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授業書方式による

『イギリス産業革命(第二部)jの実践

はじめ に

梅津徹郎
(札幌新川高校)

社会科教育において， r社会科は社会科学に立脚した科学であり，社会科学的概念の基礎の形

成をめざす教科」であるという性格規定が，民間教育研究団体では定説となっている。

社会科発足以来30数年を経た今日，社会科教育は様々な問題をかかえているが， rすべての

子どもたちに質の高いレベノレの科学的概念の習得」をめざす社会科教育研究において，今切実

に求められなければならないのは，すべての子どもに，社会科学的概念の基礎を形成しうるよ

うな教授プログラムを多数っくりだし，それを確定することであると考える。

この点に関して藤岡信勝氏(現東京大学〉も同様に，従来の社会科教育においては，教授プ

ログラムを一つひとつ確定するという思想がきわめて乏しいということを指摘しつつ「教育内

容の科学性とそれに基づく教材の具体的展開」形式そのものを確定していくことこそ「国民の

教育要求にも応える生産的な方向」であると主張している。(傍点一梅津)

そして，その具体的方策のーっとして，自然科学教育における「仮説実験授業J(国立教育研

究所，板倉聖宣氏が， 63年に提唱〉の形式を社会科学教育にも導入し，いつでも，だれでも同

じ過程を再現できるような科学性の高い教授プログラム(以下「授業書」とよぶ〉を確定する

ことの必要性と可能性について，し、くつかの間題提起を行った。('76年)

本レポートでは，藤岡氏らの方法論的立場を支持し， rイギリス産業革命(第二部)Jの授業

書の作成と，その実践，および結果等を中心に述べることにする。

I なぜ「イギリス産業革命」をとりあげたか

歴史学的な認識を形成する場合，生産的労働が社会発展の原動力であることの理解が，もっ

とも根幹的なものであると考えられる。

イギリスの産業革命はマニュファクチュアに大工業がとって変わる生産様式の変革であり，

結果として近代資本主義的生産様式をつくりあげた典型となっている。

それゆえ， この過程をとり扱うことによって，商品・労働・生産・資本などの社会科学の基

礎的概念を教授できるであろうと考えた。これが「イギリス産業革命」をとりあげた第 1の理

由である。

第2の理由は，自然を変革する生産技術の発展的展開が， この産業革命にみごとにあらわれ

ており，人間のすばらしさ，技術的発展のすばらしさ，生産のよろこび等々を技術的発展の側

面(第一部)を扱うことによって，生徒に理解されうるであろうと考えたからであるo
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11 イギリス産業革命の授業書「第一部jと「第二部jについて

①構成

第一部

(技術的発展を扱う〉

田作業機の発達(紡績〉

図動力の発達(蒸気機関への道〉

図機械をつくる機械の発達

団交通の発達

国鉄鋼業の発達

第二部

(社会構造の変化を扱う〉

回農業革命…・…・・ 3時間(うち 1時間は映画〉

図農村工業の光と影....・H ・.2時間

図都市の形成....・H ・.2時間

囚産業資本の蓄積....・H ・.2時間(進度によっては3時間〉

国労働者階級の状態…・….3時間

国労働者階級の成立".・H ・"3時間

111 r第二部』の構成と内容の若干の解説

く作成上の留意点〉

『第二部』ではイギリス産業革命期の社会構造の変化を扱うが， この場合，次の三点にその変

化の特徴をみることができょう。すなわち，

i )農林漁業の相対的地位の低下と鉱工業の比重の増大。

ii) i)にともなう階級構成の変化

iii)人口の都市集中

がそれである。『第二部』の作成にあたっては， これらの点を考慮しつつ，さらに以下の事を課

題とした。

① 『第一部J(技術上の発展〉の積極面が否定されない内容構成をどのように創るか。

② 二大階級の形成過程をダイナミックにどう示すか。

③ 産業革命期の労働者と現代の労働者は，生活様式こそちがうが，対資本家との関係では

同じであるとし、う事をどう認識させるか。

④ 労働者の m階級、、としての成立をみる際，その数的増大だけではなく，労働者の「組織

化JI意識の変革」をどう具体的に示すか。

⑤ 団結権の正当性をどう示すか。

⑥ イギリス資本主義の特徴のひとつである「植民地」をどのような内容で構成するか。

田農業革命

このテーマでは， I第一次エングロージャ」から「第二次ェγ クロージァ」にかけての農村

の変化，また農業部門での資本主義的生産関係の形成過程を学ぶ。

同時に，農村での地主，農業資本家のもとに蓄積された資本が産業革命をおしすすめるう

えでどのような役割をはたしたかについても学ぶ。
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図農村工業の光と影

このテーマで、は，機械制大工業の拡大と家内工業の残存について学ぶ。また，工場労働と

家族労働の質的ちがし、についてもまとめてみる。

回都市の形成

このテーマでは，人口の増加，人口の都市集中を中心に扱うが，都市人口の増加だけでな

く，農村人口も増加している点に注目させる。さらに，都市での労働者の生活についても社

会史的エピソードをくわえて紹介する。

囚産業資本の蓄積

このテーマを作成するにあたっては¥¥西インド植民地、、と、、インド植民地、、のどちらの方

が，より産業革命をおしすすめるうえで重要であったかを検討した。その結果，産業資本の

蓄積， とりわけ，産業革命を準備した資本の蓄積という点では，イソドより西インドプラソ

テーションの方がより大きな比重を占めていることがわかった。

そこで¥第4テーマの作成にあたってはインド植民地を捨象し，西インドプラ γ テーショ

ンを中心とする三角貿易による資本蓄積に内容をしぼった。

回労働者階級の状態

このテーマで、は，当時の労働者の平均寿命，すなわち n生命、、の問題から入り，最下層労

働者といわれたアイルランド人労働者をはじめ，鉱山労働者，児童労働者，婦人労働者等を

扱った。

資本家(工場主〉の搾取の実態を具体的に示しつつ， i生産手段」をもっ者ともたざる者と

が両極に位置している点を学習する。

国労働者階級の成立

このテーマでは， 1830年当時の就業人口の構成を数的におさえつつ，イギリスが農業国か

ら工業国へ転化したことを「産業別国民所得」によってあきらかにする。次に，労働者階級

の組織化過程を「第一次選挙法改正」以後のいわゆる「チャーチスト運動」と労働組合の全

国組織の結成にしぼって展開した。

IV 生徒の実態と授業運営

今回，授業の記録として発表するのは札幌新川高校〈定時制〉の 4年生A組， B組のうちの

B組で， rイギリス産業革命〈第二部)Jの授業である。

①生徒の実態 (4年B組 男子8名，女子4名，計 12名)

生徒 12名のうち現在就業している者8名，未就業の者4名(このうち 1名は最近離職した〉

である。

最年長者は， 33歳の主婦である。

漢字が読めない，書けない，あるいは基礎的な四則計算が十分でないとし、う生徒が多い。

中学校時代から「成績」でいじめられてきていることもあって，学習意欲に欠ける面が多

く，勉強は苦痛なもの，おもしろくないものと思っている生徒が男子に多L、。

しかし，また一方で、，様々な困難の中でまじめに勉強にとり組んでいる生徒がし、ることも

事実である。

② 4Bの生徒は，授業の中で自分の考えや意見を発表したり，思ったことを口にだして討論す

ることがなかなかできない。

そこで，本来の「仮説実験授業」での運営方法からはややはずれたが「指名」によって予

想の理由を聞いた。(くわしくは授業の記録参照〉
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v rイギリス産業革命(第二部)J授業書と授業記録

0授業校

札幌新川高校(定時制〉

巨唖:[)'83. 9. 19実施

男子8名
4年B組

女子4名

欠席l名(新井〉

計 12名

「イギリス産業革命(第二部)Jの概要と授業のすすめ方等について話をし， 0ページを配布し

Tこ。

映画「イギリスの産業革命J(エンサイクロベディア・ブリタニカ製作)を観る。

みなさんはイギリスの正式国名を知っていますか。

「グレートプリテ Yおよび北部アイルランド連合王国」というのが正式国名

です。

ところで， r産業革命(第一

部)Jでは，イギリスにおける

技術の発展を中心に学んでき

ました。

これからみなさんと勉強す

る「産業革命(第二部ひ」は主

に18世紀~19世紀の，イギリ

スの社会構造の変化をあつ

かったものです。

産業革命を通じてイギリス

はどのように変化していった

のでしょうか?

まずはみなさんを産業革命

前のイギリスへ御案内しま

しょう。

映画『イギリスの産業革命』をみてみましょう。

(0) 
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(注〉 この映画は 16mmフィルムと TVビデオ用とがある。今回はTVビデオ用を使用した。

生徒の映画への集中度はあまり良くなかったが，前半の、、農村のようすu は大むね理解でき

たようである。

区曽ID' 83. 9. 29実施 欠席2名(岡崎，藤沢〉

今日から等 1テーマ「イギリス農業革命」に入る。中間考査のため， 10日間程授業がなかっ

たので，再度， I第二部」の概要を話し， (1-1)を配布した。授業書の問題を読みあげたのち，

予想をとり，板書した。

予想分布

(ア) 2 

(イ) 1 

(ウ) 4 

件j 3 

回イギリス農業革命

〔問 題〕 現在イギリス議会には，上院と下院があります。ところで，この

上院の議長席のイスはどんな材料でつくられていると思いますか。

(予想)

(ア) 厚地の綿布の袋でつくられている。

(イ) 羊の皮袋てーつくられている。

(ウ) 彫刻のはL、った大理石でつくられている。

(エ) 彫刻のはいった木でつくられている。

仁ゴ
どうしてそう思ったのか理由があればだしあってみま Lょう。

(1-1) 
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T:予想で 1番少ないのが m羊の皮袋、、 1人。得永さんか。

新井合:特別だから，この人。(笑い〉

T:どうしてそう思ったの。

得永♀ :oイギリスは羊が多そうだと思ったから。

T:次に少ないのが(ア)だね。新井君はどうして n厚地の綿布、、でできていると思ったの。

新井:⑦議長席でしょう? ずっとすわってるんでしょう? だから，お尻痛くなるから。だ

から，やわらかーいもの。

T::羊の皮袋だってやわらかし、んじゃないかな?

新井:こりゃあ，まあフィーリングだね。(笑L、〉

T : (.ウ)の彫刻の入った大理石。これは細川君かな。細川君はどうして(ウ)だと思ったのかな。

細川合:@一番豪華にみえるから。

新井:それがまずいんだ。し、かにも一般的な考え方がまずいんだって/(笑L、〉

T:知里さんはどう? 知里さんは的かし、? そうしてそう，思った?

知里♀:<9木が一番それらしいから。

得永:木だったらトゲ刺さるっしょ .1(爆笑〉

T:エッ? 何って言ったの?

新井木だったらトゲ刺さるんだって。小学校のイスじゃねえんだゾ/ (笑L、〉

得永:冗談だって/

T:門脇君に聞いてみるかな。門脇君はどうして(坊だと思った?

門脇合:@同じ理由。

T:同じ理由って，豪華だからっていうことかい?

門脇:うん。

T:小林さんは伺だね。小林さんはどうして?

小林♀:⑦綿布だと(すわっていて〉何となく落ち着く。

新井:ホラ/ 何となくだべ/ (笑い〉

T:長谷川さんはこれか。判だ。

長谷川♀:@なんとなく(木だと)古風でいし、。

T:なんとなく古風でし、し、かし、。山本君は(引だね。彫刻のはし、った大理石。どうしてそう思っ

たのワ

山本合:<9何となく。(笑い〉

T:能代谷君はこれだな。伺だな。どうしてそう思った?

能代谷合:@何となく。(笑し、)

〈あとはあまり意見がでてこなしう

T:あと何か言いたいことある?

意見もでないので (1-2)を配布した。

(注〉 私のミスで，予想変更をとるのを忘れてしまった。

得永:ジャーン/ ゃったネ/

((イ)だってヨ/ の声，ざわめき〉

T:はい，それでは clーのを読みます。
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15. 16t吐紀のイギリスは国内産の良質な羊毛のおかげで， ヨーロッパ第ー

の毛織物工業閣に発展してL、ました。(ただLこれは，産業革命を通じて綿織

物工業にとってかわられます)

羊毛こそ大英帝閣の繁栄の基礎をき

ずいたというわけでしょうか， 上院の

議長腐は布の写主主のような羊の皮袋

(これはウーノレサックとよばれてい

る。〕でつくられたイスになっていま

す。

イギリスでは16~17t世紀にかけて毛

織物の需要をまかなうため大地主(彼

らはほとんどが資族階級であった)が

耕作地を石垣やサクで囲い，学牧地に

してしま L、ま Ltニ。

その箇積は約507:7エーカーといわれ

ています。

ウーJレサック イギリスのE司会議事堂
の中にある上院議長席。ネ毛の皮袋ても
作られているのでウールサックとよば
れる。イギザスが中世以来羊毛によっ
て繁栄してきたことを表わす象徴であ
る。

〔図 I-1)

これは「第一次闘い込み(エンタロージャ )Jとよばれるもので，羊を飼う

ため，地主が一方的な暴力によって無理やり中小の借地俊民を土地から追い

Il:lLていった運動でした。

羊が人を喰う 羊毛生産はイギリスの
古くからの伝統的産業で. 16-l7t止紀
には牧羊のための"'-/クローシャがお
こり，多くの後民が村から追い出され
た。

〔図 Iそ〕

(1-2) 

トマスおそアという人Lt，当時の

淡村でのありさまを箸議「ユ

トピア」の中でおとなLい羊

がこのごろでは人間をさかんに

食い殺している、、と批判してい

ます。

(1-2)では，学を飼うために「第一次回い込み」とL、う事件がおきたことを強調した。

また，イギリスの面積の単位が「エーカ -Jであることをつけ加えたが，具体的な広さ (m2
)

については (1ーのを考慮、して説明を省いた。

(1-2)を読み終った後，ひきつづき clーのを配布した。

(1-3)の話の部分を読み終えたあと，確認のため「第一次回い込み」と「第二次囲い込み」

の違いについて板書した。

板書内容は，①目的②方法のちがし、であった。

次に[問題]を読み，予想をとった。
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予想分布

(アI 1 

(イ) 2 

(ウ，) 5 

4エ~ 2 

イギリスでは18~l9t止紀にかけ

て，人口の急、激な増加や，戦争が

おこり，大裁の穀物(食糧)が必

要になりました。

~苦言の生産力を高めるためには

耕地崩積の鉱大や経営-技術の改

良を行なわなければなりません。
Il!lいこみ (石をつみあげて闘っている
ところ)

そこで、談会に多数を，:5める大地

主(食族)勢力は，耕地を拡大するため，立法を裏づけと Lた「第二次凶い

〔毘 I-3J 

込みj を強行することにしました。

これは. r第一次回い込み」が一方的，主義力的であったのとちがL、，議会を

通過した法律を背景にLていた点が異なります。

〔問 問Ji第二次闘い込みJで閉まれた土地の面積は，約650万エーカー(i第

一次」の13倍)でしたが， さてこの広さは甲子園球場(総面積14.700

m')の何侍くらいだったと思いますか。

(予怒〉

(ア) 10.000倍くらL、。

(イ) 100.000倍くらい。

(エ.) 1. 000 . 000倍くらし、。

(斗 1.000.000倍以 k。

ピ]
有
よ

赴
(
に

の
献

ス
寸
〈

リ
変

ギ

調

]

