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意欲的、主体的に学習に取り組む生徒の育成を目指す
「総合的な学習の時間」についての研究

－南方熊楠の教材化を通して－

印南町立稲原中学校

教諭 原 祐 子

１ 研究のねらい

平成17年３月に出された第５期きのくに教育協議会報告「子どもたちの未来を切り拓

く和歌山らしい『学び』を創るために」には、国際学力調査の結果などから、子どもた

ちの「学び」に関する深刻な課題が四つあげられている。それは、判断力や表現力が十

分身に付いていないこと、学習に対する自信を持てない子どもが多いこと、学習意欲が

必ずしも高くなく、勉強を好きだと思う子どもが少ないこと、学習習慣が十分身に付い

ておらず、学校の授業以外の勉強時間が少ないことである。

私自身もこれまでの経験から同じような課題を感じてきた。特に、生徒が学習に関心

をもち、意欲を持って主体的に取り組むことが重要である。生徒が学習に意欲的、主体

的に取り組むことができれば、学習の過程で主体的に考え判断し、その結果を表現する

ことになり、判断力や表現力の向上につながる。また、学習を自分で評価し、学習を改

善していくことで、より良い学習習慣を身に付け、学習に対する自信を持つことができ

ると考える。生徒の学習意欲や主体性を引き出すために、郷土の偉人を取り上げ学習方

法を工夫することにした。

また、本県教育委員会の「平成17年度学校教育指導の方針と重点」には「本県各地に

所在する優れた文化遺産について、学校教育の場で子どもたちに学習させたり、その環

境保全のための活動に参画させたりすることは、ふるさとに愛着や誇りをもたせると同

時に豊かな情緒や感性、自立心などを培うため極めて重要である」と示されており、そ

のことにも留意しておく必要がある。

本県には歴史上の著名な人物が多く存在する。たとえば、世界で初めて全身麻酔によ

る乳癌の摘出手術に成功した華岡青洲や日英通商航海条約を締結し条約改正に初めて成

功した陸奥宗光、世界的な博物学者であり自然保護運動の先駆者としても高く評価され

ている南方熊楠等をあげることができる。本研究では、これらの中で、地域の身近な人

物として南方熊楠を取り上げることにする。

生徒は、小学校第３学年及び第４学年の社会科で自分たちの住んでいる身近な地域の

発展に尽くした先人の働きについて、第６学年では我が国の歴史や先人の働きについて

学習している。これらの学習をもとに、中学校の総合的な学習の時間に県内の偉人を取

り上げ、意欲的、主体的な学習態度を育てていくとともに、その生き方から自己の生き

方を考えさせたい。また、学んだことがそれぞれの生徒にとって、生涯にわたって誇り

となり、自らの人生や社会をたくましく切り拓く力となるような学習にしていきたいと

考えている。

２ 研究仮説

本校の総合的な学習の時間の取組では、身近な地域社会を通して自ら課題を見つけ探

究し解決できる生徒、体験や発表を通し豊かな表現力を発揮できる生徒の育成を目指し

ている。

、 、 、 、本研究では 総合的な学習の時間に 県内の偉人を取り上げ 意欲を持って追究させ

協同して学習を進め、自信を持って発表させたい。そして、本校が目指す生徒の育成に

つなげていきたいと考える。

そこで、本研究では、研究仮説を次のように設定した。
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総合的な学習の時間において、郷土の偉人を取り上げ、学習方法を工夫することに

