
一 中学校の事例 【人類の登場から文明の発生へ ~身近にある竹佐中原遺跡や地理的分野の学習

を手掛かりに、旧石器時代の人々の暮らしを考えていった生徒たち~ 】

1 単元名 「古代国家の成立と東アジアj

2 単元設定の理由

1学年の生徒は、社会科の学習に対して疑問をあげながら自らの考えをもって取り組む生徒が多

い。地理的分野では、「衣 ・食 ・住」に着目しながら世界各地の人々のくら しをまとめ、特色のある

自然環境の中で生活 している各地の人々のようすをとらえていった。旭ヶ正中学校の学区には、旧

石器時代の竹佐中原遺跡がある。この遺跡は、旧石器ねつ造事件以降に旧石器時代の存在を証明し、

遺物のレプ リカが国立科学博物館に展示されるなど、考古学的価値が非常に高い。

本単元では、古代国家の成立と東アジアに関わる学習の中で、旧石器時代の人々の暮らしについ

て、竹佐中原遺跡や、地理的分野で学習 した「世界各地の人々の生活と環境」を手掛かりに、「衣 ・

食 ・住」に着目しながら学習を行ってし、く 。生徒は、当時の人々の暮らしを追究 していく 中で、石

器や出土品を手掛かりにして、当時の人々の生活を想像するだろう。また、冷帯や寒帯の人々 のく

らしの学習と関連させ、 当時の「衣 ・食 ・住」について特色をとらえるこ とが期待できる。さらに、

身近な価値ある遺跡を通 して、 郷土への愛着や誇 りを育みながら歴史的分野の学習への興味 ・関心

をもち、意欲的に学習に取り組む生徒を育てていきたいと考え、本単元を設定した。

3 単元の主目標

原始時代に関わる学習で、地元の竹佐中原遺跡の出土品や「衣 ・食 ・住」に着 目しながら 当日寺

の人々の暮らしを考える活動を中核と し、より明確なイメージをもちながら当時の人々の生活を

とらえることができる。

4 単元展開の概要

】…学習問題 ー!…主な学習内容・ 資料

第 1時 【し、つ頃からヒ トは地球上に登場したのか?1 
r._._._._._ . _._._._._._._._.~ 

l・人の進化 ・直立歩行 ・言語 ・火 ! 

指導・評価

O環境の変化とともに、 言語、火、 脳の容積など、人

類がどのように進化してきたのかをとらえさせる。

第 2時 【旧石器時代はどのようなくらしだ、ったのかワ 110旧石器時代はどのようなくらした、ったのか、竹佐中
r._._._._._.一一一.-.一一一一._.ー:
I.~ 竹佐中原遺跡 ・岩宿遺跡 ・氷河期 | 

第 3時 【旧石器時代が氷河期だったとすると、衣食住は

どうだったのかつ 】 (本時)
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第 4時 【どのように して文明はうまれたのか?】
r._._._._._._. 
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第 5時 【中国文明にはどのような特色があるのかっ
r.一一ー・一一_._._._._.一一-一一一ー・ー1

」・2主主主 .ゴ 塑 事ー・3注 .-・ 星教_._._.-

第 6時 [世界の宗教にはどのよう な特色があるのか?1 
r.- -一一 一一 一一ー一ー._._._.ーーー一一 一一._._.ーー.
I.~ 仏教 ・キリスト教 ・イスラム教 ! 

