
（英語）授業改革論

教科書って必要ですか？　板書って必要です
か？　教師の説明って必要ですか？　予習っ
て必要ですか？――英語授業の「常識」を見
直すきっかけとなる１冊。

英語教師田尻悟郎の挑戦
生徒の心に火をつける

授業終了のベルが鳴っても教室を出ていかな
い生徒たち。どうしてこの生徒たちはこんな
に勉強への意欲をもつようになったのか？
その答えが本書の中に。

成功する英語授業！
５０の活動＆お助けプリント

授業にfunとinterestingを！　英語授業です
ぐに使える活動集「Easy Questions」
「Memorization Sentences」「20XX年３の月
に必ず幸福になれる単語集」などの50の活動
とすぐに使えるプリントを収録。英語が苦手
な生徒でもわかりやすく、かつ楽しく授業に
参加できるヒントが満載です。

入試英語力を鍛える！
授業アイデア＆パワーアップワーク４０

新傾向の入試に完全対応。みるみる力をつけ
る直前対策決定版！高校入試のための英語力
を身に付けるのは教師の義務！という著者
が、最近の入試傾向を踏まえ年間指導計画や
効果的な指導法、リーディング、ライティン
グ力をアップするワークシート、入試分析
シート作成法、頻出の基本単語300などすぐ使
えるアイデアや資料を多数紹介。

英語力がぐんぐん伸びる！
コミュニケーション・タイム
13の帯活動＆ワークシート

英語力・コミュニケーション能力が必ず伸び
る！
 フォニックス・ビンゴ、Explanation Gameな
ど楽しく取り組め、英語力やコミュニケー
ション能力をぐんぐん伸ばすのに有効な13の
帯活動を、わかりやすい指導手順やワーク
シートとともに紹介。３年間の英語授業を簡

英語で伝え合う力を鍛える！
１分間チャット＆
スピーチ・ミニディベート２８
自由で楽しいチャットで、楽しくコミュニケーション活
動を！１分で簡単にできるワークシートを使ったチャッ
ト指導を提案！言語材料をまとめて覚えるＢａｓｉｃ
シートと本番用のＣｈａｔシートの２ステップで、無理
なく楽しく生徒が話す活動ができること間違いなし。ス
ピーチ、ミニディベートなどの発展バージョンも合わせ
て紹介。

小学校学級担任が進める
子どもが楽しむ英語活動
－アクティビティ・歌・授業プラン－

小学校英語必修化で担任必携の書！年間指導
計画、授業プラン、英会話の音声、歌が一冊
に。

小学校学級担任が進める
子どもが楽しむ英語活動２
－アクティビティ・チャンツとＡＢＣのうた・授業プラ
ン－

好評の「英語活動」に続き、「英語活動２」
を発行！
低学年から高学年まで子どもたちが夢中にな
るアクティビティを満載！

英語初級者のための自学自習レッスン
（ＣＤ付）TOEIC　Bridgeに挑戦！

初級者向けに、英語の4大スキル「話す」「聞
く」「読む」「書く」の学習方法をまとめた
自習用のテキストです。日常英会話に役立つ
フレーズ、楽しく歌える洋楽ポップス（歌詞
付き）、マザーグースなど教材としても活用
できるコンテンツが収録されており、学習者
だけでなく英語教員にもお勧めの一冊です。

確かな学力を育む　理科授業づくりシリーズ 2
理科教育の責任
確かな学力の向上を目指し、子どもの科学的な概念の深
化・拡大を図るために授業をどのように創造すればよい
のか、発展的な学習内容と授業とはどう構想されるの
か、多くの視点から授業事例を示しています。さらに、
全体を通しより具体的な研究の成果や実践事例の提を心
がけたため、中学校で学習する１４単元中１0単元の内
容について網羅しており、関連する小学校の2つの単元
についても触れています。中学校理科の先生方に限ら
ず、小学校、高等学校の先生方、教育関係者必読の書と

いえます。

これからの理科学習を支える教材
理科ハンドブック 2

日本理科教育学会創立５０周年を記念して、学会
が総力をあげて編集した。野外学習、ものづく
り、総合的な学習、コンピュータ、地域素材、防
災学習など、９４の教材をジャンル別に紹介。見
開き２頁で、対象校種と内容・素材・方法を一目
で分かるよう構成。すぐに知りたいアイディアが
得られる便利な１冊。北海道から沖縄まで地域
性・多様性に富んだ教材アイディア集。