より、生徒の学習に対する意欲や主体性を引き出すことができる。

３ 研究の内容と方法

(1) 郷土の偉人を教材化する意義

郷土の偉人を教材化する意義として次のことが考えられる。

ア 学習内容をより身近なものととらえさせることができる。

郷土の偉人は、生徒が日常生活の中でその業績やゆかりの地について見聞きする

こともあり、身近で親しみやすい要素を多く持っている。郷土の偉人を取り上げる

ことにより、学習内容をより身近なものととらえさせることができる。

イ 学習内容を具体的に理解させることができる。

図書館や資料館などの社会教育施設には、豊富な資料があり、それらを活用する

ことで生徒に学習内容をより具体的に理解させることができる。

ウ ふるさとに誇りをもたせることができる。

現在、国際化が急速に進展している。国際化は、これからもさらに進んでいくも

のと思われる。このような社会に生きる子どもたちには、諸外国について知るとと

もに、日本やふるさと和歌山を知ることは重要である。県内の偉人の学習をすすめ

ることによって、ふるさとをより深く知り、誇りをもたせることができる。

(2) 南方熊楠の教材化の意義

南方熊楠は、1867（慶応3）年に和歌山市に生まれ、1941（昭和16）年に田辺市で

没している。熊楠の研究は、狭い領域にとどまらず、自然科学分野・人文科学分野に

わたって広く、深い。中でも菌類・藻類・地衣類などの隠花植物を多量に採集して標

本をつくり、菌類においては数千点に及ぶ彩色図を作成している。粘菌では数多くの

新種を発見し、その生態を研究して、世界的な業績をあげている。さらに、民俗学・

宗教学・文学の分野においても数多くの業績を残している。和歌山県における彼の存

在を生徒に知らせ、彼の偉大さを知らせることは、ふるさとに誇りをもたせるうえで

意義がある。

南方熊楠については、その奇行が話題にされがちで、学問に対する姿勢や業績はあ

まり知られていない。彼の大きな業績は、天性の能力だけでなく、努力によるところ

が大きい。少年時代より「写して覚える」という学習方法をとり、アメリカ・イギリ

ス留学時代もこの学習方法に変わりはなかった。

生徒は、小学校の高学年から中学生の時期には、次第に客観的に自己を見つめるこ

とができるようになってくる。その時期に、学習につまずいた生徒は、学習に対する

自信を失ってしまいやすい。そして、学習に対する意欲を失い、落ち込んでしまうお

それがある。この時期に、南方熊楠の大きな業績には、不断の努力があったことを知

らせ、少しのつまずきや困難で意欲を失うのではなく、努力を続けることの大切さを

学ばせたい。南方熊楠の学問に対するひたむきさや生き方を学ばせ、学習全般に対す

る意欲をもたせたい。さらに、これからの自分の生き方をも考えさせたい。

(3) 授業での工夫

授業では、次の２点について工夫を行う。

ア 南方熊楠に興味・関心を持たせる工夫

単元の導入で、南方熊楠が研究した「粘菌」の写真を提示し、彼の業績に興味・
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関心を持たせたい。

