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先生のための冬の経済教室 ―in Tokyo― 20191206 慶応義塾大学

シンポジウム：「変わる入試と授業の改善」

金子幹夫（神奈川県立三浦初声高等学校）

現場からの提案３

本資料は「現場からの提案３」の

スライドに簡単なコメントを書き込

んだものである。一枚一枚のスライ

ドにおいて発信したメッセージを後

ほどお読みいただけたら幸いである。

私の所属は農業高校である。

地元の農業後継者を育てること，

地域の農業に貢献できる人を育てる

ことを目標にしている学校である。

ここ10年間でセンター試験受験者は

一人もいない。

そのような中で新しいスタイルの

授業案を創ることができるのかとい

う大きな課題に直面した。本日三番

目の提案は，新テストを受験しない

生徒にどのような教材を創ることが

できるのか？という内容になる。

これから，教材を作成するプロセ

スを紹介する。どのような問いをも

って材料を集めたのか？それをどの

ように生徒に合わせていくのか？と

いうところを見ていただきたい。具

体的な役割の内容は左のスライドに

示した。

本日提案する教材は2019年10月18

日に作成をはじめた。
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あらためて自己紹介と所属の紹介

をする。教材作成の第一歩は生徒の

状況把握である。どのような生徒を

対象にしたのか？という生徒のイメ

ージを共有した上で具体的な提案に

うつることにする。

https://hiratsuka-ah-b.pen-kanagawa.ed.jp/educ

ational/sizenntonougyou/sizenntonougyou.htm最

終閲覧日2019年12月12日

それでは，ここからどのようにし

て新テストを意識した教材づくりを

進めていったのかを日付順に報告す

る。
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はじめにとりかかったのは「素材

探し」である。学習の基盤を形成す

るためのテキスト探しである。これ

が決まれば，次は生徒の状況に合わ

せた方法論の検討になる。一番の条

件は，「経済の考え方」を読み取る

ことができるものである。二番目以

降の条件は左の上から二番目のスラ

イドに示した。

左の三条件を充たし都合のよい読

み物などあるのか？というのが提案

者がはじめにつきあたった壁である。

ところが幸運なことに，わずか数

日で本日紹介する読み物の活用を思

いついた。この出会いは本当に幸運

であった。

左の二冊がその本である。

ルイズ・アームストロング著・佐和

隆光訳『レモンをお金にかえる法』

河出書房新社2005年とルイズ・アー

ムストロング著・佐和隆光訳『続レ

モンをお金にかえる法』河出書房新

社2005年である。

実は，この時点（2019年10月）で

二冊あるうちの前編はすでに授業で

取り上げていたのである。ストーリ

ーは生徒に受け入れられた。一時間

の授業で学習することができ，教科

書に戻すこともできた。この続編が

新教材作成のもとになるテキストに

なると判断した。
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取り上げるテキストは決まった。

次は，この素材をどのように高校

生に読ませるのかという工夫が必要

になる。前編は紙芝居のように読み

聞かせをした。続編も同じように読

み聞かせるとなると飽きてしまう生

徒も出そうだ。「さあ、読んでみま

しょう！」といって全員が真剣に読

むという前提に立ってはいけない。

そこで次のような計画を立てた。

ここで本計画の全体像を示す。

第一に,本を楽しく自然に読ませる

作戦を考える。全員に本の内容を解

釈させることを目標にする。第二に

内容を人に説明できるような機会を

もうけるようにする。

次に，この本を読んだ内容を教科

書にもどす。その際にワークシート

を作成していくつか問題を掲載する。

生徒はその問題に答えるにあたっ

て「それは○○だと思います。なぜ

ならば教科書の△△ページに☆☆と

書いてあるからです」という形式を

設定する。

ただ感じたことや思ったことを答

えるのではなくテキストを根拠にし

て論じさせるという練習である。

それではここからは順番に，作戦

をどのようにすすめていったのかを

まとめることにする。最初の問いは

「本をどのように楽しく自然に読ま

せることができるのか？」という大

きなものである。



- 5 -

教材作成に取りかかってからここ

までですでに一週間が経過していた。

どのように読ませるのか？

はじめに絵本のカード化に着手し

た。左のスライドにある順番で絵本

の各ページをカード化していった。

一ページ一枚のカードである。

カード化したら全部で25枚のカー

ドが出来上がった。

実は，このカードには物語とは別

の「ある情報」を書き込んで作成し

た。そのある情報とは…

一つひとつのカードに，物語の順

番とは全く異なる番号を書き込んだ

のである。全25枚のカードをシャッ

フルして生徒に渡して「物語になる

ように並べ替えてください」と指示

を出し，その番号をワークシートに

書かせようという試みである。

この時点で想定している授業展開

は次のとおりである。

①クラスをグループに分ける。

②カードの束をシャッフルした状態

で渡す。

③各グループで話し合いをさせなが



- 6 -

ら並び替えを行う。

カードを読みこまないとストーリ

ーは作れないので、皆が読むのでは

ないかと考えたのである。

