域調査
　従来は対象都市を含む小縮尺の地図が冒頭に
掲載されていたが、今回はそれが問 3までなく、
それも道央圏を示したものに過ぎなかった。そ
のため苫小牧市の位置（日本海側か太平洋側か） 
を知らない受験生にとって、問 2の河川流量減
少の時期の判定は難しかったかもしれない。ま
た問 3では、苫小牧港は港湾整備によって室蘭
港に代わってエネルギー資源の取扱が急増した
ことが暗示され、それが問 4の判定に直結する
など、間接的に問題が連動している。ページをま
たぐが、問題の「流れ」に着目すると解きやすい。
ⰪⰪ 共通テストを踏まえた今後の指導について
　ジェントリフィケーションの意味が問題文で
説明されたように、やみくもな穴埋め型の「暗
記」は意味をなさない。メカニズムを「理解」
し、単元間の相互の関係性を捉える学習が必要
である。その根幹を成すのは自然地理的分野
（地形・気候）だろう。また、地理においては依
然としてセンター試験の過去問が共通テスト対
策にかなり役立つ傾向が明白である。過去問を
一つの教材として、上記の「理解」や「関係性
の把握」に取り組むことが何よりの対策になる。

地理B
暁星中学・高等学校

村上 慧
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　今年の大学入学共通テストも、昨年と同様、
設問形式が多様で、内容把握に時間を要する問
題が多かった。また、単純な 4択正誤問題が減
った一方で、組合せ問題が過半数を占めており、
受験生にとって負担が増したといえる。出題分
量は、大問 5、小問 30で昨年と変わらず。昨年
に引き続き、第 5問は課題探究学習が題材だっ
たが、昨年よりも 2問増えており、時間配分に
苦労した受験生が多かったと思われる。
　第 1問は、高校生が市役所での就業体験に参
加する設定で、地方自治、選挙、国際協力に関
して出題された。問 2のアでは、国家公務員の
幹部人事を一元管理する組織について細かい知
識が求められており、やや難しい。問 3はドン
ト式とサン・ラグ式に関する計算問題。サン・
ラグ式を知らなくても、問題文を丁寧に読めば
解答は難しくない。問 6の「人間の基本的ニー
ズ」（BHN）は細かい知識だが、消去法で正解
にたどり着いてほしい。問 7は 3  と 4  の正誤判
断がやや難しい。問 8については、アリストテ
レスは基本問題だが、佐久間象山はやや難しい。
　第 2問は、高校 3年生に向けた校長先生の講
話という設定で、青年期の課題や企業に関する
問いが出題された。問 1は課題追究の方法に関
する問題。どの選択肢も基本的な内容だが、盲
点になりやすい範囲なのでしっかり対策してお
きたい。問 2は、エリクソンのアイデンティテ
ィの概念を発展させた、心理学者マーシャの理
論に関する出題。アイデンティティ・ステイタ
スの分類について知識のある受験生はほぼいな
かっただろうが、問題文を正しく読解できれば
解答は容易である。問 5は、2022年 4月施行の
民法改正（成年年齢引き下げ）を意識した問題
で、少年法や国民年金法との違いが問われた。

　第 3問は、高校生が大学の講義を受講すると
いう設定で、バブル経済や金融、女性の雇用・
労働問題などが出題された。問 1はバブル経済
前後のプロセスに関する並べ替え問題で、やや
細かい知識が要求された。問 2の不良債権に関
する問題は、不良債権の分類に関する資料を正
確に読み取る力が求められた。問 3は信用創造
の計算問題で頻出。計算自体は容易だが、複数
回計算する必要がある。問 5は男女雇用機会均
等法の内容に関する問題。ア～ウのそれぞれの
正確な知識が求められるため、やや難しい。問
6では、日本の性別・年齢階級別労働力率の動
向について、図表を読み取る力が要求された。
　第 4問は、「共同体を問い直す」をテーマとし
た現代社会の授業という設定で、現代社会の諸
問題や倫理分野を中心に出題された。問 1は多
様性に関する出題で、「女性管理職の登用」「障害
者スポーツ」「同性パートナーシップ制度」といっ
た時事的なトピックが取り上げられた。問 2～4

