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Ⅰ．はじめに
平成１８年度新潟県国際交流協会の事業（ふれあい基

ツアーの概要と、学んだ主な点は以下の通りである。

金助成プロジェクト）として、子どもたちに現代のアジ

９月１１日（月） 新潟空港発ハルビン空港着。バスに

アを理解してもらうためのプログラム開発が新潟大学教

て社爾伯特蒙古族自治区泰康鎮グロリア陽光ホテルへ５

育人間科学部に委嘱された。これを受けて、宮薗衛（新

時間かけて移動。大都市ハルビンの発展の様子、満州の

潟大学教育人間科学部附属教育実践総合センター教授）

大地に伸びる高速道路、トウモロコシ畑の地平線に沈む

と児玉康弘（同大同学部人間社会ネットワーク講座教授）

赤い夕日、連綿と点在する大慶油田の油削機などから中

は、新潟県日中友好協会に協力を要請し、現代中国社会

国の広大さと多様性の一端を学ぶ。また、交差点の真ん

の理解を深めるための社会科授業開発を社会科教室の院

中で道順を訪ねる運転手さんのバイタリティーに驚く。

生・ゼミ生とともに実施することとした。授業開発にお

９月１２日（火） 午前中、白音諾勒村小学校を訪問し、

いて最も重要なポイントになったことが、中国黒龍江

子どもたち・先生方と交流。教育支援の着実な成果に触

省・吉林省へのスタディ・ツアーである。この場をお借

れることが出来た。また、子どもたちの持つ大きな夢の

りして、快く協力要請に応じていただくとともに、ツア

すばらしさと、若い校長先生の教育への情熱をひしひし

ーの企画とお世話をいただいた日中友好協会常任理事・

と感じた。午後は新店林場のＪＩＣＡ技術協力試験区で

事務局長の今野正敏さんに深く感謝申し上げたい。また、

荒漠化の実態と植林支援の実際を研修。整然と並ぶ樹木

現地では黒龍江省外事弁公室および黒龍江海外旅遊総公

の姿に緑化への希望を持つとともに、せっかくの樹木の

司のみなさん方に通訳やガイド、迎賓館での歓迎会など

中を牛が歩いていく姿に学生は驚いていた。新しく植え

過分なるお世話をしていただいた。参加者を代表して厚

替えているという種目の苗や腐葉土を食べてしまうこと

く御礼申し上げたい。

を心配したのである。林場のはずれからの遠景は、樹木
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がほとんど見られない文字通り荒漠としたものであった。

の事例の一つであると思われた。この点に注目した学生

その後、教育局にて新しい教育政策である愛心工程の説

たちは「なぜ農村部では荒漠化の原因となる過放牧、過

明を受ける。わが国の教育行政と同じく、地方の小規模

耕作、薪炭採取が行われるのか？」という問いを考えさ

校の統廃合を、合理化・効率化の観点で向上させるとい

せる授業構成を行った。問いの答えは「農民が貨幣を必

う説明として受け止めた。なおこの地域のバスからの景

要としているから。なぜなら、経済発展によって中国で

観として湖の多さに驚いた。塩分濃度が高く、魚がいな

は貧富の差が拡大しており、相対的に貧しい農民たちは

いというのが惜しまれる。

生活の向上や子どもの教育のためにより多くの所得を望

９月１３日（水） ハルビン市へ移動。駅前のホテルで

んでいるので。
」というものである。この授業プログラム

昼食、にぎわいに触れる。午後は７３１部隊記念館を見

は１２月２１日（木）に新潟県立村上中等学校２年生２

学・研修した後、長春市へ移動。７３１部隊については、

クラスに対して各２時間の実践を行った。

学生達は事前研修をかなり行ってきていただけに、現場

第三は、内容的には上記第二のものと同様であるが、

に身を置くという体験は得難いもののようであった。頭

方法的に二つの手段を組み入れた授業である。一つは，

を垂れて同国人の非人道的な所行を改めて深く反省する

貧富の差を生徒たちに実感させるために、全員にお茶の

のみ。

不平等な配分を行って飲ませ、飲める量の違いから貧富

９月１４日（木） 午前中、旧満州映画製作所、偽皇宮

の差の意味をわからせようとする手段である。二つは、

博物館、旧国務院（吉林大学医学部）を訪問、見学。満

農民の立場と環境保護の立場という対立する立場の違い

州国の歴史的残像と現在の姿に、事の是非を越えた感慨

を、寸劇によって理解させようとする手段である。この

を覚えた。午後、ハルビンヘ移動。黒龍江省外事弁公室

授業は，１２月８日（金）に新潟大学教育人間科学部附

の徐廣明処長さんたちより迎賓館にて心温まるおもてな

属中学校３年生１クラスにおいて２時間の実践を行った。

しを受ける。さらに、ホテル到着後、ガイドの呉澤鋒さ

第四は、高等学校公民科用の対中国ＯＤＡ問題を考え

んのご好意でキタイスカヤ（中央大街）を案内いただい

させる授業である。我々の見聞の中でも、ハルビンの発

た。ロシア風の石造りの町並みの幻想的な夜景の中で、

展ぶりはＯＤＡ削減の根拠として、白音諾勒村小学校な

楽しいひとときを過ごすことができた。また、伊藤博文

ど農村の教育環境はＯＤＡ継続の根拠として挙げられる

の暗殺されたハルビン駅を見学したグループもあった。

ものであった。こうした２面性をより幅広い資料を活用

９月１５日（金） ハルビン空港発新潟空港帰着。時差

して生徒たちに認識させ、資料の比較検討や重みづけを

の関係で早朝の出発でも到着時はお昼。全員無事の帰国

通して生徒たち自身にＯＤＡの是非を主体的かつ合理的

を喜ぶと共に、所期の目的を達成したことを確認して解

に判断させる授業構成を行った。この授業は、１０月２

散式を行う。

４日（火）に新潟県立新潟西高等学校３年生１クラスで

以上のスタディ・ツアーでの研修等に基づいて、我々

３時間の実践を行った。

は以下の４つの授業プログラムを開発した。

以上のように、実践は実験的・試行的な投げ入れ授業

第一は、小学校社会科用の現代中国の地理的概要、特

として行ったものである。しかし、全体は発達段階を考

に人口、面積、民族構成、言語分布などを子どもとの対

慮して、小学校では地理的アプローチを、中学校では環

話や作業によってつかませるとともに、日中関係の一端

境問題の経済的側面からのアプローチを、高等学校では

を教育・植林支援の様子から伝えていく授業である。特

政治的・政策的アプローチをとるようにプログラムを配

に、中国が多民族国家であることは、我々も社爾伯特蒙

列している。

古族自治区で実感したことであり、まずこの点をしっか

なお、このうち本稿では大学院生が中心になった授業

り理解させることが大切であると考えている。この授業

開発研究の成果を提示する。大学院生が中心となって開

プログラムは平成１８年１２月１日（金）
・１２月５日

発したものは、第二の中学校社会科・総合学習用の授業

（火）に新潟市立万代長嶺小学校にて、３時間の小単元

と、第四の高等学校公民科用の授業である。
（児玉康弘）

として２つのクラスで実践した。
第二は、中学校社会科・総合学習用の現代中国の環境
問題を経済構造の観点から考えさせる授業プログラムで
ある。我々は今回の学習を通じて、荒漠化の大きな原因
が農村部での過放牧、過耕作、薪炭採取などであること
を知った。新店林場で目撃した牛の群れはまさに過放牧
2
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Ⅱ

中学校社会科・総合学習の授業開発
外資系企業の誘致が行われ急速に発達を遂げ、また内陸

１． 授業開発の目的

部でも従来の生産集団である人民公社の解体が行われ、
本単元計画は中学校総合的な学習の時間における国際

生産責任制に移行することになっていった。これら諸政

理解の単元として設定した。なお、本単元計画は 2006

策により中国経済は近年にいたるまで著しく成長を遂げ

年 12 月 21 日（木）に新潟県立村上中等教育学校２年生

ていくことになる。
しかし、そうはいっても多くの農業人口を抱える中国

を対象に研究授業実践をふまえたものである。
国際理解をねらいとする総合的な学習の時間の多くは、

は、農村の経済的発展が遅れているのが現状である。農

他国のモノ、言語に実際に触れる活動や、ゲストティー

村部においては都市部との格差の解消、自らの生活の豊

チャーを招いての交流活動、または生徒による他国の調

かさを求めて、都市部への出稼ぎのほか、より多くの自

査活動などが現在広く行われている。これらの授業では

然環境を搾取して農業を行わなければならない状況であ

実際のモノや人々との交流を通して生徒の関心が大いに

る。特に、内陸部の国家級貧困県と呼ばれる地域におい

高まることが期待される。しかし、これらの授業によっ

ては、年間収入が国家平均を大きく下回り、よりよい教

て高められた生徒の関心を社会的問題への関心に高めて

育や生活環境の向上のために農業生産を上げるよう努力

いくことが国際理解学習の一つの課題としてあるのでは

がなされている。
以上のように、砂漠化問題にアプローチする一つの手

ないだろうか。
国際理解学習において生徒がその国の社会の内実に目

段として、経済構造の変化や影響を認識することは重要

を向けていくための方策として、その国の社会的問題を

である。

教材として取り上げることが有用であると考えられる。
生徒がその国の社会的問題について多様な立場から追究

（２） 農民の立場と環境保護の立場の対立を考察する

し、その社会的問題について意思決定や価値判断をする

砂漠化問題の要因を形成している農民の立場と、環境

ことで、その国の社会についてより深く知る必要性が生

保護の立場を対立軸として考察することで、前述の経済

まれてくるからである。

構造の観点から砂漠化問題へのアプローチが可能になる

そこで、今回のスタディ・ツアーを通して、本単元計

と考えられる。

画では砂漠化問題を教材化することを試みた。砂漠化問

農民側の立場の主張は、自らの生活の向上、都市部と

題の要因の追究から中国社会が抱える格差の問題を追究

の格差是正のための農業活動は環境を多少悪化させても

することを目的としたのである。

仕方がないという論理になる。その根拠として、都市部

本章では、中国東北地方における砂漠化問題を題材と

との経済格差、年間収入の低さ、教育設備等の不足など

して取り上げ、以下、それについて述べていく。なお別

が考えられる。特に、経済の資本主義化による農民の生

掲資料において、研究授業で用いた指導計画を掲載する。

活への影響は計り知れないものがあり、その影響は拡大
の一途を辿っていることを認識する必要がある。

２． 教材化のねらい

逆に、環境保護の立場の主張として、都市部の生活環
境の悪化、日本も含めた他国への悪影響の拡大などの論

（１） 経済構造の視点から砂漠化問題を考察する

理となるだろう。その根拠として、砂漠化の急速な進行

砂漠化はその土地の従来の植生が失われることによっ

とその被害の拡大の様子などがあげられる。どちらかと

て発生、進行する。植生が失われる要因は自然的要因、

いうと、この立場の主張は、中国における都市部の住民

人為的要因など多様であるが、本単元計画では人為的要

や日本の住民に立った主張であるといえる。
これら二つの立場の主張を対立軸として考察していく

因を取り上げて教材化する。
中国における砂漠化の要因は後述するが、過放牧や過

ことで、より深い認識形成が促されると考えられる。し

耕作などによるものである。これらの人為的要因を理解

かし、どちらの主張も人間生活の豊かさを目指している

するためには中国における経済構造の変化や、それに伴

点において共通しているので、価値判断は極めて難しい

う影響を理解する視点が必要となってくる。

問題であるけれども、中国の砂漠化問題を考える際には

中国では従来の社会主義経済から１９７０年代後半に

避けて通れない重要な点であることは間違いない。

は経済の資本主義化が進み、沿岸部では経済特区を設け
3
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３． 教材内容の概要