イ
の

4

る
会

I

吃

議

図

，
、
〔

に
{
作

年
進

刊
の

刊

日

み
一
込

∞
周
。

U
地

る

引

ω
ー

(注〉 この問題の手がかりとなる材料が¥¥甲子園球場の…、、と Lづ漠然とした広さであるため，

ピンとこない生徒が多いようであった。学校の体育館， 自分のまち，支庁の面積などを予想

材料として提示した方がよいと思う。

左の予想について，理由を聞いたが，やはり問題の内容が良くなくて，意見はでてこなかっ

た。れ数字、、そのものを問う場合，明確な判断材料がなくてはならない事を教えてくれた。

(1-4)を配布し，読んだ。

(1-4)では， I第二次聞い込み」が「議会エンクロージァ」と呼ばれていること，また，その

時期に人口の急増があったことなどを補足説明した。
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1エーカーは.4.0471ずです。ですから650万エーカーは

4.047m'X650万=26.305.500.000ぽになります。

甲子園球場が14.728m'ですから， r第二次闘い込み」で囲われた土地の広さ

は，

26.305.500.000';-14.728= 1.786.088 

すなわち，並立主互呈ということになります。

ちなみにジョージ 3世(在位1760~1820) の治世のときだけで議会を通過

した「囲い込み」立法は3.354件，その総面積は400万エーカー以上にのぼっ

ています。

どうしてこれだけ広い土地が囲われたのでしょう泊、それは，彼の在位期

間にイギPスの人口が680万人から1.240万人へと，実に2倍近くも増大した

からなのです。

(1-4) 

次に(1-5)を配布した。

(1-5)はこの第一テーマの中でもポイントになるところである。

当時の農村における人間関係=生産関係を明らかにした後，そこに「農業資本家」とよばれ

る人聞が新たに登場し， r三分割制」が成立していったことを確認した。

従来の教科書等の記述では， r固い込み」によって追い出された農民は職を求めて都市へ流れ

て行ったとしているものが多い。たしかに，そのような面はあるが，少なくても，土地を追わ

れた農民がすぐさま都市(まち〉へ行ったとするのは正しくない。圧倒的多数の農民は，農業

以外で生計をたてたことはなく，また，土地への執着から，容易に農村部から離れることはな

かったので、ある。
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先ほどもふれたように食糧需要が橋大した原因としては，主に次の二つ

の点があげられます。

第 l 人口の急増(特に者11市人口の増加)
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〔図 1-5) 

Tこ。

というのは，当時の地代はその土地からできる作物の収盆や価格によって

決められていたからです。

そこで大地支は共有地や荒地をどんどん劉い込み，多数の自作農民，小借

地後民を土地から追い出してしまいました。

追い出された人々は，都市へ行くか，あるいは長村にとどまって設業労働

者となったのです。

こうして18~19世紀にかけて， イギリスの農村には今までとは呉なる，次

のような経営形態ができあがりました。

|大地問族〕一際資本家ー餓労働者|

このような経営を「三分割制Jとよんでいます。

(1-5) 

では，彼らはどのようにして生きのびたのか?

多くの農民は，農業資本家のもとに「農業労働者Jとしてとどまり，賃金生活を余犠なくさ

れたので、ある。
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(1-6)を配布し，

問題を説んだ。

予想分布

(ア")1十I

(イ)5 

(ウJ3 

〔問 題J 17批紀の段村では，家畜として羊や牛を飼っている家がたくさん

ありました。

でも，毎年秋の刈りいれのころになると，大部分の羊や牛が殺さ

れてしまいま Lた。

どう Lてこのようなことがおきたと患いますか。

(予想)

(ア) 冬の聞の段民たちの食緩にするため殺Lた。

(イ) 冬を越すだけの宣言料がまかなえないため，殺Lた。

(吟 肉をハムやソーセージに加工して都市へ売りに出 L，冬を越すのに

必要な現金を得るため殺した。

亡]

〔図 1-6) 

(1…6) 

T:細川君がけ)。ただ 1人。どうして(ア)だと思った?

細川:⑦もし(イ)だったらね，エサ与えられなくて殺してしまっても， どうせ食うんでないかと

思った。

T:ああ，なるほど。(イ)だってどうせ食うんじゃなし、かっていう意味ね。坂口君はどうして(ウ)

だと思った? ハムやソーセージにして売りだす。

新井坂口はもうけようとしているから。(笑し、〉

坂口:@ウーン。(しばらく間があって〉なんとなく。

T:なんとなく。うん。小林さんは?

小林:ううん。迷って挙げなかった。でも， (ア)じゃないかなって思う。
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T:じゃ(iつは 1人じゃなくて 2人だ。どうして(7)だと思った?

小林:むこう(イギリス〉の冬，寒いの?

T:うーん。北海道みたいな寒さではないだろうけど，冬はやっぱり寒いと思うよ。

小林:寒いから肉たベる。(笑い〉

T ":寒L、から肉たベる? うーん。知里さんは付)かい。知里さんはどうして付)だと思ったの?

知里:①(ア)だったらね，そんなにね，牛や羊を殺さなくてもし、し、し， (ウ)だったらね， 17世紀に

ね，ハムやソーセージに加工して，町に出すかどうかなって…。(教室が少しザワザワして

L 、る〉

得永:そのころお金あった?

T:ああ，貨幣はあったよ。今の(知里さんの〉意見わかったかな。(ア)のね，食糧にするんだっ

たらそんなにたくさん殺す必要ないんじゃないか，もし(坊であればね， 17世紀だからね，

ハムやソーセージに加工して，それをまた都市へ持って行って売るなんて時代的にどうか

なって思ったっていうんだね。

新井:o (食べるんだったら〉食べる分だけ，少しずつ毎日殺していけばいし、。(笑し、〉

T:毎日殺していけばL、し、ってかい? 今日はこの羊，明日はあの牛って殺すのかい? (生徒

笑い〉

得永:かわいそうだ/

T:なんだか殺伐とした感じだな。

時間の都合で，とのあと，特に理由のある生徒について意見を求めたが，意見が出てこなかっ

たので，授業書(1-7)を配布した。

新井:あ，やっぱり(イ)だね。

坂口:し、や，やっぱり(坊だね。(笑し、)

T:はい，それじゃ授業書を読みます。
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設業技術の進歩

イギリスでは12tH:紀ころから「三園差是法」と L、ぅ方法がとられてきました。

このやり方は，耕地を三三分割Ul，地味を回復させるために毎年 3分の lの

畑を休潟地とする，輪作で lt，ニ。ですから， このような方法では，生産量を

飛躍的に士関大させるなどということは，ほとんど望めませんでした。

羊や牛を秋に殺すのは，冬の潤，飼ってやれるだけの飼料がなかったから

なのです。

〔図 1-7J 

ところが17世紀の後半ごろから， Iノーフォーク際法」とよばれる方法が普

及しました。このやり方は，カブやクローハーなどを作ることによって，地

味を低下させることなく耕作できるもので，もう休凋地をつくる必要はなく

なりました。

みなさんは「叙リュウ細菌j を知っていますか?

これは， "ローパ のような豆科の織物に絞につく細菌で，空気中のチヅ

素をとらえて，土壌に千ッまきをもたらすものです。

化学肥料などない当符としては， クローパーが地味を肥やす役目をしたの

です。ノーフォーク後法は土地生産力を向上させることを可能にしました。

このことにより，羊や牛は，秋になると殺されると L、う遼命からやっと，

のがれたのです。穀itと資産を総合する「ノーフォーク際法jの普及は18C

後半で地代をいっきょに 9倍にもはね上げ，地主はますます資金が集まるよ

うになったのです。

(1-7) 

ここでは農業生産力の低くさの原因の一つである「三盟農法」について，板書によって補足

説明を加えた。

さらにノーフォーク農法の有効性と，それに伴う地代の上昇についても若手補足説明を加え

Tこ。
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区唖ID'83 肌 13実施
欠席 1名(門協〉
遅刻 1名(藤沢〉

前固までの授業内容の復習をしたのち， (1-8)を配布した。

(質問 1)

17世紀はじめごろ，種子 1にたし、する収穫量は6くらいでした。

ではノーフォーク農法が普及した18世紀では，種子1にたし、して，どのく

らいの収穫量があったと思いますか。

(質問 2)

17世紀はじめ

18世紀

種子 収穫量

1 

1 

6 

冬の聞の飼料が，より多く供給されるようになると，質の良い家畜を育て

ることが可能になりました。

18世紀を通じて，様々な品種の改良が行なわれ，家畜の平均重量も増大し

ました。さて，みなさんはどの程度増大したと思いますか。

下の表に数値を入れてみてください。

スミスフィールド市場(ロンドン)
の家畜平均重量(ポンド)

I 1710年

|一円子牛 50

羊 38

※1ポンド寺450g

(1-8) 

1795年|

) I 
) I 
) I 

この部分は質問の形で，生徒に各々( )内に数値を記入してもらった。

ほとんどの生徒が倍の数値をこたえた。

理由については，特に意見もなかったためすぐ(1ーのを配布して農業生産力の向上について

確認してもらった。

(1-9)は次頁。
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(質問1)と(質問 2)のこたえは，次の通りです。

種子 収穫量

17世紀はUめ 6 

18世紀 10 

1710年 1795年

雄 牛 370 800 

子 牛 50 150 

羊 38 80 

穀物の収穫量がふえたり，また，家畜の重量がふえたりしたことは，当時，

潜加Lつつあったイギリスの人口に食糧を供給するうえで， とても大切なこ

とでトlJょ。

(1-9) 

(1-10)では， r農業革命」を4点にわたってその主内容を示した。

次に問題を読み，生徒に予想させた。
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イギリス農業革命 (17~18世紀〕

イギリスの農村は17~18世紀の聞に，大きく変化しました。

その第ーは. r第二次囲い込み」などによって，大地主所有が成立したことで

す。(政治面〕

第二は. r大地主ー農業資本家ー農業労働者」という，いわゆる「三分割制」

が成立し，農業の資本主義化がすすんだことです。(経営面)

第三は生産性の高い「ノーフォーク農法」が普及したことです。〈技術面〕

第四は，農機具がいろいろ改良され. しかも，それらが木製から鉄製に変っ

ていったことです。

このような，農村での変化を農業革命」とよんでいます。

この問題は，後の

第 4テーマとも関

連するところであ

る。

〔問 題〕 さて.r農業革命」を通じて高い地代を手に入れることができた大

地主(貴族)は，そのお金を，おもにどのように活用したと思いま

すか。

(予想)

(乃 もっぱら銀行にあずけて，利子をかせいだ。

付) 新たな土地を購入する資金にした。

(ウ) 運河建設などの輸送事業に投資した。

伺金融業を営む資金にした。

制その他

じコ

(1-10) 

(予想をとった後，藤沢が入室して来る。〉

T:はい，それじゃね，予想について少ない方から聞いてみるか。知里さん，判の金融業を営

む資金にしたということだけど， どうしてそう，思ったの?

知里 :0イギリスだったらね，土地があまりないのでね，お金があってもそんなに土地が買え

ないから…。

T:ああ，土地が狭いから土地が買えない。だから金融業を営む資金にしたってかし、?

新井:イギリスってそんなに狭いの?

T:どのくらいだろう? はっきり判らないけど，たしか日本より面積は小さいんじゃないか

な。
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岡崎君はどう?

岡崎 :0投資するより，すぐ金になる方がし、し、から。

T:能代谷君は?

能代谷 :0なんとなく。

新井:こりゃ(ウ)カ〈吟だなあ。(一人でつぶやく〉

T : (ア)と(坊はいないね。じゃ(イ)の人に聞こうかな。残りみんなだね。

新井:あ，おれ(坊にする。

T:新井君(坊にするのかし、? (予想(イド(ウ)へ変更〉

新井:(イ)と(坊でまよったんだよな。

T:じゃ新井君に聞こう。仔)か(ウ)でまよって(ウ)にしたっていったけど，どうしてそう思った?

新井:@付)はサ，土地を購入して，そこでまた人を雇って働かせればもうかるし， (坊の運河は

サ，それを利用していろいろ取引きしてもうければし、L、。

T:うん。そうか。でも結局(坊にしたんだ。

小林さんは仔)だけど，小林さんはどうしてωだと思ったの?

小林:①なんとなくそんなような気がしたんで、すけと'ね。

T:山本君どう? 山本君も(イ)だけど。

山本:①うーん。なんとなく。

T:長谷川は付)かし、? はし、。

長谷川 :oなんとなく。

T:あとどうかな。得永さん一言ありそうだな。どう?。

得永:①うーん。くしばらく沈黙)

T:あと意見ないかな。じゃ予想変更したい人いない?

(意見もでないので(1-11)を配布した，読んだ〉



地主のお金はどこへ行ったか

地主や農業資本家の手もとに入る地代や，利潤I:l:， f農業革命」を通じて著

しく増加しました。

彼らは手もとにあるお金を農業経営に投資したのをはじめ，農業以外の

諸部門， とりわけ「有料道路Jや「運河Jや「港湾」とL、った輸送事業に投

資をしました。

また，工業部門への投資もさかんで，初期の「鉄工場」はほとんどが地主

や農業資本家によって建てられたものです。

一般に， 18世紀の工場経営者には，農村出身の人が多かったといわれてい

ます。

読んでいる途中に

@岡山ード←'7:""''''llt-il・
~o吋:，.-.，0{，....;.4:;.，.ーグ四月ー〆内1)7.四四.

Q，II::-I':，.-;rl';‘7"-1'ーグOllt_/_、'07・-1'.iDII
$包シ1'::--1(-νi'J;q咽値

~o シ1':"-"";0; 7"- 1'ーバ-l':;lIJ./?-)lt -il:1S
ooュ，I':'-?・'J，"四"，f-l:'-11J.温橿

(資料 w.Albert. The 
Turnpike Road System in 
Eng/and， 16.幻ー1840，1972 
有料道路の発展(18世紀)

〔図 1-8J 

(1-11) 

新井:ほらな， ('ウ)だべ。やっぱり。

ここではイギリスの道路が， ローマ時代以来ほとんど補修もされず，ガタガタの悪路であっ

たことも補路説明した。

授業書の内容としては，、、工業部門への投資、、もさかんに行なわれていた点を生徒に強調した。
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つづいて， IまとめのはなしJ(1-12)を配布した。

ここでは農業革命がイギリス産業革命にとってどのような意味があったのかを確認させた。

まとめのはなし

農業の発展は，産業革命にとってどのような役割を果したのでしょうか。

この点については，様々な説はありますが……

まず第一に，増加する人口に食糧を与えたということ，

第二に，地主，農業資本家の蓄積した利潤が，工業部門に投資されていっ

Tニこと，

第三に，農機具・農業技術の改良によって. r鉄」の需要を増加したこと，

などがあげられるでしょう。

このように，直接，間援を問わず，イギリスの「農業革命」は，産業革命

をおしすすめるうえで，大きな影響を与えたことはまぎれもない事実なので

す。

(1-12) 
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巨唖][J'83. 10. 13実施 欠席1名(門脇〉

第 2テーマの「農村工業の光と影」にはし、る。

α-1)を配布して読み，予想をとった。

予想分布

(ア) 5 

(1') 6 
回農村工業の光と影

〔問 題〕 イギリスの農村地帯では，長く家内工業として紡績と手織りがお

こなわれていました。

18Cになって，紡績機(ジェニー紡績機，水力紡績機， ミュール

紡績機)が次々に発明され，それにともなって紡績工程の機械化・

工場制化がすすんできました。

さて， これら紡績機の発明によって，農村で家内工業を営んでい

た人々の収入はどうなったと思いますか。

〔予想)

(η 収入は大幅に減った。

(イ) 収入は大幅に増えた。

仁コ
どうしてそう思ったのか，理由があればだしあいましょう。

(2-1) 

T:藤沢君，どうして付)だと思ったの? 大幅に増えた。

藤沢:①なんとなく。

T:得永さんは(7ウだね。どうしてそう思ったの?

