＜アーカイブズと学校教育＞

アーカイブズガイド学校教育編の活用について
－文書館所蔵資料に親しむためのワークシートの紹介－
山本

明史

１．アーカイブズガイド学校教育編について
当館では、学校教育支援として、①「授業で使える文書館活用講座」の開催、
②児童・生徒・大学生等の見学受け入れ、③教材研究に関するレファレンス、
④「山
口県文書館所蔵アーカイブズガイド－学校教育編－」
（以下、
「アーカイブズガ
イド」と記す）の作成などを行っている。
この内、④アーカイブズガイドは、当館の豊富な所蔵資料の中から授業等で
役立つものをピックアップし解説を付けた資料集である。これは、教員を対象
に毎年実施している①「授業で使える文書館活用講座」で、参加者の多くから
「文書館から資料を紹介して欲しい」との要望があり、その声を受けて作成を開
始したものである。平成 22 年度から作業に取り組み、現在、213 のトピック
を教科書の項目とリンクさせ、当館ウェブサイト上に掲載している（図①）。今
後も順次増やしていきたいと考えている。

図① トピックの例 「民主政治の確立 （県政だより）」
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アーカイブズガイドの作成にあたっては、あくまでも日々の授業での活用を
念頭に置くこととした。
文書館の機能や特性を考えた時、課題追究を行う単元を設定し、そこで館蔵
資料を活用することが最も効果的であることは間違いない。③のような教材研
究の相談が寄せられれば文書館からの積極的な支援が可能である。しかし、実
際にはそのような事例は少ない（註①）。今後、そうした授業が実践されていく
ために、学校教育現場と文書館との連携をどう構築し、支援していくかが大き
な課題だと認識している。
学校教育現場の文書館に対する理解がまだ十分でない中で、館蔵資料が使わ
れやすくするためには、まずは文書館には授業で有効に活用できる資料が豊富
にあることをアピールし、さらにそれらが日々の授業で手軽に使えることを示
すことが先決だと考えた。児童生徒が手にしている教科書や副教材には、カラ
ー印刷された全国的によく知られた資料が数多く掲載されている。それらとと
もに地元に残る資料が教室で広く活用されるならば、学習効果も高まり、なお
かつ文書館に対する理解も深まるであろう。このアーカイブズガイドが学校教
育現場と文書館とをつなぐ架け橋となることを期待している。
資料の選択は、学校教員の経験をもつ館員が現場感覚を活かし、教室での使
用場面を想像しながら作業を行っている。現在 213 件のトピックを作成して資
料を紹介しているが、次のような資料をできるだけ選んできた。
・視覚に訴えるビジュアル的に優れた資料
・著名な人物、重大事件に関する資料
・児童生徒の生活経験に根差す地域の資料
・意外性があり、知的好奇心を刺激するような資料
・中央と地方の歴史のつながりを感じることのできる資料
また、これらの資料を紹介するにあたっては、学校教育現場における活用の
しやすさを第一に考え、以下のようなスタイルにした。
（1）普段の授業で使うために教科書の項目と対応する形でトピックを作成
し、解説についても辞書的な説明ではなく、中学校の歴史の教科書の記述を受け、
その延長線上で書くにようにした。また活用の幅を広げるために、一つの項目
に対して複数の資料を紹介した（註②）。
（2）各トピックは印刷の便を考えて A4 横版のスタイルでレイアウトし、当
館ウェブサイト上において PDF 形式で掲載した。また、それぞれの画像にポッ
プアップ機能を持たせることにより、資料画像を取り出しやすくし、プロジェ
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クター等での資料提示を容易にした。
現在、新型コロナウイルスの感染拡大を機に ICT を活用した教育実践が急
速に進められている。これまで、このアーカイブズガイドの活用形態としては、
学習プリントに取り入れての配布や、プロジェクターでの投影などをイメージ
していた。今後、教室内で一人一台ずつコンピュータ端末が持てるようになると、
各教科においてその利点を最大限活かした授業が展開されていくだろう。歴史
資料の提示にしても、プロジェクター、大型ディスプレイ、電子黒板などを使
った全体説明の後で、児童生徒一人ひとりが各端末で資料画像にあたれば、プ