原遺跡の資料や、冷帯や寒帯の人々の暮らしをヒン

トに個人やグループで予想、を立てさせる。

0市津先生の話を通して、自分たちの予想を検証させ、

当時の人々のくらしをとらえさせる。

0世界の文明には、どのような特色と共通点があるの

かをまとめさせる。

0中国文明にはどのような特色があるか、また、周辺

にどのような影響を与え、どのような関係をもった

のか考えさせる o

0仏教 ・キリスト教 ・イスラム教が、どのような時代

背景の中で生まれ、広まっていったのか、 資料から

読みとらせる。



5 実践事例からの考察

( 1 )下伊那ならではの地域素材の教材化と単元(本時)における効果的な位置づけ

①竹佐中原遺跡の地域素材としての価値

2 0 0 0年に起きた旧石器ねつ造事件の影響を受け、国指定史跡を含む全国各地の旧石器時代の

遺跡 ・遺物に疑いの目が向けられ、史跡指定を解除される遺跡がいくつか出るなど、日本の考古学 ・

歴史学に深刻な影響が出た。そのような中、飯田市山本地籍 (飯田市南部)の三遠南信自動車道建

設に伴う発掘調査によって発見された竹佐中原遺跡では、約 3'"'-'5万年前と 考えられる石器が 40 

O点ほど出土 した。信頼を大きく失った考古学研究の再構築;こつながる重要な発見として、 全国的

に大きな注目を集めた。

旧石器ねつ造事件の与えた社会的 ・学術的影響が極めて大きかっただけに、考古学界においても

本遺ー跡については慎重な扱いをしている。現在の科学的な分析方法でもはっきり した年代が特定で

きず、研究者の間でも見解が分かれているのが本遺跡である。 しかし、出土した石器群が 5万年前

のものだとすれば、 4万年前ころ東アジアに広がった現生人類 (ホモサヒ。エンス :新人)でない旧

人や原人が残 した石器ということになる。そういった意味で、日本列島の人類史を探る上で、極め

て重要な遺跡であり 、当地は特別な地域として考えることができる。

こうした学術的な価値をもっ本遺跡を、 歴史的分野の導入で、ある原始時代の学習に位置づけるこ

とは、次のような意味をもっと 考えた。

(ア)新たな発見によって考古学(歴史学)は常に更新され

るものであるという、学問に対する相対的認識をもたせ

ることができる。

(イ)身近な地域に日本列島の人類史を書き換えるような価

値をもっ遺跡・ 遺物があるという事実にふれることで、

身近な地域の歴史への興味・関1[:，¥を高め、地域に対する

②地域素材としての地域在住のゲストティーチヤー招へいの価値

本授業においては、次のような特徴 (価値)を有するゲス トティーチャーとして、上郷考古博物

館長市津英利先生を招へい し、 教科担任との連絡 ・相談を密に しつつ、 協同授業を行なうことと した。

(ア)地域の歴史に詳しい地域住民

(イ)地域の歴史はもとより考古学・歴史学に関する専門的な知識・技能を有する学術研究者

(埋蔵文化財センタ一職員経験者、地域の考古博物館に館長として在職)

(ウ)長野県内の小中学校で教鞭を執っていた元教育職員(平成 23年度退職)

ゲストティーチャーを招へいする場合、(ア)や (イ)にあたる人物を招へいすることは多い。し

かし、よほど連絡 ・相談を密にし、適切かつ卜分な時間を確保しながら打ち合わせを して本時を迎

えないと 、ゲストテ ィーチャーが生徒には理解が難しい内容を一方的に話 して終わってしまうこと

や、その逆に本時の学びに必要である十分な情報が生徒に伝わらないこ ともある。その結果、ゲス

トティーチャーから情報を得ることの良さ =臨場感をともなう本物の情報を得られることを生徒に

保障できないことが多い。しかし、今回のように (ア)(イ)に加えて (ウ)という特徴を有するゲ



ストティーチャーを招へいすることで、生徒の実態や授業に関わる情報 (中学生という 発達段階、

中学校教育における教育課程の内容など)をふまえて、教科担任とのティームティーチングを行う

ことが可能となった。このことが、①に述べたような高い学術的価値をもっ遺跡に関する、極めて

専門性の高い情報を理解する手助けとなった。

(2) r衣・食・住j に着目して関連的に考えた生徒たち

①地理学習で身につけた「衣圃食・住」の視点

中学生になって初めて世界各地における人々の生活

を学ぶ生徒たちにとって、自然及び社会的条件を関連

づけて理解することは容易でない。そこで、人々の生

活を「衣 ・食 ・住j に着 目して、地理学習の学習への興

味や関心を高めていくことに重点を置いた。

授業を進めていく中で S生は、「イヌイットがアザラ

シをさばいたりアンデスでじゃがいもの種類や料理が多

かったり、焼畑農業を初めて知ることできたり して、

地理が楽しくなってきた。」と語った。 さらに、「地理で

強した所に旅行 したい。」 とも言っていた。 S生のよう

に世界各地の 自然条件によって異なる 「衣 ・食 ・住j に

ついて興味をもっ生徒が多く見られた。

1学期の後半から歴史学習を始めた。小学校の社会

科で縄文時代を学んでいるが、それ以前の時代の特色

について理解 していくことは難しい。多くの生徒が縄

文以前は何もなくて、貧相なくらしを していただろう

と考えていた。そこで、当時の自然的条件を認識 し、
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「衣・食・住Jに着目し