また、彼の「写して覚える」という学習方法を体験させることにより、彼の学習

方法についても興味・関心を持たせたい。彼は10歳の頃から蔵書家を訪ねて書物を

見せてもらい、記憶して家に帰り、それを筆記したといわれている。現在の百科事

『 』 、 。典にあたる 和漢三才図会 105冊を 何年もかかって図まで描き入れて完成した

彼は、子どもの頃から研究しようとする心が強く、動植物・歴史・文学などの多く

の本を次々と読み、重要なところを写していった。この「写して覚える」という方

法が彼の学習方法だったのである。アメリカやイギリスに留学中もこの学習方法は

続けられた。彼の人並みはずれた記憶力と、何年もの歳月をかけて行った努力を短

時間の体験で実感させることは難しい。しかし、知識を身につける方法を体験させ

るという面で、生徒に『和漢三才図会』の一部を実際に書き写させることは、価値

のあることだと考える。ある生徒は漢字を覚える時に、実際に書こうとはせずに目

で覚えようとしていた。彼の「写して覚える」という学習方法を実際に体験させる

ことによって、彼の学問に対する姿勢にも触れさせたい。

このようにして、南方熊楠について興味・関心を持たせ、課題設定への意欲を持

たせたい。

イ 学習方法の工夫

、 、学習活動に意欲的に取り組ませ 学習したことに自信を持って表現させるために

本研究ではジグソー学習を取り入れた。ジグソー学習は、1978年エリオット・アロ

ンソン教授らによって考案された学習方法である 「すべての子どもたちが、学習。

活動に積極的に参加し、学力や人格を高める効果的な学習」として考え出されたの

がジグソー学習である。

この学習方法では、生徒がジグソーグループと課題別グループと呼ぶ二つのグル

ープに所属し、それぞれのグループ内で交流をしながら学習することができる。ま

た、一人ひとりの役割が明確であるとともに、グループ全員の働きがあって初めて

課題を解決することができる学習方法である。

ジグソー学習には、次のような利点がある。

①「調べる 「まとめる」という学習活動に意欲的に取り組むことができる。」

課題別グループで調べた内容を、ジグソーグループの他のメンバーに伝えなけれ

ばならない。そのため、課題別グループでは、生徒一人ひとりが課題の解決に真

剣に取り組むことになる。

②発表内容に自信を持つことができる。

課題別グループで調べた内容は、全員で協力して調べたものである。そのため、

一人ひとりがジグソーグループに戻っても自信をもって発表することができる。

③聞く力がつく。

自分が選択した課題以外は、それを担当するメンバーの発表だけが頼りである。

自分が真剣に課題に取り組めば取り組むほど、他の課題の発表に真剣に耳を傾け

ることになる。

具体的には、次のような方法で行わせる。

ジグソーグループの中で、自分が関心のある学習課題を選ぶ

①課題の選択 〔学習課題例〕ア どのような一生を送ったのか

イ どのような研究をしたのか

ウ どのような学習方法をしたのか

エ なぜ、神社合祀令に反対したのか
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同じ学習課題を選んだメンバーが課題別グループに集まって調べ

②課題の追究 学習に取り組み、まとめる。

最初のジグソーグループに戻って、それぞれが調べた内容を持ち

③学習内容の共有 寄り発表する。

以上のような方法で南方熊楠を調べることによって、生徒一人ひとりが自分の課

題として意欲的、主体的に取り組むことができるのではないかと考えた。

(4) 検証授業

これまで述べてきたことをもとに、次のような授業計画を立て、検証授業に取り組

んだ。

ア 単元名 「南方熊楠に学ぼう （全６時間）」

イ 期 間 平成17年11月４日（金）～11月18日（金）

ウ 対 象 第１学年 （男子 ６名 女子15名 計21名）

エ 単元設定の理由

郷土が生んだ偉人の一人である南方熊楠について調べる学習活動を通して、彼の

学問に対するひたむきな姿勢を知り、その生き方に触れ、そこから自己の生き方を

考えていくことをねらいとして本単元を設定した。

南方熊楠は、粘菌の生態を研究して数多くの新種を発見し、世界的な業績をあげ

た人物で、近年、自然保護運動の先駆者として評価されるようになっている。熊楠

の優れた記憶力は、天性のものであったようだが、それ以上に努力の人で、大きな

研究成果を生んだのである。学ぶために海外にまで出かけて行った彼の開拓者精神

や自分の信念に基づいた行動力等学ぶべき点が多い。その根底には、彼の学問に対

するひたむきな姿勢があると考える。

第１次の授業では、南方熊楠の「粘菌研究」に関する世界的な業績等を扱い、南

方熊楠を調べようという意欲を持たせたい。第２次の授業では、生徒それぞれが課

題をもち、ジグソー学習を行う。この学習方法は、協同学習と仲間による教え合い

を中心とするものである。学習の過程で、生徒がジグソーグループと課題別グルー

プと呼ぶ二つのグループに所属し、それぞれの仲間と交流をしながら学習する。ま

た、この学習方法は、一人ひとりの役割が明確になり、グループ全員の働きがあっ

て、初めて課題を解決することができる。授業では、生徒がそれぞれの課題ごとに

課題別グループに分かれ協同で調べ学習をし、まとめていく。第３次の授業では、

課題別グループで調べた内容をジグソーグループに戻って発表を行う。

中学生期は自分の進路について考える時期である。この時期に、生徒が様々な人

の生き方に触れたり自己の生き方を考えたりすることは、これから自分の人生を歩

んでいくうえで大いに意義があると考える。

オ 単元の目標

・南方熊楠に興味・関心をもち、課題を決め、見通しをもって学習を進めることが

できる。

・南方熊楠について図書やコンピュータを使って調べ、それをまとめて、わかりや

すく発表することができる。

・南方熊楠の生き方から、自己の生き方を考えることができる。

カ 単元の評価規準

本校では、下の①～⑥の観点で評価規準を設け評価を行っている。その観点に基

づいて本単元の評価規準を設定した。
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観 点 単 元 の 評 価 規 準