リントやプロジェクターで見るよりも遙かに鮮明に細部まで観察することが可
能となる。また、より臨場感を持たせるためには、資料紹介の短い動画が有効
かもしれない。
そのようなニーズが学校教育現場から出されるようになると、アーカイブズ
ガイドで紹介した資料についても、動画の作成や様々な角度から撮影した画像
の準備など、新たな形での情報発信も検討しなくてはならないだろう。今後、
工夫の必要なところだと思う。
２．アーカイブズガイドの活用方法について
このように、アーカイブズガイドは日常の授業支援を念頭に置いて作成して
きた。実際の使われ方としては、教員が教材研究の過程でアーカイブズガイド
で紹介した資料に当たり、プリントやプロジェクターで児童生徒に提示し、授
業の説明を補完するという使われ方が一般的だろう。授業の導入時に動機付け
として活用されることもあるだろう。
本稿では、アーカイブズガイドの活用方法の一つとして、児童生徒が文書館
資料に親しむための演習教材への応用を考えてみる。具体的には、資料と向き
合い、資料から情報を引き出す力を養うためのワークシートの試作である。
新学習指導要領（註③）では、「主体的・対話的で深い学び」がキーワードの
一つとなっており、資料を通して物事を考察し、さらにそれを表現する力が重
視されている。また、調査学習先の施設として博物館などと並び公文書館が初
めて名を連ねた。資料の活用、さらには公文書館を活用する能力の育成が求め
られているが、そうした力を養うためには、まずは児童生徒が資料としっかり
向きあう場面を日常の授業の中に設けていく必要があると思う。
時間をかけて多くの資料と真摯に向き合えば、様々な発見があり、そこに楽
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しさがあることを、アーカイブズにいる我々は日常的に経験している。児童生
徒にも同じような体験をさせてやれないだろうか。時を忘れて資料にしっかり
と向き合い、資料を通して様々に思いを巡らせるような体験である。教員の適
切な指導の下、適切な資料を適切な形で与えれば、たとえそれが一次資料であ
っても、それは可能だと思う。
今まで知らなかった事を初めて知ったり、できなかったことが初めてできた
時に児童生徒は心の底から嬉しそうな表情を見せ、その経験がさらなる学習意
欲の向上へとつながっていく。文書館の資料と向き合い、今まで気づかなかっ
たことを資料から発見する楽しさをぜひ味わって欲しいと思う。そこに手が届
いた喜びは、きっと強い体験としていつまでも残るだろう。
そうして生まれた発見・気づき（課題意識）から、「文書館へ行って、資料を
集めたい」（調査）、
「周辺情報を集めて見比べたい」
（考察）
、
「結果をまとめたい」
（表現）などの学習活動へと展開していくならば、より深い学びが実現されよう。
学校教育現場に 20 年、アーカイブズに 12 年間身を置く筆者の目からは、ア
ーカイブズにはそれぞれの資料の魅力や面白さを引き出すヒントが膨大に蓄積
されているように思える。それを学校教育現場に向けて提示していくことは、
アーカイブズが果たすべき、大変貴重な役割だと考える。
3．文書館所蔵資料に親しむためのワークシートの試作とその紹介
資料と向き合い、資料を通して考える力を育てると一口に言っても、そのよ
うな力はすぐに身に付くものではない。やはり、少しずつ、楽しみながらこう
した経験を積み重ねていくことが大切だと思う。そのためには、児童生徒が楽
しんで取り組めるような教材を数多く準備しておく必要がある。
先に紹介した「授業で使える文書館活用講座」では、アーカイブズガイドで
紹介した資料の実物を前に、それらをどのように授業へ導入したらよいかにつ
いて現場の教員と意見交換を行う時間を設けている。そこでの意見などを参考
にして作成したのが後掲のワークシートである。普段の授業にあまり負担なく
取り入れることができ、なおかつ、児童生徒が興味関心を持って資料に迫れる
ような作業を考えてみた。
各ワークシートの作成意図や着眼点を以下に示し、ワークシートについては
文末にまとめて掲載した。紹介した資料やトピックの詳細については、当館ウ
ェブサイトに掲載しているアーカイブズガイドをご覧いただきたい（註④）
。
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４．各ワークシートの作成意図ならびに着眼点
Ⅰ

