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実践７

高校社会の取り出し授業、
1年生「歴史総合」初年度の挑戦
─日本語・歴史の知識、どちらも少ない

生徒たちの学びの方策─

公立昼夜間定時制高校 講師

小川 郁子



発表の概要

１．実践の場の紹介

２．取り出し社会の基本対応

３．「歴史総合」という科目の特徴

４．実践事例…発表原稿と（１）（２）を入れかえました

（１）条件が整わなかった：予習課題による反転授業

（２）有効だった試み：図解資料

（３）改善を重ねて見通しが立った：史料・資料の読み取り

５．今後に向けて



取り出し授業とは

１．必履修科目で、日本語力が不十分な生徒だけで、

在籍授業と同じ時間に、別教室で同じ科目の授業を実施。

独自の年間計画と成績評価

・現代の国語（1年）

・歴史総合（1年）、公共（2年）、地理総合は実施するか未定

２．取り出し授業は非常勤講師が担当

→わかる授業、学びの蓄積、日本語力向上への挑戦の場



2022年度の1年生「歴史総合」の
取り出し生徒の状況

出身国と日本語力（4月開始当初）

中国５,フィリピン６,ネパール２,パナマ１,エチオピア１ 5クラス15名

小川の担当クラス（3クラス）

午前部１クラス：中国１，フィリピン２

⇒日常のやり取りはできる。簡単な漢字が読める

午後部１クラス：中国１⇒来なくなった

フィリピン１⇒日常のやり取りはできるが漢字ダメ

パナマ１,エチオピア１⇒ごく簡単なやりとりのみ可

夜間部１クラス：ネパール１⇒ほぼゼロ、授業に通訳を入れた



取り出し社会科の基本対応

１．言語的時間的制約、中学校社会科の知識・思考課題をゴール

２．やさしい日本語（初級レベル）で授業をする

３．視覚情報（写真/図）を活用して、状況の概略を把握する

４．既有知識・生活体験を生かす

５．授業用ワークシートを用意する。

・ルビをふる、英語・中国語の語彙補充をする

・単語の書き込み、自分の意見を書く欄を作る

６．半円形に座る。得意言語で助けあい。意見交換しやすくする。

７．スマホによる母語で情報検索、カメラ入力機械翻訳を活用する

８．基本漢字語彙は漢字の読みテストを毎時間行う

９．定期考査は、やさしい日本語、英語、中国語で出題/解答



小川の「取り出し授業の基本対応」については
子日研HPで、以下の発表を参照してください。

子どもの日本語教育研究会第５回大会 2020年3月14日実践報告

（コロナ禍で開催取りやめ）

「高校1年生現代社会取り出し授業、 高校生としての学びを

どうつくるか─社会科の学び・日本語の伸長─」



新科目「歴史総合」の困難
１．近現代史における「世界とその中の日本」を広く相互的な視野から捉え

ながら、①歴史を理解する力

⇒理解の前に、日本史・世界史の知識がない

２．②歴史に関する様々な情報を適切に調べてまとめる力、

③歴史事象の意味や特色について多面的・多角的に考察して説明・議論

できる力、

⇒日本語で調べられない、まとめられない。母語で集めた情報を共有できない

説明・議論できる共通言語がない。

３．④近現代史の事象についてよりよい社会の実現のために探究する態度、

⑤日本国民としての自覚・自国の歴史への愛情・他国や他国の文化を

尊重することの大切さの自覚―などの資質・能力を育成すること
⇒生徒たちは日本人ではないので、ここは「世界市民」で考える



例：40分の授業時間で扱うべき内容
左ページは
資料
調べてまと
める力、
考察して説
明・議論
する力
のための
ページ

右ページは
歴史的事項の
サマリー
中学校の
教科書より
短く、抽象的。
何があったのか
は、ほとんど書
かれていない。

アメリカ
の
独立革命

フランスフランス

革命

ナポレオン
の台頭と
ヨーロッパ
支配

出典：清水書院
「私たちの歴史総
合」ｐ28-29



2022年度「歴史総合」の困難への対応
①②④⑤は対応策を考え、３６７を強化する

①．言語的時間的制約、中学校社会科の知識・思考課題をゴール⇒違う

②．やさしい日本語（初級レベル）で授業をする⇒通じない

３．視覚情報（写真/図）を活用して、状況の概略を把握する

④．既有知識・生活体験を生かす⇒既有知識なし、体験生かせない

⑤．授業用ワークシートを用意する。

・ルビをふる、英語・中国語の語彙補充をする

・単語の書き込み、自分の意見を書く⇒日本語・漢字書けない

６．半円形に座る。得意言語で助けあい。意見交換しやすくする。

７．スマホによる母語で情報検索、カメラ入力機械翻訳を活用する

８．定期考査は、やさしい日本語、英語、中国語で出題/解答