はいずれも倫理分野の基本問題。問 4の空欄ア
については資料の読解力が必要とされるものの、
取りこぼしのないようにしたい。問 5はデジタ
ル情報の著作権に関する出題だが、常識的な知
識があれば解答できる。問 6は個人情報に関す
る法整備について、正確な知識が求められた。
　第 5問は、生徒たちが持続可能な社会の形成
について課題探究を進めるという設定で、資料
の読み取り問題や、概念・観点と具体的な事例
を照らし合わせて考えさせる問題が出された。
問 1は知識不要の資料読解問題だが、会話文が
長く、選択肢を資料から判断するのに時間を要
する。問 2～5はいずれも概念や観点が示され、
それらに対応する具体例がどれなのかを判断す
る問題。とくに問 3～5は選択肢が 2～4行あり、
読み取りに時間がかかる出題であった。
　昨年と同様、今回も基本的知識だけでなく総
合的な思考力や判断力を問う出題が多く見られ
た。解答に時間を要する問題も多いため、限ら
れた時間内に複数あるいは長文の資料をスピー
ディに読解する演習をしておく必要がある。

現代社会
ドルトン東京学園中等部・高等部

大畑 方人
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特 集 大学入学共通テスト分析

ⰪⰪ 全体の傾向と今後の共通テストに向けて
　共通テスト導入後 2年目となる今回は、大問
数（4）やマーク解答数（33）、出題分野等の大
枠で、昨年とほぼ同程度であった。その一方で、
大問ごとのリード文は全て、高校生同士または
生徒と先生との間で交わされる対話形式となり、
従来の論説調のリード文が遂に消滅した。これ
は、大学入試センターが公表している令和 4年
度の「問題作成方針」にも示されている、以下
のメッセージをより明確に出題に反映させた、
といえよう。つまり、「暗記中心の学習」ではな
く、「主体的・対話的で深い学び」を目指したか、
そこで得た知識はどう「活用」できるのか等を
私たちに出題を通して訴えかけている。正答を
導くために会話の前後の文脈を正確に理解する
ことが要求されている点や、ある思想家の世界
観を現代人の状況に当てはめて考えるとどのよ
うな解釈が出来るか、といった出題などにも、
上述のメッセージは具体化されている。共通テ
スト以前からの傾向である「読解力」を問うも
のや、資料を読み取るもの等の出題も含め、単
に受験という場面のみならず、将来の社会生活
における「生きる力」として求められる資質や
能力が問われているということでもある。受験
生はこうした出題の意図・背景を的確に把握し、
日頃の学習に取り組んでいくようにしたい。
ⰪⰪ 個別の問題について
　第 1問は源流思想を問うものである。古代ギ
リシャ思想から世界の宗教思想まで幅広くバラ
ンスを考えた出題の中、イスラームについての
理解が正答となる小問が 2問あった。国際社会
を生きていくうえで、イスラームについての正
しい理解と、ムスリムとの共生は今後ますます
重要となる。問 3のように、ムスリムはユダヤ

教やキリスト教の預言者、聖書についても信仰
の対象（六信）としている等、基本事項につい
て正確に押さえておきたい。
　第 2問は日本思想についての出題であった。
Ⅰの問 3は、仏教における修行の様子を 3枚の
肖像画・写真（明恵、ブッダ、現代の禅僧）で
見比べるという面白い出題だが、明恵が華厳宗
中興の祖であるという知識が正答の前提であり、
教科書での明恵の頻出度数から考えるとやや難
であった。また、Ⅲの問 7、西田幾多郎の純粋
経験について問う正誤問題は一見正答を見つけ
にくいが、「純粋経験においてこそ、いうなれば
『真の自己』があらわれているのであり、通常の
個人という考え方は、そうした状態をあとから
意識・反省したところに出てきた」と東京書籍
教科書の本文に記述されており、西田哲学の核
心部分について教科書を丁寧に読み込んでいた
人は正答に至ったはずである。同問の選択肢の
親鸞についての記述は、正誤の判定が平易なも
のであった。
　第 3問は西洋思想の出題。問 3はデカルトの
「方法的懐疑」が一体どのような思考方法を取
ったのか、『方法序説』に基づく正確な理解が要
求された。問 5、ヘーゲルの弁証法については、
教科書に分かりやすく図示しているものが多い
が、弁証法の論理を具体的な事例や現象に即し
て「自分なりに」説明できるだけの資質・能力
を鍛えていたかどうかが正答への鍵となった。
　第 4問は「現代の諸課題」を中心に、青年期
や現代思想を含め総合的に出題された。昨年に
も選択肢に登場したヨナスの世代間倫理がリー
ド文のメモ文中に登場したが、今年は直接解答
には関わらなかった。環境倫理学に重要な視点
をもたらした思想家たち（「土地倫理」のレオポ
ルド、「宇宙船地球号」のフラー及びボールディ
ング、「共有地の悲劇」のハーディン等）の基本
的な考え方を押さえていた受験生は、選択肢の
消去法で正答に至ったはずだが、学習に手薄と
なりがちな部分についての出題だったため、苦
戦した人も多かったのではないかと思われる。

