
第６学年白組 社会科学習指導案
学習指導者 増井泰弘

１ 単元名 「今に伝わる室町文化」

２ 単元について

（１）本単元は，小学校学習指導要領内容（１）「我が国の歴史上の主な事象について，人物

の働きや代表的な文化遺産を中心に遺跡や文化財，資料などを活用して調べ，歴史を学ぶ

意味を考えるようにするとともに，自分たちの生活の歴史的背景，我が国の歴史や先人の

働きについて理解と関心を深めるようにする。」のエ「京都の室町に幕府が置かれたころ

の代表的な建造物や絵画について調べ，室町文化が生まれたことが分かること。」という

内容に基づいて設定した単元である。この内容は，京都の室町に幕府が置かれたころの文

化のうち，代表的な建造物や絵画を取り上げ，それらを具体的に調べることを通して，室

町文化が生まれたことが分かるようにすることをねらいとしている。｢京都の室町に幕府

が置かれたころの代表的な建造物や絵画｣について調べるとは，例えば，足利義満が建て

た金閣や足利義政が建てた銀閣などの建造物や雪舟によって描かれた水墨画などの絵画を

取り上げて調べ，今日の生活文化に直結する要素をもつ室町文化が生まれたことが分かる

ようにすることである。｢室町文化が生まれたことが分かる｣とは，京都の室町に幕府が置

かれたころに，足利義満や足利義政によって代表的な建造物が建てられたことや，雪舟に

よって我が国の水墨画を代表する作品が生み出されたことが分かるようにすることであ

る。

平安時代末から鎌倉時代にかけ，政治の主体は貴族から武士へと移行したものの，地方は，

荘園制という土地体制の中で，武士と貴族や寺社が二重の支配を行っていた。ところが，鎌倉

時代末以降に惣が確立していくようになると，民衆（農業民）は土地を媒体とした村落共同体

を形成していくようになり，時には領主権力に対して抵抗するようになった。このような動き

は，農業という「生産」を重視する社会を形成させ，非生産的な職業をなす人々を「社会外」

の存在として「卑賤視」の対象とした。職人や商人も「加工」「流通」という性格から，ある面

で「卑賤視」された。中でも，芸能のような無形の産物を提供する「河原者」は「卑賤視」の

対象であった。「河原者」の生業は，造園，死牛馬の処理（皮革生産），葬送などが確認できる。

これらは，「自然物を造りかえる」ことや「非日常」のものを「日常」に戻す「キヨメ」という

「特別」な力を持った「畏れ」とともに，そのような能力を持つことに対する「恐れ」を有し

ていたためである。別火，別器，別居所といった差別慣行は，このような社会の中で生み出さ

れてきたのである。しかし，将軍家をはじめとする政治の担い手は「河原者」を重用し，現在

の生活様式につながる文化を築き上げた。義満時代の観阿弥，世阿弥の「能」，義政時代の善阿

弥，又四郎などの造園などが顕著な事例としてあげられるが，彼らを重用した背景には，美的

感覚によるものではなく，宗教観，世界観を体現した所作にその価値を見出したととらえなけ

ればならないであろう。

以上のような，中世社会に現れた「卑賤視」観を学ぶことは，近世の民衆の意識，さらに近

代現代の「部落差別」を見据えていく最初の部落史学習としてたいへん重要である。さらに，

庭造りに誇りをもって生きている又四郎の思いにふれることで，差別されていた人々の差別に

負けない前向きな生き方に共感できる教材である。

（２）本学級の子どもは，３２名（男子１２名，女子２０名）である。男女の仲もよく，学習

面においては，明るく賑やかな雰囲気の中で，学習に取り組むことができている。６年生

になり，歴史の学習をはじめて，社会科が好きになったという声を多く聞くようになった。

しかし，学習内容の定着には時間を要し，個別指導を必要とする子どもが数名いる。積極

的に手を挙げて発言する子どもも限られている。歴史学習に関しては，子どもたちの興味

・関心を大切に学習を進めている。教科書や既存の資料集の利用だけでなく，ICT（PC，

電子黒板，実物投影機，デジタル教科書，NHKデジタル教材等）を活用することによって，

子どもたちは意欲的に学習に取り組んでいる。本単元「武士の世の中へ」の学習において

もICTを活用し，歴史事象にしっかりとしたイメージをもたせ，学習を進めている。しかしなが

ら，当時の民衆の生活様式や生活規範，また被差別民衆の態様を理解するまでには至っていな

い。



（３）本時は，又四郎が語った資料「又四郎のつぶやき」を中心にすることにより，まず当時の社

会相を明らかにしたい。ただし，本来なら，当時の生活様式の規範であった「延喜式」にみら