９．基本漢字語彙は漢字の読みテストを毎時間行う⇒かなり減らす



2022年度「歴史総合」の困難①

①．言語的時間的制約、中学校社会科の知識・思考課題をゴール⇒違う

②．やさしい日本語（初級レベル）で授業をする⇒通じない

３．視覚情報（写真/図）を活用して、状況の概略を把握する

④．既有知識・生活体験を生かす⇒既有知識なし、体験生かせない

⑤．授業用ワークシートを用意する。

・ルビをふる、英語・中国語の語彙補充をする

・単語の書き込み、自分の意見を書く⇒日本語・漢字書けない

６．半円形に座る。得意言語で助けあい。意見交換しやすくする。

７．スマホによる母語で情報検索、カメラ入力機械翻訳を活用する

８．定期考査は、やさしい日本語、英語、中国語で出題/解答

９．基本漢字語彙は漢字の読みテストを毎時間行う⇒かなり減らす



「歴史総合」の困難１：知識・日本語力不足

アメリカの独立、フランス革命、ナポレオンについて、

中学校で知識は学び終わっていることが前提。

「市民革命と近代民主主義社会の成立」について議論するのが学習課題

知識も日本語力も乏しいのに、40分で内容を伝え議論するのは不可能

⇒先に知識を得る（反転授業の発想）でも、日本語は読めない

⇒対策：得意言語で中学校の教科書を先に読んでから授業に入ろう

→旧版中学校歴史教科書の、外務省公認の翻訳版を使おう

→日本語版（ルビを振る）、英語版・中国語版の当該部分を配付

基本事項10問「予習プリント」（日・英・中）を宿題にする



外務省公認
中学校

歴史教科書
外国語訳

（今はない）

→世界史部分
はこれを使う

右は、東京書籍「新編新
しい社会歴史」（2005
年平成17年研定版）



同じ部分の英語訳・中国語訳を使う



予
習
プ
リ
ン
ト
４
の
例



日本史部分は
「こんにちは日本の歴史」を使う
→例は、
江戸最後の部分
（生徒の得意言語に合わせ、
英語版、中国語版、スペイン語版、
ネパール語版を配付）



予習プリントの結果

←できる。うちでやるつもりが忘れる
←やる気がない。英語はわかる
←英語が難しい。できない。

←英語はわからない
←できる。わかる。でも答えは当たらない
←中国語忘れた。日本語は難しい。

←4人。中国語簡単。
日本語でもわかる。
授業もわかる



得意言語による予習（反転授業）の結果

１．中国語が母語で、年齢相応の母語力（中国語）がある生徒

→母語による反転学習は効果あり。日本語読解力も伸ばせた。

２．来日が早く母語力（中国語）低下した生徒は、

中国語で読めない。日本語で読む力もついていない。

→対応策：やさしい日本語のみ。日本語読解力を伸ばす

３．英語が母語ではないが、母国で英語を使ってきた生徒でも、

英語で「読む」のは困難

→対応策：やさしい日本語、英語から母語へスマホ機械翻訳

結論：得意言語による反転学習は、その言語力のレベルがカギになる



2022年度「歴史総合」の困難②

①．言語的時間的制約、中学校社会科の知識・思考課題をゴール⇒違う

②．やさしい日本語（初級レベル）で授業をする⇒通じない

３．視覚情報（写真/図）を活用して、状況の概略を把握する

④．既有知識・生活体験を生かす⇒既有知識なし、体験生かせない

⑤．授業用ワークシートを用意する。

・ルビをふる、英語・中国語の語彙補充をする

・単語の書き込み、自分の意見を書く⇒日本語・漢字書けない

６．半円形に座る。得意言語で助けあい。意見交換しやすくする。

７．スマホによる母語で情報検索、カメラ入力機械翻訳を活用する

８．定期考査は、やさしい日本語、英語、中国語で出題/解答

９．基本漢字語彙は漢字の読みテストを毎時間行う⇒かなり減らす



開国～明治
維新
（中学校教
科書は４
ページ分）

幕
末
維
新
を
ど
う
授
業
で
扱
う
か

出典：清水書院
「私たちの歴史総合」
ｐ32-33



江戸→明治の政治体制の変換にしぼる
１．高校の教科書=抽象的なサマリー→何語で読んでもわからない

天皇、大名、武士、国内外の危機、尊王攘夷、政治的主導権

動乱、倒幕、幕府崩壊、王政復古、中央集権国家

２．中学の教科書＝まず歴史的事実を知る→無理無理無理

井伊直弼、安政の大獄、桜田門外の変、公武合体、下関戦争、

生麦事件、薩英戦争、坂本龍馬、薩長同盟、世直し、ええじゃないか、

大政奉還、王政復興の大号令、戊辰戦争

⇓

「江戸から明治」は政治がどう変わったかだけを

図解する



めいじ じだい

明治 時代 ※ここから授業で使用したPPTから、著作権上問題がある

かもしれない写真を削除して、そのままお見せします。
•これから日本の
きんだい めいじじだい
近代modern times、「明治時代」1868～1912
を勉強します。