得永:⑦機械化がすすんでいったら，家内工業なんかたちうちできないから。

新井:わかんないヨ。「手づくり」の良さっていうもんがあるんだから。〈生徒爆笑)

T : (笑い)じゃ新井君はどっちなんだ?

新井:(ア)/(生徒爆笑〉

T:やっぱり(7っか。どうしてσ)だと思ったの?

新井:⑦うーん。やっぱり機械だと早いしさ…(笑L、〉。

T:細川君はどうかな。仔)だね。増えたんだね。どうしてそう，思ったの?

新井:手づくりの良さなんだろう。(笑い〉

細川:⑦うん，それもあるけど，手織りの技術だって発達してきているんだから，仕事も増え

て，収入は増えたことになる。

T::坂口君はLイ)だね。どうしてそう思った?
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坂口:①なんとなく。

T:小林さんは(ア)だね。

小林:⑦やっぱり機械化で大量生産できるんだから…，家内工業の方は収入が減るんじゃない

かなって…。

T:山本君は(イ)の"増えたu だけど，どうしてそう，思ったの?

山本:①細川と同じ理由/

T:どうだろう，あと意見なし、かな。予想変更したい人はし、ない?

意見も出てこないので， (2-2)を配布し，読んだ。

「手織工の黄金時代J Cl788~ 1803年〕

17C~18C にかけておこなわれていたイギリスの農村家内工業では妻や

子どもが糸を紡ぎ(紡績)，夫が布を織るとL、う家族労働がほとんどでした。

18Cにはいって，紡績工程が機械化されると，質のよい糸が大量に，すば

やくできるようになり，妻や子どもの仕事は減っていきました。

しかし，当時の農村では，妻や子どもは生計の主たる担い手ではなかった

ので機械化による痛手は，それほどでもありませんでした。むしろ，機械化

によって糸が過剰ぎみとなり，そのため手織工が不足して，他の職種よりも

3~4倍の工賃で仕事ができたので，収入は以前より大幅に増えると L 、う結果

になったのです。

[図II-1)

(2-2) 
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(2-3)を配布して読み，予想をとった。

予想分布

(ア) 0 

(イ) 1 

(ウ，) 2 

仲 3

付14 

〔問 題Jr手織工の黄金時代」といわれる時期をすぎると，工賃はどう変化

したでしょう。

1798年の工賃を100として. 30年後の1828年では，どのくらいに

なっていたと思いますか。

(予想)

(η 150くらい (50%増)

(イ) 100くらい

(ウ，) 70くらい (30%減〉

(エ) 50くらい (50%減)

(対 20くらい (80%減)

にコ
どうしてそう思ったのか理由があればだしあいましょう。

(2-3) 

ほとんどの生徒は収入が減っていると予想した。

その理由は引なんとなく、J、この程度の減少、、というものであった。

その中で切の 80%減を予想した生徒の主な意見は次のようなものであった。

知里:I黄金時代」からね， 30年もたっているんだから，かなり減っていると思う。

新井:30年もたてば，もっとし、し、機械ができているだろうから，かなり収入は減っている。

(1-3)でもそうであったが，数字の予想は，あまり生徒はのってこないようである。

(2-4)を配布して読みすすんだ。
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職工の賃金のところでは，当時は月給制ではなく，週給制であったことを補足した。

手織工は，糸問屋から前貸しで糸を仕入れ，織った布をその問屋におさめ

るのが普通でした。

ところが. 18C末にカートライトが「カ織機」を発明して以来，織布工程

もどんどん機械化されていくと，農村の家内工業には大きな痛手となりまし

Tこ。

手織工が一週間もかかるような仕事でも，機械は一日で織りあげてしまう

のですから，手織工はたまったものではありません。

結局，手織工は家族を養い，生きのびるために低賃金でも働かなければな

りませんでした。

手織工の収入自主下のグラフのように. 30年くらいの聞に80%も減ってし

まL、まLt，ニ。

i[七::::
会八八~ ~ 

見oe5δ思(年)

[表ll-I)

(2-4) 

しかし， このような工賃の低下

にもかかわらず，手織工の数はむ

しろ増加の傾向にありまLt.ニ。

手織工数の推移

〔表II-2) 
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巨唖ID'83 肌 17実施 欠席なし

問題を読み，予想をとった。

予想分布

(iウ O

Lイ) 2 

(坊 8

帥 O

〔問 題〕 低工貨にもかかわらず，手織工の数が減らなかったのはおもにど

のような理由からだったと思いますか。

(予想)

(乃手織ヱは工場勤めのきびしさを知って，力織工にならなかった。

(イ)工場で働く力織ヱより，手織工の方がまだ賃金がよかった。

(ウ) 力織工になりたくても，勤める工場の数がたりなかった。

(司不況で力織工がFピになり，みな手織工になった。

にコ
どうしてそう思ったのか理由があればだしあってみましょう。

(2-5) 

く生徒数と分布数が一致しないのは，手をあげられなかった生徒がいたため。)

T:知里さんが(イ)だけど，どうしてそう思ったの?

知里:Ci)工場主はね，工場で働く人たちの賃金はできるだけおさえたと思うのね…。

(残念なことに，彼女は2-4の表II-lを忘れてしまっている〉

T:能代谷君はどうして付)だと思ったの?

能代谷:Ci)なんとなく。

T:新井君が(坊だね。どうしてそう思った?

新井:@これが一番妥当だと思った。

T:得永さんも(坊だけど，どうしてそう，思ったの?
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得永:@うーん。特にね，理由っていうんじゃないけど， これが一番妥当だと思った。

新井.まねすんな/

T:小林さんも(ウ)だけど， どうしてそう思った?

小林:@時代的に，そんなに工場の数はなかったと思うのね。だから(坊にしたo

T:藤沢君も(ウ)だけど，どうしてそう思ったの?

藤沢:うーん。(しばし沈黙〉

その他，岡崎，門脇，長谷川，山本に指名したが， とくに理由は発言されなかった。

(2-6)を配布して読んだ。

表についてはかなりていねいに解説を加えた。

Tこ。

家族労働と工場労働

当時の役付の手織;工は. r家族労働」と L、う生産活動に長い間慣れ貌Lんで

いたため，家族と切り離される「工場労働」を極力きらいました。(答7)

家族労働と工場労働を比較してみま Lょう。

手 綴 エ カ 織 工

家族労働である。 工場労働である。

家族全員が自宅で就業できる 家族から切り縫されて，工場で働か
なくてはならない。

道具(生産手段)は自分の所有であ 道具(生産手段)は資本家需工場主

る。 の所有であるo

できあがった製品は自分のものであ できあがった製品は資本家=工場主

る。 のものである o

労働する日を自由に計闘することが 労働は強制約であり，自分の窓志と

でき， しかも自分自身の自由意志に は無関係に作業す石。

もとづき，自重量的に作業できる。

多くの手織工たちは，力織工になったが収入が'"、ことはわかっていまし

た。 LかL. 手織工たちは家族労働の"利点"を自らすてるようなことはせ

ず，低賃金でも，あえて手織工にとどまったのです。

織物エ主審 カ トライトのカ綴機発明
後，まもなく建設された機械織物工場
の内部。

m窓口-2)

(2…6) 

この授業蓄は， (5-17)のれ生産手段をもたない「労働者」、、とのつながりを考慮して作成し
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次に (2-7)を配布し，第 2テーマ「農村工業の光と影」のまとめとした。

機械制大工業の拡大と家内工業の残存

イギリスは他国に先がけ，産業革命をなし遂げ，機械制大工業を確立して

きました。

しかし，イギリスのすべての産業が，順調に，いっきょに工場制へ移行で

きたわけではありません。

イギリスの産業革命は，通常1830年ごろをもって終了するといわれていま

すが，それは，あくまでも主要な産業部門についてのみいわれていることで

あり，家内工業的な形態は1830年以降も，かなりの期間残存していたのです。

そのことを綿織物業における手織工数と，工場労働者数の変化を例にみて

みましょう。

A 43万人

制 /1品数)
人 /

25ト戸、 ι / 

5r ¥¥I 1万人

10 20 30 ω 50 -60' (手織工数)
(年)

〔表II-3) 

グラフをみてわかるように，工場労働者の数は1830年すぎころから手織工

の数を上まわり，年々増加していきました。

このようななかで，手織工たちは低賃金を唯一の武器として，力織機との

競争にたえていたのです。

(2-7) 
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区唖:[]，此 10.20実施 欠席 1名(得永〉

予想分布

ぐ7) 0 

Lイ) 7 

(ウ13 

判 1

図都市の形成

〔問題J 18C~19C にかけてのイギリスでは，人口の都市集中があり北西

部を中心に多くの工業都市ができました。

18C半ばのイギリス(スヨットラ Y ドを除く〕の人口は，およそ

600万人でした。では， 19C半ばごろ 0840年)，イギリスの人口は

どのくらいになったと思いますか。

(予想)

伺およそ700万人

(イ) およそ1，ωo万人

(坊およそ1，600万人

同およそ2，400万人

につ
どうしてそう思ったのか理由があればだしあいましょう。

(3-1) 

T:じゃあ理由を聞いてみるかな。新井君が付)のおよそ 1000万人。

新井:①だいたいこのへんだな。(笑い〉

T:細川君が悼の 2400万人。約 4倍だね。どうしてそう思った?

細川:@うん，工業都市がたくさんできてただろうからね，人口もたくさん増えたと思う。

T:門脇君は(イ)だね。どうしてそう思った?

門脇:①人口の伸び率からいけば，だいたい 2倍くらいなもんじゃないかな。

T:知里さんは(ウ)だね。どうしてそう思った?
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知里:@ 100年くらいたっているからね，人口も倍以上だとは思う。

T:うん， 山本君はじイ)だね。

山本 :oちょうど区切りのし、L、ところで 1000万。

T:うーん。数値の予想はちょっとむずかしいかもしれないね。小林さんも(イ)だね。どうして

そう思ったの?

小林:①うーん。まあ400万人ぐらい増えたんじゃないのかな。

※ このあと同様に生徒に聞いていったが，特に理由のある生徒もなく，討論もおこらな

かったので・深入りせずに， (3-2)を配布し，読んだ。

ここでは表III-1 から 1801~1851 年の増加がかなり急激であることを確認した。

また，農村部に住んでいた人々の比率が 75%であったことから，第一次産業の人口比が高

かった点も確認しつつ， [問題]を読み，予想、をとった。

布分

1

3

6

1

同
闘
出刊

σω
肋

伺

イギリスの人口は，右の表をみても 181l〉

わかるように. 18世紀にはいって増え

はじめ. 19世紀には爆発的に人口が増

加しています。

(答はウ〕

イギリスの1700年ごろの人口は、お

よそ550~580万人ほどでした。

そのうち，農村部に住んでいた人々 1聞

の比率は，全体の75%でした。 間

〔問題〕

さて.1800年の総人口はおよそ920万

人でしたが， このころ，農村部には総

人口の何パーセントぐらいの人々が住

んでいたと思いますか。

(予想〉

(η 60%くらL、。

(イ) 40%くらL、。

(ウ) 20%くらい。

(エ) 5%くらい。

1700 

レ'

1G曲

問団

人
14田

1担。

12叩
日

11田

曲。

7田

は附

~ 
英 喜三喜喜喜喜善u書きささ室量量

一一一+年

イングランドおよびウエールズの人口
正規の人口調査は1801年に始まり. 10 
年ごとにおこなわれた。それ以前の数
字は厳密な信頼度は少なし大勢を知
るにとどまる。

〔表IJH)

仁コ
どうしてそう思ったのか理由があればだしあってみましょう。

(3-2) 
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T:併の 5%くらいというのは2人。細川君と新井君だね。 5%というと，かなり少ないけど，

細川君，どうして伺だと，思った?

細川:ああ，ちょっと問題の意味まちがっちゃった。(ア)にする。

T:伺ね。じゃ細川君， どうして(ア)の 60%くらいと思った?

細川 t⑦日本でもそうだったけど，産業が発達したっていっても，やっぱり農業の方が人口が

多かったと思う。

T:新井君は件)だね。 5%。どうしてそう思った?

新井:@昔はサ， 6， 70%いたかもしれないけど，やっぱり，かなり減ってるんじゃないの。

T:小林さんは仔)の 4%くらいだね。

小林:のうーん。やっぱりね半分は切っていると思うしね…。

T:坂口君も付)だね。

坂口:なんとなく。

T:能代谷君も(イ)だね。どうしてそう思った?

能代谷:①だいたい。

T:門脇君は(坊だね。

門脇:@こんなもんじゃないの。

T:岡崎君も(坊だけど，どうしてそう，思った?

岡崎:@特に理由はない。

T:藤沢君も(坊だね。どうしてそう，思った?

藤沢:@グラフを見るとね，かなり急激に増えてるでしょ。増えたのは都市で、増えたんで，農

村で増えたんじゃないと思う。

T:知里さん(ウ)だったね。

知里:@うーん，時期としてはね，都市部で生活する人が増えていった時期じゃないかなって

思って。

T:あとどうだろう。特にし、L、たいことある人いないかな。

予想を変更したい人は?

特に意見もなかったので (3-3)を配布し，読んだ。
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(3-3)で、は，最近の有力な研究資料として表III-2の人口推移をグラフと表で示しつつ，表III

-3では， 1760~1800 年の聞に人口比が逆転していることを確認した。

〔表ill-1Jでも述べたように，イギリスの人口調査は1801年に初めて行な

われたため，それ以前の人口数はほとんど推定です。

しかし，最近の研究では，次のような人口統計が有効になってきています。
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(万人)
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1400 
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J¥ J¥ 
O 五
o 0 
〔表皿-2)

一
七
五

O

一七

O
O

600 

(年)

一方，農村人口比の移り変わりについてもいろいろ説はありますが，次のよ

うな研究資料が有力です。(答はイ)

a
o

円
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〔表ill-3)

(3-3) 
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(3-4)のはじめの部分では，主な新興都市の人口増加の様子を表にして示した。

予想、分布

ぐ7)3 

(イ)0 →① 

(ウ'l7 

さて，fft.きさの発展は， イギリス圏内にいくつもの新興都市を出現させまし

た。次の表にある各都市の人口推移をみると，その増加ふりがうかがえます。

1801 '11 

リヴァプール 8.2 10.4 

マンチェスター 7.5 8.9 

パーミンガム 7.1 8.3 

[表直-4) (単佼:万人)

〔問 題〕 新しく形成された工業都市(リヴァフーノレやマンヰェスター etc)

では，今まで見られなかった黒い羽根の「ガ」が飛ぶようになりま

した。どうしてそうなったと思いますか。

(予想)

(η E場からはき出される;れ、燦で， rカJが巣くなった。

(イ) 突然変奥で黒い「カ」があらわれ，それが増えた。

(ウ) 外国からの総入品に付着していた黒い「ガ」の卵がかえり，それが

異常発生した。

じゴ

マンチェスター 産業革命時代に線工
業を中心とする新興工業都市として大
発際Lた。

〔図1Il-1)

(3-4) 

T:新井君はどうして(ア)だと思ったの?