。①学習への態度 南方熊楠に興味・関心をもつことができるようになる

（関心・意欲・態度）

②課題選択の能力 課題を選んで決めることができるようになる。

、 。③課題解決の能力 見通しをもち 学習を進めることができるようになる

④資料や情報を活用する能力 課題の解決のために必要な資料や情報を図書やコンピ

ュータを利用して取り出すことができるようになる。

⑤表現力（コミュニケーショ 南方熊楠について調べたことをまとめて、わかりやす

ン能力） く発表することができるようになる。

南方熊楠の生き方から、自己の生き方を考えることが
⑥自己の生き方に関わって

できるようになる。

キ 学習過程と評価計画

評 価 規 準
次 時 学 習 活 動

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

１ １ 南方熊楠に興味・関心をもつ。 ○

南方熊楠について、学習課題を選択する。 ○
１

見通しをもち、学習を進める。 ○

２
２

南方熊楠について関心をもち、意欲的に調べる。 ○ ○

・

３

４ 南方熊楠について調べたことをまとめる。 ○

南方熊楠について調べたことを、わかりやすく発 ○

表する。
３ １

他の生徒の発表を聞き、質問や感想を書く。 ○

自己の生き方に関わらせて、感想を書く。 ○

ク 学習指導計画（全６時間）

第１次 南方熊楠を知ろう（１時間）

学習活動 形態 指導上の留意点 評価

・南方熊楠という偉人の存在を知る。 一斉 ・ 屋敷 「記念館 「胸像」等の写「 」 」

真を提示する。

・南方熊楠が和歌山県で偉人とし

。て扱われていることを知らせる

・南方熊楠について、どういう人物で ・業績の一部を知らせる。 ・南方熊楠に興味・関

あるかを概観する。 粘菌などの写真を提示し、今 心をもつことができ

後の学習への意欲をもたせる。 るようになる。

・子どもの頃の様子を知らせる。

「和漢三才図会」を見ながら、

各自書き写した後、熊楠の書き

写したもの（写真）を見せる。

第２次 南方熊楠について調べよう（４時間）
第１時

学習活動 形態 指導上の留意点 評価

・ジグソー学習についての説明を聞く ジグソー ・ジグソー学習について理解させ。

グループ る。

・グループをつくり、調べる課題を選 ・各自が課題を選択できるように ・課題を選択すること

。択する。 説明する。 ができるようになる
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課題

・課題別グループに分かれる。 課題別 ・それぞれのグループ内で 課題が

、グループ 選択できたことを確認してから

課題別グループに分かれる。

・各グループで学習の計画を立てる。 ・見通しをもち、学習

を進めることができ

るようになる。

第２時
学習活動 形態 指導上の留意点 評価

・南方熊楠について図書やコンピュー 課題別 ・学習に必要な資料を準備する。 ・課題の解決のために

タを使って調べる。 グループ ・調べた内容を書き込むためのワ 必要な資料や情報を

ークシートを準備する。 図書やコンピュータ

・課題に沿って調べられるように を利用して取り出す

支援する。 ことができるように

なる。

第３時
学習活動 形態 指導上の留意点 評価

・南方熊楠について図書やコンピュー 課題別 ・学習に必要な資料を準備する。 ・課題の解決のために

タを使って調べる。 グループ ・調べた内容を書き込むためのワ 必要な資料や情報を

ークシートを準備する。 図書やコンピュータ

・課題に沿って調べられるように を利用して取り出す

支援する。 ことができるように

なる。

第４時
学習活動 形態 指導上の留意点 評価

・調べた内容をグループでまとめる。 課題別 ・南方熊楠はどういう人物である ・南方熊楠について調

グループ かを理解させる。 べたことをわかりや