ここに描かれている動物は何ですか
＊毛利家文庫 9 日記 8 「密局日乗」 （寛政  年  月 7 日条）
（ガイド 1-1-2「アザラシ・トド」参照）

萩藩密用方の日記に記された、愛らしい動物の図入りの資料である。描かれ
た絵と資料中の「おつとせい」の名称にギャップがあり、児童生徒は意表を突
かれるだろう。
動物の特徴が詳しく記してあり（図
②）
、動物図鑑などを用いた調べ学習
で理科との連携も可能である。当時の
日本は、地球規模の小氷期のなかで火
山の噴火も相次ぎ、 異常な寒冷期だっ
た。そうした気候変動と動物の生息域
との関係に関心を持つ児童生徒もいる
かもしれない。
「そもそも、当時どんな動物をオッ
トセイと呼んでいたの？」という疑問
からは、動物の名の地域による違いや
時代による変遷へも探究の目が向けら
れるかもしれない。
くずし字で書かれた、やや難しい資
料ではあるが、
「おつとせい」や「打

図② ワークシート掲載資料の釈文

殺し」などは読み取りが可能であり、楽しみながら資料に向き合わせたい。

Ⅱ 「富岡製糸場の伝習生募集に応募しよう」
＊県庁戦前Ａ総務 00 「山口県新聞」
（ガイド 4-2-4「殖産興業（富岡製糸場伝習生の募集）」参照）

富岡製糸場については官営模範工場の代表例として学習する。ワークシート
に載せた資料は、1873（明治 6）年 1 月発行、
「山口県新聞

第二号」の記事で、

山口県庁から出された富岡製糸場の伝習生募集に対して、進んで応募するよう
に呼びかけている。
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長文の資料だが、様々な誘いの言葉が書かれており、当時の人々の立場に立
ってこれを読めば、募集の実際を実感できるだろう。「実際には、何人ぐらいが
これに応募し派遣されたのだろう？」
、
「どんな人が応募したのだろう？」、「他
の県でも同じように募集されたのだろうか？」、「伝習期間が終わった後に彼女
たちはどんな活動をしたのだろう？」。資料と向き合うことで、様々な追究の芽
が生じることが期待される。

Ⅲ

西南戦争の電報を解読しよう
＊県庁戦前 A 総務 80 「熊本県暴動電報原書」
（ガイド 4-2-6「不平士族の反乱（西南戦争の電報）」参照）

西南戦争の戦闘終結を知らせる、1877（明治 10）年 9 月 24 日の電報の原
文である。当時の情報伝達の有り様を垣間見ることができる。当日行われた城
山総攻撃の開始時刻を調べれば、この電報の発着時間から速報性が実感でき、
西南戦争がよりリアルに感じられるだろう。また資料の中で文字数が
「七十六字」
とカウントされており、短い文字数の中で要領よく伝える様は、現在のツイッ
ターなどとの共通性に連想が及ぶ児童生徒もいるかもしれない。
暗号文の解読的な面白さがあり、ワークシート例では、語群から語句を選び
解読文が作れるようにしてみた。

Ⅳ

大正 15 年度山口県立柳井中学校の入学試験問題
＊滝口明城文庫  「山口県諸学校入学試験問題集 大正  年度」
（ガイド 4-3-6「学校教育の普及（戦前の試験問題）」参照）

1926（大正 15）年度の県立柳井中学校（現山口県立柳井高等学校）の入学
試験問題である。実際に問題を解くことによって、当時の学習内容が実感できる。
特に尺貫法が一般的であった当時とメートル法の現在との違いには戸惑うこと
だろう。また問題の難易度から受験年齢に思いが及べば、中学校入試を受けた
年齢に幅があったことや、学校制度の変遷にも気付くことができる。
算術科の試験はワークシートに掲載した初日の 2 時間の試験に加えて、二日
目にもさらに２時間、計 4 時間の試験が行われている。このことにも驚かされ
るのではないだろうか。
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Ⅴ

50 年前に考えられた西暦 2000 年の未来予想図
＊行政資料 0 企画 0 「グラフやまぐち 99.」
（ガイド 6-2-2「昭和 75 年（西暦 2000）」の山口県未来予想図」参照）