ある。

（１） 中国東北地方における砂漠化の概要

（３） 過放牧・過耕作・薪炭採取の概要

中国東北地方のハルビンや長春、大慶といった地域は
中国の諸都市と同様、近年都市部を中心に高度経済発展
を遂げている。一方で郊外の農村地域では急速に砂漠化
が進んでおり、人々の生活に支障をきたしている。
砂漠化とは植生が失われ、乾燥した荒地になることを
指すが、中国における砂漠化の要因には人為的影響が大
きく関連しているのである。本単元計画の参考にした資
料によると、郊外の農村に住む人々による過剰な薪炭採
取や過放牧、過耕作といった生活活動が砂漠化問題の原
因の 9 割を占めるとも言われている。１）これら砂漠化の
主たる要因については後述する。
これらの砂漠化問題の人為的要因の背景の一つには農
村の経済的発展の遅滞の問題が存在すると考えられる。
この農村の経済的問題は今回のスタディ・ツアーで植林
場と農村地域を視察して実感し、考えなければならない
問題として捉えた。また、都市部と農村部の所得格差の
広がりは、中国の社会主義市場経済化によって急速に広
がっているともいわれている。この砂漠化問題に対して、
法の整備や森を守るための事業など中国政府の取り組み
が各地で行われている。また、日本も植林事業などの協
力・支援を行っているが、砂漠化の急速な拡大や、前述
の中国社会の経済的問題などが存在し課題も多いといえ
るだろう。

１）過放牧
一般的に中国東北地方の気候条件においては、適度な
放牧が最も適しているといわれている。しかし、スタデ
ィ・ツアーでも目の当たりにしたように、植林場の中ま
でも放牧が行われている現状である。これら過剰に放牧
された家畜により植林場の若芽や下草が喪失している。
また、今回視察してきた地域は、中国の砂漠化が進行し
ている内陸地域と同様に年間降水量に乏しく乾燥した地
域であり、植生がもともと乏しいのである。植林場以外
でも放牧されている家畜により植生破壊が進んでいる現
状であるといえる。
２）過耕作
中国東北地方は本来肥沃な穀物生産地帯である。しか
し、近年穀物生産に必要不可欠な土壌が流出または痩せ
てきているのである。それにより植生が失われ砂漠化が
進行しているのである。
その原因は、過剰な穀物生産によるところが大きい。
スタディ・ツアーでは一面のトウモロコシ畑を目の当た
りにしたが、過耕作による土地の劣化が現在問題になっ
ているのである。長年の単一作物の栽培は土地を疲弊さ
せ、そのために大量の化学肥料の投下が必要になってく
るのである。また、植物による水の吸い上げ、地下水の
くみ上げにより土地がアルカリ化する問題も生じている
現状も指摘されている。

（２） 砂漠化による影響の概要

耕作という農業活動が砂漠化に結びつくということは、

中国における砂漠化の影響や被害は近年かなり深刻な

生徒としては認識に苦しむ点であるが、土地の疲弊、多

問題であるといえる。中国国内においては、砂嵐による

量な肥料の必要性という観点から分析することが有効で

健康被害や交通機関への影響について、日本でもニュー

あると考えられる。

スで流されており周知のことである。また、砂漠化によ

３）薪炭採取

り植生が失われ、肥沃な土壌流出も深刻な問題であると

中国の農村部においてはいまだにライフラインの整備

されている。そして、洪水の発生数の増加など人々の生

が進んでいない状況である。都市部はガス使用率がほぼ

活が砂漠化によって脅かされているのである。

100％であるが、農村においては生活用の燃料源を薪炭に

しかし、これら砂漠化による影響は中国国内の問題だ

頼っている現状がある。そのため、特に寒さが厳しい東

けではなく、日本にまで影響していることを認識する必

北地方においては薪炭利用の必要も大きく、スタディ・

要がある。日本には中国に砂漠化によって乾燥した地域

ツアーにおいても屋外に薪を積んである家が目立った。

の土壌は、春先の風によって舞い上がり、
「黄砂」として

しかし、植生の少ない地方であるだけに過剰に薪炭を採

飛来してきているのである。さらに、日本への黄砂飛来

取することにより砂漠化が引き起こされるのである。こ

日数はここ数年で拡大してきている傾向にあり、交通機

の薪炭採取の現状は、農村の生活の厳しさと合わせて認

関や日常生活への影響が懸念され始めている。特に近年

識する必要があるだろう。

の調査では、黄砂に汚染物質が付着する恐れも指摘され
（４） 中国の国内格差の概要

ている。韓国では黄砂の被害は日本よりも深刻であり、

中国では 1970 年代後半から経済の資本主義化が進み

いずれ日本も同様な状況にならないとはいえない状況で
4
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格差の問題が深刻化していることは前述した通りである。
（５） 指導上の留意点

特に沿岸部を中心とした都市と、内陸部の農村部との格

本単元計画の指導上の留意点は以下の点である。

差は大きく、年間平均収入の差も歴然としている。

１）授業時間数の問題

しかし、経済の資本主義化により農村においても生産
増大が可能となったことは事実である。より豊かな生活

本単元計画は２時間という時間枠であったので、教育

を求め、また都市との格差を解消するために、農村では

内容に対して授業がかなり足早に進む感が否めなかった。

家畜飼育頭数を増やしたり、耕作地を拡大したりするな

特に終結部の砂漠化問題の解決策を十分に吟味するので

ど農業活動が行われている。

あれば時間数を検討する必要がある。したがって、生徒

これら中国国内の格差問題が前述の砂漠化問題の要因

の実態にもよると考えられるが、３時間から４時間ほど

である過放牧・過耕作・過剰な薪炭採取の背景のひとつ

の単元として再構成すると余裕を持った指導が可能にな

となっていることを認識することは重要である。

ると考えられる。
２）対象学年の問題
本単元計画は中学校２年生を対象に構成した。
前述の 2

（５） 視聴覚教材の概要
本単元計画開発に当たり、教材・教具の工夫として、

時間という時間枠もあったので、中国の社会主義市場経

Google Earth（衛星写真）の利用や、写真資料やグラフ

済化について授業では特別に取り上げないことにした。

資料を多く用いた。授業ではこれら視聴覚教材の利用に

しかし、過放牧や過耕作の問題、農村と都市の格差とい

より、生徒の学習への関心を高められたと考えられる。

った問題を考えるには中国における経済の資本主義化は

特に今回は中学校２年生が対象の授業開発であり、社

必要な観点となってくる。対象学年が３学年であれば、

会科公民的分野の学習に入っていない状況であった。ま

また時間に余裕があれば 2 学年であっても単元の内容に

た、２時間という時間的制約もあったので、前述の砂漠

組み込む必要がある。

化問題の原因・影響などを理解するために、写真やグラ

３）切実性の問題

フ等の視聴覚教材を有効に活用することで、より生徒の

中国における砂漠化問題や農村の貧しさなど、生徒に
とっては他人事のように感じてしまうかもしれない。国

思考がスムーズに流れるように工夫を加えた。
今回利用した視聴覚教材を広く共有化することで、共

際理解の学習では往々にしてそのような問題が生じる恐

有化できる教材を用いることで、国際理解の授業の汎用

れがある。本単元計画では黄砂を取り上げて、中国の問

性が高まると考えられる。なお、本単元計画で用いた教

題が日本にも影響を及ぼしていることを理解することで、

材・資料は別掲資料に掲載する。

生徒が自分に近づけて考えられる動機付けを行っている
が、その他にも工夫が必要な部分である。
４）1 時間目の授業の工夫

４． 単元開発

本単元計画の 1 時間目の授業では砂漠化の要因につい
て資料から理解する内容となっている。
2 時間目には生徒

（１） 単元名
砂漠化問題と中国社会（対象：中学校 2 年生）

の意思決定や意見交流活動、お茶の体験などが組み込ま
れているのに対して、
1 時間目は授業が間延びしてしまう

（２） 単元のねらい

可能性がある。したがって、資料の精選や、生徒の興味

中国東北地方における砂漠化問題の要因の追究から、

を引くような提示の仕方を工夫したりする必要がある。

その根本に中国社会に内在する経済的格差があることに

５）ワークシートの工夫
2 時間目の授業では、
「農民は過放牧をやめるべきか？」

気付き、砂漠化問題の解決策を考察する。

という問いに対する生徒の意思決定を中心に授業が展開
（３） 単元の位置づけ

されていく。本単元計画で使用したワークシートでは、

本単元計画は中学校における「総合的な学習の時間」

教師と生徒が思考の変容を読み取れるように、授業の展

の国際理解の単元として構成されている。

開と合わせて対立軸を左右に分けて記述欄を設けてある。
また、価値判断が難しい問題でもあるので、第 2 段階

（４） 活動計画

の意思決定の際に、現段階では「決められない」という

本単元は全２時間で構成する。活動計画の展開例は別

選択肢を設けることで、意思決定を留保している生徒に

掲資料にて述べる。

も配慮した。
5
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５． 成果と課題
本章では現代中国の環境問題、特に砂漠化問題を中国
の経済構造の観点からアプローチする授業プログラムの
開発について述べてきた。
今や飛ぶ鳥を落とす勢いで経済成長を続ける中国では
あるが、その一方で大気汚染や砂漠化などの環境問題が
懸念されている。その背景には、本章で述べたように経
済構造の問題が関係している。人々の生活や、国家経済
の問題もあり、環境保護だけを唱えるだけでは解決は難
しいのである。特に日本は資源に乏しく食料自給率も海
外に大きく依存している現状がある。先進国の一つとし
て自国の利益だけを考えるのではなく、国際社会の中で
どのように協調して発展していけるのか総合的に考察し
ていかなければならない立場にあるのではないか。
日本と中国を取り巻く状況はいまだに難しい問題を
多々含んではいるが、生徒には他所事、他人事と考える
のではなく、アジアの良きパートナーとして今後も中国
と手を携えて未来を築いていくために主体的に考え、判
断ができるように促していくことが重要である。そして、
単に授業だけの思考や認識で終わるのではなく、つねに
問題について考え続ける姿勢をもってもらいたい。
最後に本単元計画を研究授業として実践させていただ
いた新潟県立村上中等教育学校に心より感謝の意を表し
たい。
【註】
１）定方正毅『中国で環境問題に取り組む』岩波新書 2000 年
P61