新井.⑦単純に考えてねばい煙で黒くなった。ここに絵がでてるしょ。(笑しう

T:なるほど，細川君はどうして(ア)だと思った?

細川:⑦新井と同じ意見。

T:知里さんはどうして(ア)だと思った。

知里:⑦今日の授業がね， I工業都市jっていうんだからね，工場に関係があると思って…。

T:坂口君』主(ウ)だね。どうしてそう思った?

坂口:@なんとなく。

T:山本君も(坊だね。
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山本:@もし(ア)だったらね，工場からはきだされるばい煙で黒くなるんだから，ほかの「ガ」

だってみんな黒くなるでしょ。だから， (ηじゃなくて(ウ)さ。

新井:ずいぶん反抗的だな。(笑L、) ¥， 、かにも俺が単純みfこし、だべゃ。〈爆笑〉

T:長谷川さんも(ウ)だけど，どうしてそう思った。

長谷川:@うーん。…なんとなく。

T:門脇君はどうかな。

門脇:@なんとなく。

T:藤沢君も(坊だね。どうしてそう思った。

藤沢:@なんとなく。

T:能代谷君も(ウ)だね。

能代谷:@なんとなく。

T:あと何か理由のある人いなし、かな。

小林:@私はね，輸入の木材なんかについて来たんじゃなし、かつて思ったんだけど…。

T:ああ，なるほどね。うん，岡崎君ははじめ手をあげなかったよね。今はどうだい。

岡崎・①うーん。だれもいないから仰にするかな。特に理由はないけどサ。

T:あとほかに意見ない? じゃ予想変更したい人は?

(3-5)を配布し，読んだ。図III-2では農村の黒いガと都市の黒いガの目立ち方の程度を確認

して，授業を終えた。

黒くなった「ガ」の話 リ工業黒化

石炭をたいて，蒸気機関セ動かす工場，その工場が林立する都市ができる

と，黒い「ガjがふえるのはなぜでしょうか。それは，次のようなしくみに

よるのです。

「突然変異Jといって，生物のt世界では親の特徴とちがう子が生れることが

よくあります。普通の「カj から祭い「ガjが生れるのも突然変奥のひとつ

で，工業都市ができる前から，時々みられる現象でした。自然にかこまれた

切るいJ1lt村では，主主い「カJは自立ちますから，黒い「ガ」が生れても，た

いていは鳥に食べられてしまって，燦村ではふえていくことがないのです。

ところが，工業都市では

ばい楼のため，あたりの禁

色が熟ずんでくるため，黒

い色の方が逆に回一立たなく

なります。そのため，突然

変異で生れた黒い「ガ」が

子孫を残L，工業都市には

たくさんの黒い「ガ」が住

(A) (鴎

むようになったというわけ 幾村の白い「ガ」と 都市の白い「ガjと

です。 黒い「ガJ 罪悪い fガ」

これを「工芸霊祭化」とよ 〔図IIl-2l

んでいます。

(3-5) 

一 74



区画ID'鉱 10. 24実施 欠席2名(新井，藤沢)

(3-6)を配布し，予想をとった。

T:細川君はどうして切だと思ったの。

細川1:.⑦中国の映画みた時，地下が倉庫だった。

T:中国の映画。この問題はイギリスだけど(笑L、〉

細川:どこも同じようなもんだと思うな。

T:付)の自家製のワインとL、う人が2人。知里さんはどうして付)だと思った。

知里:①地下室は涼しいからね， ワインつくるのにいいんじゃないかなって(笑し、〉

T:得永さんも付)だね。どうしてそう思った。

予想分布

肘 1

(イ) 2 

(ウ，) 0 

仲 5

〔問 題〕 産業革命のはじめごろのことです。ランカ会ャーやヨークシ十な

どの工業都市では. f地下室」をもった住宅が多く建てられま Lた。

きて， この地下室は何に使われたと思いますか。

(予想〉

(η 野菜などを保存する倉庫と Lて使われていた。

(イ) 自家製ワインをつくる仕事場として使われていた。

(ウ) 手織工の仕事場として使われていた。

(司工場労働者の住宅と Lて使われていた。

亡]
どうしてそう思ったのか理由があればだ Lあってみま Lょう。

(3-6) 
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得永 :CDイギリスなんかでは，よくワイン飲むんでしょ。だから。それに「トムとジエリー」

のマンガにね， r樽Jがよくでてくるから。(笑¥，，) 

T:伺は5人いるけど，山本君はどうして悼の住宅だと思った。

山本:@なんとなく。

※ 坂口，小林，能代谷は判を予想したが，特に理由はなかった。

T:長谷川さんも件)だね。どうしてそう思ったの。

長谷}II:@最近，北海道でも地下室っきの家が増えてきてるでしょ。昔は住宅につかわれたん

じゃないかな。

(だれかが， r地下室は車庫に使うベゃJ)

T:あとどうかな。意見ない? 予想変更したL、人はL、ない。

C3-7)を自己布した。

長谷川:ああ，やっぱり「地下室住宅だ」だ。

T:こたえを先に言うとね， (，ウ)なんだよね。 crエーッ」という声〉

産業革命の初期には，その地下室は，手織工の仕事場として使われていま

した。彼らは，淡村から糸を求めて郁子おに移ってきました。そのとき，都市

にでてきた彼らのために，織機をおくことのできる地下室つきの住宅が建て

られたのです。

このような住宅は，ランカンャーやヨークンャだけではなく， ロンドンや

~ヴ γ ブーノレにも多くありました。

LかLその後，産業革命が進行するなかで，手織工が力織機との競争に負

け，その数が減少したとき住宅難にあえぐ労働者のために，地下室だけが，

独立の住宅と Lて使われるようになったのです。

地下室は，排水や換気が悪く，

また，明りも充分はL、らず，冬

などは暖炉もないという，住宅

とLてはきわめて劣悪なもので

した。

さすがにリヴァフーノレ市当局

は，地下窓住宅のひどさをみる

にみかねて. 1844年には，暖炉

と窓、のない地下室を禁止ーL.地

下窓の天井の高さも 7フィート

(2.1m) より{尽くすることを禁じました。

(3-7) 
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地下室住居
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(3-7)を読みおわったあと…

T : G司という答もあながち間違いではないんだけど，問題ではれ産業革命のはじめごろu とい

う条件っきだから(ウ)なんだね。農村で手織りをやっていた人は，都市に出てきても，やっ

ぱり慣れた手織りの仕事しかできなかったんだろうね。

(3-8)を配布し，予想をとった。

予想分布

(ア) 2 

(イ) 5 

(ウ'l 1 
リウ γ ブーノレやマー/千ェスターなどの新興の工業都市は，巨大な「スラムJ

の集会でした。というのは，都市への人口移入が短期間になされたため，住

宅難がおこり，そのため，工場のまわりに急ごしらえの粗末なハラゾタ住宅

が， どんどん建てられたからなのです。

工場地区の住宅街

〔額III-4J

〔問 題〕 労働者の各家庭には，便所はなく何軒かで共同便所を使っていま

した。さて，マンチェスターなどでは，何軒で Iつの使所を使って

いたと思いますか。

c予想)

fア) 10軒でひとつの便所。

(イ) 20車Tでひとつの便所。

(ウ) 50軒でひとつの便所。
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T:またまた数値の問題だけど，何か理由があるかな。得永さんが(坊だね。どうしてそう，思っ

たの。

得永:@うーん。特にないんだけど…。

※ 他の生徒にも聞いたが，特に理由はでてこなかった。

(3-9)を配布して読んだ。

この中で，平均家族数が 6~8 人であったので， 130~170 人で 1 つの便所をつかっていたこと

になる点を話すと，あちらこちらから「うわぁ，ひでえなあJr汚ねえな」の声があがった。

当時のマ Yチェスターでは， 22軒でひとつの健所を共同で使っていたとい

う記録があります。

労働者 1 世帯あたりの家族数は，だいたい 6~8 人でしTこから，ひとつの

便所を130~170人で使っていたことになります。

水洗もなかった時代ですから，悪臭が労働者の長屋全体にたちこめるため，

彼らは，窓をしめきり， ドアのカギ穴にはボロきれをつめ込んで，悪臭の侵

入を防いでいたので、すo

(3-9) 
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(3-10)を配布して読んだ。

当時は汚物を河川などにたれ流していたことや，その河川の水て、衣服の洗たくなどをしてい

たことを補足説明して終了した。

まとめのはなし

者Jlf/Jの環境;主，労働者にとっては，それはひどいもので Lた。

暗くて， じめじめ Lた地下室の住宅，汚水や慈臭がたちこめる長屋，暖炉

もない，寒々と Lt.ニ部侵略 どれひとつとっても，およそ人間が生活できる

ような住宅ではありませんで Lた。

こんなこともありました。都市では，水を{安うにも給水時間を決めている

ところが多く， 1840年前後のザヴァフーノしでは 1日おきに 1-2時間，マン

ヰェスターでは多少よくて 1日に 1-4時間と L、う具合で料理も洗たくも自

由にてきる状態ではありませんでした。

この給水状態は， ロントンのク

ラーケンウエノレ地区がもっともひ

どく， 1863年で， 1日にわずか20

分しか給水されていませんで L

7こ。

結局，労働者は近くを流れてい

る川の水をくんて、きては，料理や

飲料水に使わざるをえなかったの

です。

多くの人口をのみ込んだ新興の

都市は，i1f季語や磁ま誌の発展を背景

に主主々大きくなっていきました。
共向水遂栓

〔図III-51

しかし，その3違反，室経やかさとは逆に労働者の生活環境は日ごとにその劣

悪、さを増していったといえるでしょう。

c3山10)
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区画][]'83. 10. 24実施 欠席2名(新井，藤沢〉

本時より第 4テーマの「産業資本の蓄積」にはし、る。

ここでは， イギリス産業革命をおしすすめるうえで重要な役割を果したれ資本の創出いにつ

いて学ぶ。

また，資本キお金という点も理解させたい。

(4-1)を配布し，予想をとった。

予想分布

(ア)0 

(イ)0 

(ウ，)3→④ 

件)6→⑤ 

(対 1

国産業資本の蓄積

〔問 題〕 リヴァフーノレは貿易で栄えた都市です。 18世紀も後半のころ， リ

ヴァブーノレ市庁やす、レンガ造りの税関には， リヴァブ ノレを象徴す

る，あるものが飾られていたあるものとは，何だったと思いますか。

〔予想)

{η 隈王の像

Lイ) ターイヤモンドの原石

(坊黒人の頭像

(エ) 蒸気機関車の模型

何学のはく重県

じコ
どうしてそう思ったのか理由があればだしてみましょう。

1821年のリウ.アプール !日ドックと税
関付近。人口約14万， イングラ γ ド第
二の都市である。 l世紀半の悶に見ち
がえるほど大きく発展したが，その原
動力は陽書きであった。

〔殴IV-l]

(4-1) 
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T:きて，門脇君はどうして伺の羊のはく製だと思った?

門脇:@なんとなく。羊がたくさんいそうだったから。

T:山本君は(ウ)の黒人の頭像だね。どうして(坊だと患ったの?

山本:@r国王の像」なら一般的だし， rダイヤモンドの原石」ならパットしないし・・・〈笑しつ

だから・..。

T:坂口君はどうして(功だと思ったのかな?

坂口:@(小さい声で〉知るか/

T:能代谷君も(ウ)だね。どうしてそう，思った。

能代谷:@なんとなく，てきとうに。

細川お前パカじゃねえか。てきとうなんか挙げるな/

※ この日のB組はいつもと雰囲気がちがし、全体にトゲトゲしく感じられた。

普段は騒がしいが，授業をもりあげてくれる新井が休んでいるのも一因か?

T:えーと。あと残りの人が仲の蒸気機関車の模型なんだけど，小林さんはどうして併と思っ

たの?

小林:@産業革命のはじまりだからね，やっぱりれ蒸気機関、、じゃなし、かなって思った。

細川:(大きな声で〉そうなんだ./(笑L、)

T:細川君も同じような理由かな。

細川:@うん。

T:知里さんも判だね。知里さんはどうして伺だと思った?

知里:@うん，やっぱりね，蒸気機関車が走っていたと思うの。

T:得永さんはどう?

得永:@わたしもそう思う。

T:岡崎君はどう?

岡崎:@特にない。

T:うーん。じゃ他に意見なし、かな。……それじゃ予想変更したい人はし、なし、? ハイ，小林

さん。

小林:@わたし伸から怖に変更します。

T:小林さんが伺から制に変更。

細川1:理由聞かなきゃ。

T:どうして怖にしたの?

小林:イギリスって，わりに羊が多いから…

門脇:あ，それぼくが言ったんだよ(笑L、〉

小林:それにね，貿易なんかに羊が使われたんしゃなL、かなって思った。

(4-2)を配布。
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奴隷貿易で栄えたリヴァプール

市庁や税関に飾られていたのは， r黒人の頭像」でした。

これは一体なにを意味しているのでしょうかり

実は， これはリヴァプールが「奴隷貿易」の根拠地であり，それによって

富をつくりあげたというしるしなのです。

この黒人奴隷はアフリカからつれてこられました。奴隷貿易は， 15世紀か

らスヘイ YやボルトカVレが行なっていましたが， 18世紀以後は，ほとんど独

占的にイギリスがその貿易権をにぎりました。

イギリスの奴隷貿易の中心になったのは， r王立アフリカ会社」といわれる

会社でした。これは1660年に設立され，その後1672年に改組されました。

名前が示すとおり，国王から特許状をもらってつくられた会社で，その総

裁には国王のジェームズ 2 世(l633~1701 :在位1685~88) がなったことも

あり，まさに，奴隷貿易は国家的事業としてスタートしたといえます。

18世紀のはじめごろは，プリス

トノレとL、う港町が奴隷貿易の中心

として栄えていましたが， 18世紀

半ばから18世紀末の聞に， リグァ

プーノレの商人が，その奴隷貿易の

85%以上を掌中に収め，ばく大な

富を築きあげました。

(4-2) 

授業書を手にした生徒の口々から「エッ /Jとか「黒人の頭像だってよ /Jなど，驚きの声

がしきりに聞こえてくるo

読み終ったのち，地図でリヴァプールやブリストノレを確認し， (4-3)を配布した。
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予想分布

(乃 2

(イ) 2 

(ウ，) 6 

〔問 題〕 イギリス人は，貿易に必要な大量の黒人奴隷を，どのようにして

あつめたと思いますか。

(予想)

(η イギリスから持ってきた武器で脅かLて.黒人をあつめた。

(イ) 黒人の部族同士の戦争をけしかけて両部族の力を弱くさせ，そのす

きに襲って黒人を捕えた。

(ウ) 黒人の部族同士の戦争をけしかけて，その戦争で捕りょになった黒

人を買い取っ fこ。

仁ゴ
どうしてそう思ったのか理由があればだしてみま Lょう。

(4-3) 

T:じゃあ，ちょっと理由を聞くかな。

長谷川さんはけ)の武器でおどかしてっていうんだけど， どうしてそう思った?

長谷川:⑦なんとなくね，イギリス人は黒人にたいして冷めたかっただろうしね，だから武器

でおどかして…。

T:小林さんはどうして(ア)だと，思ったの?

小林:⑦うーん。(イ)のような気もするんだけど，やっぱり武器には弱し、んじゃないかなって思っ

て・・・。

T:得永さんは(イ)だけど，どうして(イ)だと，思ったのかな?

得永:①うーん。奴隷だからね，わざわざお金だしてまで買うことはしないと思う。

- 83一



T:能代谷君はどうして付)だと思った?