県が発行した広報誌に掲載されたイラストである。こうした行政資料も教材
化できる例としてあげた。行政資料には身近な地域に関する情報が載せられて
おり、工夫次第で現代社会や政治経済の授業でも活用が可能である。
ワークシート例では西暦 2000 年からすでに 20 年を経過した現在のわれわ
れの目から、当時の人が考えた西暦 2000 年の未来予想図を検証してみること
とした。こうしたイラストは県の長期的な計画を反映して描かれている。全て
がこのイラストのようになってはいないが、実現されたものも数多く見つけ出
すことができる。その作業をとおして、当時の人々がどのような希望を未来に
託していたかを実感できるだろう。逆に自分たちはどんな未来を夢見るか描か
せてみるのも面白いかもしれない。

Ⅵ

学制公布当初の国語の教科書
＊教科書文庫明治 -9 「小学読本 巻一」
（ガイド 4-2-2「学制の公布（学制公布当初の教科書）」参照）

文部省は学制公布当初、国語の教科書として、アメリカで使われていた『ウ
ィルソン・リーダー』を手本に田中義廉が編集した『小学読本』（田中本）と日
本的な教科書観に近い榊原芳野編『小学読本』
（榊原本）の２種類を刊行した。
直訳調ではあったが、開化期の時代に合う前者の『小学読本』が広く用いられた。
『ウィルソン・リーダー』の英文
と教科書の和訳を対比させることで、
直訳調のスタイルが実感できる。こ
の教科書を使ってどのような授業が
行われたのか想像させても面白い。
また、ここで描かれている野球の
挿絵から、西洋スポーツ文化の移入
について考えることもできるだろう。
その際には、翌年に出された改訂版
を併せて見るとより効果的である
（図③）
。

図③ 87（明治 7）年版『小学読本 巻一』
（河崎家文書 7）
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Ⅶ 『西国立志編』のナポレオンの人物評を読んでみよう
＊文書館図書 7 「西国立志編 第  冊」
（ガイド 4-1-1「ナポレオン」参照）

『西国立志編』は、幕末・明治期の啓蒙思想家中村正直がイギリス人スマイル
ズの『Self Help（自助論）』を翻訳したものである。
「天は自ら助くる者を助く」
の話から始まるこの本には、西洋の歴史上の人物の成功譚が数百人分載せられ、
福沢諭吉の『学問のすゝめ』とともに明治初期の青年たちに大きな影響を与えた。
『西国立志編』のナポレオンの人物評の部分をそのままワークシートに掲載し
た。やや難解な言い回しの箇所もあるが、有名なエピソードや没落に至る理由
がどう表現されているか読み取らせてみたい。ナポレオンの直後に紹介されて
いるウェリントンと対照的な記述であることに気が付くだろう。イギリスとフ
ランスの国家間の対立の歴史などに思いが及ぶかもしれない。

Ⅷ

鉄道競争すごろく
＊津田家文書 （追加）  「壱万哩記念 鉄道競争すごろく」
（ガイド 4-3-5「産業の発展と鉄道の建設（鉄道競争すごろく）」参照）

美しく、見て楽しいすごろくである。東京または大阪から出発し、チェック
ポイントに指定された全ての主要駅を早く回って帰った者が勝ちとなっている。
全国の主要な路線、駅名、特産物、名所、軍事的要衝などが親しみやすく描か
れている。鉄道の伸長が明るい未来の象徴であった時代の空気が感じ取れるだ
ろう。
全国の主要駅を読み取って現在の駅名を確認したり、都道府県ごとに描かれ
ている文物を表にし、現在と比較する作業なども面白いだろう。時間があれば
実際に遊んでみるのもよいかもしれない。様々な活用の仕方が考えられるが、
ワークシート例では山口県部分を拡大して提示し、現在と比較しながら読み取
る作業を設定した。

Ⅸ 「明治双六」で見る明治の歩み
＊河崎家文書 7 「明治双六 （明治元〜  年）」
（ガイド 4-3-1「条約改正の実現（治外法権の撤廃）」参照）

1893（明治 36）年の第５回内国勧業博覧会までの明治期の日本の歩みが描
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かれたすごろくである（図④）。
アーカイブズガイドでは、条約改正の
一場面を取り上げた。このように、一つ
のコマを取り上げて、その出来事がどの
ように描かれているかを詳しく考察する
こともできるだろうし、一コマずつ内容
を追い、明治時代を俯瞰する学習にも用
いることができるだろう。
ワークシート例では「休」にあてられ
た年を集め、その共通点について考察す
る課題を設定してみた。
このすごろくに、自分の住む町や学校
の歴史、その他、明治期の身近な親族な
どと重ね合わせれば、より一層、明治時
代が身近に感じられるだろう。