まえ えどじだい

•その前は江戸時代です。1603～1867
ぜったいおうせい じだい

日本も絶対王政absolute monarchyの時代でした。
てんのう けいしきてき

天皇emperor（形式的formal）と
こくおう ばくふ しょうぐん じっさい せいじ ふたり

国王king＝幕府の将軍general（実際の政治）と2人いました。



え ど じ だい せいじ

江戸時代の政治

え ど いま とうきょう ばくふ とくがわしょうぐん

江戸＝今の東京:幕府 徳川将軍

ち ほう はん だいみょう

地方：藩 大名

きょうと てんのう

京都：天皇 せいじ

あなたに政治を
たのみます



き せいじ

ペリーが来てからの政治

え ど いま とうきょう ばくふ とくがわしょうぐん

江戸＝今の東京:幕府 徳川将軍

ち ほう はん だいみょう

地方：藩 大名

きょうと てんのう

京都：天皇

とくがわ

徳川はダメ、
てんのう せいじ

天皇が政治を
するほうがいい。



え ど じ だい お

江戸時代の終わり

え ど いま とうきょう ばくふ とくがわしょうぐん

江戸＝今の東京:幕府 徳川将軍

ち ほう はん だいみょう

地方：藩 大名

きょうと てんのう

京都：天皇



たいせいほうかん

大政奉還

え ど いま とうきょう ばくふ とくがわしょうぐん

江戸＝今の東京:幕府 徳川将軍

ち ほう はん だいみょう

地方：藩 大名

きょうと てんのう

京都：天皇

あなたに政治を
かえします。
私はもうやりま
せん



おうせいふっこ だいごうれい

王政復古の大号令

え ど いま とうきょう ばくふ とくがわしょうぐん

江戸＝今の東京:幕府 徳川将軍

ち ほう はん だいみょう

地方：藩 大名

きょうと てんのう

京都：天皇

これから、
てんのう

天皇が
せいじ

政治を
します。



えどじょう とくがわ しょうぐん ばしょ こうきょ てんのう

江戸城：徳川将軍の場所→皇居：天皇がいるところ



天皇の引っ越し
京都→東京



しゅと とうきょう

首都capital：東京

天皇はそれまで1000年以上、京都に住んでいた
きょう と ひがし きょう とうきょう

京 都 → 東の京＝東 京
↑ ↑

てんのう てんのう いえ

天皇が 天皇の家が

いるところ あるところ



生徒に伝わったか？→学年末考査の結果

赤はもっとも日本語力が低い生徒
青は日常のやり取りならできる生徒



「見るだけでわかる図解パワポ」の結果
１．日本語がほとんど通じない生徒には、これでも伝わりにくい

（通訳支援の生徒には、図解解説のあと、生徒がわかったことをネパール語で

通訳に伝えてもらい、内容を理解したことを確認した）

２．日常のやり取りができる生徒には、理解促進の効果があった

と判断する

（ということは、図解ではなく、説明と合わせて理解できたということか）

⇓

結論：「図解パワポ」は具体的事項を取り上げないで、

構造の転換の説明には利用できそう

→他の単元でも作ってみよう



2022年度「歴史総合」の困難③

①．言語的時間的制約、中学校社会科の知識・思考課題をゴール⇒違う

②．やさしい日本語（初級レベル）で授業をする⇒通じない

３．視覚情報（写真/図）を活用して、状況の概略を把握する

④．既有知識・生活体験を生かす⇒既有知識なし、体験生かせない

⑤．授業用ワークシートを用意する。

・ルビをふる、英語・中国語の語彙補充をする

・単語の書き込み、自分の意見を書く⇒日本語・漢字書けない

６．半円形に座る。得意言語で助けあい。意見交換しやすくする。

７．スマホによる母語で情報検索、カメラ入力機械翻訳を活用する

８．定期考査は、やさしい日本語、英語、中国語で出題/解答

９．基本漢字語彙は漢字の読みテストを毎時間行う⇒かなり減らす



資料の読み取り、考察をどうするか①

課題：近現代以前は、ヨーロッパよりアジアの方が発展していたことを読み取る。