倫理
奈良女子大学附属中等教育学校

中村 博之
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　大問の数は昨年と同じ 4問、設問数も同じ 30

問であった。大問はそれぞれ「まちづくり」「経
済主体の関係」「新聞の見出し」「地方自治」を
題材にしつつ、法や政治、経済について問う構
成となっている。全体として思考力重視、活用
力重視の出題となっており、共通テスト 2年目
ということで、ややばらつきが見られた昨年と
比べて「共通テストらしさ」がはっきり見えて
きた印象を受ける。昨年と同様に生徒の活動場
面を想定した場面設定の大問となっているが、
形式的なものではなく、実際に活動場面で知識
や概念を働かせて社会的事象をとらえることが
できるかを問う問題が多くなっている。また、
求められている知識は基本的なもので、細かい
知識を必要とする場合は問題のなかで与えられ
ている場合が多いが、知識や読み取りの正確さ
が問われるものとなっている。
　大問 1の問 4は法律の条文の要約を読み取る
問題で、権利の制限についての考え方の理解に
もとづきつつ、法律の内容を正確に読み取れる
ことが求められている。法律が相互の権利を調
整し権利を守る働きをもっていることについて
は、問 6でも民泊の規制と関連させて問われて
いる。問 5は農業政策の歴史を問うているが、
法律名のような知識ではなく、政策目的が時代
の変化のなかでどのように変化してきたのかを
問うものになっている。大問 4の問 1も同様の
出題であり、言葉を覚えることよりも、政策や
法律がどのような意図をもっており、それがど
のように変わってきたのかを理解していること
が求められているといえる。問 6、問 7はいず
れも知識を現実の事象を読み解くために使える
ことを求めている問題である。
　大問 2では、問 3の機会費用や、問 4のマネ

ーストックとマネタリーベース、問 5の信用創
造、問 8の購買力平価など、経済学的な概念に
ついての正確な理解が求められている。判断に
必要な細かい知識は問題中に示されており、あ
わてず問題をよく読むことが大切である。問 5

では昨年に続きバランスシートを用いた問いが
出題されている。
　大問 3は、新聞の見出しを模した資料をもと
に、報道では一部分を切り取って是非が報じら
れがちな社会的事象を、政治・経済の知識を用
いて読み解かせる問いとなっている。インフレ
の影響は同一人物であっても消費者の立場と債
務者の立場とで異なること（問 3）や、消費税
の逆進性と軽減税率が与える影響は割合、額な
どの視点によって異なること（問 5）、為替相場
と貿易赤字の相互作用や多面的な意味（問 7）、
TPP11の意義（問 8）などが出題されている。
このように、現実社会の諸問題に対して政治・
経済で学ぶ「知識や理論、概念を働かせて」多
面的・多角的に判断する力が求められている。
　大問 4は資料問題に特徴があった。問 3と問
5では会話文などをもとに資料を選択、判断さ
せ、問 4では資料から読み取れることと読み取
れないことを識別できることが求められている。
知識をもとに資料を選ぶのではなく、資料から
情報を予断なく読み取ることが必要である。
　今回の共通テストは、総じて一つの問いで用
いる資料や情報が多かった。本稿で例示した問
題も、取り上げた部分に他の知識を組み合わせ
て答える必要があり、解答に時間がかかる出題
となっている。あせらず問題をよく読み、しっ
かりと考えて解答していくことが大切である。
昨年に続いて、教材研究の深化や知識を活用し
た探究的な授業への取り組みなど、高校教員へ
の授業改善のメッセージを感じる出題となって
いる。やはり日々の授業を充実させることこそ
が共通テスト対策につながっていくといえそう
である。