小学校理科　板書とカードで見る
全単元・全時間の授業のすべて　３年

全単元全時間を網羅した、理科の授業があま
り得意ではない先生のための授業展開解説
書！理科の命ともいえる「問題解決の能力」
を育成するための授業展開を、板書例や学習
カードの記入例とともに、イラストたっぷり
で紹介。授業シュミレートに最適の一冊！

小学校理科　板書とカードで見る
全単元・全時間の授業のすべて　４年

全単元全時間を網羅した、理科の授業があま
り得意ではない先生のための授業展開解説
書！理科の命ともいえる「問題解決の能力」
を育成するための授業展開を、板書例や学習
カードの記入例とともに、イラストたっぷり
で紹介。授業シュミレートに最適の一冊！

土佐市教育研究所　書籍
ご覧になりたい方は，研究所までご連絡ください。

教科



小学校理科　板書とカードで見る
全単元・全時間の授業のすべて　５年

全単元全時間を網羅した、理科の授業があまり得
意ではない先生のための授業展開解説書！理科
の命ともいえる「問題解決の能力」を育成するため
の授業展開を、板書例や学習カードの記入例とと
もに、イラストたっぷりで紹介。授業シュミレートに
最適の一冊！

小学校理科　板書とカードで見る
全単元・全時間の授業のすべて　６年

全単元全時間を網羅した、理科の授業があまり得
意ではない先生のための授業展開解説書！理科
の命ともいえる「問題解決の能力」を育成するため
の授業展開を、板書例や学習カードの記入例とと
もに、イラストたっぷりで紹介。授業シュミレートに
最適の一冊！

中学校理科　発展的な学習事例集　第１分野
「観察・実験」を通して広がる学習・深まる学習

学習内容を広げ、深める理科の発展的な学習を
全単元を網羅する形で事例を集め、身につけさせ
たい力を明確にした上で、生徒の興味・関心に応
じた複数の活動例を示した。体験的、問題解決的
な学習を積極的に取り入れ、「確かな学力」を育む
ための全２巻。

中学校理科　発展的な学習事例集　第２分野
「観察・実験」を通して広がる学習・深まる学習

学習内容を広げ、深める理科の発展的な学習を
全単元を網羅する形で事例を集め、身につけさせ
たい力を明確にした上で、生徒の興味・関心に応
じた複数の活動例を示した。体験的、問題解決的
な学習を積極的に取り入れ、「確かな学力」を育む
ための全２巻。

理科がもっと面白くなる
科学小話Ｑ＆Ａ100
小学校中学年編

「木も冬眠するの？」「青空が青いのはなぜ？」な
ど、理科への疑問をわかりやすく解説。「理科が
もっと好きになる！」お薦めの理科入門書。

理科がもっと面白くなる
科学小話Ｑ＆Ａ100
小学校高学年編

「植物の口はどこ？」「動物の血液はみんな赤い
の？」など、理科への疑問をわかりやすく解説。
「理科がもっと好きになる！」お薦めの理科入門
書。

理科がもっと面白くなる
科学小話Ｑ＆Ａ100
中学校１分野編

「カルシウムって何色？」「イオンって何？」など、
理科への疑問をわかりやすく解説。理科が苦手な
方にもお薦めの理科入門書。

理科がもっと面白くなる
科学小話Ｑ＆Ａ100
中学校２分野編

「サケはなぜ生まれた川に戻れるの？」「宇宙のは
じまりはいつ？」など、理科への疑問をわかりやす
く解説。理科が苦手な方にもお薦めの理科入門
書。

ドラマを生む向山型理科の展開　小学３年

１単元１事項！教科書の有効活用！向山理科
の展開がわかる向山型理科には二つの大きな
核がある。①１単元を１つのことで貫く授業
②教科書を有効に使う通常の授業、向山型理
科は理科に対する指導、方法を追試し展開す
るもの

ドラマを生む向山型理科の展開　小学４年

１単元１事項！教科書の有効活用！向山理科
の展開がわかる向山型理科の４年では四季の
変化、月と星、電気のはたらき、電気の
ショート、もののあたたまり方と体積などの
展開を収録。授業展開の原理・原則が理解で
きるよう詳細解説。

ドラマを生む向山型理科の展開　小学５年

１単元１事項！教科書の有効活用！向山理科
の展開がわかる向山型理科の５年では、子供
の思考を飛躍的に高める「てこ」の授業、天
気と気温、私たちの気象台、気温と天気の変
化、実際の手順「あれども見えず」に切り込
むなど展開例

ドラマを生む向山型理科の展開　小学６年

１単元１事項！教科書の有効活用！向山理科
の展開がわかる向山型理科６年では「向山式
実験ノート学習法」の基本型を教える。もの
の燃え方と空気、正しく実験するためのノー
ト指導、未知の水溶液の判定ができる能力を
つけるなど多彩

放射線ってなあに?