すくまとめることが

できるようになる。

・発表する練習をする。 ・グループでまとめたものを各自 ・南方熊楠について調

読む練習をさせる。 べたことをまとめて

わかりやすく発表す

ることができるよう

になる。

第３次 調べたことを発表しよう（１時間）
学習活動 形態 指導上の留意点 評価

・課題別グループで調べた内容をジグ ジグソー ・調べた内容を持ち寄り、各グル ・南方熊楠について調

ソーグループで発表する。 グループ ープで発表させる。 べた内容をわかりや

すく発表することが

できるようになる。

・発表内容について質問や感想を出し ・他の生徒の発表を聞いて質問や

合う。 感想を出させる。

・熊楠の生き方について話し合う。 ・熊楠がどのような生き方をした

のかを確認し、学習の感想を書

けるようにする。

・学習の感想を書く。 ・熊楠の生き方や学び方から、自 ・南方熊楠の生き方か

己の生き方に関わらせて、感想 ら、自己の生き方を

を書く。 考えることができる

ようになる。

・どのような一生を送ったのか

・どのような研究をしたのか

・どのような学習方法をしたのか

・なぜ、神社合祀令に反対したのか
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４ 検証授業の分析と考察

(1) 検証授業の結果

今日の授業をふりかえってください。毎授業終了時に学習をふり返って自己評価（ 図

次の①～④の項目について、１）を行わせるとともに、授業についての感想を記

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄで答えてください。述させた。この自己評価と自由記述させた感想をも

（Ａ：とてもよくできたとに単元の授業をふりかえる。

Ｂ：だいたいできた自己評価用紙の①興味②意欲③理解④充実の各項

Ｃ：あまりできなかった目について、Ａ（とてもよくできた 、Ｂ（だいた）

Ｄ：ほとんどできなかった）いできた 、Ｃ（あまりできなかった 、 Ｄ（ほと） ）

①興味 －（ ）んどできなかった）で自己評価させた。学習を進め

②意欲 －（ ）るにつれて それぞれの項目に答えた生徒の割合に、 、

③理解 －（ ）変化が見られた。図２～図５はその推移をあらわし

④充実 －（ ）たものである。

図１ 自己評価用紙

第１次（第１回）の授業終了時の自己評価では、興味のＡとＢの合計は66.7％（図

２参照 、意欲のＡとＢの合計は72.2％（図３参照）であった。Ｄと答えた生徒は一）

人もいなかった。授業終了時の感想には 「写真などで見たのでわかりやすかった。、

粘菌を見てみたいと思った 「パソコンの写真を見るときと、絵を写すときはおもし」

ろかった」などの感想があった。彼の研究した「粘菌」について興味・関心を持たせ

ることで、南方熊楠に興味・関心を持たせることができたのではないかと考える。

（ ） 、 、第２次第１時 第２回 の授業では 南方熊楠の調べ学習に意欲を持たせるために

生徒一人ひとりに調べたい内容を考えさせ、それをカードに書いて発表させた。その

内容を分類し、４つの課題を設定した。次に学習の進め方について説明した後、ジグ

ソーグループに分かれて、一人ひとりが４つの課題の中から課題を選択した。授業終

了時の感想で 「グループ分けが途中でわからなくなった 「グループを分けたり、、 」

くっつけたり、意味がわからない」と、ジグソー学習の進め方について理解しにくか
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図３ 項目②意欲の割合の推移図２ 項目①興味の割合の推移

図５ 項目④充実の割合の推移図４ 項目③理解の割合の推移
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ったという生徒もいた。