（岩見泰 丸山信昭）
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＜別掲資料＞
単元計画（全２時間）
第一次 中国東北地方の砂漠化問題の原因を理解する。
第二次 砂漠化問題の要因の追究を深め、農村の貧しさの問題に気付く。
単元の展開
【第一次 中国東北地方の砂漠化問題の原因を理解する。
】
発問

教授・学習活動

資料

生徒に定着させたい知識

・ 中国東北部の都市はどのような

T：投げかける

１

・ 新潟よりも大きくな都市である。都

展開

S：予想する

市部は経済発展が進んでいる。

・ 都市部の経済発展の一方で郊外

T：説明する

・ 都市部では経済発展が進んでいる

導

ではどのような問題が起こって

T：発問する

入

いるか。

S：予想する

様子だろうか。

２

が郊外では砂漠化問題が深刻化し
ている。

T：説明する
・ 今日は、中国の砂漠化問題につ T：テーマ提示
いて考えます。
・ 砂漠化とは何か。

T：発問する

３

S：答える

・ 植生が何らかの要因でなくなるこ
とである。それによって植物が生育
できない土壌になることである。

・ 中国の砂漠化問題は人々の暮ら
しにどのような影響を与えるの

T：発問する

４

S：答える

・ 土地が痩せ、農業や畜産業ができな
くなる。砂嵐が起こる。日本にも黄

だろうか。

砂として飛来して年々増加してい
る。様々な場面で生活に支障をきた
している。

展
開

・ なぜ、緑が破壊される状況が起
きるのだろうか。

T：発問する

５

S：調べる

・ その主な要因(9 割近く)は過放牧や
過耕作や過剰な薪炭採取など、人為

【ワークシート①配布】

的要因によるものが大きい。

・ 砂漠化問題の解決へ向け緑を取

T：発問する

り戻すために中国や日本はどの

S：予想する

を推進する。森林保護を目的とした

ような対策をしているのだろう

T：説明する

法律を作っている。また、日本(新潟

６

・ 砂漠化地域への植林をして、緑地化

県や日中友好協会)も中国に支援を

か。

している。
・ 中国における砂漠化問題は解決
に向かっているのだろうか。

T：投げかける

・ 解決策を講じているのだから、解決

S：予想する

に向かっている。砂漠化は深刻な問

終

題だから解決に向かっていないの

結

ではないだろうか。
・ 授業のまとめをしよう。

Ｔ：指示する

【ワークシート②配布】

Ｓ：まとめる

【２時間目】
・ なぜ、植林場の中を牛が放牧さ
導

れているのだろうか。

T：投げかける
S：考える

入

７

・ せっかく砂漠化防止のために植え
たのに意味がない。協力していって
いる植林事業と矛盾しているので
はないか。

7
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・ 誰が牛を放牧させているのだろ
うか。

T：発問する

・ 地域の住民（農民）が放牧を行って

S：答える

いる。

【ワークシート③配布】
・ 過放牧を行っている農民は放牧
をやめるべきか。

T：発問する

・ すぐにやめるべきである。（なぜ過

S：答える

牧しているかわからない。
）

【意思決定①】
・ なぜ、農民は植林場にまで放牧
をしているのだろうか。

T：発問する

・ 農民にとって、放牧は収入を得るた

S：答える

めの仕事であり、より多くの収入を
獲得したいから。

・ 砂漠化の原因の過放牧の背景に
展
開

T：投げかける

何があるのか、資料や体験から
考えましょう。
・ 諸資料(体験)が意味する内容を
簡潔にまとめなさい。

T：発問する
S：調べる

８

・ (代表者は貧富の差を示すお茶を飲
んで)、うらやましい。もっと飲みた
い。農民は貧しい。日本人はすごい
量だ。(その他の資料読み取り作業)

・ 農民が過放牧を止めるとどのよ
うな影響が考えられるか。

T：発問する
S：答える

・ 砂漠化問題は解決に向かうかもし
れない。しかし、都市部の富裕層と
は違い、農民は非常に貧しく、放牧
や耕作は生活の糧である。今の生活
の維持が難しくなる。

・ 農民が過放牧を続けるとどのよ
うな影響が考えられるか。

T：発問する
S：答える

・ 砂漠化問題は解決に向かわないと
考えられる。また、農民の将来の生
活に支障が出るかもしれない。しか
し、経済的に厳しい農民にとっては
現在の生活は何とか維持できる。

・ 過耕作や過剰な薪炭採取も貧し

T：投げかける

・ 砂漠化防止には農民の生活を犠牲

い農民にとって、生活の糧であ

にしなければならないが、農民は貧

る。(それが砂漠化問題の要因と

しく過放牧・過耕作・薪炭採取をや

なっていることは事実である。)

めることは難しいのではないか。

・ 農民は過放牧・過耕作・薪炭採
取をやめるべきか。

T：発問する
S：考える

【意思決定②】

・ やめる(砂漠化を止めないと農民の
将来の生活自体も危険になる)。やめ
ない(農民の生活は貧しく、過放牧・

(発表活動をする。)

過耕作をしなければ生活を維持で
きない)。決められない(砂漠化問題
も解決しなければならないが、現在
の農民の生活を考えると、過放牧・
過耕作を止めることは難しいので
はないか)。

・ 中国の砂漠化問題の要因である

T：発問する

・ 農民に対する経済的支援の必要が

終

過放牧・過耕作・薪炭採取はど

S：まとめる

あるのではないか。日本も経済支援

結

のように解決していけばいいの

をすべきではないだろうか。農民に

か自分の考えをまとめよう。

他の職業の機会を与える。
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[教授資料]
1-1

Google earth（村上中等教育学校上空 → 中華人民共和国上空）

1-2

経済成長率（GDP）の国際比較
参考：WDI（91 年まで西独は OECD 資料）
内閣府（日本）

ＧＤＰ（国内総生産）
国内で生産された財・サービスの合計額 ー 中間生産物の額

1-3

哈爾浜（ハルビン）市

2 砂漠化地帯（本日の課題提示）

出典：ツアー写真

出典：日中友好協会
http://www.niigata-inet.or.jp/njcfa/

3 黄砂の影響

① 黄砂に煙る街並み
出典：ECI ネット http://www.eic.or.jp/library/pickup/pu050217.html
② 黄砂の嵐で死者２名・呼吸器の異常で病院一杯（中国）
出典：livedoor news 写真ニュース http://news.livedoor.com/
③ 車に積もる黄砂（神戸） 出典：神戸の賃貸・ハウスプランニング 御影店
http://blog.fudoukun.com/hp-mikage/2006/04/
④ 日本への影響
出典：環境省及び気象庁 http://www.env.go.jp/earth/dss/kousa_what/kousa_what.html
出典：中国新聞コラム http://www.chugoku-np.co.jp/Nie/question59.html
⑤ 新潟市への影響

出典：沢田アナウンサーの気象コーナー
http://www.nhk.or.jp/niigata/program/kisyo/kisyo_91.html
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4

5-1 薪炭採取

砂漠の要因

中国農村部の生活用燃料の構成

参考：定方正毅『中国で環境問題に取り組む』岩波新書 参考：日中友好協会
5-2 過放牧

アメ リカ

中

国

5-3 過耕作

牛

山羊・ 羊

国土面積

９７００万頭

80 0万頭

963k ㎡

１億６００万頭

2 億9 8 0 0 万頭

960k ㎡

参考：ワールドウォッチニュース

出典：ツアー写真

http://www.ecology.or.jp/wwn/0401.html
6 砂漠化への対応（中国）

7 植林地の状況

○三北防護林計画「緑の長城計画」
中国の官僚の指導の下、移動砂丘に大面積にポプラを、地
下水位の低いところにポプラや旱柳（カンリュウ）を植樹
○「退耕還林・還草」政策
耕作を中止して森林や草原に復旧する事業
○伐採・開墾の禁止，家畜頭数の制限
伐採・開墾の禁止，家畜頭数の制限を制度化
○土地の囲い込み
生産性の劣化した土地などをフェンスで囲み，家畜・人間の
農牧地内への立ち入りを禁止して，自然復元を目指す方法
など

参考：黄砂対策

出典：ツアー写真

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jec/ecinfo/taiki_a_1_3_3.htm
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教授資料８
体験資料①

組

ウーロン茶：量は所得(財産)を示している。

中国の農民：（すごく貧しい

）

番 名前

資料③

農村の仕事の内訳

産業

割合

第 1 次産業

中国の富裕層：（農民に比べたら多い

）

89.4％

（農林牧漁業）

（その内、専業農家 96％）

日本人：（すごく所得が多い

）

第 2 次産業

3.1％

（工業）

資料②

第 3 次産業

１人当たりの収入推移と格差

7.5％

（サービス業・商業）

・農村では農業しか収入を得ることができない。
・農村の人々は，工場で働いたり商業したり
できない。

資料④

急速な砂漠化の進行

中国では、 １秒間

に、

72 ㎡

（教室 1 個分）が砂漠化しています！！
・農村と都市の所得格差は大きく，年々拡大している。
・農村の所得の伸び率は低い。都市の伸び率は大きい。

資料⑤

特に中国の砂漠化のスピードは、
世界に比べて早いのです。

7.2m

10m

黄砂の悪影響
・中国では砂漠化が激しく進行している。

分野

具体例

・世界に比べても中国の砂漠化は深刻だ。

産業

工場の空調(特に精密機械工場に被害)