たワークシート

人々の 「衣 ・食 ・住j に着目して旧石器時代の特色をとらえることで具体性と親近感をもって思考

を深めていけるのではなし、かと考え、 実証授業を行った。

②ゲストティーチャー (GT) との対話を通した予想の確かめ合い

単元の第 2時(前時)に、生徒たちは、学習問題 「旧石器時代はどのようなくらした、ったのか ?J

について、竹佐中原遺跡の資料や地理学習での冷帯や寒帯の人々のくら しの学習をヒント に考え

た。授業の終末では、次時 (本時)の学習問題 「旧石器時

代が氷河期だったとすると、衣食住はどうだったのか?J

について、 「衣 ・食 ・住」に着 目して個人の予想、を立てた。

その後、小ク、、ルーフ。に分かれ予想、を出し合い、検討した。

本時は、まず、 小グりレーブρで、検討してまとめた予想、を確

認 し合い、 ゲス トティーチャーである上郷考古博物館長の

市津英利先生にお聞き して確かめたい質問を検討した。教

師は、衣食住の視点に立った質問から逸れないように机

問指導で助言 し、指名計画を立てた。 小グループで予想を検討し合う生徒たち



<「衣」についての学習場面> (GT'"ゲストティーチャーの市津先生)

A生:服は動物の毛皮だったのですか。

B生 :草を編んでいたのを使っていたのか?

GT:毛皮を着ていましたかと聞かれましたが、動物を捕るための石器が見つかっているので、

それから毛皮を取っていたことは十分考えられます。ま さか出てくると思わなかったけ

れど、草を編んでいたかについてですが、ある所で針が出てきました。針ですからもの

を縫うためのものです。毛皮は厚し、からその針では通りませんから、植物か何かの繊維

を編んで縫うことをやっていたのはあるかもしれません。

市津先生は、生徒の質問等に答える前に、「考古学をやっている人間は、ものが出てくれば『そう

だ』と言えるが、ものがないと言い切れない。だから、わかっていることから想像して考えるしか

ない。」 と言っていたが、説明が具体的でわかりやすく、うなずきながら話を聞く生徒の姿が多く見

られた。

< r食』についての学習場面>

その後の「食Jの学習場面では、氷期の日本の海面が今よりも 140m低く、大陸と地続きだっ

たので、マンモスやナウマン象、オオツノジカが生息し、それらを食べていたことを認識していく

が、 C生はそのことに疑問をもった。

C生:マンモスやオオツノジカを人聞が狩ることができるのですか?

GT:おそらくできたと思います。たくさんの人が集まって、大型動物を湿地などに追い込め

ば、体重があるので身動きがとれなくなる。そこでやりなどで射止めることができ、そ

の肉を取って食べたのでしょう。

C生 :どうやって運ぶんですか?