能代谷:①てきとうに。

細川お前し、L、かげんにしろ/ ちゃんとまじめに答えろ/

T:それじゃ細川君。細)11君t土(ウ)だけれども，どうしてそう思ったの?

細川I:@映画でやっていた/

T:うん? 何の映画?

細川1:何ったっけ? (誰かがわレーツ./J)そうそう，ルーツ，ルーツ/

T: rルーツ」って見たかし、? 何年か前にTVでやってたやつだね。みんなは中学生だったか

な。

岡崎君はどう? 岡崎君も(ウ)だけど。

岡崎:@なんとなく o

T o.坂口君はどうだい? 坂口君も(坊だね。

坂口:@てきとうだ。

T:知里さんはどうして(ウ)だと思ったの?

知里:@あのね， ("ア)や(イ)だったらね，大量の黒人をあつめるんだから，武器でおどしたり，お

そったりしたら， こちら(イギリス人〉もやられるから…。

T:ああ，大量の黒人をあつめるんだから， (7)や付)だったらイギリス人も被害をうけて傷つく

から，そういうことはしないっていうんだね。

知里:そう/

T:あとどうだろう，門脇君も(坊だね。どうしてそう思った?

門脇:@rルーツ」で‘観た。

T: rルーツ」で観た。あとどうかな。何か意見ないかな?

ーじゃ，予想変更したい人は? いないかし、?

※ 4年A組の授業では， ('ウ)を予想した生徒が次のようなことを述べている。

「ロシア人だったら(イ)のように両方たたかわせて，弱ったところを襲うだろうけど，イ

ギリス人だから， ロシア人みたいにせこくなし、から，金だして買ったと思う」

A組の生徒の発言にたいして，まわりから「うん，そうだな」と同調の声が 2，3聞かれた。

社会主義国に対する偏見(暗いイメージ〉が生徒のなかにも根強くあるようである。
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(4-4)を配布し，読んだ。

T:では読みます。答は(ウ)です。

奴隷狩り

奴主義紛;ヱ， まず毛織物や綿布金

属製品，火薬，武器，ラムi酉， タ

パコ，砂糖などをおんで， イキリ

スの港を出発Lます。

目的地はアフリカ西部の資金海

岸とよばれるところですが， ここ

には，王立プ 7 リカ会社の域があ

り，商館をおいて， 200人余りの駐

夜員を常駐させていま Lた。

船が目的地に着くと奴隷狩りが

はじまります。しかし， イギリス

人が直接 t隊Lて黒人を追いかけ

まわすということは，めったにあ

りません。

そんなやり}]では，地主主にくわしい浪人をつかまえることは， とうていで

きないのです。

いちばんよく用いられた方法は，黒人の部族{司土を戦争させ，その戦争の

捕りょを族長;から資いとることでした。奴隷鉛に緩み込まれた火薬や武器は，

そうし、う戦争をげしかけるための道具だったのです。

戦争のないときには，然人はなかなかっかまりません。そんな時は，フロ

の人さらいを利用 LまLた。

こう Lて，平和な生活をおくっていた県人の部洛に， とつぜん戦争や人さ

らいが重量ってきました。つかまった黒人は鎖でしはられ，何人もつながれて，

まるで動物のようにすザに入れられ，海上手からポートに乗せられて沖合の奴

隷紛に遂ばれていくので L.t，ニ。

アフリカの奴意書狩り

〔図IV-21

(4-4) 

読み終えた後， (4-5)を配布し，費間の予想を聞いた。
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(質 問) つかまった黒人奴隷は，船で運ばれていくとき，船内では主にど

のような姿勢でL、たと思いますか。

〔予想〕

(ア) ひざを折りまげて，小さくなって並んでいた。

(イ) ほとんど立ちっぱなしで並んでいた。
予想分布

(ア) 3 (ウ) 足をまっすぐのばしたまま，横たわって並んでいた。

Lイ) 6 

(ウ~ 1 

T:岡崎君が(ウ)だけどどうしてそう思ったのかな?

岡崎:@うーん。特にない。

T:細川君はωだね。

仁コ

(4-5) 

細川:0)奴隷は買ったもんでしょう。買ったもんなんだから，立たせておいたっていいんじゃ

ないの。

立たせておけばサ，たくさん〈奴隷を〉積めるから…。

T:長谷川さんは付)だね。どうしてそう思ったの?

長谷川:①奴隷だから，すわらせてもらえなかったんじゃないかと思ったの。

T:小林さんは(ア)だね。どうしてそう，思ったの?

小林:⑦うーん。(ア)か(イ)か，まよったんだけど…。うーん，奴隷だから，すわらせてもらえな

かったかもしれないし， よくわからなし、。(イ)かもしれない。

T:知里さんは(イ)だね。どうしてそう思ったの?
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知里:①立たせておくと，たくさん積めるでしょ。

小林:あのね，奴隷は鉄のおもりや鎖をつけていたの?

T ・うん。つけられていたよ。

小林:じゃ立ちっぱなしでなくてL、し、んだ。やっぱり(ア)だ。

T:門脇君はどう?イ)だね。

門脇:①特にない。

T:あと他十こ，伺か意見ないかな?

(4-6)を配布

生徒は黒人奴隷がびっしり積みこまれている事に驚きをあらわした。※ 

奴隷船の中では，アの絵のように横たわった状態で逐;まれました。

ヲミ井はw;;くf!J人たちは合;銭円余地もないくらい， ぎつ Lり並べられてい

ました。 Lかも，船内の!アは刻めきったままだったので，空気が汚れ，病

気になって死ぬ然人も多数でま Lた，

す L 詰めの奴隷船
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(4-6) 

すごい.ノJrひでえな/Jとい[函IV-4]では， 292人の奴隷がし、ることを確めると， rワァ，
う声があちこちから聞えてきた。
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(4-7)を配布し，予想をとった。

予想分布

(ア， 1 

4イ) 5 

(ウ，) 4 

〔問題〕

18i止紀を通じて， アフリカ

で捕えられた黒人が，一番多

く売られて行ったところはど

こだと思いますか。

(予想)

(ア) イギワス本国

(イ) 北アメリカ南部

奴童書紛 奴隷商人によって奴隷飴に翁
みこまれるアフリカの黒人たち，逃げ
ないように足に鋲をつけられ，船底に
抑しこめられた。

〔殴IV-5J

2ト

仁1
(ウ) 西インド諸島(カリフ海諸島)

(4-7) 
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T:小林さんが(ア)のイギリス本国だけど，どうしてそう思ったのかな?

小林:⑦(しばらく考えてから)うーん，なんとなくね…， イギリスへ行ったんじゃないかっ

て...。

T:知里さんは付)の北アメリカ南部だね。どうしてそう思った?

知里:①アメリカに連れて行ってね，開拓とかにね，使ったんじゃないかと思う。

T:細川君は(ウ)のカリブ海諸島だね。どうしてそう，思った?

細川I:@奴隷はさ，病気もってるからさ，大陸なんかに連れて行ったら病気が広がるしょ。だ

から島へ連れて行ったと思う。

T:門協君は仔)だね。どうしてそう思った?

門脇:①知里さんと同じ。

T:ああ，開拓に使ったってかい? 得永さんもLイ)だね。

得永 :oわたしも知里さんと同じ。

T:長谷川さんt土(ウ)だね。どうしてカリブ海諸島だと思った?

長谷川:@あのあたりの人って，黒人に似てるでしょ。だから。

T:岡崎君も(ウ)だね。どうしてそう思った?

岡崎:@こんなもんじゃないかな。

T:山本君は付)だね。どうしてそう思ったの?

山本:①島国だったら，奴隷の数が制限されるしょ。(ア)のイギリスも(ウ)のカリブ海も島だから，

Lイ)のアメリカにした。

T:なるほど。能代谷君t主(ウ)だね。どうしてそう思った?

能代谷:⑦なんとなく。

T:坂口君はどうかな， (イ)だね。

坂口:①特にない。「北アメリカ南部」っていうのがカッコイイ。(笑L、〉

T:あとどうだろう，何か意見ないかな?……。

予想を変更したL、人はし、ない?

(4-8)を配布した。
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黒人奴隷はカリブの島へ

アフリカの黒人奴隷の行き先は，北アメリカ，商イント(カリブ海)諸島，

ブラジル， ヨーロ y パ諸国など，各方面にわたっていましたが， 1701年から

1800年の100年間を通じて，いちばん多くつれていかれたのは，西インド(カ

リフ侮)諸島でした。

次の数字をみてくださ L、。

イギリス領北アメリカ '"・H ・..34万8，000入

園インド(カワブ海)諸島…・ 323万4，000人

この数字は18t制己中だけの数字であり， しかも，生きて上告をできた黒人の

推定数です。ですから，実際にアフワカから給に積み込まれた黒人の数はもっ

ともっと多かったにちがL、ありません。

奴隷貿易は15-19世紀にかけて，約400年間も行なわれました。

その結果， アフリカ大陸から新大陸へ運ばれた黒人奴隷の数は生きて上

陸しただけで1，500万人ゆ死亡者と含めると5，000万人ともいわれ，正確な実

数は，現tEでもなお，つかみきれないのが実状です。

(質問)

左の写真は， 1829年に出され

た，あるポスターです。

どのような内容のものか，見

当がつきますか?

〔図IV-6J

(4-8) 

T:答は(ウ)の西インド諸島出カリブ海諸島なんだけどね，細川君のいった理由じゃないようだ

よ。(生徒笑し、〉

新大陸へ運ばれた奴隷の数の多さに一様に驚いている。

次に質問を読み，考えさせた。

T:何のポスターだと思う?

小さい文字は読みづらいから，大きい文字でちょっと考えてごらん。

※ 以前授業で「奴隷制社会Jをやったとき，英語で奴隷のことをスレーヴといい，その

語源がスラブ地方から連れてこられた人達に由来するということを話したことがある。

坂口:特売のポスターだべゃ。(笑L、〉

T:うん，そうだ。何か売りもののポスターだよ。何を売ってるんだろう?

細川1:酒だ / (笑しう

T:うん，確かに源も売るんだ。その他には?

山本:うーん，音楽だな。ジャズかな。飲み屋のポスターだ。(笑しう

どこからか iLETだから， レンタルで、ないかし、?Jという声が聞こえた。
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(4-9)を配布し，奴隷が競売にかけられ，品物といっしょに売買されていたことや，また，

貸しだされていたことなどを簡単に話した。

このポスターは，黒人奴隷の競売の呼びかけです。

内容は，おおよそ次のようなものです。
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巨唾][]， 83. 10. 27実施 欠席 l名(細川

前時に2名の欠席者がし、たため，授業内容の復習を行ったのち， (4-10)を配布した。

読みおわったあと，内容整理のつもりで以下のことを板書した。

!京料を積む

西インドプランテーションと「三三角貿易j

黒人奴隷は， 3か月余りの長い航海を経て，商インド諸島などのブランテ

γ ョン労働者として売りとばされました。

プランテー γ ョンでは，砂糖， タパコ，綿花などが栽埼され，それらの原

料は再び大西洋をわたって， ヨーロッパへ遼ばれるのです。

奴縁側プランテーション 商インド諸 〔図IV-7l
島の大量霊場で酷使される黒人奴隷。彼
らはタバコ，砂糖， コーヒーなどの栽
培に労鰯者として使われた。 1821年ご

ろの図。

奴隷貿易は「三角貿易」ともいわれま Lた。その理由は，上の図のように，

奴隷紛が大商洋を三角形の形をとって航海したからです。

この三角貿易のあらましをまとめると，次のようになります。

直工謹白 (イギワス本国→アフリカ黄金海岸〕

総には，毛織物，綿布，金属製品(特にポット，なベ)，武器，ラム酒，

タバコ，砂糖などの f製品」が積み込まれ，アフリカで，奴隷と交換さ

れました。

医亙圏 (アフリカ黄金海岸→西インド諸島)

この航路は「中央航路」ともいわれました。時告に積まれた奴隷は途中，

4分の 1以上は病気や衰弱によって死亡してしまいます。

商インド諸島に着くと，奴隷は競売にかけられ，奴隷商人は奴隷を売っ

たお金で，今度は， この地方の産物である砂糖， タパコ，綿花，ラム泊

などの「原料」を仕入れるのです。

直互iÞtß~ I (酋インド諸島→イギリ見本国〕

お金や，愛護5な積み荷(原料)を満載した奴隷船は，一路本国へむか

うのです。

(4-10) 

また，この三角貿易では，船が本国を出発して，また本固まで戻って来るのに約 1年もかかっ

た航海であったことを補足説明した。
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(4-11)を配布し，予想をとった。

予想分布

〈ア) 2 

(イ) 3 
〔問題〕 奴隷商人はイギリスの人々からどのように思われていたと患い

ますか。

(ウ) 5 
(予想)

(η 社会の指導的立場にある， りっぱな人道主義者(ヒューマニスト)

と思われていた。

(イ) 罪深く，いまわしい人間たちと恩われていた。

(功社会のタズどもと思われていた。

にコ
どうしてそう思ったのか理由があればだしてみましょう。

(4-11) 

T:得永さんはどうしてケ)だと思ったの?

得永:⑦当時の人々の考え方からいえば(ア)じゃないのかなって，思った。

T:長谷川さんはどうして初だと，思ったの?

長谷川:うーん，なんとなく。

T:げ)と答えたのは，えーと山本君か?

山本君はどうして付)の罪深く，いまわしい人間たちって思ったの?

山本:①うーん。まあそう思ったから(笑L、)

T:小林さんも(イ)だね。

小林:①なんとなく。

T:;坂口君も(イ)だね， どうしてそう，思った?

坂口:なんとなく。

T:みんななんとなくか。うーん，じゃ門協君。門脇君は(ウ)の社会のクズどもだね。どうして

そう思った?

門脇:@なんとなく。(笑し、〉

T:知里さんも(ウ)だね。どうして(坊だと思ったの?

知里:@やっぱりね，人聞を売り買いするなんてね，人聞のやることじゃないしね，社会のク

ズって思われていたと思う。

門脇:クズでなくてチリだべや。(笑い〉

T:新井君t会(ウ)だね。どうしてそう思ったのかな?

新井:@問題よく聞いてなかった(笑い〉なんとなく手あげちゃった(笑し、〉
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T:藤沢君も(ウ)だね。どうしてそう思った?

藤沢:⑦知里さんと同じ。

T:岡崎君はどうかな。岡崎君も(ウ)だけど。

岡崎・特に理由はない。

T:能代谷君はどう?

(ウ)だけど。

能代谷:特にない。

T ・だいたい理由を開いたんだけど，他に向か意見なんかないかな。(生徒沈黙)

予想変更したい人はし、ない?

(4-12)を自己布し，読んだ。

奴隷商人はりつはな紳士I?