輸送

視界が悪くなり、飛行機が飛べない。
道路や鉄道が埋まる。水道や給水施設への被害

資料⑥

中国の砂漠化の主要因

砂漠化の要因

割合

学校

休校になる。(通学の安全確保や健康への配慮)

建築

建築物の埋没・倒壊、送電線への被害

草原の過度の農地開墾

25.4％

農業

家畜の死亡。果樹園・畑への被害。

草原の過度の放牧

28.3％

ビニルハウスへの被害

過度の薪炭採取

31.8％

呼吸困難による死亡や健康被害

工業・交通・都市建設による植生破壊

0.7％

水資源の不適切な利用

8.3％

風力作用による砂丘の前進

5.5％

健康

・黄砂によって生活や社会に悪影響が出ている。
・健康被害も黄砂によって起こっているので問題だ。

・中国における砂漠化の要因は過放牧や過耕作，
※体験資料①：烏龍茶（農村，中国都市部，日本）を所得を基準に分けて飲む活動
参考資料：山本良一『1 秒の世界』ダイヤモンド社

2003 年

薪炭採取である。
・農村の暮らしが砂漠化の原因である。

11

新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合センター研究紀要 教育実践総合研究 第6号 2007年

組

番

名前

●中国の砂漠化問題について考えよう！！１．
１．なぜ、緑が破壊されるのだろうか？
A

B

過放牧

予想･･･

C

水資源

１位 （都市化）

１位を選んだ理由：

D 薪炭採取

過耕作

２位 （水資源）

E

都市化

３位 （過放牧）

・中国は経済成長しているので，都市化による森林破壊が大きい。
・中国は人口が多いので，住宅地のために森林を切るから。

実際･･･ 1 位（薪炭採取）(31.8％)

2 位 （過放牧） (28.3％)

3位

（過耕作）(25.4％)

２．砂漠化問題は解決に向かっているのか？
Yes
理由：

or

No

YES･･･砂漠化に対して植林などの対策が行われているので解決に向かっている。
No････砂漠化は急速に進んでいるので，解決に向かっていない。

・ 植林活動

○ 黄砂が起こ る

・ 森林伐採を やめる

○ 家畜・ 人間への
被害大

影響
影響

砂漠化とは
・ 植生が何ら かの要因で な く な る

対策
対策

・ 過放牧を やめる
・ 過耕作を やめる

・ 植物が育成で き な い土壌にな る

など

しっかり考えるね

（

薪炭採集
過
％） （

12

放

過
牧
％） （

耕

作
％）

２年 組 番

など

氏名

要因
因
要

○ 学校が休みに
なる
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組

番

名前

●中国の砂漠化問題について考えよう！！
１．農民は過放牧はやめるべきか？

そう思う

そう思わない

Q：農民が過放牧を止めるとどのような
影響が考えられるか？
砂漠化問題：

Q：農民が過放牧を続けるとどのような
影響が考えられるか？

止まるかもしれない。

砂漠化問題：

砂漠化が遅くなるかも。
農民の生活：

さらにひどくなる。動
物や人が住めなくなる。

他の仕事に就かない限り

農民の生活：

生活できなくなる。

今の生活は続けられる。
結局農業ができない。

２．農民は過放牧・過耕作・過剰な薪炭採取を止めるべきか？
そう思う
決められない
そう思わない

理由：

理由：

・過放牧を止めれば，砂漠化
が解決し，放牧もよくなる。

理由：

・止めると砂漠化は止まってい
くが，農民の生活は苦しくな

・農業にとっては辛いけど，

るから。逆に止めなければ，

地球にも影響を与えてしま

農民の生活は豊かになるが，

うから止めるべきである。

砂漠化が進むから。

・人の生活がかかっている。
・農民にも生活があるので，何
か解決策を考えるべき。
・私たち日本人が中国産の割り
箸を使うのをやめるべき。

・どちらにも言い分があるから
難しい。

３．他の立場の主張を聞いてどのように思いましたか？
・やっぱりどちらも大切だから，どちらも困らない程度になるような解決策を考えたらよい。
・自分とは違う意見で，その人たちの意見もその通りだな～と思い，どれが正しいのか迷い
ました。

４．過放牧・過耕作・薪炭採取はどのように解決していけばいいのだろうか？
・少しずつ節約し，森も少しずつ増やせばいい。
・他の国任せにせず，私たちも植林などをたくさん手伝うといいと思う。
・日本人はウーロン茶８本分もあるのだから，募金するべき。
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Ⅲ．高等学校公民科の授業開発
１．授業開発の目的
本単元計画は高等学校「政治・経済」における国際理

意思決定の開始

解の単元として設定した。なお、本単元計画は 2006 年
11 月 24 日（火）に県立新潟西高等学校 3 年生を対象に
研究授業を実施した。

資料の分析

近年、政府開発援助（以下ＯＤＡと略す）を取り巻く

資料の内容、資料が削減・打ち切り論または継続

状況が大きく変化をしている。2001 年 4 月に誕生した小

論のどちらを支持する資料か、また資料が、日本

泉内閣は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

側または中国側のどちらの視点からみた資料か。

2006」
（通称「骨太の方針」
）の歳出改革の一環として、

＊デシジョンテーブルの利用

2006 年度一般会計予算では、ODA 予算を前年度比 3.4%
減の 7,597 億円としており、また過去 9 年間では 35%減
となっている。こうした ODA の見直しの中で、対中国

優先順位(プライオリティ)の決定

ODA は、中国経済の発展や核実験などの軍事費の増大等

意思決定をおこなう上で、
６つの資料の優先順位

の理由により削減・打ち切り論がすすみ、対中国援助の

（プライオリティ）を決定する。

大部分を占める円借款の供与額は、2002 年度は 1212 億

＊デシジョンテーブルの利用

円と対前年度比で約 25％減少（2004 年政府開発援助
(ODA)白書）することが決定されている。また、2003 年
改訂された新ＯＤＡ大綱では、援助の目的を「わが国の

優先順位にもとづく意思決定

安全と繁栄確保」と謳い、国益重視を初めて明記した。

＊デシジョンツリーの利用

そこで、本章では南北問題とその経済的背景、国連の
ミレニアム開発目標などの概要をとり上げ、また対中国
ＯＤＡに対する削減・打ち切り論と継続論について、資

意思決定の表明

料分析を中心として、意思決定をさせる。生徒に意思決

班内で自分の意思決定結果と、
そのプロセスにつ

定を迫ることにより、強いインセンティブを与えること

いて発表。

をねらいとし、また多数の資料分析のプロセスで、資料
の優先順位（プライオリティ）をつけさせることにより、
意思決定プロセスを明確化させる。その際に、思考プロ

意思決定の振り返り

セスを手助けする分析ツールとして、コンピュータシス

資料分析の視点を振り返る。
＊デシジョンマップの利用

テム作りの手法であるデシジョンテーブルや、オペレー
ションズ・リサーチの手法であるデシジョンツリーなど
を利用する。資料分析から意思決定までの思考プロセス

（１）歴史的視点から南北問題、対中国ＯＤＡを考察す

を、意識的に振り返ることにより、資料の吟味や問題へ

る。

の深い洞察力、多様な視点から問題を考察する力を身に

南北問題の歴史的成立は、先進諸国の植民地政策の歴

つけさせたい。

史から始まり、第２次世界大戦後の開発途上国の独立を
経た現在でも、政治的にも経済的にも大きな影響を残し

２．教材化のねらい

ている。南北問題の基本的構造が、すでにこの時期から
作られていることを認識し、問題の原因や解決を考察す

合理的意思決定の流れ

る。

基礎的概要の学習

対中国ＯＤＡは、1900 年代における日本の中国大陸侵

南北問題・モノカルチャー経済・国連ミレニアム開発目標・政

略を背景に、1979 年の大平総理（当時）が訪中の後、開

府開発援助・日中の歴史的背景・対中国ＯＤＡなど

始されている。日本政府は「賠償につきまして、中国は

14

新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合センター研究紀要 教育実践総合研究 第6号 2007年