放射線ってなに?どこからくるの?何が体に悪いの?2011
年の東京電力福島第一原子力発電所事故をきっかけに、
放射線についてさまざまな疑問を抱いた小学生の大輝く
んとさくらさんが、妖精ストーンくんといっしょに、疑
問を解いていく旅に出ます。自然の中の放射線や発見の
歴史、物理的な性質、体への影響など、放射線にかかわ
る幅広い話題を豊富なイラストや図解で分かりやすく紹
介します。子どもたちも楽しんで読み進められる科学読
み物です。



算数科授業づくりシリーズ 5
考える楽しさを味わう

子どもたちが考えることが楽しいと思う授
業、数量や図形に対する見方。考え方、数理
的な処理のよさや美しさを味わう、その活動
自身が楽しいと感じる授業を目指して、子ど
もと共に授業を創ってきた示唆に富む著者の
想いと具体的な手立て、及び事例が満載！

算数　考える力をのばす教材

教材がよいと子どもは活発に議論するし授業
も盛り上がる、という観点からのよい教材の
選び方を含め、物の見方・考え方を育てる算
数教材の工夫について述べる。

板書で見る全単元・全時間の
授業のすべて
（小学校1年　上）　小学校算数

本書では、実際の授業展開が見てわかるよう
に｢板書｣の完成図を基に、その１時間の授業
構成を見開き２ページで示しています。１年
間に扱われる全単元・前時間の授業内容を上
巻と下巻とに分けて示しています。

板書で見る全単元・全時間の
授業のすべて
（小学校1年　下）　小学校算数

｢板書で見る全単元・前時間の授業のすべて｣
の下巻です。全時間の授業がビジュアルな板
書構成として掲載されています。

板書で見る全単元・全時間の
授業のすべて
（小学校2年　上）　小学校算数

本書では、実際の授業展開が見てわかるよう
に｢板書｣の完成図を基に、その１時間の授業
構成を見開き２ページで示しています。１年
間に扱われる全単元・前時間の授業内容を上
巻と下巻とに分けて示しています。

板書で見る全単元・全時間の
授業のすべて
（小学校2年　下）　小学校算数

｢板書で見る全単元・前時間の授業のすべて｣
の下巻です。全時間の授業がビジュアルな板
書構成として掲載されています。

新版　小学校算数　板書で見る全単元・全時
間の授業のすべて　3年上

全国の先生方から圧倒的な支持をいただいた
シリーズが全面改訂。新学習指導要領に対応
した板書・指導計画・発問を含めた指導の流
れなどがひと目でわかる。旧版の使いやすさ
をさらに強化した本シリーズで、全単元・全
時間をスムーズに授業できる！！

新版　小学校算数　板書で見る全単元・全時
間の授業のすべて　3年下

全国の先生方から圧倒的な支持をいただいた
シリーズが全面改訂。新学習指導要領に対応
した板書・指導計画・発問を含めた指導の流
れなどがひと目でわかる。旧版の使いやすさ
をさらに強化した本シリーズで、全単元・全
時間をスムーズに授業できる！！

板書で見る全単元・全時間の
授業のすべて
（小学校4年　上）　小学校算数

本書では、実際の授業展開が見てわかるよう
に｢板書｣の完成図を基に、その１時間の授業
構成を見開き２ページで示しています。１年
間に扱われる全単元・前時間の授業内容を上
巻と下巻とに分けて示しています。

板書で見る全単元・全時間の
授業のすべて
（小学校4年　下）　小学校算数

｢板書で見る全単元・前時間の授業のすべて｣
の下巻です。全時間の授業がビジュアルな板
書構成として掲載されています。

板書で見る全単元・全時間の
授業のすべて
（小学校5年　上）　小学校算数

本書では、実際の授業展開が見てわかるよう
に｢板書｣の完成図を基に、その１時間の授業
構成を見開き２ページで示しています。１年
間に扱われる全単元・前時間の授業内容を上
巻と下巻とに分けて示しています。