、 （ ） 、 。 、そこで 第２次第２時 第３回 の授業では 学習の進め方を再確認した そして

見通しをもって学習を進めることができるように、学習計画を立てさせた。授業終了

時の自己評価では、興味のＡとＢの合計が、28.5％にまで下がっていた。また、Ｄと

答えた生徒の割合は、第１次では0％であったのに、この授業では、14.3％に増加し

。 、 、 、ている これは ジグソー学習の進め方を説明したり 学習計画を立てさせたりして

すぐに調べ学習に入らなかったので、早く調べたいという生徒の気持ちを抑えてしま

った結果であると考えられる。しかし、学習計画を立て、見通しをもって調べ学習に

入ることができるようになったため、次時では、興味のＡとＢの合計は、75.0％に増

加している。

興味でＤと答えた生徒の感想を見ると 「調べる時間がもっと欲しかった 「あま、 」

りわからなかった。調べたが、なかった 「全然調べられなかった」と記している。」

調べ学習が順調に進んでいないことが感想にもあらわれていた。そこで、次時ではイ

webンターネット検索しやすくするために、

（ ） 。ページリンク集 図６ を使って調べさせた

その結果 「ほとんどできた。フロッピーに、

結構資料があった」と記した生徒の興味はＢ

となっていた 「フロッピーからは、見つか。

らなかった。調べられなかった」と記してい

る生徒も、興味はＢとなっていた。

第２次第３時（第４回）の授業終了時の自

己評価を見ると、興味のＡとＢの合計は、75.

0％、意欲は、85.0％と高い数値を示している

が、理解は、50.0％（図４参照 、充実は、60.0％（図５参照）と低い数値を示して）

いる。また、理解でＤと答えた生徒は、20.0％、充実でＤと答えた生徒も20.0％とい

う数値を示している。これは、調べ学習で生徒一人ひとりが興味・関心を持って意欲

的に取り組んだが、本やインターネットを使って思うように資料が収集できなかった

ことが原因ではないかと考える。

第２次第４時（第５回）の授業では、

それぞれの課題別グループで調べた内容

を「南方熊楠新聞」としてまとめ、次時

の発表のための原稿を作成した。興味は

前時より約８％減り、意欲も約14％減っ

たが、理解は約17％増え、充実は約２％

増えた。このことから、新聞ができあが

った生徒は、興味は前時より低くなった

が、新聞を作ることによって、理解が深

まり、学習に満足したと考えられる。

第３次（第６回）の授業では、もとの

。ジグソーグループに戻って発表を行った

発表中は、緊張した生徒が多かったよう

だが、課題別グループで調べた内容を自信を持って発表することができた。一人ひと

りの発表を聞いた生徒は、質問や感想をワークシートに記入し発表した。質問内容を

真剣に考えていた生徒が多かった。発表を終えた生徒たちは、満足そうな様子であっ

た。授業終了時の自己評価を見ると、興味のＡとＢの合計は75.0％、意欲は90.0％、

理解は80.0％、充実は70.0％とこの単元の６時間の授業の中で最も高い数値を示して

いる。調べた内容に自信を持って発表することができ、学習に満足した生徒が多かっ

たと考える。

最終の授業終了時の感想では「発表を聞いて、自分が調べてわかったこと以外に、

他の班が調べたこともわかって良かったと思う 「南方熊楠はどういう人なのかと思」

図６ webページリンク集

図７ 南方熊楠新聞
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っていたけれども、今日の発表でわかりました」と述べている生徒が多かった 「初。