政治・経済
広島大学附属中学校・高等学校

阿部 哲久
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特 集 大学入学共通テスト分析

　共通テスト 2年目。平均点を大きく下げる教
科・科目がみられるなか、「倫理、政治・経済」
の難易度は昨年並みであった。大問数は 7題で
変化なし。第 1問～第 4問が倫理分野、第 5問
～第 7問が政治・経済分野という構成も変化な
し。マーク数は、昨年から 1減の 32となった。
ⰪⰪ 第 1 問（源流思想）
　問 3・問 4は、資料読解力と知識・理解を問
う問題。出典は、問 3が『自省録』、問 4が『老
子』および『旧約聖書』（ヨブ記）であった。問
3の正答は①であるが、「賢者」という表現に違
和感を覚え、②を選んでしまった受験生も多か
ったのではないか。
ⰪⰪ 第 2 問（日本思想）
　問 3は、安部磯雄と北村透谷についての説明
文が示された。前者が、キリスト教的人道主義
にもとづく社会主義思想家であるという知識の
ない受験生も多かったかもしれない。ただ、消
去法で正答に至ることは可能である。問 4は、
資料読解力を問う問題。出典は、阿部次郎の
『三太郎の日記』であった。

ⰪⰪ 第 3 問（西洋思想）
　問 1は、魔女狩りの絵画を題材とし、会話の
流れに沿わない発言を選ぶ問題。「思考停止」と
「迫害」の双方にあてはまらない発言が正答と
なる。問 2は、ロックとヒュームの対比。とも
に経験論に位置づけられ、前者が『人間知性論』、
後者が『人間本性論』を著しているため、混同
しやすい。
ⰪⰪ 第 4 問（諸課題と青年期）
　問 1は、ヨナスの世代間倫理に関するメモの
読解力、および環境問題に関連する諸々の知識
を問う問題。問 4は、資料読解力の問題。出典
は、P.D.ジェイムズの『人類の子どもたち』で

あった。なお、読解に時間を要する問 1・問 4

の配点は、他の設問の配点（3点）より高い 4

点となっていた。
ⰪⰪ 第 5 問（政治・経済総合）
　問 2は、政教分離をめぐる最高裁判例の深い
知識を問う問題。問 3は、農業関連の法制度の
知識を問う問題。問 4・問 5は、民泊解禁に関
する会話文を題材に法の分類や消費者契約法な
どに関する知識・理解を問う問題。問 6は、立
法過程に関する問題。細かい情報も含まれてい
るため正答率も低いであろう。
ⰪⰪ 第 6 問（経済主体の関係）
　問 2は、企業の土地利用を事例に機会費用の
考え方を問う資料読解の問題。問 3は、公開市
場操作についての理解を問う問題であると同時
に、マネーストックとマネタリーベースの違い
を理解できているかを問う問題。問 4は、バラ
ンスシートを示したうえで、信用創造に関する
理解と資料読解力を問う問題。資料を参照せず
知識だけで判断すると「すでにある預金」を貸
し出すと誤判断する恐れがある。問 5は、需給
曲線の基本問題。問 6は、購買力平価説にもと
づく為替レートと実際のそれを比較する問題で、
多少難しく感じた受験生も多かったであろう。
ⰪⰪ 第 7 問（地方自治の課題）
　問 1は、地方自治に関する出来事を時系列に
並べる問題で、特に難しくはない。問 2は、会
話文の空欄を埋める問題。「国地方係争処理委
員会」はなじみが薄く、誤答である「地方裁判
所」を含む選択肢を選ぶ恐れがある。問 3は、
地方財政に関する資料読解問題。地方税・地方
交付税・国庫支出金を、自主財源・依存財源、一
般財源・特定財源に分類する必要があった。問
4は、文脈に沿った文章を選ぶ問題。ノーマラ
イゼーション等の基本用語を押さえていれば容
易に正答できる。
　全体的に資料や文章量が増えたとはいえ、試
験時間には十分ゆとりがある。また、必要とさ
れる知識も教科書レベルである。基本用語の理
解を中心とした丁寧な学習が求められている。

倫理、政治・経済
弘学館中学校・高等学校

大隈 峰人
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新科目

1．はじめに

　本稿では、高等学校公民科の授業づくりにお
ける「問い」の重要性について、政治・経済を
例にあげて論じる。ここでいう「問い」とは、 

単元全体（導入・展開・終結）を貫くメイン・
クエスションを意味し、単元の導入において提
示され、授業は「問い」を解決していく過程と
して展開される。「問い」を吟味することは、公
民科の授業を生徒の主体的な思考を引き出すも
のに改善し、生徒が民主主義社会、資本主義社
会の担い手である市民になるための授業へと変
革していく入り口となる。