図④ 「明治双六」 の一部分
( 上 ) ： 明治  年内国勧業博覧会
( 下左 ) ： 明治  年新橋横浜間鉄道開通
( 下右 ) ： 明治 9 年三陸大津波

Ⅹ 「ねずみ算」に挑戦！
＊県庁伝来旧藩記録 77 「塵劫記 ( 木版 )」
（ガイド 3-3-2「塵劫記（算術の普及）」参照）

よく知られた「ねずみ算」の問題である。「塵劫記」にはユニークな例題が数
多く収録されているが、このねずみ算においても、2 疋× 7 × 7 × 7 × 7 × 7
× 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 という気の遠くなるような計算をさせた後に、
そのねずみが連なって、海を越え中国へ渡るなどという、思わず笑いが出るよ
うな場面設定の追加問題もある。江戸時代の学びの一端に触れることができる
だろう。
註
① 事例はあまり多くはないが、「授業で使える文書館活用講座」の参加者から、「山口
県の北海道移住」
、
「郷土史料を活かした古典授業」、「学校史すごろく作り」などの
授業の実践報告が寄せられている。
② 項目立ては東京書籍の中学校教科書『新しい社会 歴史』に準拠した。
③「高等学校学習指導要領」平成三十年三月告示。
④ アーカイブズガイドのウェブサイトのアドレスは、
http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/index/page/id/524/
スマートフォンやタブレット端末の方は右の QR コードからアク
セス可能。

(9)
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〈文書館所蔵資料に親しむためのワークシート〉

Ⅰ

ここに描かれている動物は何ですか

江戸時代のことです。1791（寛政
3）年 3 月 27 日、野波瀬（のばせ・
現山口県長門市）で珍しい生き物が
発見され、解説図つきで萩藩の記録
に残されました。
①描かれた図を見て、何の動物か考
えてみましょう。
②資料の中に動物の名前が書かれた
箇所があります。探してみましょう。
③この動物には次のような特徴があ
ることが観察されました。
・毛鼠色にしてわずかに赤みあり（毛
は鼠色で少し赤みがかっている）
・頭鯔に類す（頭はボラに似ている）
・後足尾に付て魚尾の如し
（後ろ足は尾についており、魚の尾
のようである）
・耳にたぶ無し、ただ穴あり（耳たぶは無く、穴があるだけである）
・爪五つ、水かきあり（爪は 5 つで、水かきがついている）
・口小して叟唇のごとし（口は小さく老人の唇のようである）
・歯猫の歯に同じ（歯は猫の歯と同じである）
・目、勃窣として出づ（目が飛び出ている）
このような特徴を持った動物を図鑑などで確認してみましょう。
④この動物はこの後どうなったと思いますか、次の中から選んでみましょう（資料の中に
その答えが書かれた箇所があります）。
（あ）珍しい動物として人気者になり大事に飼育された
（い）そっと様子をうかがっていると、やがて海に帰っていった
（う）打ち殺された

（26）

Ⅱ

「富岡製糸場の伝習生募集に応募しよう」

次の資料は 1973（明治 6）年 1 月発行の「山口県新聞 第二号」です。記事の中で、
山口県庁から出された富岡製糸場の伝習生募集に対して、進んで応募するように呼びか
けています。