新版　小学校算数　板書で見る全単元・全時
間の授業のすべて　5年下

全国の先生方から圧倒的な支持をいただいた
シリーズが全面改訂。新学習指導要領に対応
した板書・指導計画・発問を含めた指導の流
れなどがひと目でわかる。旧版の使いやすさ
をさらに強化した本シリーズで、全単元・全
時間をスムーズに授業できる！！

板書で見る全単元・全時間の
授業のすべて
（小学校6年　下）　小学校算数

｢板書で見る全単元・前時間の授業のすべて｣
の下巻です。全時間の授業がビジュアルな板
書構成として掲載されています。
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新社会科の発展教材＆面白調べ活動
小学６年編

発展的学習の指導方法や教材，活動の事例や
ヒント満載農耕のはじまり・古墳，鎌倉幕
府，キリスト教の伝来・天下統一，江戸幕
府，オリンピック，福祉施設の建設，ユネス
コなどを基本教材にして，発展的な調べ学習
を展開する。

社会科調べ学習のための学び方カ-ド
小学6年

１　子どもの調べ学習を支援する「学び方カード」の意
義／２　子どもの調べ学習を支援する「学び方カード」
の実際（子どもの情報収集を支援する「学び方カード」
／教育機器・教具の活用を支援する「学び方カード」／
資料の読み取りを支援する「学び方カード」／学習資料
の活用を支援する「学び方カード」／施設の利用を支援
する「学び方カード」／まとめ方を支援する「学び方

カード」）

楽しい社会科の授業づくり　小学校６年

子どもたちや教師に好かれる社会科とするた
めに、新学習指導要領に即した実践を「楽し
い授業づくり」をキーワードに紹介。授業づ
くりのポイントから授業を楽しくする学習指
導のヒント、さらには他教科・領域との関連
までを明示。実践の紹介は、実際の授業場面
がよく見えるよう写真や児童作品で構成し
た。

チャレンジ社会科ファックス資料集　小学校６
年

本書は，シートのねらい，使い方，留意点，
参考資料（資料），作業シートの五部構成。
作業シートは，コピーして子どもに配布し取
り組ませるものである。また，参考資料（資
料）は教師向けのものであるが，ときによっ
ては子どもへの配布資料としても活用でき
る。

社会科の基礎・基本
地図の学力

地図学習が振るわない原因と打開策、地図帳
の具体的な活用アイデア、新学習指導要領の
中で地図の扱われ方など地図学習を多面的に
紹介。

図説 高知県の歴史

南四国に位置し、四国山地によって北四国と
へだてられ、東は紀伊水道、西は豊後水道、
南は土佐湾と海に囲まれた高知県。独特の先
進性と後進性を持った土佐のヴィジュアル
版、生活の歴史。

教材発見　町ウォーキング
―商店街から近代化遺産まで

野外において対象をいかに見つけるか、漫然
と眺めるのでなく、風景からいかに教育的価
値を見出すか。こうした観点から、教師のた
めの教材発見術としての町ウォーキングを提
唱し、例を挙げながら具体的に紹介する。

２１世紀の世界地図
ワールドワイドウォッチ・コミュニケーション

世界の情報地図（社会・経済・環境編　文
化・スポーツ編　政治・軍事編　旅行・交通
編）
世界の地域図（アジア（１／３５００万）
北東アジア（１／１６００万）　日本北東部
（１／４００万）　日本南西部（１／４００
万）　朝鮮半島、台湾（１／４００万）　ほ
か）

脳が元気になる読み聞かせ
子どもと本との楽しい出会い

「考える回路」を拓く！子どもたちが物語の
展開を推理したり詩を群読して楽しんだりす
る読み聞かせ。童話あり，民話あり，落語あ
り。総合的学習の時間にも活用できる。

新「ことば」シリーズ16
ことばの地域差
―方言は今―

国立国語研究所編集の「新『ことば』シリー
ズ」です。本書では，共通語が広がり伝統的
な方言が衰退しつつある中で，地域のことば
である方言とそれをめぐる言語生活が現在ど
のような状況にあるのか，ということを中心
に，「ことばの地域差」について様々な角度
から解説を加えました。

中学生の国語の学習に関する調査報告書
[2005年]