三三角貿易とよばれる， この奴隷貿易の第 2航路，すなわち 77リカ黄金

海岸からilliインド諸島ーへの航路が， イギリス本国の人々にはみえにくいもの

になっていました。

みえるのは，毛織物や綿布，金隠製品などを積んで出航 LC第 1航路)，そ

Lて，その船が 1年くらいたって砂穏やタパコ，綿花などの!京料を稜んでも

どって来る(第3航路)という，普通の貿易の姿だったのです。

奴隷商人たちが運んてきた

原料l土，本闘で製品化され，

ヨーロ/ハ各地に輸出されま

ニ。その結果， イキリスに

は工く大な利援がもたらさ

れまLtニ。

ですから，長い，危険た航

泌を総て帰ってきた奴隷荷人

・や船長は，英雄であり， 名士

だったのです。

18世紀のりウ'ァプールの銀行家
〔図IV-9)

アフリカの奴隷貿易 奥地から連れ出
された黒人たちがアゥリカ海洋で始に
つみこまれるところ。

〔図IV-8)

彼らは，奴隷貿易で子容えた利益をもとでに

政治家になったり，銀行家になったり，ある

L 、;工[士号の経営者になったりしました。

問符に，彼ら;土利益のほんの一部を使って，

滋養行為を行なったりも Lていたため， イギ

リスの人々からは，社会の指導的11:場にある，

りつはな人道主義者と恩われていたのです。

(4-12) 
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(4-13)を配布し，予想をとった。

「一一予想分布一一「

仕入値売り値

(ア，)4 

(イ)6 

(ウ，)0 

n
u
n
o
n
L
 

〔問 題) 18世紀後半の奴隷貿易では，奴隷 1人をいくらくらいで仕入れ，

いくらくらいで売ったと思いますか。ただし，奴隷の値段は，男女

別，年齢別で差があったので，平均で考えてみてください。

※ ヒント

1790~ 1840年ごろの， イギリスの熟練労働者の家庭の 1年間の

収入は. 50~60ポ γ ド(月収にすると 4~5 ポソド)くらいでし

Tこ。

仕入値 売 り 値

(7) 3 ~ 4ポンド (乃 15~20ポンド

(イ) 10~30ポンド (イ) 50~80ポンド

(ウ，) 100~120ポンド (ウ，) 500~600ポンド

「ゴ 仁つ

(4-13) 

ここでの生徒の意見は，仕入値をできるだけ低くおさえて，売り値を高くするというのがほ

とんどであった。

n司
u



奴隷貿易はもうけのかたまり

奴隷の{土入{直，売り{患は年代によって変動がありましたが， 18j¥l:紀後半ーて

は，仕入値10~30ボント，売り伎が50~80ホントくらいで L た。

奴隷をアフワカから西インド諸島へ運ぶのに，奴隷 l 人あたり 5~10ホント

の経費がかかったそうですが，それらを考慮しても， 1人売却すると， 30~50 

ホンドの純利益がありま Lた。

1隻の船lニ積み込まれる数;土200-300人くらいでしたから， 1航海で，少

なく見積っても7，000~8 ， 000ボントの利裁があったことになります。

特にリヴァフーんでは，利益率が100%とレうのは珍しくなく，利益率が

300%の紛もさらにありました。最近の研究資料によると， 18世紀末のリヴ 7

フーノレは，奴隷貿易て年間300，000ホノドの純利益をあげたといわれていま

す。

奴務総に綴み込まれる累人たち

〔図IV-IOJ

船上で主義人奴害事をおどらせる奴豪華商人

〔図IV寸1)

(4-14) 
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(4-15) と (4-16)は2ページにわたるれまとめいになるところである。

生徒にはやや言葉がむつかしいところであるかもしれない。

(4-16)のくことばの解説〉は「資本キお金Jという点を理解してもらうため，あえてもうけ

7こ。

「産業資本の蓄積」まとめ

イギリス波書長革命を準itlIlLた産業資本の蓄積は， どのような方法を通じて

なされ，そ Lて， どのようなことに使われたのですよう泊、

まず第 lに認められるのは，地主，!l芝主主資本家を中心とした資本(主には

貯蓄〉の蓄積です。際会主革命などを通じてたくわえられた資本は，遼河や有

料道路の建設に役まをされたり， また，彼ら自身が工場を経営したりする資金

になりました。

次に認められるのは，外関貿易による資本の蓄積です。イギリスは，商イ

ント諸島から総入された砂糖や，ラム溜，綿花， タパコなどの原料を製品に

加工 L，改めてヨーロッハ言毎週へ輸出して，ばく大な利益をあげま Lた。

奴総売貿の利益に加え， このヨーロソパ諸国との貿易の利益も含めて考え

ると， 181:1t紀のイギリスの貿易を支えていたのは， この奴隷貿易だったとい

えます。さらに，産祭革命がはじまったころ，その中心になったランカンャー

の綿織物工業に，原料としての綿花を供給 Lたのも黒人奴隷でLた。

まさに黒人奴隷i丸二震の怒味でイギリス産業革命の土台にな「たといえ

るのです。 B・ウィリアムズと L、う歴史家は次のように述べています。

「マンチェスターの成長は，同市の海岸と関際市場への出口であるリ
ヴγ ブ んとの成長と密接に関主主Lていた。奴隷貿易によりリヴァブー
ルの議事をしたまま本11，その後苛地に流れこみ，マンチェスターの活動力
を続什Tこ。マンヂェスターのアフリカ向け商品11，リヴァブーんの奴隷
総に積み込まれて7 フリカ海岸に遂ばれた。ランカシャー州の海外市場
といえば，主として磁インド諸島のブヲン子ーンヨンおよびアフリカを
怒味Lた・……・このような三角貿易への滋織な依存関係こそマンチェス
ターをして今日あらしめたものである。」ぱ資本主義と奴隷制j訳設81
へジ)

イギIJ;ス海外貿易の中心港として発渓
した IJウ'ァプール

〔図IV-12l

(4-15) 
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それでは，一体どのくらいの資本が蓄積されたかみてみましょう。

たとえば，西インド諸島のプランテーンヨン経営による資本創出額は，な

んと， 18世紀だけで年平均100万ポンドといわれています。

ちなみに，当待，大規模な紡績工場を一基建設すると(機械などの設備いっ

さいを含めて)約3.000ポンドの費用がかかったそうですから，資本創出額は

驚くべき数字ということになります。

プランターの多くは不在地主化して， イギリス本国に住んでいました。彼

らは，その霞大な寓を直接産業にJ宣言ましたり， 自ら康業資本家になったり，

金融業(銀行，保険会社〕を営んだりしました。また，彼らの中には財力を

パヅグに致界入りした者も多数いました。

以上述べてきたように，地主，農業資本家を中心とする国内の資本蓄積と

外国貿易や植民地プランテーンヨンの経営などによってもたらされた資本と

が相まって，イギリスの波書室革命は徐々に.その条件を整えていったのです。

イングランド銀行

〔図IV-13)

くことばの解説〉

資本とは何でしょうか? お金でしょう方、磯かにお金がなければ工場を建
てたり，労働者を罷ったりすることはできませんが，しかし，お金をもっている
だけでは，それは資本とはL、し、ません。お金は，もうけをあげるように使われた
もきに，はじめて「資本」となるのです。 Ig霊祭資本」とは生産手段を買い入れ，
労働者を怒って磁品を生産L，それによって金もうけするようにお金が使われ
ること，つまりお金の使い方であるということができます。特に資本主義のもと
では資本と災労働としづ生産関係がっくりだされたとき，お金は資本となりま
すから， I資本は生産関係である」という L、い方もできます。

(4-16) 
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E唖亘 '83.10. 27実施 欠席 1名(細川

(5-1)を配布し，授業書の空らんに，大ざっぱな数値を記入させた。

比較的多かった予想数値は

次の主うなものである。

65 60 60 
55歳 55歳 55歳

60 55 55 
55歳 50歳 50歳

55 55 55 
50歳 45歳 45歳

回労働者階級の状態

〔問題〕 現在，日本人の平均寿命はおよそ77歳です。

それでは今から約150年前 0830年前後)，ちょうど産業革命が

終りかけていた時のイギリスでは，人々の平均寿命はどのくらい

だったと思いますか。

あなたの予想する寿命(年齢〉を下の表の空欄に記入Lてくださ

L 、。

hとぞ
ラトランド州 リパプール

農業地帯 商工業都市 商工業郡市

知的職業階級
地主階級 歳 歳 歳

商人農民
小 売 商 歳 歳 歳

機 械 工
労働者 歳 歳 歳

どうしてそう思ったのか，理由があればだしあってみましょう。

(5-1) 

生徒の側の意見，理由としては， I人生わずか 50年，とL、う言葉があるJI労働者階級の平均寿

命は，他の階級よりも低いと思うJとL、うのが大半であった。

また，知的職業階級・地主階級の平均寿命を他の階級より高く予想した理由として， I比較的

に楽して暮してるからJI金があるから医者にもかかれるから」と L、う理由が聞かれた。

さらに，同じ階級でも農業地帯で暮している方が平均寿命が高いという理由として， I農村は

静かで，空気がきれいだから」とこたえる生徒が多かった。
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(5-2)を配布した。授業書を手にした生徒の口々から「エーッ./J iウソー./J iこんなに低

いのお ./J等々の驚嘆の声があがった。

生徒にはかなりのショックだったらしく，授業蓄を読んでいる聞も，教室全体は「シーンj

と静まりかえっていた。

平均寿命は次のとおりです。

〔表v-1l

lF74どラトランド州 リハプーん マンチェヌ、ター

!l!k*地帯 商工芸走者li市 陶工業都市

知的職業階級
52 35 38 

地主階級 自主 ~ 自主

阪人段民
41 22 20 

小 売 陶 歳 歳 産量

I役 減 I 
38 15 17 

労 働 者
高是 歳 歳

イギリスの労働者のほとんどが，低賃金と長時間労働を強いられ， しかも

生活環境はきわめて劣悪な状態のなかで， 日々の生活を営まねばなりません

でした。

その結果，結核やチフス， さらに栄養不足のために虚弱体質やクノレ病が多

く， しかも労働者は満足に医者にもかかることもできないため，死亡率が高

かっTこのてーす句。

との三更をみてもわかるように，死亡率にも階級がはっきりとあらわれてい

ます。

このような労働者の平均寿命の短さは，幼児死亡率の高いことによります。

たとえば，マン千ェスターでは労働者の子どもの半分以上が. 5歳になら

ないうちに死亡したといわれています。

当時の労働者は， このような状態を f社会的殺人」とよんでいました。

すL諮の部E霊せまく，絡く，換気の
窓、い ìlß~主に 2. 3家族がいっしょに住
んでいる労働者の住居。 産業革命の進
援とともに都市ではこのようなスラム
街がふえていった。

〔図V-l]

地下室住居地下護Lt.，排水や採光・
換気などの点で，長屋住宅よりいっそ
う条件が怒、かったが，余裕のない労働
者はがまんするほかなかった。図は1830
年ごろのマンチェスターの例。

〔図V-2J

(5-2) 
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次に (5-3)を配布し，予想をとった。

予想分布

(ア) 2 

(0 1 

(ウ，) 7 

件11 

刷 O

〔問題) 1800年代のはじめ，イギリスのロ y ドンではナイトメン

(Nightmen)とよばれる職業の人々があらわれました。

さて. Iナイトメ γ」とはどんな職業の人々だったと思いますか。

(予想〕

伺深夜勤務の工場労働者

的 コーヒーハウスの経営者

り) 夜響員

伺便所の汲取人

己](対その他(

どうしてそう思ったのか理由があればだしあってみましょう。

(5-3) 
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T:それじゃ，ちょっと理由を聞くかな。少ない方からね。

得永さんが伺の便所の汲取人だね。どうしてそう思ったの。(生徒から笑¥，，) 

得永:@時代的にね， コーヒーハウスとか，夜警員なんていなかったと思うし. ("ア)の深夜勤務

の労働者かなとも思ったんだけど，判の方がおもしろいから…。

T : (イ)がやっぱり一人。坂口君だね。どうしてコーヒーハウスの経営者だと思ったの。

坂口:①よく俺もわかんねえな。(笑L、〉

新井:わかんねえのに手あげてゃんの，アホ./(笑し、〉

T :("ア)の深夜勤務の労働者とこたえたのは藤沢君と小林さんだね。藤沢君はどうしてそう，思っ

Tこの。

藤沢:⑦なんとなく。

T:小林さんはどう?

小林:⑦あのね，産業革命がすすんでいくとね，昼間だけの仕事量では間に合わなし、から，夜

も仕事したの思うのね。だから(ア)にしたんだけど。

T:残りの人が(ウ)の夜警員だね。門脇君はどうして(坊だと思ったの。

門脇:@なんとなくね。

T:新井君も(坊だね。

新井:@iナイト」っていうんだから，ケ)か(ウ)だよ。まあ(ウ)だね。

T:知里さんはどうして(ウ)だと思ったの。

知里:@当時の工場の労働者は貧しかったからね. i暴動」おこしたと思うのね。だから，そう

いう「暴動」を抑えたり，見張ったりするのに工場に夜警員をおいたと思う。

T:なるほど。山本君はどう?

山本:@なんとなく。

T:長谷川さんも(ウ)だね。どうしてそう思った。

長谷川:@すなおに「ナイト」から夜警員にしたんだけど。

T:岡崎君はどう。

岡崎:@うん，字のとおり。

T: iナイト」ってことからかし、。能代谷君は?

能代谷:@やっぱり「ナイト」から。

T:他に何か意見ないですか。予想変更したい人はいなし、?
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(5-4)を配布

T 答は付の便所の汲取人です。

生徒:Iエーッ.ノJ(驚きなのか， γ ャレなのか判らなし、)

「本当かよJI得永，便所だってよJ(笑L、〉

T:では，なぜ「ナイトメンj とよばれたのか，読んでみます。

(5-4)を読む。

アイルラント人労働者

ひとくちに「労働者j といちても，いろいろな闘の人々がし、ま Lた。その

中で主も最下:1'国の労働者といわれていたのは， アイノしラ〉トから移住 Lて

きた人たちでした。
ア fルラ〉ト/古「

アイノしラントは， 12t附己にイギリスの侵入をうけ， ¥ j ノ

さらに17tH:*己にはいって1649年， クロムウェんらに 〆<11Jlb、'7 ¥ 

よ勺て征討されました。 に--'f ¥ 

それ以来， アイノしラント l:tイギリス人の地主に土地 ζ-:;:::......J 

を王手われていきまLtこ。

181止紀になると， 多〈のアイノしランド人;工高L、'J、作料で食うや食わずの苦

l¥ 、生活になり，祖国をすててイギリスやアメリカ大陸への移伎を余儀なく

される者が，年々増加していきま Lた。

1840年ごろの7 イルランドの人 1'1は800万人以 kでし たが， 1841-51年の聞

に145万人が，そ Lて1851-91年の!聞には185万人がイギリスやアメリカ大陵

へ流出して Lまいました。

ナイトメン

〔図V-31

移住 Lてきたアイノレラント人にたL、す

るイギリスでの扱いは， きわめて非人間

的でした。たとえば，彼らに与えられる

仕事は，いわゆる「汚なL、」とか「つら

L 、」と思われていたものばかりで Lた。

づイ fメンもその一つで，各家庭のド

アの外にIHされた糞尿の1掃を夜斗3からザj

(Yhにかけて防収l，近くの川へなげす

¥てる仕事でした。

また， 0語などでも， イギリス人労働

者と同線度の仕事盆をこなしても，賃金

はイギリス人労働者の半分以下という，

みじめな状態であり，依然、として会うや

食わずの生活が続いていたのです。

(5-4) 
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巨豆劃 '83. 10. 31実施 欠席 1名(附

前時の授業内容を簡単に復習したのち， (5-5)を配布し，予想をとった。

予想分布

(7ウ 3

付) 1 

(ウ) 7 

1830年ごろの炭鉱のはなしです。リチヤードとスミスという 2人の労働者

がいました。 2人は同じ年齢で，同じ職場で，同じような仕事に従事してお

り，賃金もほぼ同じです。また，彼らの家族は次のとおりです。

リチヤード:委，子ども 5人(男 9歳，女8歳，女7歳，女6歳，女5

歳)

スミス:妻，子ども 2人(男 9歳，男 8歳)

〔問 題〕 リチヤード一家とスミス一家では，どちらの方が経済的に苦し

かったと思いますか。

(予想〕

(η リチヤード一家の方が生活は苦しかった。

(イ) スミス一家の方が生活は苦しかった。 じ1
(ウ) それほどのちがL、はなかった。

(5-5) 
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T : (1)のスミス一家の方が生活は苦しかったというのは，岡崎君だね。どうしてそう，思ったの。

岡崎:①普通は子どもが多いとさ， r貧乏人の子だくさん」っていうでしょ。子ども多いと食わ

せるのに金がかかるからね。でも…ちょっと裏をかし、て(イ)にしてみた。

T:じゃケ)の門脇君， どうしてリチヤード一家の方が生活が苦しかったと思ったの。

門脇:⑦子どもが多いからさ……。うん。

あ， これ 5人全部年子だべや，わやだな。(爆笑)

T:長谷川さんはどうして(ア)だと，思ったの。

長谷川:⑦単純にね，子どもが多し、から。

T:藤沢君はどうして(ア)だと，思ったの。

藤沢:⑦やっぱり同じに，子どもが多いから金がかかるから。

T:それほどのちがL、がないという(坊の坂口君， どうしてそう思った?