今般，上州富岡製糸場へ，婦女子十七歳ヨリ三十歳マテ有志ノ輩，五十
人差遣ハサルヘシト県庁ヨリ御布令アリ。方今，我邦ノ産物ハ繭糸ヲ以テ
第一トス。当県既ニ追々桑植付ケ繭糸取方ノ事ニハ厚ク御手ヲ入ラレ御引
立アル折柄，殊ニハ婦女子ト雖モ智識ヲ開キ巧業ニ熟シ自主ノ目的ヲ立ツ
ヘキハ勿論ナレハ，渡リニ舟ト喜ヒ願ヒ出タキ事ナリ。且ツ，県庁厚ク御
詮議アリテ途中旅費ハ勿論，指ス方ヘ行ヲモ不自由ナキ様御世話有ヘシト
ノ事ナレハ，一銭ヲ費サズシテ此春暖ニ乗シ，陸ニハ人力車アリ，海ニハ
蒸気船アリ，面白キ事ニ非ズヤ。而シテ各習ヒ得シ上ハ，皆自身ノ利益ニ
テ終身自由ノ財本トモ謂ヘシ。尚，彼是思案スルハ愚カナル事ニテ，徒ラ
ニ三絃謡曲ニ日ヲ消シ此好機会ヲ誤マラハ，後日，他人ノ巧事ニ熟シ産業
ヲ作シ自主自由ヲ得ルヲ羨ヤム共，豈ニ及フヘケンヤ。父母モ亦タ僅カ三
年ノ割愛ヲ厭ヒ，我児一生ノ業ヲ誤マラシムルハ慈悲ナシト謂ヘシ。アワ
レ壮年ノ女児達。自ラ志ヲ発シ，三味線ヲ投ケ捨テ，竹杖一本ニテ上程セ
ンコトヲ願フノミ。
問 1 募集の対象はどのような人でしたか。
→（

）才から（

）才までの女性

問 2 山口県における募集人数は何人でしたか。
→（

）人

問 3 伝習生募集に応じるよう、様々な勧誘の言葉が書かれています。どんな言葉が書か
れているか資料の中から抜き出し、みんなで出し合ってみましょう。
・
・
・
・
・
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Ⅲ

西南戦争の電報を解読しよう
西南戦争では、その戦況が新しい通信技術であ
る電信により即時に各地に伝えられました。
左の写真は 1877（明治 10）年 9 月 24 日午後 6
時 30 分に鹿児島県令から山口県令にあてて送信
された電報です。
当時は、モールス信号で伝えられた通信音を技
師が一文字ずつ聞き取り、仮名に変換して書き留
めていました。
（1）この時の電報は次の通りでした。下の語群の
語を並べ替えて電報を解読してみよう。

ホンジツクワングンカゴシマシロヤマエコウゲキ
ソククハイサイゴウタカモリキリノトシアキソノタ
ウチトリアルイハコウフクイタシソロコノダンゴツ
ウチニヲヨビソロ
（

）→（
→（

）→（

）→（

ア、この段
カ、攻撃

）→（

）→（
イ、その他

キ、降伏致し候

知に及び候 サ、西郷隆盛

）→（

）→（

）→（

ウ、或は
ク、鹿児島
シ、賊魁

）→（

）→（

エ、官軍

）→

）→（

オ、桐野利秋

ケ、城山へ
ス、討ち取り

（2）完成した解読文から電報の内容を考えてみましょう。

（28）

）→（

コ、ご通
セ、本日

）

Ⅳ

大正 15 年度山口県立柳井中学校の入学試験問題

1926（大正 15）年度の県立柳井中学校の入試問題（算術科）です。解いてみよう。
（第 1 日:試験時間 2 時間）

1 次ノ式ヲ計算セヨ（運算ト答）
（イ）4502－1564 （ロ）63096×3264 （ハ）18356÷706 （ニ）319.8×23÷0.78
2 次ノ式ヲ計算セヨ（運算ト答）
（イ）3 里 19 町 20 間 1 尺×7 （ロ）3 反 7 畝 15 歩÷9
3 次ノ各括弧ノ内ニアル数を大サノ順ニ並ヘヨ（運算ト答）
（イ）（

2

5

3

27

6

30

）

（ロ）（3.142

22
7

355
113

）

4 次ノの式ヲ計算セヨ（運算ト答）
2

5
6

− 3 × +2 ÷3 − 1
2
3

7

22

3
4

1
7

17
24

5 次の三角形ノ三ツノ高サ（いろはノ各辺ヲ底トスルトキ）ヲ図ニカキ入レナサイ
6 1.5 瓩ノ水ノ体積ハ幾リツトルカ（式ト答）
7 或学校デ生徒ノ体格検査ヲシタラ全体ノ 8 分ノ 3 ハ甲デ、12 分ノ 5 ハ乙で、残リ 125
人ハ丙デアッタ。甲ノモノト、乙ノモノトハ各々何人カ（式ト運算ト答）
8 20 銭銀貨ハ銀 18 ト銅 7 トノ割合で出来テ居ル。20 銭銀貨ノ目方ガ 3 瓦アルト其ノ
内ニアル銀ハ幾瓦カ（式ト運算ト答）
9