崩壊し、欧米諸国が「援助疲れ」で ODA の量を減らす

賠償を請求しないということが決められたわけでござい
ます。したがって、賠償とか賠償にかかわるもとか、そ

中、日本は 1991 年から 2000 年までの 10 年間、世界最

ういう考え方に立脚して日中関係を考えることは正しく

大の援助供与国となった。２）

ない、また中国の意図でもないと私は考えております」

２）政府開発援助大綱（ODA 大綱）
（1992 年）

と、戦後賠償ではないという内容を、大平首相は国会で

1991年ODA４指針を策定し、
1992年には日本のODA

答弁しているが、2000 年に来日した中国の唐外相は、日

政策の基本文書である政府開発援助大綱（ODA 大綱）を

本記者クラブの講演で、
「中国に対するＯＤＡは、戦後賠

策定した。重点地域としてアジアを、重点項目として環

償に代わる行為である」という認識を示している。１）

境問題をはじめとする地球規模課題への対応が取り上げ

しかし、日本政府は円借款について「2008 年の北京オ

られている。

リンピック迄に、新規の供与を終了する方向で、日中両

1990 年代後半から現在に至るまで、日本経済は経済的

国政府間で協議が行われている」としている。この姿勢

な停滞にともなう厳しい財政状況の中で、ODA 予算規模

に対して、中国温家宝首相が、2004 年 11 月ビエンチャ

も縮小された。また援助対象としてもアフリカ等の開発

ンでおこなわれた日中首脳会談の席上で、
「対中国ＯＤＡ

途上国の問題に焦点が当てられようになり、環境・感染

を一方的に中止するなら、日中関係は『雪上加霜』(泣き

症など地球規模の課題へ支援をおこなった。３）

面に蜂）になる」と述べ、日中関係を今後こじらせるこ

３）国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）

とになると牽制した。

このような状況の中、2000 年の国連ミレニアム・サミ

このように、歴史的視点から考察することによって、

ットでは国連ミレニアム宣言や、ミレニアム開発目標が

現在の対中国ＯＤＡの日中関係における両国の立場を認

まとめられ、また開発途上国の貧困削減に対する取り組

識することが重要である。

みが最優先の課題とされた。このミレニアム開発目標に
は８つの目標と 15 のターゲットが掲げられている。４）

（２）日本の視点から南北問題、対中国ＯＤＡを考察す

４）政府開発援助大綱（新 ODA 大綱）
（2003 年）

る

2003 年に改訂された政府開発援助大綱
（新 ODA 大綱）

１）日本の政府開発援助（ODA）の変遷

は、ODA の目的を「国際社会の平和と発展に貢献し、こ

日本の ODA 草創期は、二つの大きな役割があった。

れを通じて日本の安全と繁栄の確保に資すること」と規

第一の役割は、当初の資金協力がアジア諸国、具体的に

定し、新しく「国益」重視を明記している。また、
「平和

は賠償協定を締結したビルマ連邦（現ミャンマー）
、フィ

の構築と人間の安全保障」の視点に基づき、貧困削減、

リピン、インドネシア、ベトナム共和国（現ベトナム社

持続的成長、地球規模の問題への取り組み、平和の構築

会主義共和国）等に対する戦後処理としての賠償支払い

を掲げている。また、日本の技術協力により相手国の経

とそれに平行する経済協力であった。第二の役割は、中

済成長に貢献することは、日本の影響力の確保や信頼の

長期的に ODA がアジア地域の発展に寄与することが、

獲得につながり、国際貿易の恩恵を享受し、資源、エネ

日本の輸出振興政策になるとした。これは賠償とそれに

ルギー、食料などを海外に大きく依存する日本にとって、

平行する経済協力に調達される物資、役務の対象を日本

これら物資の安定的な供給確保の観点から重要な意義が

のものに限定することで、日本の輸出に直接つながって

あるとしている。５）
５）対中国 ODA の変化

いたことがあげられる。
1970 年代には、基礎生活分野（BHN)に対する援助が

日本は、1979 年の大平総理（当時）訪中の際、中国の

重視されるようになり、この分野への支援を増加してい

近代化努力に対して日本として出来る限りの協力をする

った。1980 年代には、石油危機及び一次産品価格の下落

ことを表明して以来、中国が安定して発展し、また、日

を要因として、発展途上国の国際収支が悪化し、自国の

中間に友好な二国間関係が存在することは、日本のみな

経済状態に照らし維持できないほどの債務を抱えること

らずアジア太平洋地域の平和と繁栄にとり極めて重要と

になった国が多数生じた。このため日本は世界銀行の構

の考えの下、ODA 大綱を踏まえ、中国の援助需要、経済

造調整融資等への協調融資もおこないつつ、その一方で、

社会状況、日中二国間関係を総合的に判断の上、対中経

経済発展における政府の役割も重要であり、引き続きプ

済協力を実施してきた。

ロジェクトを中心とした援助も必要であるとの独自の考

2001 年 10 月には、対中国経済協力計画を策定し、対

え方に基づいた支援をおこない、東アジアにおいて目覚

中国 ODA を大幅に見直した。具体的には、
「今後５年間

ましい経済発展に貢献した。1990 年代には、冷戦構造が

の経済協力の方向性」として、次の五つの方向性を経済
15
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協力の基本としている。６）

のかを考察させ、また資料は日本側の立場の視点からの

（ａ）日本国民の理解と支持の下で、国益をふまえるこ

資料か、中国側の立場の視点から見た資料であるかを分

と

析させる。

（ｂ）中国が自ら実施できることは自ら実施すること

資料を分析することは、資料の作り手の視点を抜きに

（ｃ）民間資金とも連携をはかること、

しては、正確に読みとることはできない。ひとつの資料

（ｄ）中国が市場経済化に向けて努力を促していくこと

から、多面的な分析ができる場合も多い。複数の資料を

（ｅ）日本のＯＤＡが中国の軍事力強化に結びつくこと

分析し、意思決定する場合に、どの資料を重視するのか。

ないこと

その理由はどこにあるのか。常に批判的な視点を持って、

また、円借款については「2008 年の北京オリンピック

資料を分析する必要がある。

迄に、新規の供与を終了する方向で、日中両国政府間で

このように情報分析は意思決定の一環として位置づけ

協議が行われている」とした。７）

られている。そのためには次の３つの理由により、その

また、無償資金協力・技術協力で重点分野・課題別経

範囲を拡大し質的に転換する必要がある。

済協力方針として、次の６つをおこなうとしている。８）

第一に、情報が溢れる現代では情報は常に複数の情報

（イ）環境問題

源の裏付けや異なる媒体の情報の融合が必要である。

（ロ）改革・開放支援

第二には、意思決定には様々な形の不確実性が避けら

（ハ）相互理解の増進

れず、それを明らかにするのが情報活動であるが、その

（ニ）貧困克服

ために情報分析は得られた情報の解釈と関連状況と整合

（ホ）民間活動への支援

性の理解に止まらず、さらに全体情勢や将来の事態の展

（ヘ）多国間協力の推進

開予測、最善の対応処置等まで考慮する必要がある。し
かし、断片的な情報の恣意的な解釈や思いこみのリスク

（３）経済的視点から南北問題、対中国ＯＤＡを考察す

は避けられない。その客観性・合理性を担保するために、

る

理論モデルを援用した対象の要素分析や、構造分析、将

植民地政策下において実施されたプランテーション農

来予測、シミュレーションによる総合的な不確実性分析

業は、現代においても開発途上国で固定化された経済シ

の理論分析が不可欠となってくる。その理論分析によっ

ステムとして引き継がれている。価格が低く、不安定な

て情報活動は初めて意思決定を支援できるものとなる。

特定の一次産品に支えられているモノカルチャー経済が、

第三に、意思決定に際しては、現象に対する個人的経

開発途上国の経済を低迷化させ、工業化を遅らせている

験による判断の限界を超えた複雑性を解明することが重

一因となっている。

要であり、これを理論モデルによって補完することが必

日本の対中国ＯＤＡは、1960 年代から 1970 年代にか

要となってくる。10）

けて、日本の経済的自立を目的とした輸出促進政策の一

今回は分析ツールとしてデシジョンテーブルデシジョ

環として、経済協力を効果的に行う側面があり、タイド

ンツリー、デシジョンマップを意思決定の手段としても

援助が大部分を占めていた。しかし、DAC で 2001 年 5

ちいた。

月、後発開発途上国（LDC）向けの ODA のアンタイド

また、資料の分析をもとに、優先順位（プライオリテ

化をすすめる勧告を採択し、
同勧告は 2002 年 1 月に発効

ィ）をつけることを重点とした。複数の資料を検討して、

したため、それにともない日本も見直しをはじめた。日

意思決定にもちいるためには、資料の重みづけが必要で

本のアンタイド化の実施状況は、2003 年約束額ベースで、

ある。漠然と資料を検討するのでは不十分であり、自分

LDC 向け ODA では 65%、二国間 ODA 全体（技術協力

の意思決定の根拠となる資料を選択していくプロセスを

と行政経費を除く）では 96.1%となっており、勧告の要

常に意識することが必要である。あれかこれかの選択で

求を満たしている。９）

はなく、複数の資料に優先順位（プライオリティ）をつ
けることにより、資料を総合的に分析することが必要で

（４）意思決定をおこなうための、情報分析と、理論 モ

ある。

デル、優先順位（プライオリティ）

今回は優先順位（プライオリティ）を視覚化するため

対中国ＯＤＡについて意志決定するために、複数の資

に、得点化しそれを意思決定に利用した。

料を分析し、資料の内容の分析、資料が削減・打ち切り
論の根拠となるものか、それとも継続論の根拠となるも

（５）デシジョンテーブル
16
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デシジョンテーブル（decision table）とは、本来コン

化して描いたもので、起こり得るすべての結論とそれぞ

ピュータのソフトウェアテストを行うために利用される

れの期待値を算出し、期待効用が最大となる選択の経路

決定表と呼ばれるものである。これは入力が複数の条件

を求めるものである。11） (表２参照）
表２
デシジョンテーブル例

（変数：パラメータ）から構成されている場合に、入力
と出力の関係を表形式で表したものである。(表１参照)
表１
デシジョンテーブル例
レポート１～３の提出状況から、成績Ａ～Ｃをつける場
合の条件入力表と結果表
レポート１提出
レポート２提出
レポート３提出

