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第Ⅰ章 「思考力・判断力・表現力」をつける中学校社会科授業 

デザインの新視点 
 
第Ⅱ章 「思考力・判断力・表現力」をつける中学校社会科地理 

授業の改革 
 
第Ⅲ章 「思考力・判断力・表現力」をつける中学校社会科地理 

授業の構成 
 
第Ⅳ章 「思考力・判断力・表現力」をつける単元別地理授業モデル 
 
１ 「世界の地域構成」授業モデル 

世界の地域構成を視点をもって適切に表現する学習―小学校の学習内容を踏まえて― 
２ 「世界各地の人々の生活と環境」授業モデル 

様々な地域の写真資料から考え，調べ，まとめる学習 
３ 「世界の諸地域」授業モデル① 
「見方・考え方」を中核にした地誌学習―経済成長と消費に沸くアジア― 

４ 「世界の諸地域」授業モデル② 
南米諸国の多様な人種民族構成の学習 

５ 「世界の地域調査」授業モデル 
ケニアの子どもに靴を贈ろう―「ハランベー」を伝えるための地域調査― 

６ 「日本の地域構成」授業モデル 
世界的視野から多様にとらえ考える日本の地域構成の学習 

７ 「世界と比べた日本」授業モデル 
統計資料の地図化とその分析を通した思考力の育成―産業から見た日本の特色― 

８ 「日本の諸地域」授業モデル① 
中山間地域の観光に関する事例を思考し，これからの観光のあり方を表現する中国・四国地方の授業 

９ 「日本の諸地域」授業モデル② 
動態地誌的アプローチを取り入れた「首都圏」と「身近な地域」の教材開発―首都圏のくらしと幕張 
ベイタウン― 

10 「身近な地域調査」授業モデル 
自信と誇りをもって参画・発信できる地域学習―安心院のグリーンツーリズムを事例に― 

 
 



全国社会科教育学会『社会科教育論叢』 第 25 集, pp.30-33, 1978 年。  
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社会科の知識と学習内容構成の原理 

広島大学 森分孝治 
Ⅰ 社会科における「学習内容」とその「構成」のとらえ方 
 社会科の学習内容とは何か， それを構成するとはどういうことか。この問いへの回答は

社会科の授業では何がなされているか， 本来何をなすべきかの考え方によって異なってこ

よう。ここでは，「社会科の授業は， 子どもに知識を習得させている」ということを視点

として論を立ててゆきたい。こうした視点をとるのは， 社会科の授業で習得させているの

は知識だからである。社会科は態度・能力を育成するといっても，知識を習得させること

によって態度を形成しているのであり， 知識を習得させるために能力を育成しているので

あるからである。社会科の授業で教師がすべきことは， また直接的になしうることは知識

を習得させることである。こうした視点をとると， 学習内容構成の闇題は， どういう知

識をどういう順序に配列し提示するかの問題となる 
 
Ⅱ 社会科における知識の構造 
 社会科の授業で子どもに提示されている知識を論理的に分析し整理してみると，次のよ

うに分類できる。 
 
(1)事実的記述的知識 
 イ 水島に工業地域が開かれた。 
 口 水島では公害がひどくなっている。 
 ハ 水島湾は遠浅でうめたてやすかった。 
 二 水島には高梁川が流れ水がえやすい。 
(2)事実的説明的知識 
 チ 水島では工業地域が開かれて大気汚染，海水汚濁がひどくなった。 
 リ 水島は用地・用水がえやすく， 交通の便がよかったので工業地域が開かれた。 
(3)個別的評価的知識 
 オ 水島の人々のくらしは工業地域が開発されてよくなった。 
 ワ 水島の人々のくらしは工業地域が開発されて悪くなっ た。 
(4)概念的知識 
 a  工業地域が開かれると公害がひどくなる， 

b  工業地域は用地・用水がえやすく， 交通の便のよい所に発達する。 
(5)一般的評価的知識 
 h 工業地域の開発は地域の人々の生活をよくする。 
 i 工業地域の開発は地域の人々の生活を悪くする。 
(6) 規範的知識 
 x  工業地域を開発すべきである。 
 y 工業地域を開発すべきではない。 