2．「問い」の類型

　公民科における「問い」を類型化すると、主
なものとして次の四つがあげられる。
❶ 理解型「どうなっているか？」
　「日本の統治機構はどうなっているか？」の
ように、事象や概念の理解を促す「問い」であ
る。一般的な公民科の授業の多くは、この理解
型の「問い」で展開されている。しかし、この
ような授業は、事象や概念の網羅的、羅列的な
知識の提供になりがちである。
❷ 探究型「なぜ？」
　「なぜ日本の統治機構は三権分立を採用して
いるのか？」のように、事象や概念の原因・背
景といった理由を探究していく「問い」である。
この探究型の「問い」は、新学習指導要領にお
ける探究学習が「なぜ、どうして」の連続追究
を促すように、公民科の授業においても生徒の
主体的な思考を生み出す。
❸ 意思決定型「どのように判断するか？」
　「日本が同性婚を認める制度を導入すること

に賛成か、反対か？」のように、論争問題や社
会問題に対して生徒自身の判断を促す「問い」
である。この意思決定型の「問い」で展開され
る授業では、問題となっている事象や概念の背
景の理解や、原因の追究に基づいて、生徒自身
が意思決定していく。
❹ 社会形成型「どうするか？」
　「日本の低賃金をどのように改善するか？」
のように、論争問題や社会問題に対して、生徒
が解決策を考えることを促す「問い」である。
この社会形成型の「問い」で展開される授業で
は、生徒も社会に生きる市民として解決策を構
築していく。実際に新聞への投稿や行政の担当
者への提案などの活動を行うこともある。

3．入れ子型の授業展開

　以上の四つの類型の「問い」に基づく授業は、
①理解型→②探究型→③意思決定型→④社会形
成型の順に授業展開が複雑になる。さらに、入
れ子型のように、後者の「問い」に基づく授業
は前者の「問い」を含んで展開される。例えば、
政治・経済での同性婚に関する授業であれば、
①理解型「日本の結婚制度はどうなっている
か？」、②探究型「なぜ日本の結婚制度では同性
婚が認められていないのか？」、③意思決定型
「同性婚を日本に導入することに賛成か反対
か？」、④社会形成型「これからの日本には、ど
のような結婚制度が必要か？　具体的な改善策
を考え提案しよう」といった授業展開となる。
　以上のような「問い」に基づく授業の類型は、
社会科教育学研究の膨大な成果に基づく通説的
な見解である。ぜひ公民科の先生方とともに、
このような視点から、公民科の目標、内容、方
法、評価を再吟味していきたい。

公民科授業における「問い」の重要性
―生徒が市民になる公民科授業へ― 環太平洋大学教授

中原 朋生
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新科目

◆はじめに

　この四半世紀にわたりロシア極東を調査地と
して環境変動の研究を進めてきました。この時
期は、東シベリアとロシア極東のエネルギー資
源探査が一気に進んだ時期でもあります。サハ
リンの大陸棚や、シベリア卓状地での東シベリ
ア油・ガス田の開発です。これらの油・ガス田
からの原油をアジア・太平洋諸国へと輸出する
ため、ロシアは東シベリア太平洋石油パイプラ
イン（ESPO）の敷設を急ピッチで進めました。
初めて訪ねた時は、日本海に面する寒村であっ
たコズミノが、みるみるうちに巨大な石油の積
み出し港に変貌していく様を実見し、オイルマ
ネーのすさまじさに目を見張る思いでした。
　このような経験を経てきたものですから、高
校の地理の教科書編集に参加した際、編集委員
の先生がたから受けた大地形と資源の関係につ
いての指摘に戸惑うことになりました。高校で
は、資源と大地形を関連づけて、安定陸塊では
鉄鉱石、古期造山帯では石炭、新期造山帯では
石油が産出すると教えているというのです。も
しかしたら、高校生だった頃、同じような教育
を受けたかもしれませんが、世界屈指の産油国
であるロシアの油・ガス田の分布（ 図1 ）を見
る限り、とても新期造山帯と石油は結びつきま
せん。中東の産油国、サウジアラビアも安定陸
塊に位置しています。大規模な油田が新期造山
帯に見つかっているのは、イランや中南米くら
いといわれています（池田、2015）。