れる「ケガレ意識」を，中世における差別の確立として関連づけることが必要であるが，「ケガ

レ意識」を現代の児童に理解させることは大変困難である。そこで，本時では，「ケガレ意識」

という言葉は取り上げず，当時の民衆の意識が，特別の職能をもつ異能者への「畏れ」から「恐

れ」へ，そして，やがて「排除」へと，共同体の結成とともに，移り変わっていったことをお

さえたい。子どもの言葉では「不思議な力をもつ自分たちとはちがう人」への差別が，人々の

「はっきりとした理由のない言い伝え」による「差別意識」から生まれてきたことをおさえた

い。その過程で，又四郎への差別のまなざしを理解させるために，アニメ「もののけ姫」に描

かれた日本古来の八百万の神々という考えを利用したい。

また，本時は「差別」の理由について正しい認識をもっことと，「差別」について自分の考え

をもつことがねらいである。そこで，相互交流の活動より，コミュニケーションの基礎として

の自分の考えをしっかりともつことを大切にしたい。そこで資料を読み取ったり教師の説明を

聞いたりしてわかったことや考えたことを「書く」活動により自分の考えを表出させていきた

い。また，教師や友だちの考えを聞くことで，自分の考えをより深められることを実感させ，「聞

く」ことの大切さも感じとらせたい。

さらに，当時の民衆の又四郎たちへの差別は，科学的根拠のない「はっきりとした理由のな

いいい伝え」によるものであることをしっかりとおさえ，差別は人々の心の「差別意識」が生

み出していることを理解させたい。そして，そこから，現在を生きる自分たちは，どのような

心構えで生きるかを学ぶきっかけとしたい。

３ 単元の目標

・ 源平の戦いや鎌倉幕府の始まり，元との戦い，室町文化に関心をもち，このころ武士による

政治が始まったとことや，京都の室町に幕府が置かれたころに室町文化が生まれたことが理解し，

今日の生活文化に直結する要素をもつ室町文化に親しもうとする。

・ 年表や文章資料，イラスト，写真などの資料を効果的に活用して調べたり，調べたことを目的

に応じた方法でノートやにまとめ，発表し合ったりするとともに，源頼朝などの人物の業績や室

町文化が我が国の国家・社会の発展に果たした役割を考えることができる。

・ 中世室町時代において，差別が社会的に成立していたことを理解し，人権に対する正しい認識

をもつことができる。

４ 単元展開の構想 （全６時間）

第１次 室町幕府と室町文化 （３時間）

・ 金閣や銀閣。書院造りなどを中心に調べ，武士の中から新しい文

化が生まれたことや今の生活とのつながりがあることを理解する。

・ 雪舟の描いた水墨画を見て，その特徴を話し合い，雪舟と水墨画

について調べる。 アニメ「も

ののけ姫」の

視聴

（学活）

第２次 室町文化を探る （１時間）

・ 銀閣の庭造りで活躍した身分の上で差別されていた人々について 「招かれな

調べ，科学的根拠のない差別意識によって差別が生まれてきたこと か っ た 誕 生

を理解する。（本時１／１） 会」不合理な

差別に怒り差

別された者の

悲しみに共感

第３次 室町文化を体験する （２時間） できる。

（道徳）

・ 室町文化を体験し，学習のまとめをする。



５ 本時の学習指導
（１）目標

・ 室町文化を代表する銀閣寺の庭園を造ったのは，当時差別された人々であったことや，当時
の民衆の差別意識が科学的根拠のない考えのもとになっていたことを理解する。

・ 差別について自分の考えをもつことができる。
（２）評価基準

・ 資料から又四郎が差別された理由を読み取り，自分の考えを発
表することができる。

Ａ ・ 又四郎の差別に負けない生き方に共感した考えを書くことがで
十分満足 きる。

・ 差別意識は科学的根拠のない考えがもとになっていたことを知
り，自分の行動を振り返ることができる。

・ 資料から又四郎が差別された理由を読み取ることができる。
Ｂ ・ 又四郎の差別に負けない生き方に共感することができる。

おおむね満足 ・ 又四郎が差別されていたことについての考えを書くことができ
る。

（３）学習指導過程

学習過程と子どもの意識の流れ ◇教師の支援 ☆評価

１ 銀閣の庭のすばらしさについて話し合う ◇ 銀閣の写真を提示し，
考 銀閣の庭は日本の伝統文化
え 金閣寺に比べて地味だけれど，庭が広くてとてもきれい の一つであり，国内外から
を だな。世界的にも有名な庭なんだな。 多くの観光客が訪れている
も ことを紹介する。
つ