東京都内の公立中学校に通う生徒を対象に、
漢字の書き取りテストと国語の学習にかかわ
る意識・実態をたずねたアンケートを実施
し、分析しています。ここから、「中学生の
漢字の習得状況」や「漢字の習得状況と学習
や生活に関わる意識・実態との関係」を知る
ことができます。

子どもの絵の見方、育て方

子どもの絵、ダメにしていませんか?幼児期の
絵は聞いて育てるものです。1～9歳の発達に
そってわかりやすく解説。

わくわく木考作
―楽しんで作れる木工作品集

本書には「楽しんで作れる木工作品集」とい
う副題が付いている。作品ごとに必要な材料
と寸法、道具、設計図が掲載されており、子
供とお父さん、お母さんが木材と一般的な大
工用具を使い、バターケースや写真立てか
ら、音の出る貯金箱、犬小屋まで作ることが
できる内容になっている。



子どもと楽しむ
手づくり木工40のアイデア〈上〉

本立て、巣箱、ジグソーパズル、コートハン
ガー、クリスマスツリーなど、親子で楽しめ
る木工作品の作り方を紹介する。木の切り方
から、くぎの打ち方、組立て方まで、イラス
トでわかりやすく説明。

シリーズつくってあそんで
よくあがる凧

一年生でも作れるよくあがる凧。基本の凧と
してダイヤ凧と角凧。他にビニール凧、ボッ
クス凧、飛行機凧などたくさんの作り方。 京
都子ども凧あげ大会の中心メンバーが書いた
本。

はじめての陶芸

少しずつでも自分でお手製の器を作ってみた
いと思う人のために、基本の土練りから、手
びねり、タタラ作り、ロクロ、絵付け、釉
薬、素焼き、本焼きまでの手順を写真とイラ
ストで詳しく説明する。

図工の授業をデザインする

図工の実践を、学校行事や季節に合わせてま
とめた1冊。授業風景や子どもたちの作品をた
くさん掲載しています。「鑑賞」「造形遊
び」「平面」「立体」の4領域を低・中・高学
年すべて網羅。各授業の指導案も掲載。春夏
秋冬、季節を楽しむ授業がいっぱい！

もっと知りたいグラウンド・ゴルフ

本書は、グラウンド・ゴルフの精神やルール
の基本的な考えかたなど、グラウンド・ゴル
フの原点をわかりやすく理解していただくた
めのガイドブックです。ルール、ルール解
説、Ｑ＆Ａについては、（社）日本グラウン
ド・ゴルフ協会発行の『グラウンド・ゴルフ
オフィシャルルールブック』を尊重しながら
補足説明を加えています。

いじめ問題と道徳教育

低・中・高学年それぞれの道徳の時間で、優
しさ、思いやりのある心を育む実践を紹介。
いじめる心をつくらない。

小学校
ウェビングによる総合的学習実践ガイド

これまでの研究実践の成果を踏まえ，総合的
な学習に関するあらゆる悩みや不安，疑問に
答える！●総合的学習に関する Q（クエス
チョン）を，ウェビング法により系統的に分
類整理。●各設問について，1～2ページで簡
潔にわかりやすく解説。●先導的実践校にお
ける様々な課題への取り組みをもとに，具体
的な解決策を示す。

中学校
ウェビングによる総合的学習実践ガイド

これまでの研究実践の成果を踏まえ，総合的
な学習に関するあらゆる悩みや不安，疑問に
答える！●総合的学習に関する Q（クエス
チョン）を，ウェビング法により系統的に分
類整理。●各設問について，1～2ページで簡
潔にわかりやすく解説。●先導的実践校にお
ける様々な課題への取り組みをもとに，具体
的な解決策を示す。

「総合的な学習」実践事例集

「総合的な学習の時間」は、平成14年4月1日
から始まる新教育課程で創設され、各小・
中・高等学校で創意工夫を生かした教育活動
を行うことになりました。
本書は、この「総合的な学習の時間」につい
て解説し、かつ、全国の小・中学校で先進的
に実践されている特色ある活動例をテーマ別
に分類・整理して紹介いたします。

総合的な学習で育てる実践スキル30
―知る、創る、表す、関わる、律する力

月刊誌『総合的学習を創る』連載の「スキル
育成を重視した総合的学習の構想」を単行本
化。諸外国の子どもたちに比べ日本のこども
たちに特に欠けている、多様な実践スキルの
育成を具体的に提案する。