Ｙ Ｙ Ｙ ＹＮ Ｎ Ｎ
Ｙ Ｙ Ｎ ＮＹ Ｎ Ｎ
Ｙ Ｎ Ｙ Ｎ ＹＹ Ｎ

成績Ａ
成績Ｂ
成績Ｃ

X

削減論

日本の財政赤字の解消
新ODA大綱の遵守
中国からの支援

継続論

中国の劣悪な教育状況改善
中国の環境を守ることが、
日本との関係は良好
財政負担増
新ODA大綱に抵触

授業では、資料分析後、６つの資料が意思決定をおこ
X

X
X X

X

なう上で、どのような関係性や、対立性を持ち、削減・

X

打ち切り論と継続論のどちらを支える根拠となるかを、
視覚的に捉えるために図示する目的で構成した。

授業では、最初にデシジョンテーブルを利用し、６つ

次に優先順位（プライオリティ）の高い順に高ポイン

の資料を分析し、分類する目的で構成した。

トを与え、合計したポイントが削減・打ち切り論と継続

まず生徒に提示した６つの資料それぞれについて分析
させた。

論のどちらが大きくなるかを比較する。複数の資料が、

①資料分析をおこなう

それぞれの削減・打ち切り論と継続論の重きづけの根拠

資料の内容をデシジョンテーブルに的確にまとめる。

となり、その重きづけが優先順位（プライオリティ）と

表やグラフを読み取る

なり、合理的に意志決定をおこなう過程を数字化するこ
とを、明確化させるためにもちいた。

②どの資料が自分の意志決定重要か、優先順位（プライ
オリティ）をつける

（７）デシジョンマップ

対中国ＯＤＡについて、削減・打ち切り論、継続論
を意思決定する上で、重要と思われる資料から、１

デシジョンマップは、今回新しく構成した情報分析を

位～６位まで優先順位（プライオリティ）をつける。

振り返るツールである。このデシジョンマップは、デシ
ジョンツリーを利用して、意志決定をした後、自分が優

③それぞれの資料が削減・打ち切り論を支持する資料か、

先順位（プライオリティ）をつけた資料が、日本と中国

継続論を支持する資料か判断する
6 つの資料は、どちらを支持する根拠となるのか。

のどちらの視点に立った資料であったのかを考察させる
ことをねらいとしている。

④それぞれの資料が日本側の視点にもとづく資料か、中

デシジョンマップから、自分が根拠とした資料の選択

国側の視点にもとづく資料か、をデシジョンテーブル

は、どちらかの側に偏っていなかったかを確認させる。

に記入させる。
6 つの資料は、
どちら側からみた資料と考えられるか。

意思決定のもとになる資料が、どのような視点から作ら
れたものかを意識させ、根拠となる資料を批判的に見る
視点や、資料の作成先などを考察させることによって、

（６）デシジョンツリー
デシジョンツリー（decision tree）とは、決定木 、意

今後の意志決定時の資料分析のあり方について再認識さ
せるためにもちいた。

思決定ツリー と呼ばれる。これは、意思決定の“決定”
や命題判定の“選択”
、物事の“分類”などを多段階で繰

３．教材内容の概要

り返し行う場合、その「分岐の繰り返し」を階層化して
樹形図（tree diagram）に描き表したグラフ表現、ある

（１）南北問題の概要

いはその構造モデルのことである。
決定理論におけるデシジョンツリーは、意思決定者が

「人工衛星から地球の光をとらえた写真」を提示するこ

取り得る選択行動と、相手（不確実性）の発生確率（主

とにより、貧困に苦しむ多くの開発途上国が南半球に集

観確率）の分岐が多段にわたる際、これら分岐点を階層

中し、一方北半球には先進工業国が集中していることを
17
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地理的観点から確認し、また南北問題という言葉の由来

目標
（Millennium Development Goals: MDGs）
である。

を認識する。次に「世界がもし 100 人の村だったら」の

MDGs は、2015 年間で達成すべき８つの目標と 15 のタ

動画を視聴して現状を確認する。先進国と開発途上国と

ーゲットを掲げている。13）

の格差や、開発途上国の貧困を 100 人という数字によっ
（５）日本の対中国ＯＤＡの概要

てわかりやすく認識させ、関心を高める活動にもちいた。

日本は、1979 年の大平総理（当時）訪中以来、中国へ
の二国間ＯＤＡとして、累積で約 3 兆 472 億円の政府貸

（２）モノカルチャー経済の概要
次に歴史的背景では、南の開発途上国は、列強諸国に

し付け（円借款）と、約 1461 億円の無償資金供与、約

より植民地支配を受け、現在もプランテーション農業か

1146 億円の技術協力を実施しており、インドネシアに次

ら脱出できていないことを理解させる。一次産品に生産

いで第二位の支援をおこなっている。

を集中しているモノカルチャー経済は、天候や価格変動

しかし 2001 年 10 月の対中国経済協力計画では、対中

に左右される不安定な商品であり、付加価値も工業製品

国 ODA を大幅に見直し、また、円借款については「2008

に対して低いことなどを考察させる。地図から、開発途

年の北京オリンピック迄に、新規の供与を終了する方向

上国の分布を地理的観点から確認させる。

で、日中両国政府間で協議が行われている」としている。
また、無償資金協力・技術協力で重点分野・課題別経済
協力方針も策定された。このように日本国内では、中国

（３）食糧問題の概要

経済の発展や核実験などの軍事費の増大などの理由によ

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の推計では、今日開発途

り削減・打ち切り論がすすんでいる。

上国で飢えに苦しんでいる人々は、８億２千万人にのぼ
り、1992 年の 8 億 2300 万人と比較してわずか 300 万人

Ⅳ．単元開発

減少したに過ぎないとしている。2015 年までに、今後１
年間で 3100 万人の飢餓人口を減らしていかなければ、飢
餓を止めることができないという厳しい現実に地球が直

（１）単元名

面していることを認識させる。12）

南北問題と政府開発援助（ＯＤＡ）

穀物換算食料表示で各国の年間一人あたりの消費量は、
インドは年間 200 キロ、
日本は 400 キロ、
アメリカは 800

～対中国ＯＤＡは削減・打ち切りするべきか、継続する
べきか～（対象：高校３年生）

キロで、倍倍になっており、この消費の差は、穀物を家
畜に与え、肉類の生産に大量に消費していることが原因

（２）単元のねらい

であり、世界の貧困と飢餓は食料分配の不公平さと、先

南北問題の歴史的成立過程とその経済システムの認識

進諸国の食生活に大きく関係していることを考察させる。

と、日本のＯＤＡの現状の追究から、対中国ＯＤＡ問題

こうしたなか国連「世界食料サミット」
（1996 年）の

の概要を把握し、デシジョンテーブル、デシジョンツリ

ローマ宣言では、2015 年までに世界の飢餓人口の半減を

ー、デシジョンマップをもちいて合理的意志決定をおこ

目指すことが提起され、これが国連ミレニアム開発目標

なうための思考プロセスを視覚化・明確化することで、

（2000 年）に引き継がれたことを認識させる。

生徒自身が合理的に意思決定をおこない、その決定につ
いて表明をおこなう。

（４）国連ミレニアム開発目標の概要
2000 年 9 月ニューヨークで開催された国連ミレニア

（３）単元の位置づけ

ム・サミットに参加した 147 の国家元首を含む 189 の加

「学習指導要領」との関係では、高等学校公民科「政

盟国代表により、21 世紀の国際社会の目標として国連ミ

治・経済」において、
（３）現代社会の諸課題のイで、
「地

レニアム宣言が採択され、平和と安全、開発と貧困、環

球環境問題、核兵器と軍縮、国際経済格差の是正と国際

境、人権とグッドガバナンス（良い統治）
、アフリカの特

協力、経済摩擦と外交、人種・民族間問題、国際社会に

別なニーズなどを課題として掲げ、21 世紀の国連の役割

おける日本の立場と役割について、政治と経済を関連さ

に関する明確な方向性を提示した。そして、この国連ミ

せて考察させる」として、国際理解のねらいのみに留ま

レニアム宣言と 1990 年代に開催された主要な国際会議

らず、
「日本の立場と役割」を積極的に考察し、公正かつ

やサミットで採択された国際開発目標を統合し、一つの

客観的な見方や考え方を深めさせる」としている。14）近

共通の枠組みとしてまとめられたものがミレニアム開発

年大きく変化をしているＯＤＡについて、削減・打ち切
18
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りをすすめるか、継続していくのかを生徒が合理的に意

ができたのか。資料をどれくらい批判的に見ることがで

志決定をするプロセスを視覚化することにより、その本

きたのか。得点だけではなく資料分析そのものを深く考

質的問題に迫り、深い洞察力を身につけることができる

察するプロセスを、今度さらに充実させていきたい。

単元計画を作成した。
【註】

（４）活動計画

１）対中国ＯＤＡ（政府開発援助）見直し論議（国立 国会図
書館 ISSUE BRIEF NO.468)

本単元計画は全３時間で構成する。活動計画の展開例

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0468.pdf

は別掲資料にて述べる。

２）政府開発援助（ＯＤＡ）白書 2006 年版
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/06

（５）成果と課題

_hakusho/index.html

豊かな日本に生活している生徒にとって、地球的規模
の貧困の拡大を理解することは容易ではない。開発途上

３）政府開発援助（ＯＤＡ）白書 2006 年版

国の貧困を知ることが、国際理解の第一歩である。そし

４）政府開発援助ＯＤＡホームページ「ミレニアム開 発目標」

て、知るだけではなく、日本をはじめとする先進国が、

2015 年に向けた日本のイニシアティブ

その貧困に大きく影響していることをしっかりとらえさ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kouhou/

せたい。開発途上国の現状とその歴史的背景を学ぶこと

pamphlet/pdfs/mdgs_03.pdf

で、地球規模の貧困に対して、私たちが積極的に支援を

５）政府開発援助（ＯＤＡ）白書 2006 年版

おこなう必要があることに気づいてもらいたい。

６）政府開発援助ＯＤＡホームページ「対中国経済協 力計画」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kunibetsu/enjyo/c

一方、日本の対中国ＯＤＡが削減に向かっているが、

hina._h.html

この選択は日本として正しい決定なのか。今回訪れた農
村の貧困は想像以上のもので、その一方で都市部は急激

７）在日中国大使館「日本の対中国経済協力（概観）
」
http://www.cn.emb-japan.go.jp/oda_j/summary_j.htm#2

な発展を続けている。マスメディアによる中国の発展は、
限られた都市の一部であることをあらためて痛感した。

８）政府開発援助ＯＤＡホームページ「対中国経済協 力計画

日本の新ＯＤＡ大綱では「日本の国益重視」の方針が決

概要」

められたが、経済面でも政治面でも中国との関係は今後

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kunibetsu/enjyo/c

の日本にとってさらに重要になっていくのではないのか。

hina_gai.html

確かに日本の財政赤字は巨額になっており、国内では問

９）EIC ネット「タイド援助」

題が山積している。しかし一方で国境を越えた日本企業

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=3314

の活動により、世界中で得た利益を巨額の富として日本

１０）飯田耕司「意思決定分析の理論」
（意思決定分析の基礎理

に還流させている。また日本の ODA を多くの国が期待

論）

している現状もある。

１１）＠ITweb「デシジョンツリー」

このように南北問題と ODA をめぐる問題は、政治・

http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/decisiontree.html

経済・歴史など総合的な視点から考察することにより、

１２）ＦＡＯプレスリリース「2006 年世界の食料 不安の現状」

より深い理解が得られる。この問題で意思決定をおこな

http://www.fao.or.jp/news/documents/2006.10.30.pdf

うためには、複雑な条件を正確に分析し、多様な視点か

１３）外務省 web 「ミレニアム開発目標（Millennium

ら考察し、分析ツールを利用することで、最適な決定を

Development Goals：MDGs）
」

おこうことが可能となるように工夫した。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/
mdgs.html