1 円 80 銭ニ売レバ原価ノ 1 割ノ損ガアル品ヲ、原価ノ 2 割ヲ儲ケテ売ツタ。此ノ品
ノ売価ハ幾ラカ（式ト運算ト答）

10 物ヲ落スト初ノ一秒間ニ 4.9 米突落チ、第二秒間ニハ第一秒間の 3 倍、第三秒間ニ
ハ第一秒間ノ 5 倍落チル。或塔ノ頂上カラ物ヲ落シタラ 3 秒デ地面ニ達シタ。此ノ塔
之ノ高サハ幾米突カ（式ト運算ト答）
【質問】問題を解いてみて、どのような感想を持ちましたか。
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Ⅴ

50 年前に考えられた西暦 2000 年の未来予想図

1969（昭和 44）年１月に「初夢」として描かれた西暦 2000 年の山口県の未来予想図
です。随分と未来都市風に描かれていますね。西暦 2000 年からすでに 20 年を過ぎた現
在の私たちから見て「実現したもの」
、
「実現していないもの」を例にならって探してみま
しょう。
描かれているもの
例

新幹線が走っている

実現した？ 実現していない？
6 年後、昭和 50 年に岡山－博多間が開通
し、
東京－博多間が約 7 時間で結ばれた。

１
２
３
４
５
６
７

（30）

Ⅵ

学制公布当初の国語の教科書

学制公布当初の国語の教科書です。アメリカで広く用いられていた『ウィルソン・リ
ーダー』を翻訳して作成されました。英文と教科書の和文を対応させてみよう。
（『ウィルソン・リーダー』の英文）
Do you see the boys at play?
Yes, I see them. What do they play with?
They play with a ball, and the ball is as large as my head.
They kick the ball.

→（

）

Do you see them do it?

→（

）

No, but I see them hit it with a club. →（
Is it a hard ball?

→（

）

）

No, it is a soft ball, and if it hits them it will not hurt them.
Boys love to play ball.

→（

→（

）

）

It is good for them to play, but they must not play all of the time.

→（

）

Do not play too long when it is a hot day.
You must not get too warm, for that will hurt you.

→（

）

a. それは遊ぶに善きことなれども，終日遊ぶべからず。
b. 私は，棒を以て，球を打つを見たり。
c. 小児等は，球遊びを好めり。
d. 又熱き日には，長く遊ぶべからず。
e. 其球は堅きものなるや。
f. 強気熱さに，触るべからず。
g. 然るときは身を害ふものなり。
h. 私は，棒を以て，球を打つを見たり。
i. 彼れは，球を蹴て遊べり。
j. 汝はそれを見しや。
k. これは，柔かなる，球なるゆえ人に当るとも，傷けることなし。
問１ この国語の教科書に対して、みなさんはどのような感想を持ちましたか。
問２ 原典の『ウィルソン・リーダー』では、子供達が草野球を楽しんでいる様子が描か
れています。まだ野球が一般に知られていなかった当時、この挿絵を描いた人は野球
をどんな遊びだと考えていたと思いますか。翻訳が少し修正された 1874（明治 7）
年版の教科書（補足資料 1）の記述を参考にしながら考えてみましょう。
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Ⅶ

『西国立志編』のナポレオンの人物評を読んでみよう

問．この『西国立志編』では、ナポレオン（1769～1821）はどのような人物として紹介
されていますか。資料を読み取ってまとめてみよう。その際に、別紙のイギリス人のウ
ェリントン（1769～1852）の記述と比較してみよう（補足資料 2）
。ウェリントンはワ
ーテルローの戦い（1815 年）でナポレオンを破った人物です。
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Ⅷ

鉄道競争すごろく

1925（大正 14）年に鉄道の営業距離が 1 万マイルを超え、その記念として大阪毎日新
聞と東京日日新聞の両社が「全国鉄道競争」を行いました。下のすごろくは、それをゲー
ム化したもので、大阪毎日新聞のお正月の付録としてつけられたものです。