総合学習をたのしむ

総合学習とは何か。新学習指導要領と総合学
習誕生の背景から、総合学習を進めるにあ
たっての留意点、教科学習との関係、評価ま
でを収録した総論。テーマと立場を大切にし
た総合学習を説く。

情報・メディア・図書館

情報教育は、テクノロジーへの適応よりも、
より本質的で価値あるもの、すなわちメディ
アが機能する社会、その社会で生きる私たち
や子ども自身を対象にすべきだろう。



地域と結ぶ国際理解

課題は二つ。いま生活している場での国際理
解・異文化理解で、「ニューカマー」や在日
韓国・朝鮮人などの問題。さらに宇宙船地球
号という発想での国際的な相互理解の問題で
ある。

人権文化を拓く

人権教育は、学校を豊かな学びの場へと改革
して行く。大事なことは、子どもたちに、人
権教育にかかわる事象の問題性を問うことで
なく、人権感性に根ざした生き方を問うこと
である。

生きること・働くこと

さまざまな仕事やいろんな人々との出会いを
通して、仕事・職業に対する評価軸の問題に
気づき、いま一度、「働くこと」「生きるこ
と」の意味を考える。

幼児・小学生の人権プロジェクト支援ガイド

「公平じゃないよ」と気づいた子ども達の
「活動の旅」 。遊びや生活で気づいた不公平
に対する子どもたちの活動を、親や地域とも
つなげてどう導いていったか、保育・教育者
が体系的にまとめたアメリカでの「人権プロ
ジェクト」実践。03年刊。

〔実践〕特別支援教育とＡＴ
（アシスティブテクノロジー）第１集

ＡＴって何？困難さを支援する技術の使い方がわ
かります「障害による物理的な操作上の困難や障
壁（バリア）を、機器を工夫することによって支
援しようという考え方」であるＡＴ（アシスティ
ブテクノロジー）をより広く知ってもらい、活用
していくためのＡＴ入門書。環境整備としての支
援技術を実践とともに紹介しています。

〔実践〕特別支援教育とＡＴ
（アシスティブテクノロジー）第３集

学習のユニバーサルデザインにＡＴを活用しよう
目が見えづらかったらメガネをかけるように、学
習や生活上の困難を支える支援機器を使ってみま
せんか。第３集では、教室で学びにくさを感じて
いる子どもたちをはじめ、どの子にも有効な教材
をローテク（紙教材）からハイテク（ＩＣＴ機
器）まで数多く紹介しています。

部落史の再発見

古代~中世(開かれた列島―渡来人・先住民律
令制下の賤身分古代の穢 ほか)
近世(被差別部落の起源と集落としての起源囲
われたムラ失われた伝統と創られる伝統 ほ
か)
近現代(「解放令」と警察「新平民」から「特
殊部落」へ「部落産業」とはなにか ほか)

続・部落史の再発見

列島の歴史の中で、いきいきと活動した様々
な被差別民。古代から近代までの彼らの多様
な姿を追い、その豊かな事実を解き明かして
いくことによって、新たな歴史像を再発見す
る。

部落史に学ぶ
―新たな見方・考え方にたった学習の展開

部落史研究の広がりにより、教育や啓発の場
での部落史学習も転換を迫られている。啓発
や教育に何が求められているのかを検討し、
学習のねらいや実践の視点について考え、部
落史学習を進めるための学習展開試案を提示
する。

部落史に学ぶ〈2〉
歴史と出会い未来を語る多様な学習プラン

第１章　部落史学習を組み立て直す（部落史見直しが教
育に提起したこと/ あらためて部落問題とは何かを考え
る）/ 第２章　社会認識を育てるための部落史学習
（「知識」を問うことだけが目的なのか/ 部落史学習の
評価はどうあるべきか）/ 第３章　前近代の歴史から現
代を学ぶ学習プラン（中世における被差別民衆の姿と生
き様/ 近世における被差別民衆の姿と闘い）/ 第４章
近現代の歴史から未来を学ぶ学習プラン（近代における
部落問題の成立と展開/ 戦後における部落差別の現実と
闘い）

部落史をどう教えるか

児童に対する部落史学習の教材集。部落史と
その前史である中世の被差別民衆の歴史を取
り上げ、その解放への闘争の歴史を特に重
視。図版・表・写真・聞きとりなどをふんだ
んに活用し、子供の関心と理解を深めた。
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