 これらの分類をもとに社会科における知識の構造のモデルを創ると図 1 のようになろ

う。事実的説明的知識は，事実的記述的知識でとらえられている事実を概念的知識をもち

いて説明したものであるので， 論理的にはこれら両者に分析される。たとえば， チはイ

と a に分析されよう。また， 個別的評価的知識は， 事実的記述的知識でとらえられてい

る事実を一般的評価的知識を用いて評価したものであるので，これら両者に分析されよう。

すなわち， オはイと h に， ワはイと i に分析， 分類されよう。 
 

 
 
Ⅲ 社会科における知識の構造からみた学習内容構成の類型 
 図 1 のような社会科における知識の構造を視点として， 社会科の学習内容構成を 
分類すると次の 7 通りが考えられる。 
 
(1)「事実的知識」型－いつどこで何が起ったか（どういう状態か）を記述する知識を， す

なわち事実的記述的知識を習得させることのみを目的とする型。 
(2)「事実的知識→ 概念的知識」型－どういう事実的記述的知識を習得するかをまず決め

て，次に， どういうみ方考え方（概念的知識） を習得させるかを決める型， たとえば， 
地誌的系統から「中南九州の農業」を教えることをまず決めて，次に， それを通して人

口減少の一般法則を教えることを決める。 
(3)「概念的知識→ 事実的知識」－（ 2 ）の逆， まず， 都市立地の一般法則を教えるこ

とを決めて， 次に， それを教えるための事例， 西ドイツの都市分布， アメリカ合衆

国中北部の都市分布をとりあげることを決める型 
(4)「事実的知識→ 評価的規範的知識」型－たとえば， 地誌の系統の中で「四日市の公害」

を教えることを決めて， それを通して公害への怒りをかきたて， 公害防止運動に立ち

あがるべきことを示唆しようとする型 
(5)「評価的規範的知識→ 事実的知識」型－たとえば， 戦前の歴史教育のように忠君愛国

という価値を教えることを決め， それに適切な事実的知識のみを整理して教える型 
(6)「事実的知識→ 概念的知識→ 評価的規範的知識」型－たとえば， 初志社会科のよう