問１ 山口県内に描かれて
いるものを全て書き
出してみよう。
問２ 山口県の近海に描か
れている海産物を書
き出してみよう。
問３ 山口県内に描かれて
いる鉄道路線と現在
の路線を比較して、そ
の違いを書き出してみよう。

（33）

Ⅸ

「明治双六」で見る明治の歩み

問１．この「明治双六」には、1868（明治元）年の王政復古を振り出しに、1 年ごと、お
もな出来事が描かれています。この双六は、いつごろ作られたと思いますか。描かれ
た内容をもとに推測してみよう。
問２．途中に○
休 のマークが入ったコマが５カ所あります。書き出して表にしてみよう
年

すごろくの中の記述

教科書の年表で対応する出来事を確認してみよう

問３．どのような年が○
休 のコマに当てられていますか。
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Ⅹ

「ねずみ算」に挑戦！

2 疋×7×7×7×7×7×7×7×7×7×7×7×7＝

「塵劫記(じんこうき)」は、江戸時代に広
く用いられた算術の入門書です。その例題の
中で最もよく知られているのがこの「ねずみ
算」です。日常会話の中でも「ねずみ算式に
数が増える」などと使われたりします。それ
では、このねずみ算に挑戦してみましょう。
第五 ねすミさんの事
正月にねすミちゝはゝ（父母）いてゝ
（出でて）、子を十二ひきうむ、おや共
に十四ひきになる、此ねすミ二月にハ、
子も又子を十二匹つゝうむゆへに、おや
共に九十八ひきになる、かくのことく
に、月に一度つゝ、おやも子も、又まご
もひこも月々に十二ひきつゝずつうむ時に、十二月にハなにほとになるそといふ
年中之分、合、

A 疋也

法に、ねすミ二疋に七を十二たひかくれハ、右ねすミの高しれ申候也
[解き方。ねずみ 2 疋に７を 12 回かければ、ねずみの総数を知ることができる。]
この「ねずみ算」には次のような続きの問題があります。
鼠

A 疋有、此ねすミ一日に米半合つゝくひ（食ひ）申一日の分ハ

[ねずみが

A 疋いる。このねずみが 1 日に米を半合ずつ食べる時の 1 日の量は]

又、右之ねすミ尾にくらひ付、くらひ付して海をハたりて入唐するといふ時、何程
つゝくそといふ、但一里ハ丗六町、一町ハ六十間、一間ハ六尺五寸にして、ねすミ
の長四寸にして也
[また、

A 疋のねずみがそれぞれ尾に食いつ食いつきして、海を渡って唐に行く

という時に、その長さはどれほどになるか。ただし、1 里は 36 町、1 町は 60 間、1
間は 6 尺 5 寸で、ねずみ１疋の長さは 4 寸である。]
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（補足資料 1）
群児、相集り、毬(まり)を投げて遊び居けり。彼等の棒を持てるハ、投げたる毬を、受留
るを以て楽(たのしみ)とするなり。若シ其毬を受留ること能(あた)ハざる者をバ負とする
なり。此毬ハ柔にして堅きものにはあらざるゆえ人に中(あた)りても、傷くことなし。此
ハ善き遊なれども熱きときには早くこれを止めよ。酷(きび)しき熱さに触るるときハ身を
害ふを以てなり。
（明治 7 年版『小学読本』
）

明治 6 年版『小学読本』の挿絵

明治 7 年版『小学読本』の挿絵

（補足資料 2）
英国のウェリントンはナポレオンに比すれば、遙かに勝れる大人なり。独り剛毅、堅
実、忍耐なるのみにあらず、私欲を除き去り、良心に従って事を行い、真実に国人を愛せ
り。ナポレオンの志すところは「グローレイ」栄名に在りて、ウェリントンはネルソンと
同じく「ヂユーテイ」職分の字を以て護身符とせり。ウェリントン、生平、書翰中に栄名
の字は一も見えずして、職分の字はしばしば見ゆ、然れども誇大の言語を以てこれを言い
出せるものは一もあらず、極大艱難の事に逢ふといえども泰然としてこれに当たり、更に
躊躇狼狽することなし（以下略）。
※原文を読みやすいように漢字ひらがな書きに改めています。
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