→失敗：都市名の翻訳をつけたが、国がアジア/ヨーロッパかわからなかった。

↑教科書にあるのはこの表だけ
出典：清水書院「私たちの歴史総合」
ｐ14

↓

英
語
訳
・
中
国
語
訳
を
こ
ち
ら
で
加
え
た



資料の読み取り、考察をどうするか②

グラフの中に
出てくる
単語は、翻訳
をつける

わかったことを
発表できるモデ
ル文をつくり、
単語だけ入れる

初め、上半分だ
けでやったら、
ワークシートに
漢字だけ写して
（正解）、
「日本語わから
ない」と言って、
発表ができな
かった

改善

グラフの出典：
清水書院「私たちの
歴史総合」ｐ20



資料の読み取り、
考察をどうするか③ リ

ラ
イ
ト

成果：リライトを読んで、ペリーが日本
に来た理由を、自分の言葉では、書けな
い、発表できないが、書いてある部分を
抜き出して読み上げることができた。

出典：清水書院「私た
ちの歴史総合」ｐ24



資料の読み取り、考察をどうするか④
課題：帝国主義の影
響を、アフリカのモ
ノカルチャー経済か
ら考える。

手順１：中学校の教
科書を、スマホカメ
ラ入力機械翻訳で母
語で読んで、
内容を把握する。
（予習プリントの失敗を
受けて変更）
出典：帝国書院「社会科中学
生の地理」世界の姿と日本の
国土」ｐ89



手順２：同じ内容をリライトで
日本語で読む

⇓
課題：モノカルチャー経済の欠点
を３点、日本語でまとめなさい

⇓
結果：リライトの3点を丸写し
（日本語で要約はできない）

⇓
次年度の試み
①母語で要約する。
→答えを機械翻訳で日本語訳
→クラスで日本語で情報共有
②リライトを機械翻訳で読むなど、
各自の言語力に合わせた対応



「史料・資料」の読み取り支援、発表支援の結果
１．資料中の語句の翻訳は不可欠だが、それだけでは解決できない。

教科知識の補充：世界地図の読み取り、グラフの読み取り

２．史料の読み取りレベルを上げる

本文から「抜き出し」程度→リライトで読み取り(ペリーの手紙)

改善の方向「ここが理由だ」と思った部分に線を引く→発表しあう

３．解答パターンを提示して、授業中の発表ができた＝クラスで共有

４．課題

・解答パターン文に語句を入れるだけでは、穴埋め問題と同じ。

・読み取ったことを（丸写しレベルから）要約する力を伸ばしたい



史料・資料読み取り課題、改善の方向
①まず、本文を機械翻訳で読む（概略把握）

＝母語力で、年齢相応の資料を読み取る力を生かす

②次にリライトで読む（確認）

…母語力が低い生徒、日本語力が低い生徒への配慮

リライトの機械翻訳も認める 日本語読解力向上策になる

③母語の力を活用してで要約

…母語力と日本語力は反比例、どちらかでまとめる

④機械翻訳で日本語に直して発表…クラスでの話し合い活動

→この手順は、支援がない他教科の

予習、課題、発表やレポートにも応用できる



2022年度の取り組みを包括的に振り返る①
授業についてのアンケート
↓結果（5段階評価）



2022年度の取り組みを包括的に振り返る②
１．一定の共通基礎知識をもって授業に臨むことはやはり必要

→母語力への配慮をして、

予習プリントの改善と機械翻訳の活用で対応する

・英語訳を配るだけではダメ→そこから母語訳へ

・やさしい日本語版が必要

２．構造変化を説明するには「見るだけでわかる図解パワポ」は有効だ。

他の単元も増やしてみよう

３．資料を読み取る力、発表する力を引き出す活動を増やしたい

・読み取りやすい、発表しやすい資料を教科書以外からもっと探す

・発表の方法を多様にしてみよう…口頭発表だけでなく、

書いたものを見せ合う、機械翻訳を活用する、など

４．基本的学習習慣を身につけさせる方法を考える必要がある



ありがとうございました。

これからも情報交換をしていきましょう。
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