坂口:@子ども多くたって，tこ¥，、して変りねえよ。

T:小林さんも(ウ)だね。どうしてそう思ったかな。

小林:@イギリスはね， rゆりかどから墓場まで」めんどうみてくれるんだから，そんなに違い

はないと思った。

T:知里さんはどうして(ウ)だと思ったの?

知里:@うん，私はね，子どもの数というよりはね，当時の労働者は子どもが多くても少なく

ても「貧しさ」という点ではそれほどのちがし、はなかったんじゃなし、かなと思って(坊にし

たんだけど。

T:新井君はどうして(ウ)だと思ったの。

新井:@坂口と同じ。

T:得永さんはどうして(ウ)だと思ったの。

得永:@私ね， リチヤードとスミスがし、っしょに住んでいると思ってね…。

T:リチヤード一家とスミス一家は別々に生活しているんだよ。別々だったらどう?

得永:うーん。それでもやっぱり(ウ)かな。

T:能代谷君はどう?

能代谷:@なんとなく。

T:あとほかに意見ある人はし、ないかな。予想変更したい人はし、ない?

じゃ (5-6)を配ります。答は付)なんですよ。

※ 生徒の方からは「エーッ」とL、う声があがる。
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(5-6)を読みながら，図V-4の四つんはいの子どもの仕事ぶりと，図V-5の左端に子どもが

ひざをかかえてすわっている様子を確認して(質問)へうつった。

予想分布

(ア，) 4 

Lイ) 2 

(ウ'l 4 

当時の炭鉱では， 4， 5歳の子どもが働いていることはめずらしい事では

ありませんでした。

これらの子どもたちは鉱石を運綴したり，また採掘場を仕切っている通気

トアを労働者や鉱石が通るときに，ひらいたり， とじたりする仕事をしてい

ましfニ。

ですから，年齢の低い子どもでも労働者の一家にとっては大切な働き手

だったのです。

次の絵をみてみましょう。

(同石炭を遂綴する少女

〔図V-4J

(8) 坑道の爆の蓄をする少年

〔図V-5J

(質 問) Bにあるような通気ドアの番手は，たいてL、一番小さい子ども(4 

~6 歳)がやっていました。

さて， この子どもはどのくらいの時間，坑遂の中で仕事をしてい

たと思いますか。

〔予怨)

(η 8時間ごとの 3交替で仕事をLた。

(イ) 1人で12時間くらい仕事をした。

(ウ) 3人で 4時間ずつ計12時間仕事をした。

(5-6) 

じコ

T : (ア)を予想したのは小林さんかい。

小林.⑦休みなくだれかが必ず仕事をしてたと思って。

T:藤沢君も(ウ)だね。どうしてそう思ったの。

藤沢:@)子どもだからね， 8時間や 12時間も仕事するのはちょっと大変だし， 4時間ぐらいな

らなんとかね…。

T:岡崎君は(イ)だったね。どうしてそう思った?

岡崎:①仕事して金もらうんだから，そんな甘いもんじゃない。(笑しう

12時間は働いたと思う。

※ このあと数人の生徒に理由を聞いたが，特になかったので深入りせず， (5-7)をすぐ

配布した。

(5-7)を読みつつ， I真っ暗やみの中で 12時間もだまってすわっていることができるかどう

か， 自分に置きかえて考えてみてごらん」という指示をしてみた。
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暗やみで、じっとしていることの非人間性については，あまり理解しえたとは言えなかったが，

図V-6の事のない箱に石炭を積んで四つんぱいになって運んでいる様子には，生徒も驚きを

あらわしていた。

予想分布

(ア) 1 

(イ) 1 

(ウ) 2 

件) 4 

付J3 

トt アの番;1，狭くて，じめじめ Lた坑道に毎日12時間も絡やみの中で，tこっ

fニ一人で， Lかも何も Lないでじっとすわっていなければならないという，

きわめて非人間的な状態だったのてーす。

また運搬もつらい仕事で，石炭を率のつい

ていない箱に入れ，急傾斜の坑道を凹つん;ま

いになって引きずったり，押Ltこり Lていか

な;すれ;主ならないこともありま Lた。

その結果， Tともには著Lい発育不良や身

体の奇形化が生じるようになりま Lた。
〔図V-6J

10fcから炭鉱で仕事をしている労働者のほとんどは， 30~40歳ですでに，

老年期にはし、って Lまうほど，その労働は過酷なものだったのです。

〔図V-7)

〔問 題〕 当時，炭鉱で働いていた労働者の賃金はどのような形で支払われ

ていたと思いますか。

(予想)

(η 現金で支払われていた。

(イ) 現物で支払われていた。

(ウ) 品物と交換できる切符(溺品券)で支払われていた。

(エ) 現金と現物で支払われていた。

(オ) 現物と切符(商品券)で支払われていた。

じコ
(5-7) 

問題を読み，予想、をとった。

※ 選択肢の表現一「現物J，r切符J，r商品券」ーは生徒にはやや理解しにくいものであったよ

うである。

今後，検討を要する点である。

T' .新井君は(ア)の現金で、支払われた，だね。どうしてそう思ったの?
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新井:⑦現物ったって，いらないものもらったってしょうがないし，やっぱり現金さ/C笑L、〉

T:長谷川さんは仔)の現物だね。どうしてそう思ったの?

長谷川:①いらないものじゃなくてね，生活に必要なものを現物でもらっていたと思う。

新井:病気したらどうするのよ。金なかったらこまるべや/

長谷川:その時は雇い主がだすのさ。

T:病気なんかの治療費であれば雇い主が支払うっていうこと?

長谷川:それ

T:岡崎君は(坊だね。どうしてそう，思ったの?

岡崎:@なんとなく。

T O.坂口君も(ウ)だね。

坂口:@なんとなく。

T:能代谷君は判だけど，どうしてそう思った?

能代谷:@よくわかんないけど，なんとなく。

T:藤沢君も糾だね。

藤沢:@現金と現物，半々ぐらいで、支払ったと思う。

T:なるほど。知里さんも仲だけど，どうしてそう思ったの?

知里:@小さい子どもも働いているからね，大人には現金で，子どもには現物で、支払ったんじゃ

ないかと思うの。

T:うん，なるほど。細川君も(斗だね。

細川I:@普段のときは生活に必要なもので、支払って，病気やケガなんかしたときはね，現金で

払ってやったんじゃないかな。

T:怖が3人いるね。門脇君は伺だね，どうしてそう思ったの?

門脇:@こういうところでは，なかなか現金は出さなかったんじゃないのかなって思った。山

の中だしさ。

T:小林さんはどうして怖だと思ったの?

小林:@山の中の仕事だし，そんなに庖があるわけでもないだろうしね，現金は必要なかった

んじゃないのかなって思ったの。

T ::得永さんも帥だね。どうしてそう思ったの?

得永:@i貧民Jにはお金をあげなかったんじゃないかつて思って。

T:うーん。ちょっと聞くけど，それはどういう意味なのかな。貧しい人たちには金をもたせ

なかったってこと?

得永:うーん，すこしちがうんだけど，階級的な差別がひどかったんじゃなL、かなって…。

T:あとどうだろうか，何か意見や質問ないかな。

予想変更したい人はし、なし、かな?
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(5-8)を配布して読んだ。

語句がややむづかしいので， r現物給与制度」と「小屋制度」の内容については，かみくだき

ながら，補足しつつ読みすすんだ。

「現物給与制度」と「小屋制度」

当時の炭鉱主は炭鉱労働者を従属させておくために，次のような制度を

つくっていました。

その lつ比「現物給与制度(トラック・システム)」というものです。こ

れは労働者の賃金を，現物かまたは特定の売庖(売庖の経営者は炭鉱主だっ

た〉のみで通用する切符(一種の商品券〕で支払う形態でした。

この制度では現金カ明働者の手もとに残ることはなく，しかも，特定の

売腐でしか通用しない切符しかもたないため，高い値段で品物を買わされる

ことになります。

「トラック・シ兄テム」は炭鉱だけではなく，他の一般の工場でもやられて

いましたカら賃金の実質低下につながるとL、う労働者からの批判をあび， 1831

年， rトラッグ法(現物給与禁止法)Jが制定されました。

これによって，大部分の労働者はその弊害から守られることになりました

が.農村と炭鉱だけは依然としてこの「トラァク・システム」が残存してい

ました。

のう 1つは，よヰ墨型車ムというものです。

炭鉱主は，雇用確保のため労働者用の住宅(小屋〉を建てました。しかし，

炭鉱主にとって不都合な労働者，たとえば，生活の改善などを要求したり，

あるいはストライキをしようとする労働者はすぐ解雇され，しかも解雇さ

れたなら，今まで住んでいた家をあけ渡さなければならないというしくみに

なってL、ました。

もしその家を追われたなら，その日から，労働者の家族は路頭にまよい，

飢え死にするしかなかったのです。だから，労働者は不満があっても，がま

んしなければならないことが多かったのです。

このように， rトラック・ γ ステム」と「小屋制度」の 2つは，労働者を資

本家に従属させるのに，特に貢献した制度だったといえます。

(5-8) 

-109-



(5-9)では，ほとんどの生徒が「少しでも長く働かせるため」とL、う考えを示した。

その他の考えとして「機械はスイッチを入れても，すぐには動きださないだろうから，機械

をある程度あたためるのに5分間ぐらいすすめていたと思うJ(知里〉というものがあった。

〔問 題) 1830年ころのイギリスのある紡績工場のはなしです。この工場の

時計は，町の公式の時計よりも朝は5分すすみ，晩は5分おくれま

した。

どうしてこんなことになっていたと思いますか。

君の考え

(5-9) 
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(5-10)を配布して読んだ。ここでは， 10分間の労働時間の延長が，ー工場全体でどのくらい

の労働時間になるかを具体的数値で示した。

生徒の中からは「わあすごい時間だな」とか「工場主っていうのは，ずいぶんせこいなあ」と

いう声が聞えてきた。

「数分間のコソ泥」

工場主は利潤をあげることを目的に，工場を経営しています。利潤を高め

るためには品物を安く大量にっくり，それを高く売ることが第一です。そ

こで考えだされるのが，同じ賃金で，労働者を長く働かせて，品物をつくる

ことでした。

時計を朝5分すすめ，晩は5分遅らせるのはそのためです。

たとえば，次のような計算が成りたちます。

• 1日につき 5分x2 =10分長く働かせる。

・それが 1週間では 10分X6日=60分 1時間になる。

・当時の工場では，平均で200~300人の労働者がし、ま Lたから，仮りに

200人の労働者だったとすると，

1週間で， 1時間x200=200時間に相当します。

当時の紡績工場の労働時聞は1日平均14時間くらいでしたから， 200時間は

14人分の 1日労働時間になります。

つまり，工場主は時計を朝，娩5分ごまかすだけで14人の労働者を，ただ

で働かせたのと同じことができたのです。

c1か月だと14人X4週=56人がただ働きしたことになる。)

当時の人はこのことを「数分間のコソ泥」とよんでいました。

(5-10) 

iTime is money JとはL、し、えて妙である。



巨亙mEI I '83. 肌 31実施 欠席 1名(山本〕

前固までの授業内容を簡単に復習したのち， (5-11)を配布した。

予想分布

ケ，) 1 

(イ) 3 

(ウ，) 3 

炉) 2 

付J2 

〔問題〕右の表は，平均的な

ある紡績工場が1838年に

使った費用をあらわしたも

のです。

この年，工場主のもうけ

(利潤)は1，500ポンドだっ

たそうです。

さて， この工場主の利潤

は当時の労働者一人の平均

年間収入の何倍くらいあっ

たと思いますか。

(予想)

(7) およそ10倍くらL、。

(イ) およそ30倍くらい。

(ウ) およそ60倍くらレ。

(エ) およそ100倍くらい。

(対 100倍以上。

利子や機械・工場の購入資|ポンド
(年平均の費用 I2，300 

綿花購入費 I 14，000 

蒸気機関や機械などの維持 I1，800 
費、修理費

労働者への賃金 I 5，400 

工場主のもうけ 1，500 

〔表v-2) 

に1
どうしてそう思ったのか理由があればだしてみましょう。

(5-11) 
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(ウ)以外をこたえた生徒からは，特に理由は聞かれなかったが， (ウ)をこたえた 3人(岡崎，門

脇，細川1)は，いずれも前へーシの授業書 (5-10)の説明から平均労働者数を 200人として計

したとしてL、る。

(5-12)を配布して，資本家の利潤の大きさを確認した。

資本家の利il司と労働1告の食金

当時の労働表の平均賃金;土， 1833年のランカ:，...--¥，一地}jで， 1 i1l，)125'、ンス

綜f立でした。

これは，年間jにすると

125，、/ス X52i!]!と 6，500(、〆ス)

'= 27(ホント)

とL、うことになります。

工場主の利í~!lが，この年1 ， 500 ，1て/トてすから， 56倍という数'J:がでてきま

す。

※ 当時O)T坊の平均労働活奇数;工200人私II変fこったと考えて，d算 Lてもい

いです。すなわち……

この r駄の労働者 l人あたりの年平均賃金;工

5，400ホント -;-200人==27ホント/人

1 "ザノク==12，¥ンス

ランカシャーの綴物工場

〔図V-81

(5-12) 
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(5-12)を読んだのち，すぐ (5-13)を配布し，予想をとった。

予想分布

(ア) 2 

(イ) 3 

(ウ) 1 

件) 4 

〔問 題) 181!J:，'f己の産業革命期のイギリスには，身よりのない貧しい子ども

たちを救済する施設として，教区ごとに「救貧院Jがありました。

ここの子どもたちは，しばしば工場へ働きに行くことがありました。

さて，救貧院の子どもは工場でどのような待遇をうけたと思いま

すか。

(予想)

(ア) 一度工場に働きにでた

子どもは，戒人するまで

その工場で働かねばなら

なかった。

(イ) 子どもは強昔話j的に救貧

続から工場主に賃貸しさ

れ，ひどいあっかL、をう

けfこo

(吟 {自の子どもの労働者と

は区別され，比較的楽な

仕事にまわされた。

伺他の子どもと区別され

ることはなく，同じ程度
リヴァブールの救食院

〔図v-91
の仕事をさせられたが，賃金は彼らよりもよかった。

仁ゴ
どうしてそう思ったのか理由があればだしあってみま Lょう。

(5-13) 
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T:それじゃちょっと理由を聞いてみるかな。坂口君が 1人(功だけどね，どうして(ウ)だと思っ

たの。

坂口:@)家庭的にめぐまれない子どもなんだから，多少は楽な仕事をさせたんじゃないかつて

T:新井君はどうして(ア)だと思ったの。

新井:⑦よくわかんないけど，年季奉公みTこし、なもんじゃないかな。「おしん」だよ。(笑し、〉

T:得永さんはどうして(ア)だと思ったの。

得永:⑦身寄りがないからね，仕事をおぼえて自立できるまでは工場でめんどうみたんじゃな

いかなって思って。

T:門脇君は的だね。どうしてそう思ったの。

門脇:①うーん，身寄りがないっていうだけでも差別されたんじゃなL、かな。

T:知里さんも(イ)だけど，どうしてそう思ったの。

知里:CiX乃だったらひどすぎるしね， (坊や仲だったら救貧院の子どもがどんどん増えてきちゃ

うんじゃなし、かと，思って。

T:藤沢君はどうして付)だと思ったの。

藤沢:Ci)やっぱり差別したと思う。他の子どもよりわるかったかなって…。

T:細川君はどうして伺だと，思ったの。

細川I:@ある程度あわれみをかけるから賃金はよかったと思う。日本の歴史でもそうだった

しょ。

新井:お前，本当かよ / (笑い〉

T:小林さんはどうして伺だと思ったの。

小林:@工場の方も貧しい子どもたちを救うために協力してくれたんじゃないかと思うのね。

T:なるほど。長谷川さんはどうして糾だと思ったの。

長谷川:@賃金が高いというのは，ちょっと気にはなるんだけど，差別されることはなかった

と思う。

T:能代谷君も仲だね。

能代谷:@なんとなく。

T:他になにか意見ある人はし、ない?