◆石油のできかた

　燃える水として古くから知られていた石油は、
産業革命以降の文明の発展を支えた最も重要な

資源です。石油をめぐる戦争も幾度となく繰り
返されました。世界に不均一に分布する石油は、
どういう過程を経て作られるのでしょうか。
　湖沼や海底に堆積した植物プランクトンや動
物プランクトンの遺骸は、分解されて高分子有
機物となります。このような有機物のうち、不
溶性のものをケロジェンと呼びます。このケロ
ジェンが石油の起源と考えられています。長い
地質時代の間に生じる地殻変動によって、ケロ
ジェンを含む地層は、地下深くに沈降し、高い
熱や圧力にさらされ、熟成が進み、石油となり
ます。ケロジェンは、生物と一緒に堆積した砂
泥などを起源とする堆積岩の中で熟成を進めま
す。このようなケロジェンを含む堆積岩を石油
根源岩と呼びます。根源岩の中で石油が生成さ
れると、その一部は毛細管圧によって多孔質の
地層へと移動します。石油は比重が軽いので、
浮力によって上方へ移動します。やがて多孔質
の貯留岩と呼ばれる地層に石油が集まります。
貯留岩の中に安定して石油がとどまるためには、
貯留岩の上層に緻密なキャップロックと呼ばれ
る泥岩の層が必要です。このような条件は、地
殻変動によって褶曲構造が発達した地域でみら
れ、特に背斜と呼ばれる尾根状の構造が存在す
ることが大規模な油田が存在する鍵となります。

◆堆積盆の分布

　上述したような石油ができる条件が整った場
所はどこでしょうか。背斜構造はもちろん新期
造山帯でもみられますが、大規模な油田を形成
するには、大量のケロジェンの堆積が第 1条件
です。地球の歴史では、温暖な中生代にケロジ
ェン堆積の好条件が整いました。この時代は、
植物の成長が早く、また古地中海とも呼ばれる

大地形と資源：
石油はどこでとれるか？ 北海道大学低温科学研究所

准教授

白岩 孝行
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浅いテチス海が大規模なケロジェンの堆積の場
となりました。テチス海は、のちにプレートの
動きにより陸化し、現在の中東の巨大油田につ
ながったと考えられています。このように、厚
いケロジェンの堆積を可能にする条件は、中生
代にはすでに大陸であった場所と、その縁辺海
付近となります。現在、巨大油田があるとわか
っている場所の分布を見ると、安定陸塊の卓状
地や、中生代以前に造山運動を受け、中生代に
はすでに安定陸塊となっていた場所に集中して
いることがわかります。これらの地域は、堆積
盆と呼ばれ、中生代以降、ゆっくりとした地殻
変動により、沈降と隆起を経てきた地域です。
中生代から新生代にかけて変動帯となった地域
では、活発な地殻変動により、大規模な範囲で
ケロジェンが時間をかけて堆積・熟成されるこ
とはなく、石油が貯留岩に安定して堆積するこ
ともできなかったと思われます。

◆石炭と鉄鉱石の分布

　石油が主要な燃料となる以前は、石炭が我々
の生活を支える燃料でした。日本でも、北海道
や九州を中心に多くの炭田が開発され、明治か
ら昭和の高度経済成長が始まるまでの長きにわ
たり、国内の基幹産業の一つでした。では、石

炭はどこでとれるのでしょうか。石炭は、主に
古生代石炭紀（約 3億年前）に栄えたシダ類と、
新生代第三紀（6千万年～2千 5百年前）に栄え
た針葉樹などを起源としています。これらの植
物が分解されずに湿地などに堆積し、それが時
間とともに石炭化したものです。その産地は、
古期造山帯に限るものではなく、古生代や中生
代のものは主として楯状地を除く大陸に広く分
布し、中生代から新生代第三紀のものは、日本
などにも分布しています。
　最後に、鉄鉱石と安定陸塊の関係を見てみま
しょう。鉄鉱石の生成は、地球の歴史の中で、
光合成生物が登場することと深く関わっていま
す。地球にまだ生物がいなかった時代、地球の
大気は主として二酸化炭素で構成されていまし
た。25億年前の原生代になると、シアノバクテ
リアが誕生し、光合成を行うことで大気や海洋
中に酸素を増やしていきました。その結果、海
洋に溶けていた 2価の鉄イオンが酸素と結合し
て粒子化し、これが海底に沈殿したものが鉄鉱
床の起源です。ですから、鉄鉱石の分布は、原
生代から存在した安定陸塊に多いと指導して問
題ないと考えます。
《参考文献》
池田敦（2015）「油田はどういう場所に多いでしょう？」
地理 60（10）、古今書院、82-88.