２ 資料１「銀閣寺と又四郎」を読んで、学習問題を作る ◇ 資料１「銀閣寺と又四
郎」を提示し，資料を通し
て銀閣寺の庭は，善阿弥，

銀閣寺の庭園を造った「又四郎」は庭造りの名人で，努 彼の子小四郎，彼の孫又四
力家でいつも勉強していたのに，どうして差別されていた 郎の三代で造られたこと，
のかなあ。 善阿弥は当時の将軍から大

切にされる存在であったこ
とを説明する。
◇ 「又四郎」は,難しい本
を常に携えていたことから，

又四郎は庭造りの名人なのにどうして差別されたのだろう。 庭造りについての知識を高
めるための努力を積み重ね
ていたことをおさえる。
◇ 又四郎のつぶやきを示

３ 又四郎が差別されていた理由を考える し，又四郎の努力や功績と
広 のずれから問題意識をもた
げ せるようにする。
る ◇ 又四郎が差別された理
・ 将軍に大事にされていたのでねたまれたのかな。 由をまず子どもなり予想さ
深 わからないな。資料２を読んでみよう。 せる。「わからない」という
め 意識も大切にしたい。
る ◆ 差別された理由を資料

（１）資料２「差別された人々」を読んで，差別された理由 ２「差別された人々」から，
を見つける 自分なりに読み取らせる。

その際，資料の内容が難し
いので，語句の説明をした

このころの人々 河原に住んでい 不思議な力をも り，大事なところに線を引
の考え方は，今と る人がいたんだ っている人を差別 かせるなどの支援をする。
は違うな。自然の な。河原に住む していたんだな。
変化をおそれる気 人も差別されて 又四郎も不思議な ☆ 資料から又四郎が差別
持ちが大きいな。 いたんだな。 力をもっていたん された理由を読み取り，自

だ。 分の考えを発表することが
できたか。



◆ 資料だけの読み取りで
でも，河原に住んでいたり，不思議な力を持っていたり は理解しにくいので，アニ

しているという理由で差別されるのかなあ。 メ「もののけ姫」と関連さ
この時代の人々の考え方を聞かないとわからないな。 せて,当時の人々の考え方を

取り上げ，人々がもってい
た差別意識を説明する。

（２）又四郎が差別された理由について知る ◇ 庭造りとは，八百万の
神々を動かせる力（対抗で

○ 畏敬の対象として きる力）をもつ人の仕事だ
・住んでいた場所 ということを絵を用いて理

解を促したい。
この時代の人々は，どこにも「神」がいると信じていた ◇ 住んでいた場所の「河

んだなアニメの「もののけ姫」の時代と同じだ。河原は特 原」や「水辺」に対する「お
別な場所だったんだ。 それ」の気持ちにもふれる。

◇ 神を「おそれる気持ち」
を子どもに理解しやすい「た

・庭造りの仕事 たり」という感覚を用いて
説明する。

又四郎は山や木，石などの神様と対抗できる特別で不思 ◇ 民衆の意識がだんだん
議な力を持っていたとおそれられ，差別されていたんだ。 と自分とは違う人，差別す

自分たちとは違うという理由で差別されていたんだ。 べき人に変わっていったこ
とを「なかまはずれ」「いじ
め」の心理を例におさえる。

○ 「私たち」とは違う差 ◇ 又四郎が差別されてい
別の対象として た理由を聞いた感想を発表

させ，「はっきりとした理由
みんながするからいっしょに差別してしまうというこを のないいいつたえ」という

もあるんだ。 科学的根拠のない人々の意
識が差別のもとになってい
ることに気付かせる。
◇ 資料３「又四郎のつぶ

４ 又四郎の心について考える やき」を提示し，理不尽な
差別に負けずに誇りをもっ
て生きていたことや又四郎
を一人の人間としてみてい

周鱗というお坊さんは又四郎を一人の人間として見てい た人がいたことに気付かせ
るよ。 たい。

又四郎は差別されることが悔しかったんだ。でも，差別 ☆ 又四郎の差別に負けな
に負けない生き方をしているところがすごい。 い生き方に共感した考えを

書くことができたか。
◇ 本時の学習を通して考

５ 本時のまとめをする えたことをワークシートに
振 書かせ，人々の差別意識に
り ついて自分の考えをしっか
返 すばらしい能力を持っているのに差別されるなんておか りともたせたい。
る しいと思った。人の心が差別を生んでいる。 ☆ 又四郎が差別されてい

差別はあってはいけない。 たことについての考えを書
くことができたか。