に， 子ども自身の問題解決によって， 事実的， 概念的， 評価的知識を統一的に習得

させようとするもの。 
(7)「評価的規範的知識→ 概念的知識→ 事実的知識」型－たとえば，歴教協のように歴史

観， 世界観を固定し， その視点から解釈されたみ方考え方（概念的知識）および事実

的知識を習得させるもの。 
 
 多様な社会科学習内容構成の事例は，これらのいつれかに分類される。それぞれの類型

で， いく通りかの学習内容構成があり，それぞれで質的に異なった認識が形成されている。 
 
Ⅳ 社会科学習内容構成のあり方－社会科授業改造の視点－ 
わが国の社会科の教科書および授業にみられる学習内容構成は，原理的には「事実的知

識」型， すなわち時間の許すかぎり， 全ゆる事柄について全ゆることを教えるというこ

とになっている。しかし， それは論理的にも実際的にも不可能であり，現実には「事実的

知識→ 概念的知識」型ないし「事実的知識→ 評価的規範的知識」型となっている。こう

した学習内容構成は， その論理的実際的帰結として（イ）教材過剰，（ロ）あたり前で面

白くない授業， （ハ）暗記主義・教養主義， （ニ）教師の価値観の注入という問題をひ

き起している。 
「評価的規範的知識→ 事実的知識」型および「評価的規範的知識→ 概念的知識→ 事実

的知識」型は， 価値の注入を結果するので， 厳しく排せられるべきである。 
「事実的知識→ 概念的知識→ 評価的規範的知識」型は教科としての社会科に，超広領

域の教科としての内容・機能をもり込もうとするものであり，その結果，科学的社会認識

の形成が学校教育の中でなされなくなっていくことになる。 
開かれた科学的社会認識の形成を目的とする社会科の学習内容構成は， 「概念的知識→ 

事実的記述的知識」型をとるべきである。なぜなら，（イ）概念的知識の教授は不可避であ

る，（ロ）子どもにとってより意義のある転移しうる知識は概念的知識である，（ハ）今日

の社会科の「よい」授業は，「概念的知識・事実的知識」型になっている。学習内容構成の

論理を「事実的知識→ 概念的知識」から「概念的知識→ 事実的知識」に転換すべきであ

る。 
「概念的知識→ 事実的知識」型における学習内容構成の内， 開かれた科学的社会認識

を形成する内容構成の原理は， 「科学的知識を科学的探求の論理にもとついて提示する」

というものである。社会科の授業は， 科学的理論の批判的学習となっていくべきであろう。 
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１　地誌内容＋地域研究＝新しい地誌学習

　いよいよ2012年度より、新しい地理学習が

本格実施となる。まもなく姿を現す新たな地

理教科書にも期待が高まっている。

　地理の内容構成は、「（１）世界と日本の地

域構成、（２）地域の規模に応じた調査、（３）

世界と比べて見た日本」の三項目構成から、

「（１）世界の様々な地域、（２）日本の様々

な地域」という二本柱の編成となる。　

　世界や日本の「大観」→世界や日本や身近

な地域の「調査」→世界と日本の「比較」と

いう研究手法を軸とした内容編成から、なじ

み深い「世界」と「日本」の地誌内容に即し

た地理のカリキュラム構成が復活する。

　1998年の学習指導要領で示された地理の姿

はある意味、中学校社会科史上、最も斬新な

ものであった。ただし、世界や日本の地域を

選択的・限定的に詳しく取り扱う地域研究ス

タイルの学習は、その本質がなかなか理解さ

れないままに、今次の改訂において、地理の

在り方は、表面的には再び伝統的なスタイル

へと戻ったように受けとめられている。

　しかし、このたびの新たな地理の内容構成

をよく見てみると、実は伝統的な地誌内容ス

タイルと、前次の地域研究スタイルの有効な

部分をうまく織り交ぜながら編成されている

ことに気づかされる。すなわち、地誌スタイ

ルの有効性とは、なじみ深い世界や日本の諸

地域という地誌内容に即したカリキュラム編

成を採用した点であり、地域研究スタイルの

それとは地域を網羅的にではなく焦点を絞っ

て分析的に考察していこうとする手法である。

この点を象徴的に表すキーワードが、今次の

「動態地誌的な学習」である。

２　動態地誌的な学習と日本の諸地域

　動態地誌的な学習とは、伝統的な地誌学習

のように、世界や日本の諸地域について、ど

の地域を学習する際にも、同じような自然・

人口・産業・・・等々といった静態的な項目

に即した学習とは異なる。学習対象とする地

域の特色ある事象を中核として、それを他の

事象と有機的に関連づけ、地域的特色をとら

えさせようとする学習、とされている。

　そのため、これからの地理学習では、世界

や日本の様々な地域を学習する際には、それ

ぞれの学習対象地域ごとに、多様な学習が展

開されることになる。

　日本の諸地域の学習では、自然環境、歴史

的背景、産業、環境問題や環境保全、人口や

都市・村落、生活・文化、他地域との結びつ

き、という七つの観点に即した七つの地方の

学習が再び展開されることになる。

　平成24年度用『社会科 中学生の地理』（以

下、新教科書）では、九州は自然環境、中国・

四国は他地域との結びつき、近畿は環境問題

や環境保全、中部は産業、関東は人口や都市・

新しい地誌学習−九州地方を例に

大分大学教育福祉科学部　永田忠道

■新しい社会科学習のすすめ

mp4-30
テキストボックス
帝国書院「社会科のしおり｣2011年度１学期号
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村落、東北は生活・文化、北海道は歴史的背