図1 	ユーラシア北部の堆積盆と主要な油・ガス田（https://www.britannica.com/science/sedimentary-basin）
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新科目

1．はじめに

　2022（令和 4）年となり、新学習指導要領（平
成 30年告示）の全面実施を迎えた。各学校がカ
リキュラム・マネジメントの視点で教育課程を
編成し、実施することになる。学校現場は、引
き続き新型コロナウイルス感染症の対応をしつ
つ、状況に合わせてオンライン授業や対面授業
等を組み合わせて実施しているところである。
　さて、日本史の科目が「歴史総合」や「日本
史探究」へ代わっていく中で、新しい科目を誰
がどのように教えるのか、という議論が全国の
高等学校でされたことであろう。採択した教科
書（「歴史総合」）を読みつつ、何をどう教える
のか、観点別評価をいかに行うのか、まさに試
行錯誤がこの先も続いていく。
　そこで、現行課程（令和 3年度）の日本史 B

の授業実践を日本史探究へつなげていくには、
どのような視点で授業を組み立て、生徒に何を
思考・判断・表現させればよいのだろうか。本
稿では、これまで指導をしてきたものを踏まえ
て、新しい科目へつなげる試行を紹介したい。

2．日本史の授業で目指すこと

　筆者が日本史の授業で目指していることは 3

点ある。⑴歴史上の事柄と現在を比較し、関連
させて捉えなおすことができること、⑵生徒が
思ったことや考えたことを他者と共有し、その
違いを認め合うこと、⑶学んだことを自身の考
え方や生活に生かす・活かすことができること、
である。決して受験に通用する知識の蓄積や定
着を図るための授業ではなく、生徒が授業を通
して「現在なら、私ならどう考えるか」へ至る
ことを重視している。その過程で、他教科や中

学校までに学んだことと関連付けて理解できる
よう工夫している。
　本実践では、総合的な探究の時間で学んだこ
とを踏まえて、日本史分野との融合を図る。

3．「日本史探究」へつなげる授業の試行

　本校は総合的な探究の時間に SDGsの学習
を通して地球規模の課題を自分事として捉え、
課題解決の方法をグループで発表している。こ
の学習を踏まえ、SDGsの目標 5「ジェンダー
平等を実現しよう」と近代の女性の活躍につい
て考えさせる。
　今回は、単元のまとめとして自由民権運動と
女性の活躍を関連させ、私立大学の入試問題や
女性の活躍について書かれた書籍を資料として
用い、明治時代の女性の活躍を考察させる。
　現行課程（日本史 B）を日本史探究へつなげ
るために、目標の⑵「我が国の歴史の展開に関
わる事象の意味や意義、伝統と文化の特色など
を、時期や年代、推移、比較、相互の関連や現
在とのつながりなどに着目して、概念などを活
用して多面的・多角的に考察したり、歴史に見
られる課題を把握し解決を視野に入れて構想し
たりする力や、考察、構想したことを効果的に
説明したり、それらを基に議論したりする力を
養う。」を念頭に、本実践では近世から近代への
転換点として、自由民権運動や社会運動などを
多面的・多角的に考察し、現代と比較し、立憲
体制への移行を理解させる。
　特に、「問い→仮説→解釈や画期の表現」とい
うプロセスを用いて、時代の特色を理解させる。
明治政府と自由民権運動が対立した史実だけで
なく、自由民権運動家が本来目指していたもの
は何かを読み取ることで、現代のジェンダー平

「日本史B」を「日本史探究」へつなげる授業の試行
―近代のジェンダーを SDGs と関連させて― 東京都立武蔵高等学校・附属中学校

教諭
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等や教育の機会均等などへ視野を広げて考察し、
課題解決に向けて構想することを目指す。
⑴授業の構成
　明治時代と現代の女性の活躍について 7つの
分野（社会全体、職場、学校、家庭、法律・制
度、慣習・しきたり、メディアでの扱われ方）
で、男女が平等になっているか、事前アンケー
トでたずねた。結果は、すべての項目において
男性の方が優遇されている・どちらかというと
男性の方が優遇されているという回答が 80 %