さっそくカードの作成に入った。

場所は事務室である。

学校は17時を過ぎると警備員さん

が来る。はじめてこのカードを見た

人はどのような反応をするのかを知

りたくて声をかけた。その結果，左

のスライドのようなことが起きてし

まった。つくりなおしである。

今度はカードを大型化した。

再度、大人を相手に感想を求めた。

今回はベテランの「公民科」教師で

ある。プロの「公民科」教師が並べ

替えを行うとどういうことが起こる

のか。生徒の読解力を育てる教材に

なるのだろうか？

約30分後に問題点が明らかになっ

た。つまりプロのベテラン「公民科」

教師は並べ替えに30分かかったのだ。

これでは教室に持ちこめない。さら

に左のような課題も明らかになった。
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最大の問題は，並び替えのきっか

けがつかめないということであった。

その一番の原因はカード枚数の多さ

である。そこでこのカードを大きく

４種類の塊に色分けをしてみること

にした。並び替えているうちに生徒

の中から「これって色別になってい

るんじゃない？」と気がつく生徒が

出てくるのではないかと考えたから

である。全く並び替えることができ

ないグループには教師の方から「あ

れ？色がたくさんありますね」と声

をかけることもできそうだ。

もう一つの課題である「カードと

カードをつなぐ言葉がない」という

ことに関しては，カードの一番最後

のキーワードと次のカードの冒頭の

言葉がリンクするように単語を書き

加えてみた。

何の配慮もなくカードを渡しては

教材にならない。一方で，あれもこ

れもと生徒に寄り添っていては成長

することはできない。少し背伸びす

れば手が届くというイメージでカー

ドを加工することが必要だ。その前

提条件は整った。

ここではじめて高校生にカードを

渡してみることにした。ある日の放

課後，教室に残っている生徒に声を

かけた。いったいどのような反応を

示すのだろうか？
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生徒たちはすぐにカードを机の上

に並べて順番の検討をはじめた。授

業に持ち込む見通しがついた。

一方で多数のコメントをもらうこ

ともできた。その趣旨は次のとおり

である。

① 全く手を出すことのできない生徒

が出た

② 特定の色のカードが多すぎてわか

りにくい

③ グループは四人までにしないとさ

ぼる人が出てしまう

①については登場人物を大きなカ

ードにして示し，黒板に張り出す

ことにした。」

②についてはカードの色分け

を四 色から五色に変更した。

③については授業の進め方と

して指導案で反映させることに

した。

ここまでは生徒に「読ませる

ための工夫」であった。テキス

トを読み込んだ高校生にどのような

力を身につけさせるのか。これが次

の課題となる。具体的には授業で使

うワークシートづくりになる。物語

に出てきた事柄が教科書のどの部分

に書かれているのか。その意味する

内容はどのようなものなのかを考え

て示すことができる力を身につけさ
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せたい。

次はワークシートづくりになる。

ワークシートの冒頭はカードの並

べ替えである。カードの番号を書き

込ませるようにした。

次に、各設問に入る前に前提とな

る条件を整えた。想像力たくましい

高校生は教師が投げかける問いにあ

らゆる方向から答えらしきものを発

信する。

そこで次のように条件を整えた。

① この物語に出てくる街は架空のも

のであるとする。

② 人・モノ・お金の動きは、この街

の中だけのものとする。

以上の条件をもとにいろいろな問

題を考えてもらった。

左のカードに書かれていることが

原因でレモンの価格があがった。こ

れは下のパターン１・パターン２・

パターン３の中のどれと同じ構造か。

適切なものを選んでみましょう，と
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いう問いを設定した。

次に，このことが教科書のどの部

分に書かれているのかを読み取らせ

た。ワークシートには次のような指

示を書き込んだ。

次の指示は失業保険についてであ

る。左のカードを見てこの考え方に

関連した記述を教科書の中から読み

取らせるという問題を出した。具体

的には下のようなものである。
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次の問題は「新しい仕事をつく」

りレモネードを買うためのお金を賃

金として支払うという部分に注目す

る。この考え方と同じ構造のものが

教科書のどの部分に書かれているの

かを探すというのがここでのミッシ

ョンである。ワークシートには次の

ような指示を出した。
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このような経過を経て作成した教材を実際 どのように読ませるのか？

の教室で展開した。その模様を短時間ではあ 全員に読ませる方法は？

るが報告する。 考え方をイメージさせる方法は？

きちんと教科書に戻す方法は？

多くの皆様に教えていただきなが

ら作成した「新テストを受けないで

あろう生徒向け」新テスト風教材で

ある。
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まだまだ改良する余地がたくさん

残されている教材（案）である。多

くのご教示いただけたら幸いであ

る。

＜メ モ＞