景を、それぞれの地方の視点として配置して

いる。新教科書では、それぞれの視点を中核

としながらも、他の事象も関連づけながら地

域的な特色を追究する学習を展開できるよう

な工夫が各所に施されている。ここでは、九

州地方を例に、今後の地理学習のあり方を具

体的に確認してみる。

３　自然環境と「共生」する九州地方の姿

　自然環境を視点に設定した九州地方の学習

は、標準的には５〜６時間で単元を構成でき

るように､ 次のような項目構成となっている。

　もちろん、九州地方は自然環境以外の視点

でも、様々な学習を展開できる地域でもある。

あえて新教科書で、九州に自然環境の視点を

設定した理由としては、九州地方の人々によ

る自然との「共生」のあり方を地理的に追究

していくことが、この地方の地域的特色をと

らえる本質であると考えたためである。

　九州地方の冒頭であるp.166の地図と阿蘇

山、万座ビーチの写真から、多くの火山から

多くの島々までが存在する九州地方の多様な

自然環境を感じた後に、次のp.167では「九

州地方をみる手がかり」において、「なぜ２

月に宮崎県や沖縄県で、プロ野球のキャンプ

が行われるのだろう」との問いかけが用意さ

れている。近年では、野球チームだけでなく、

国内外からも各種のプロスポーツチームがキ 

ャンプを行う理由を地理的に追究することを

通して、比較的温暖な気候であるなど、九州

地方を自然環境の視点を中心にみていくと、

どのような地域といえるのか、についての考

察を進めていく道筋が、ここでつくられる。

　次のp.168では、温泉の湧出量が日本一で

ある大分県の別府温泉や湯布院を取り上げな

「社会科 中学生の地理」p.166〜167

「社会科 中学生の地理」p.170〜171

「社会科 中学生の地理」p.168〜169

①九州地方はどのような地方だろうか

②火山のめぐみと防災への取り組み

③大陸に近い位置と関係する歴史と工業

④自然環境と農業のくふう

⑤沖縄の自然環境とくらしや産業

＊学習のまとめ

地　理

歴　史

公　民

地　図

社会科
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がら、九州地方の自然がもたらす豊かな恵み

を確認しつつも、p.169では長崎県の雲仙岳

や鹿児島県の桜島を事例に、自然の厳しさへ

の人々の向き合い方についても、深く考えさ

せる手立てが設定されている。

　p.170〜171では、古くから九州地方の中心

地であった福岡市や北九州市について、大陸

との交易を活発に進めてきた自然環境の要因

にもふれながら、製鉄所やＩＣ工場だけでな

く、近年では自動車工場や電気機械工場の進

出が続いてきている姿を確認できる。

　p.172〜173では、全国の地方の中でも最も

生産額が多い九州地方の農業について、その

自然環境に即した促成栽培やシラス台地での

畜産が取り上げられる｡ ここでは、そもそも

は必ずしも農業に適していない土地において

も、効果的な開拓やブランド化などによる

様々な工夫で自然環境と共生してきた農業の

様子を追究することができる。

　p.174〜175では、沖縄の自然環境のもとで

の人々のくらしについて、歴史的な経緯とと

もに、災害に備えたくらしの工夫や独特の自

然環境を生かした産業に関する学習が進めら

れるように、土地利用の地図や新旧の住居の

写真などが効果的に配置されている。

　以上のような学習を通して、学習のまとめ

のページでは、九州地方の地域的特色につい

ての整理を特色の関連図を作成しながら行い、

子どもたちが作成した関連図や、ここまでの

学習内容を振り返りながら、「自然環境の視

点からみると九州地方はどのような地域とい

えるか」について、自分なりの言葉で総括で

きるような学習活動を想定している。

　新たな地理学習では、自然環境の視点を中

心にすると、いわゆる自然環境決定論的な見

方に陥る可能性もありうる。その点、帝国書

院の新しい地理教科書は、豊かな一方で厳し

さもある自然環境と「共生」しながら生活を

高めようとしている人々の営みに焦点をあて

た構成となっている。この新教科書に即する

と、九州地方の地理的な姿の本質を多面的・

多角的に学習できる授業構成が可能となり、

それは新しい社会科学習のモデルとなりうる。

「社会科 中学生の地理」p.172〜173

「社会科 中学生の地理」p.176〜177

「社会科 中学生の地理」p.174〜175
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