を超えた。また、自由民権運動が盛んになった
頃の女性の思いを想像して書く自由記述欄には、
「縁遠い」「男尊女卑」「従う」「だまる」等のネ
ガティブな言葉が並んだ。
　そこで、明治政府が目指した良妻賢母主義教
育と女性が民権運動と縁遠いという想像を覆す
ために、岸田俊子に着目して授業を構成した。
⑵授業の展開
　以下の 4つの学習活動を展開した。
　① 江戸、明治、大正、昭和時代（戦前・戦後）

の女性の活動について文章を読む。
　② 良妻賢母主義教育と岸田俊子の演説「函入

娘」において、岸田の主張を比較する。
　③ 岸田の演説に関する書籍をもとに、岸田が

伝えたかったことを他者と意見交換する。
　④ あなたがこの時代に生きていたら、この社

会でどのようなことができるか、性別を問
わずに考え、話し合う。

　なお、日頃の授業から史資料を読む際は、個
人学習だけでなく、ペアやグループで学習に取
り組む時間を設けている。本実践も同様に実施
し、グループ分けには、事前アンケートの結果
を用いた。
⑶授業の様子
　自由民権運動の展開については理解できてい
たが、その場面に女性が運動していたとは考え
づらく、個人作業で資料を読むには時間を要し
た。ところがグループで学習を始めると、資料
の読み込みの差が少しずつ修正された。岸田が

「私ノ造ラント欲スル函ハ形チアル函ニ非スシ
テ形チナキノ函テ御座リマス」と主張した理由
を、「世界ノ如キ大且ツ自由ナル函」を造るべき
であると読み解くと、岸田が真に目指していた
ことを捉えることができた。
　そして、現代でできることを考えさせると、
共学の大学を設立するとか、男女平等の詔を出
させるなどと、一見すると突飛な考え方だが、
これまで学習したことを踏まえて生徒達なりに
思考していた。

4．おわりに

　今回、資料として用いた「函入娘」の演説に
は諸説ある。しかし、その点も踏まえて生徒に
は説明し、疑問に思ったことを調べたり、より
深く探究したりできる余地を残している。また、
女性の社会運動を理解するには、大正時代の女
性解放運動、普通選挙権の獲得運動等を取り上
げるべきであろう。教科書や資料集を活用して
指導する場合、たしかにその部分が中心となる
が、大正時代の女性の運動を理解させるために、
あえて明治時代の女性の運動の端緒から学習を
させた。ワークシートの文章中に、明治時代前
後の説明を載せることで、未習事項にも抵抗な
く取り組め、学習した内容の経緯や結果がつな
がりやすいように工夫をした。
　授業の中で全ての説明や解説をしなくても、
学習が進んだ段階でその文章を振り返ると、よ
り理解が深まることがある。生徒に「自分の考
えを論理的に説明する力」や「歴史に関わる事
象について考察し、それを効果的に説明したり
論述したりする力」そして「他者の主張を踏ま
えたり取り入れたりして、考察、構想したこと
を再構成しながら議論する力」をつけさせるに
は、対面形式の授業でしか実現できない。私た
ち教員は、新しい科目に身構えるのではなく、
これまでの授業の“部品”を一つずつ組み合わ
せて、生徒の探究心や考察、発想を刺激するよ
うに組み立てることが求められていると考える。

ニューサポート⃝高校社会 Vol.37 15



※東書Ｅネットへのご入会は、東書Ｅネットへアクセスしていただ
き、「入会手続き」ページよりオンライン登録をしていただくか、同
ページから入会申込書を印刷していただき、必要事項をご記入の上、
ＦＡＸで東書Ｅネット事務局へお送りください。

●先生方専用の会員制サイト
『東書Eネット』は、小学校・中学校・高等学校・大学の先生方を対象と
した会員制サイトです。入会金や年会費は不要です。
●授業に役立つ情報が満載
年間指導計画作成資料、全国の先生方から寄せられた実践事例、
指導案、授業プリント、写真・動画資料など、約7万件の資料がデータ
ベース化されています。
これらの情報が、『教科の広場』『新任先生の広場』『小中連携の広
場』『防災教育の広場』『教科書単元リンク集』などに整理されていま
す。全国各地で開催される研究大会やイベントなども検索できます。
●『東書メール』『教科メール』
毎月、1か月間の新着情報を見やすく、目的別に整理して、会員の皆
さまにメールマガジンとしてお知らせしています。
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