生徒自身が意思決定することが最終目標ではなく、意
志決定のプロセスで、資料の選択、資料の考察、優先順

１４）高等学校学習指導要領解説公民編

位の決定などを通して、問題の本質に迫り、複合的に判
（田中一裕 明石卓）

断できる力をつけさせたいと考えている。
今回は、優先順位（プライオリティ）を得点化したが、
重みづけの方法を異なった方法でも実施することが可能
であった。生徒自身が重きづけや優先順位（プライオリ
ティ）をつける際に、資料の内容にどれくらい迫ること
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＜別掲資料＞
単元計画（全３時間）
第一次 南北問題の歴史的成立過程とモノカルチャー経済、国連のミレニアム目標開発
第二次 対中国ＯＤＡ問題の概要の把握と資料分析にもとづくデシジョンテーブルの編集
第三次 デシジョンツリーとデシジョンマップの編集、思考の可視化、意見の形成と表明
単元の展開
【第一次 南北問題の歴史的成立過程とモノカルチャー経済、国連のミレニアム目標開発】
発問

展開

教授・学習活動

資料

生徒に定着させたい知識

◎題材への関心を高める活動
○「人工衛星から見た地球の夜」 T：投げかける
導
入

の写真から、どのようなことが

１

S：予想する

進国に集中していること、また南半球に

T：説明する

わかるか？

○光の帯が、都市からの光で、北半球の先
集中している開発途上国の暗さに気づく

○「動画で見る１００人の村」を

T：発問する

視聴し、開発途上国と実態はど

S：予想する

状にあり、先進国との格差が大きいこと

うなっているか？

T：説明する

を理解する

２

○開発途上国の人々の生活が、厳しい現

T：テーマ提示

◎問題を認識させる活動
○南北問題の歴史的背景はどの

T：発問する

３

S：答える

ようなものか？
○インドネシア、スマトラ島のア
ブラヤシの続く写真は、人為的

○1945 年の植民地の世界地図から、植民地
が集中しているところを確認する

T：発問する

４

S：答える

○生態系を無視したアブラヤシだけのジャ
ングルが、かつての宗主国のプランテー
ション農業が残したものであることを理

なものか？

解する
○プランテーション農業とは何

T：発問する

○単一の一次産品を主な生産物として経済

か？現地に与えた影響はどの

S：予想する

的に依存している経済であり、天候や相
場により価格が不安定であり、独立後も

ようなものか？
展

○モノカルチャー経済とは何

T：発問する

モノカルチャー経済から脱出できない開

開

か？開発途上国の経済システ

S：予想する

発途上国の状態を理解する

ムはどのようなものか？

T：説明する
生

T：発問する

しているが、私たち先進国は関

S：予想する

めに、その数倍の穀物が消費されている

係ない出来事なのか？

S：答える

ことから、開発途上国の貧困が先進国と

T：説明する

無関係ではないことを理解する

○食糧不足により飢餓が発

５

○先進国で消費されている肉類の生産のた

◎資料から情報を獲得させる活動
○ミレニアム開発目標（MDGs） T：発問する
６
○2000 年 9 月ニューヨークで開催された国
とは何か？
S：答える
連ミレニアム・サミットで制定された目
標であることを理解する
○ミレニアム開発目標が、 目指 T：発問する
○2015 年まで世界から貧困と飢餓を撲滅す
しているものはどのようなも S：答える
るための８つの目標と１５のターゲット
のか？
を定めていることを理解する
◎日本と中国の歴史的背景に注目させる
７
○日本と中国との歴史的関係は T：発問する
○1941 年の日本の中国大陸における勢力図
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S：答える

どのようなものか？

８

から、日本が戦中に中国大陸深く攻め入
ったことを理解する。また第 2 次世界大
戦時日本の最大勢力図から、アジアの多
くの国に、日本が攻め入ったことを理解
する

○中華人民共和国成立後の中国
の経済はどのようなものだっ

T：発問する

○経済分野で学習した社会主義経済の特

S：答える

徴を再確認する

たか？

○1993 年の社会主義市場経済導入が、中国
国内の都市と農村における経済格差が拡
大したことを理解する

次の時間へ向けて資料から情報を獲得させる活動
○日本のＯＤＡはどのようなも
終

T：投げかける

９

S：予想する

のか？

○ＯＤＡには、
「無償援助」
「技術協力」
「政
府貸付（円借款）
」の３つがあり、それぞ
れの特徴を理解する

結
○日本のＯＤＡには、どのような
問題点があるか？

T：発問する

○問題点として、グランドエレメントが、

S：答える

日本がＤＡＣ加盟国中最低であること、
タイド援助が多い、経済インフラ中心で
あること、情報の不透明性・不正問題な
どを理解する

【第二次 対中国ＯＤＡ問題の概要の把握と資料分析にもとづくデシジョンテーブルの編集】
展開

発問

教授・学習活動

資料

生徒に定着させたい知識

◎題材への関心を高める活動
○スタディーツアーで中国を訪れ
た際のハルビンの写真を提示、

T：投げかける

10

S：考える

○新潟市と姉妹都市のハルビン市の都市
化と、農村部の格差に気づく

また白音諾勒（バイヌル）村小

○白音諾勒（バイヌル）村小学校へ、新潟

学校の写真を提示する

県日中友好協会の支援で、教育環境が向
上したことに気づく

導
入
◎対中国 ODA 累積額の推移を提
示し、
また日本による ODA 打ち

◎題材への関心を高める活動
T：発問する
○対中国 ODA 額が２０００年代になると
11
S：答える

12
13

切り政策と中国首相の継続希望
の発言を紹介し、両国の考え方

減少傾向にあることを理解する
○日中間に削減・打ち切り論と継続論の対
立に気づく

はどのように異なっているの

（以下｢削減・打ち切り論｣を｢削減論｣と略

か？

す）

小単元の主題の提示
対中国 ODA の、削減論と、継続論のどちらを支持するべきか
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◎デシジョンテーブルに情報をまとめる活動

展
開

○資料Ａ～Ｆから、どのような情

T：説明する

資料

○資料Ａ～Ｆから情報を読みとり①欄に整

報が得られるか？それぞれにつ

S：デシジョン

Ａ

活

いて、表の①欄にまとめる。

テーブルに記入

Ｂ

動

○②欄にはＡ～Ｆの資料が対中国

する

Ｃ

○②欄には、資料からの読み取りをもとに

１

ＯＤＡの削減論・継続論を判断

Ｄ

して、対中国ＯＤＡの削減論・継続論を

する際に、自分が重要と考える

Ｅ

判断する際に、自分が重要と考えるもの

ものはどれか？ 重要な順に１

Ｆ

に、プライオリティ（優先度）を決定し

位～６位の優先順位をつける

理する

優先順位をつける

○Ａ～Ｆの資料は削減論、継続論

○A～F 資料は削減論、継続論のどちらを支

のどちらを支持する根拠と考え

持する根拠と考えられるか、資料の分析

られるか？③欄に○をつける

から、判断をする

○Ａ～Ｆの資料は、中国側の視点

○資料の分析から、

にもとづく資料か、日本側の視

日本側の視点か、中

点にもとづく資料か、どちらか

国側の視点か、判断

に○をつける

する

【第三次 デシジョンツリーとデシジョンボードの編集、思考の可視化、意見の形成と表明】
展開

発問

教授・学習活動

資料

生徒に定着させたい知識

◎デシジョンツリーによる意見の形成と意思決定
◎デシジョンテーブルの③欄の情

T：説明する

活

報を、デシジョンツリーに削減

S：デシジョン

動

論と継続論に分類して、優先順

ツリーに記入

２

位の高い順に整理する

する

◎資料を削減論、継続論で分類し、情報を
整理する。また優先順位のポイントを合
計する
○③爛のシェアリングにより、自分の決定

○③欄のシェアリングを行う。
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とその根拠を選択した理由を表明する。
他の生徒は聞いて確認する。
○デシジョンツリーをもとに、自

○デシジョンツリーをもとに、自分は削減

分は削減論と継続論のどちらの

論と継続論のどちらの考えを支持するか

考えを支持するか、筋道立てて

を筋道立てて意見を表明する

意見を表明する

◎デシジョンマップを使って問題意識を高める活動

活
動
３

◎デシジョンマップ上の、ポイン
トの合計ラインに自分のマーク
を入れる

T：説明する
S：デシジョン
マップに記入
する

◎デシジョンマップ上の、ポイントの合計
ラインに自分のマークを入れる
○１位、２位に注目して、デシジョンマッ
プ上でマークを移動させて、自分の意志
決定が、①どのような情報を重視して、
②どちらを支持しているのかを、明確に
する

○１位、２位に注目して、デシジ
ョンマップ上でマークを移動さ
活
動
４

せてみる
○班のメンバーに、自分の位置を

T：説明する
S：デシジョン
マップに記入

○自分が高い優先順位をつけた情報につい
て、なぜその情報を選択したのか振り返
る
○自分が日中両国の情報について、どのよ

する

表明し、班の中で各自の位置を、

うな立場から決定をおこなったかを、班

表にマークする

内で表明する

資料の視点を確認
削減論と、継続論への意思決定をおこなった、最初の資料分析は日中双方の資料を考慮した決定であ
ったか？ もう一度資料分析へ戻って、考察する
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活動３ デシジョンマップをつかって問題意識を高めよう
ポイントの多い方の数字の上に○をつける
中国（相手側）の立場を重視
中国（相手側）の立場を重視した削減論

中国（相手側）の立場を重視した継続論

2
1

14

13

12

11

11

12

13

14

15

継続論

削減論

15

1
2
日本（自国）の立場を重視した削減論

日本（自国）の立場を重視した継続論

日本（自国）の立場を重視
１．自分の選んだ１位と２位が中国側・・・中国（相手国）側の立場を重視 ↑へ２コマ進める
２．自分の選んだ１位だけが中国側・・・・中国（相手国）側の立場を重視 ↑へ１コマ進める
３．自分の選んだ１位と２位が日本側・・・日本（自国）側の立場を重視

↑へ２コマ進める

４．自分の選んだ１位だけが日本側・・・・日本（自国）側の立場を重視

↑へ１コマ進める

自分が重要視した資料が、上記のどの事象にあてはまる資料であるか確認する。
また今回の意志決定で不足している部分を、記入する
（中国側の継続論を支持する資料を最も重視した。
また 6 つの資料の中で削減論を根拠付ける資料が 3 つ、継続論を根拠付ける資料が 3
つあると考えた。また 6 つある資料の中で、日本側の資料が 4 つ、中国側の資料が 2
つあり中国側の根拠となる資料が少ないと思われる）