GT:そのままでは運べなし、から、切り分けてもっていくことが考えられます。そのためにも

石器は必要だよね。

前時で、「竹佐中原遺跡」の石器に触れ、これらを使って

生活をしていたことを知ることができたが、何のために、ど

のように使っていたかまで認識した生徒はいなかった。 C生

は、市津先生との対話を通して、教科書で学んだ「道具や知

恵をつかいながら仲間と 力を合わせて生活していた当時の人

々のくらしぶり」について、より具体的なイメージをもつこ

とができた。また同時に、石器の用途に対する認識をとらえ

直していった。

く「住Jについての学習場面> 生徒の質問に答える市津先生

「住」の学習場面では、r?同窟Jr木や草Jr石」などの予想、が出されたが、氷期が冷帯と同じよう

な気候だったことに着目したD生の予想、が興味深い。

D生 :寒かったから、雪とかで「イグルー」とか、かまくらのようなものをつくっていたと思

フC

GT:かまくらと 言った人がいますが、シベリアではマンモスの骨を使った家があって、それ

を復元したのを見たことがあります。マンモスの骨はすごく大きくて、ドームのように。

だからかまくらみたいに作った家がシベ リアにはあったんです。

地理学習で、 雪と氷の世界で生きるイヌイットが、 ドーム型のかまくらを、雪を積み上げてつく



ったことを学んだことを本時の学習と関連して思考した場面である o Iイグルー」と言‘った時に市津先

生は思わず捻った。「イグルー」と聞いて、それが何なのか知る人は決して多くない。それを聞

いて、ふさわしい答えを返 してくれた姿を見て、中学生の学習内容を把握 し、共に授業をつくって

いただけるゲストティーチャーの有用性を実感することができた。

③生徒のふり返りの姿から

授業をふり返って、生徒たちは以下のような感想を記述 した。

C生:あんなに大きいマンモスを人聞が石器とかで倒したりするのはすごいと思う 。石器とか

をけずるのはどうやったらできるのか?

授業後、教師に大型動物を射止めた人々の姿に驚いたと話してくれたC生。市津先生との対話に

よって石器への関心がより深まったことがこのふり返りからも伺える。

D生 :縄文より前の不便な時代を想像するのは大変だったけれど、出てきた証拠

などとつながるところもあって、だんだん予想がついてきておもしろかった。生きる

ための工夫をちゃんと して暮ら していたことがわかった。

「イグルー」について発言 したD生のふり返りからは、地理学習と関連させて思考 し

たことにおもしろさを感じていることを伺うことができる。受動的に知識を得るのではなく、協

同的な学びの中で自分の考えを練り上げていくことの大切さを改めて感じた。

M生:旧石器時代も、今まで勉強してきたことが生かされたのですごいと思いま し

た。石器というものが、昔のいろいろなところで活用されていることが

わかってよかったです。

O生:(食)火を使って、もう焼いたり蒸したり していたことがわかっておどろきま した。 (衣)

針が発見されているとあったけど、その針は何でできているか不思議でした。 (住)自分たち

でいろいろな物を使って家を作っていてすごいと思いました。

K生:旧石器時代のくらしについて話 し合って、 昔の人もすごい知恵をもっていたんだ、なと思

った。縄文より前だから、すごくひんそーだと思ったら、そうでもない。

旧石器時代の特色は、想像力に頼ってしまうこともあり、とらえるのが難しい時代である。 しか

し、 「衣 ・食 ・住」は、現代でも古代でも生きていく ために絶対に不可欠なことである。旧石器時代

の人々が当時の自然的条件の中でどのように暮ら していたかを「衣 ・食 ・住」に着目してとらえた

ことは地理学習と連動 しやすく有効であった。

6 成果と課題

(1)成果

①歴史的分野の導入において身近な地域の遺跡 (竹佐中原遺跡)を、その考古学的 ・社会的な価値



( I日石器ねつ造事件とそれへの考古学界の信頼回復のための努力の一部、および竹佐中原遺跡の

考古学的な価値)を含めてとりあげ、ゲストティーチャーと教科担任とのティームティーチング

を通じて学んだことは、身近な地域の歴史への興味 ・関心を高め、地域に対する愛着や誇りをも

たせるうえで有効であった。

②「地域住民Jr研究者Jr教育者」と しての資質をもったゲストティーチャーを招いたことは、生

徒への追及への意欲を高めるとともに、難 しい知識 ・情報の理解を助けるうえで有効であった。

③地理的分野の学習における追究の視点「衣Jr食Jr住」を、歴史的分野の学習にも応用 したこと

は、生徒の追究のしやすさを保障し、 意欲的な学習を成 り立たせるうえで有効であった。

( 2 )課題

①今後、歴史的分野の学習において身近な地域にある博物館 (および学芸員)やその他の社会教育

施設、地域の研究者との関わりを深め、特に生徒の学習への興味 ・関心をひきつけることの多い

「モノJを通 じた学習場面を充実させるために、身近な地域の考古学的発見をあらゆる時代の学

習場面で積極的に授業に取 り入れていく方向を大切にしていきたい。

②「関連的な思考力の育ち」を促す指導やその評価についての検討が十分にできなかった。