めは、興味も何にもなくて、おもしろくないと思ったけれど、最後までやったら、南

方熊楠のことに興味を持てた。楽しかった」と感想を書いた生徒もいた。

(2) 毎授業終了時の感想より

ア 意欲が高まった生徒

、 、「 。生徒Ａは ４回目の課題別グループでの調べ学習の授業では 時間がたりない

新聞づくりは楽しい」という感想を書き、課題意識をもって 「調べる 「まとめ、 」

る」という学習活動に取り組んでいたことが明らかである。５回目の「熊楠新聞」

作成の授業では、調べたことを新聞にまとめるという学習活動によって 「だんだ、

ん熊楠についてわかってきたような気がする」という感想を書き、６回目の授業

では 「最初は熊楠から粘菌になったり、和漢三才図会になったりと意味がわから、

なかったけれども、あとになってわかってきた」と書いた。授業を進めるにした

がい、学習に積極的に取り組む姿が見られるようになり、南方熊楠に対する理解

が深まったと考える。

イ ふるさとについて知り、良かったと感じている生徒

生徒Ｂは、２回目の授業後の感想では 「南方熊楠さんが、いろいろなことをや、

っている事がわかった」と書いていた。３回目の授業では 「コンピューターより、

本で調べるほうがいいと思った 、４回目の授業では 「うまく調べられたから、」 、

気分が良かった。たぶんコンピューターより本の方が、調べやすいと思った。ぼ

くは、神社合祀令に反対です。南方熊楠さんはいい人だとぼくは思った」と書い

ていた。５回目の授業では 「新聞を書くのがむずかしかった 、６回目の授業で、 」

は 「６時間で調べてまとめ、発表するのがとてもしんどかった。特にまとめがし、

んどかったです。でも、熊楠のことは、よくわかりました。昔、田辺に南方熊楠

さんがいたことを知りました。本当にいい勉強になりました」と書いていた。こ

の単元を学習することによって、熊楠が田辺に住んでいたことを知り、良かった

と感じているようである。今後、ふるさと和歌山について、さらに学んでいくこ

とにつながるのではないかと考えている。

(3) 単元の学習終了後の感想より

この単元の学習終了後、南方熊楠から学んだことや、これからの自分に参考にな

ったことを記述させた。その結果、次のような感想があった。

・ 南方熊楠のことを調べて、105冊もある『和漢三才図会』をほんの数年で写し「

たことを知り、何でも初めからあきらめずにがんばればできるということがわか

りました。私はやる前から『できない』とか 『どうせやるだけむだだ』とか思、

っていました。今度からは、やる前からそんなことを考えずに何でもがんばって

みようと思いました」

・ 熊楠新聞を見て、一つのことに集中して取り組んでいる人だなあと思った。神「

社合祀令に勇気のある反対運動を起こし、あきらめずにがんばり続けたので廃止

。 、 」できた あきらめては そこで終わりなんだなということがあらためてわかった

「 、 。・ 熊楠さんに学んだことは 一つのことに夢中になることが大切だということだ

彼は粘菌や和漢三才図会に夢中だった。だから 『グアレクタ・クバナ（南方熊、

楠がキューバで発見した地衣新種 』というものを見つけることができたんだと）

思った。私も一つのことに夢中になって、いろいろなことを学ぼうと思う」

以上のことから、彼の学問に対するひたむきな姿や、神社合祀令に粘り強く反対し

た姿から、一つのことに集中して、あきらめないでがんばることの大切さを学ぶこと

ができたと考える。
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５ 研究のまとめ

・総合的な学習の時間に、南方熊楠を学習させることによって、ふるさと和歌山に対す

る興味・関心を持たせ、誇りをもたせることができた。

・ジグソー学習や新聞づくりを取り入れることは、積極的に学習活動に取り組ませるう

えで効果的であったと思われる。

・導入で南方熊楠の業績を知らせ、彼の学習方法を実際に体験させることによって、南

方熊楠に興味・関心を持たせることができた。

・各課題別グループで調べた内容を 「熊楠新聞」としてまとめさせることで、表現す、

る楽しさや達成感を味わせることができた。

・毎時間の授業終了後、自己評価を行わせ、自由記述の感想を書かせることで、学習の

成果と課題をつかませ、次時の学習への見通しや学習への意欲をもたせることができ

た。

本研究では、身近な教材として県内の偉人を取り上げ、学習方法を工夫することで、

生徒の学習に対する意欲を高め、主体的に取り組ませることができたと考える。

南方熊楠のように、少しのつまずきや困難で意欲を失わず、努力を続けることを大切

にし、私自身も教育に対するひたむきな姿勢を持ち、それを生徒に示していきたい。
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