◎複数の情報を分析し、プライオリティにもとづき複合的に意思決定をおこなう
ま

◎意思決定にいたる情報分析の方

T：発問する

と

法として、内容の分析や資料の

S：振り返る

め

視点を明らかにすることができ

◎意思決定をおこなうために、正確に情報
分析する
○内容や視点に注目し、より深い分析をお

たか？ また複数の資料の優先

こなう

順位（プライオリティ）づけを

◎複数の情報を、多面的に分析し、プライ

意識的に、おこなえたか？

オリティにもとづき意思決定をおこなう

振

◎意思決定までの思考プロセスを

T：発問する

◎意思決定がすすめられていく思考プロセ

り

具体的に認識することができた

S：振り返る

スを視覚的にとらえることで、客観的な

返

か？

意思決定をおこなうことができたか、振

り

り返る

24

新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合センター研究紀要 教育実践総合研究 第6号 2007年

［教授資料］
１．
「人工衛星から見た地球の夜」
（出典：フリー百科事典「ウィキペディア」
）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Earthlights_dmsp.jpg
２．
「動画もし世界が１００人の村だったら」
（動画提供：ＮＰＯ法人オアシス）
http://www.oasisjapan.org/100nin.html
３．
「１９４５年の植民地の世界地図」
（出典：フリー百科事典「ウィキペディア」
）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Colonization_1945.png
４．
「インドネシア、スマトラ島のアブラヤシの続く写真」
（東南アジア地域研究専攻：インターネット連続講座
２０００年度第２２回「水産資源の養殖と放流」より作成）
http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/special/022-05.html
５．
「肉類の生産と穀物消費の関係」
（出典：最新図説現社(浜島出版)より作成）
６．
「ミレニアム開発目標（MDGｓ）
」
（出典：外務省,政府開発援助 ODA より作成）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kouhou/pamphlet/pdfs/mdgs_03.pdf
７．
「1941 年の日本の中国大陸における勢力図」
（出典：最新世界史図表(第一学習社)より作成）
８．
「第 2 次世界大戦時日本の最大勢力図」
（出典：最新世界史図表(第一学習社)より作成）
９．
「政府開発援助の種類」
（出典：政治・経済資料集(東京法令社)より作成）
１０．
「ハルビン市、白音諾勒(バイヌル)村小学校訪問の写真」(スタディーツアーで撮影)

ハルビン市内

25

新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合センター研究紀要 教育実践総合研究 第6号 2007年

内モンゴル自治区 白音諾勒（バイヌル）村小学校

白音諾勒（バイヌル）村周辺
１１．
「対中国 ODA 累積額の推移」
（出典：外務省,政府開発援助 ODA）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/kondankai/senryaku/21_shiryo/pdfs/shiryo_2_1.pdf
１２．
「小泉首相、対中国 ODA 削減を表明」
（出典：国立国会図書館 ISSUE BRIEF 対中国政府開発援助(ODA)
見直し論議 経済産業調査室）
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0468.pdf
１３．
「温家宝首相、円借款は中国経済建設に貢献した、発言」
（出典:NIKKEI NET）
http://www.nikkei.co.jp/seiji/20041224e3k2400a24.html
資料 A「日本の債務残高」
（出典：財務省 我が国の財政事情について）
http://www.mof.go.jp/seifuan14/yosan005.pdf
資料 B「環境保全(環境ＯＤＡは自分を守る道)」(出典：国際協力プラザＯＤＡ新聞)
http://www.apic.or.jp/plaza/oda/study/20060518-01.html
資料Ｃ「経済成長率(アジア各国の経済成長率と世界平均)」(出典：総務省統計局より作成)
http://www.stat.go.jp/data/sekai/03.htm
資料 D「中国の教育環境(希望工程)」(出典:新潟県日中友好協会より作成)
http://www.niigata-inet.or.jp/njcfa/pj-hope-houdou.htm
資料 E「一人当たりの GDP（APEC 各メンバーエコノミーにおける一人当たり GDP 比較）
」
（出典:外務省）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/tokei/gdp.html
資料 F「中国の軍事費（中国軍事費は公表の２～３倍、周辺脅威に(米国防総省)）
」(出典:外交防衛委員会調査室
｢中国の軍事力｣より作成)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/kounyu/20061027/20061027080.pdf
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Ⅳ．おわりに
１．研究の特徴／成果

供することにある。日常の教育実践では、現地取材を実
施することは容易なことではないが、現地の人々の姿や

本研究は、大学院教育学研究科における授業として、

事象に直に触れ、感じたこと、考えたことを手がかりに

幾つかの特徴を有する取り組みである。一言で表すなら

して、教材開発や授業開発に取り組むことは、社会を学

ば、
「学部や地域と連携した大学院教育研究活動」である。

び社会について考える社会科教育実践者にとって重要な
アプローチである。

（１）新潟県国際交流協会委託事業を大学院授業内容に

現場の雰囲気や生活者の実態や息吹を感じ取ることで、

組み込んだ取組

その生活者や現地の課題意識や生活現実をくぐり抜けた

「現代中国社会の理解を深める社会科授業開発研究」

学習テーマ・学習問題の設定（生活現実の課題化的把握）

（以後「開発研究」と称する）への取り組みは、平成１

が可能となる。わずかな時間ではあったが、中国東北部

８年度新潟県国際交流協会委託事業「大学＆ＮＧＯと連

の農村に立ち、子どもの学習の様子や村の姿、植林場で

携した国際協力ユース育成事業」の一環である。本委託

の放牧の実態等に触れるという学びのアプローチは、第

事業の内容は、①市民・大学生向けの平和講座の開講、

三者的に対象を分析して捉えるデスクワークの在り方を

②大学生対象のスタディ・ツアーの実施、③国際理解教

方向付ける役割も時には果たすことになる。フィールド

育のためのガイドブック作成、の３つからなる。

ワークとデスクワークの往還関係を十分に深めるまでに

本「開発研究」は、この②と③を有機的に結びつけた

は至らなかったが、両者の次元の異なるアブローチを生

ものである。既に、
「Ⅰ はじめに」にてその経緯は説明

かした授業開発体験を組織できたし、またその成果が現

してあるので、ここでは詳細は省くが、中国黒竜江省ス

れた内容となった。

タディ・ツアー体験を通して、大学生・大学院生の中国
理解や中国との交流を深めるとともに、その体験で掴ん

（４）地域の学校と連携した実践を踏まえた授業構想の

だ課題を現代中国社会理解のための授業開発の核として、

検証・モデル化

ガイドブック作成に取り組んだ。

本「開発研究」では、学部生の取り組んだ授業も含め
ると社会科若しくは総合的な学習のための４単元の授業

（２）学部授業と大学院授業の連携を図った授業開発研

開発に取り組んだ。

究の取り組み

学部生は、新潟市立万代長嶺小学校と新潟大学教育人

大学院教育学研究科の授業としては、
「社会科教材開発

間科学部附属新潟中学校での授業実践に取り組む機会を

研究特論」の一環として本「開発研究」を位置づけ、１

得た。大学院生は、新潟県立村上中等教育学校と新潟県

年次院生４名がこの授業開発研究に取り組んだ。一方、

立新潟西高等学校で実践した。いずれも、授業者は学部

学部開講授業でも、学部生を中心にした本「開発研究」

生もしくは大学院生であり、その実践を分析・評価する

に取り組んだ。そして、必要に応じて、大学院授業と学

活動に取り組んだ。大学院及び学部の授業内容を実践と

部授業との交流や学生・大学院生との共同作業の場を組

結びつけ、その成果を検証するためには学校との連携が

織した。大学院生には、現職派遣教員が３名含まれてお

不可欠である。そのようなつながりが、今回は各学校長

り、現職教員院生とストレートマスター、及び学部生の

及び学級・教科担任教員の理解の下に進められたことは、

学びの場を組織した。そこに大学教員のみで組織すると

幸いであった。

きとは異なる多様で有効な教育機能が発揮されることと
なった。

（５）研究成果の学校への還元

（３）フィールドワークとデスクワークを組み込んだ授

める社会科・総合的な学習の時間―授業プログラム活用

業開発方法の試み

ガイド―』
（２００７年１月）としてまとめ、新年度に

②と③の結合は、授業開発におけるフィールドワーク（現

新潟県内の全小中学校に配布して、国際理解教育実践の

地取材）とデスクワーク（文献研究）を有機的に繋ぐも

参考にしていただくことになっている。

本「開発研究」の成果は、
『現代中国社会の理解を深

のである。本「開発研究」は、国際理解授業モデルを提

活用ガイドを手にして、また実践した先生方から、意
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見や批判が寄せられることで、その内容を更に高めてい
くと同時に、大学・大学院授業と小・中・高校との交流
や連携が発展することを期待している。更に、各学校で
のカリキュラム開発・授業開発の一助となれば幸いであ
る。
２．課題
授業構想力、授業実践力、授業評価能力を高めていく
ためには、アクション・リサーチ的に計画（plan）
、実践
（do）
、評価（check）
、再実践（action）の一連のサイク
ルの中で、授業開発研究に取り組むことが求められる。
本「開発研究」では、そのようなサイクルの中で取り組
んだ。スタディ・ツアーを挟んで、事前学習、授業構想、
実践、分析・評価、修正という一年近くに及ぶ活動であ
った。しかし、本論では、開発した単元内容の記述にと
どめ、実践の概要記述や実践を通しての児童・生徒の知
識の獲得や認識の変容・深まりの分析記述、更にそれら
による開発単元の評価と修正に関する記述が省略されて
いる。
読者の皆様には、その部分がブラックボックスとなっ
ていることをお断りしたい。今後の課題として取り組み
たい。
３．謝辞
本「開発研究」には、多くの方々の協力と支援をいた
だいた。
まず、授業の場を提供していただいた、新潟市立万代
長嶺小学校、新潟大学教育人間科学部附属新潟中学校、
新潟県立村上中等教育学校、新潟県立新潟西高等学校の
校長先生に、心から感謝し、御礼申し上げたい。また、
貴重な時間を割いていただいた各担当教員の皆さん、ま
た私どもの授業に参加してくれた児童・生徒の皆さんに
心から感謝申し上げたい。また、本「開発研究」の機会
を提供していただいた新潟県国際交流協会に御礼申し上
げたい。
最後に、参加してくれた大学院生・学部生に感謝した
い。特に、現職派遣院生として実践等のご協力をいただ
いた田中一裕先生、岩見泰先生、明石卓先生、そして論
文編集作業等を快く引き受けてくれた丸山信昭君には感
謝したい。
２００７年３月

（宮薗衛）
(平成 19 年 3 月 20 日受理)
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