予想変更したい人はいないかい?
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(5-14)を配布し，読んだ。

生徒は，子どもが賃貸しされていた事実に驚いていた。

工場を経銭'する資本家は，できるだけ生産裂を節約して利潤をあげるため，

子どもや婦人の安い労働力をやと L火、れ，彼らをできるだけ長く働かせまし

た。

その労働時間は， 6， 7歳の子どもでも，食事のための休憩も含めて，普

通，戟 6時から晩 7時までの13時間， もっとひどいところになると， 14時間

以一二も働かされるというような状想でした。

4寺に，救貧院に収容されている子どもは，強制的に工場主に賃貸しされ，

もっとひどい条件で働かされていたのです。

木綿紡綴工場の少年工。
低資金で長時間悪い労働条件の下に仕
事した。 トヨロープの「少年工J0840 
年)の挿絵より。

(5-14) 
〔図v-ll1
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巨重畳'比 11. 7実施 欠席なし。

(5-15)を配布した。

表V-3で，当時のイギリスでは児童労働者数と婦人労働者数の多い点が特徴であることを確

認した。

予想分布

(7) 0 

(イ) 1 

(ウ') 2 

(司 9

下の表をみて下さL、。これは， 1835年当時の綿織物工場で働いていた労働

者の数です。

〔表V-3) 単位:人

成年男子 婦 人 1少3~18年歳 児 童

イングランド 50，675 53，410 53，843 24，164 

ウエールズ 250 458 354 89 

スコヅトランド 6，168 12，403 10，442 4，082 

アイルランド 960 1，553 847 436 

総 58，053 67，824 63，486 

表をみてもわかるように，子どもや婦人の労働者が多くいるのが特徴です。

〔問 題〕 さて，当時の婦人労働者が妊娠をして出産するとき，いったいL、

つごろまで工場で働いていたと思いますか。

(予想〉

(ア) 出産予定日の 6週間前まで，工場で働いた。

(イ) 出産予定日の 1週間前まで，工場で働いた。

(ウ) 出産予定日の 3目前まで，工場で働いた。

(エ) 分ベん時間がくるまで，工場で働いた。

仁コ
どうしてそう思ったのか理由があればだしあってみましょう。

(5-15) 

T:じゃ，ちょっと理由を聞いてみるかな。

千イ)の細川君。細川君はどうして，出産予定日の 1週間前まで工場で働いていたと思った

の。

細川:①なんとなく。

T:門脇君は(ウ)の出産予定日の 3日前までだね。どうしてそう思ったの。

門脇:@このくらいじゃないのかなあ。

T:能代谷君も(坊だね。どうしてそう思った。

能代谷:@なんとなく。

T:得永さんは件)の分ベんの時聞がくるまでだね。どうしてそう思ったの。
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得永:@分ベんの時聞がくるまで働かせるのは，ちょっとひどいと思うけど，ゃったんじゃな

し、かな。

炭坑なら(ウ)かもしれないけど，工場なら判。

T:新井君も付だね。

新井:@どうも実感ないからな。(笑し、)

T:知里ーさんも伺だね。どうしてそう思ったの。

知里:@子どもですらね，過酷な労働条件で働かされるんだし，婦人労働者も大切な働き手だ

からね，ギリギリまで工場で働いたと思う。

T:なるほど。小林さんはどうだろう。件)だね。

小林:@私もね，かなりギリギリまで働かされたと思う。

新井:子ども産むなんて，たし、したことないベゃ/

※ この新井発言は女子生徒から猛反発をまねいた。

T:長谷川さんも仲だね。どうしてそう思ったの。

長谷川:@私もね，知里さんや小林さんと同じ…。

T:坂口君も仲だけど，どうしてそう，思った?

坂口:@世の中そんなに甘いもんじゃねえよ。

T:うーん，そんなに甘いもんじゃない。岡崎君も伺だけど，どうしてそう思ったの。

岡崎:@なんとなく。

T:藤沢君はどうして仲だと思ったの。

藤沢:@予定日はあくまで予定日だからね，きまったもんじゃないしね。

T:なるほどね。ほかに何か意見ないで、すか。

予想変更したい人はいないかな?
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(5-16)を配布し，読んだ。

(質問〉の予想分布は次のとおりであった。

予想分布

(ア 1

(イ)11

(ウ o

長時間の工場労働は，婦人労働者に，はかり Lれない悪影響をおよぼLま

した。骨盤の奇形，重量いお産， ひん繁な流産などがそれです。

彼女たちは，妊娠Lても分ベんの待問がくるギリギりまで働きました。 L

かも，出産が終れば. 3. 4日後には工場にもどって，今までと同じように

時間いつはL、鈴きとおすのでした。

(質 問) 彼女たちが，出産後すぐ工場にでて働いたのはどう Lてだと思い

ますか。

(ア) 休むと賃金がさがるから。

(イ) 休むと解隠されるから。

(明その他

縫塁品工壊で程詰〈綴人労働者 時聞は深
夜12時をまわっている。

〔図V-121

(5-16) 

特に意見のある生徒もなかったため，答(イ)を発表してから，補足説明を行なった。

まず，現代の日本の労働基準法に定められている「産休J(産前産後 6週間〉について紹介し

た。

また，札幌市内に限ってみても，産休中に有給を認めている職場がきわめて少ないことも紹

介した。
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(5-17)と (5-18)をいっしょに配布した。

(5-17)の話は， (2-6)の「家族労働と工場労働j で触れた内容と多少重複するが， I階級J

の一規定として，生産手段の所有の有無を明確にするためのものである。

さらに，当時と現代とでは，生産様式は異なるが，資本家と労働者との関係は何ら変ってい

ない点を補足した。

生産手段をもたない「労働者J

利ぷiを得るため，土地や工場， さらに商品をつくりだす機械(これらを生

産手段と L北、ます。)などを所有している人を「資本家JとL北、ます。

それにたい Lて，土地や工場，機械など，生政手段をまったく持っていな

いで， r資本家」に麗われて賃金だけで生活している人を， r労働者j と"，、

ます。

「労働者jは牛J茅手段を戸Iも持っていなかったので，生きていくには， どん

なに過酷な条件でも， r資本家JのもとてJ働かねばならなかったのでーす。

劣悪な労働条件を改善Lょうという動きは， 1800年代の初めごろからおこ

り， 1802年以降，何回かの「仁場法」といわれる法律がfこされていきま Lた。

しかし， これとて紡総工場だけに適用されるものがほとんどで，やはり，

ぽ倒的多数の「労働者」は，無権利状態のままだったのです。

工場にi園うイギリスの労働者

〔図V-13)

(5-17) 
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(5-18)の「工場法」制定については，労働時間の変遷のみを資料として示すにとどめた。

イギリスにおける「工場法」の制定

「工場法」とよばれるものはイギリスでは1802年. 1819年. 1825年. 1831 

年. 1833年. 1844年……と次々に立法化されていきました。

しかし，はじめのころの「工場法」は，ほとんど効力のなし、，名ばかりの

ものでLた。実効のある最初のものは. 1831年の「工場法」で，正式名は「綿

工場に雇用される徒弟および年少者にかんする諸法律を廃止し， これに代わ

る規定をもうける法」といいます。

おもな内容としては 18歳未満の労働者の労働時聞を日12時間に制限

したことが特徴です。しかし，これはあくまで綿織物工場に働く労働者だけ

に適用されたもので，他の職種の労働者には適用されませんでした。

下の褒は「工場法」における労働時間の変遷を示したものです。

[表v-5) 

年 対 象 昔話限労働時間

1802 な し

1819 9歳以下 使用禁止

1825 16歳未満 12時間

1831 18歳未満 12時間

1833 9 ~12歳 週48時間

13~18歳 '.2時間

18歳未満 夜間労働禁止

1844 成年婦人 12時間

1847 1婦8歳未人満 10時間

1909 炭坑夫 8時間

1919 一般 8時間

(5-18) 
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区豆電'は 11. 10実施
欠席 1名(藤沢〉
遅刻 2名(新井，門脇〉

このテーマは， r階級」としての成立を単に量的増大だけではなく， r組織化」がどのような

かたちで‘すすんで、いったかを理解してもらうために設定した。

予想分布

(ア) 0 

(イ) 1 

(ウ) 0 

(x.) 7 

回労働者階級の成立

産議室革命がすすみつつあった1830年ごろのイギリスでは，およそ520万人の

就業人口があったといわれています。

このうち，他人に震われ，賃金をもらうことにより生計をたてていた労働

者とよばれる人々は，およそ360万人だったそうです。

〔問 題〕 きて， このうち「工場労働者」といわれる人々の数は，労働者全

体 (360万人〉の何パーセントぐらい占ていたと忠、いますか。

(予想)

(η およそ 5% (20万人くらL、)

(イ) およそ30%000万人くらL、)

(ウ) およそ50%080万人くらL、〕

(エ) およそ70%(250万人くらLう

Lコ
どうしてそう思ったのか，理由があればだしあってみましょう。

撒いた版廊。

〔図Vト1)
(6“1) 

T:ちょっと理由きくかな。能代谷君が仰の 30%，100万人くらいだね。どうしてそう思てた

の。

能代谷 :oなんとなく。

T:細川君は(斗の 70%，250万人くらいだね。どうして件)だと思ったの。

細川I:@農業よりもね，工場労働の方がすすんでいたんだから，工場労働者の人口だって多かっ

たと思うよ。

T:小林さんも伺だね。どうしてそう思ったかな。

小林:うん，細川君と同じ考え。
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T::坂口君はどうして件)だと思ったの。

坂口:@やっぱり細川と同じ。

T:得永さんも伺だけど。

得永:@なんとなく。

T:山本君も助だね。

山本:@細川と同じ。

T:長谷川さんも伺だけど，どうしてそう思ったの。

長谷川:@とくに理由はないんだけど，産業革命がすすんでいるんだから，半分以上は工場労

働者だったと思う。

T:知里さんも糾だね。どうしてそう，思ったの。

知里:@今，長谷川さんが言ったようにね，私も半分以上は工場労働者だと思った。

このあと，特に意見もなかったので， (6-2)を配布した。(このとき新井が入室してきた)

当時のイギリスの労働者360万人の職業別内訳は，下の衰のとおりです。

[表Vl-l)

工場労働者 およそ 20万人 ( 5.5%) 

鉱山グ グ 70万人 (19.5%) 

家内 ρ I! 80万人 (22.2%) 

家事グ I! 80万人 (22.2%) 

農業 。 I! 110万人 (30.6%) 

360万人 (100%) 
」

このように.工場労働者は5.5%で，家事労働者や農業労働者が著しく多い

のが， このころのイギリスの特徴といえます。

以上の賃金労働者の他に，資本家，地主，農業資本家，自営商工業者とよ

ばれる人々がし、ました。

家雨脳-
(就業人口520万人に対する比率)

しかし，いずれにしても就業人口の過半数が"賃金労働者"であったこと

は確かです。 1800年代のはじめにはイギリス国民の大半は「労働者」に転

化Lていたといえるでしょう。

(6-2) 
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表VI-lで，工場労働者の割合が 5.5%と低いことにたいして生徒からは「へえ， こんなに少

ないの./J iちょっと少なすぎるんじゃない?J i家事労働って何さ ?Jなどの声があがった。

(6ーのでは， maidを中心とした「家事労働者」とよばれる人々や「農業労働者」の人口が多

かったことが注目される点である。

また，図VI-2によって，明労働者、、の数が，就業人口の約 70%を占めている点に注目させ，

産業革命を通じて，明らかに労働者階級の数的増大があったことを確認した。

ある国が，工業国であるか農業国であるかを規定する際，何をメルクマールとするかという

問題がある。

就業人口に占める割合の大小によって規定する方法が不適切であるというのが (6-3)の質問

と (6-4)の話である。

予想分布

(ア") 0 

(イ) 8 

(ウ') 1 

前ベージの表にもあるように， 1830年ごろの農業労働者は110万人とその数

は他の労働者数と比較して一番多く存在していました。

(質 問) では当時のイギリスは農業国だったと思いますか，それとも工業

国だったと思いますか。

(η 農業国だったと思う。

(イ)工業国だったと思う。

(坊その他
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(ウ)のその他を答えた生徒の意見は「農業国と工業国の中間Jというものであった。

ここでは，すくい (6-4)を配布して授業をすすめた。

(6-4)では，農業国から工業国への転化を確認する場合，表VI-2，図VI-3に示してあるよう

に，産業別国民所得の比率の推移をみることが有効である点を説明した。

農業国から工業国へ

一般に，社会構造の変化の特徴は，農林漁業(第一次産業)の相対的地位

の低下と，鉱工業〔第二次産業〕の比重の増大にもとめることができます。

そしてそのことは「産業別国民所得の比率」から確認することができます。

次のグラフをみてみましょう。

〔表羽-2) 

(%) 

20 

10 

1801 11 21 31 41 51 61 71 81 

鉱工業

農林漁業

% 

% 

このように，イギリスでは1B10年代にすでに農業国から，工業国へ転化し

ていたといえるでしょう。

(6-4) 
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(6-5)予想、をとる。

予想分布

肘 1

(イ)6 

例 2G~交 it::)

イギリスでは17世紀に，いわゆる「名誉革命Jがおこり，以来不十分なが

らも立法権は議会に，行政権はこの議会にたいして責任を負う内閣に， とい

う政治形態をつくりあげていました。

〔問 題〕 産業革命が進行していたイギリスでは年々人口が増え， 1830年ご

ろにはおよそ1，350万人の人口がありました。そして，圏内にはし、く

つもの都市が成長しました。その中でもマ γチェスターは代表的な

都市であり， 1830年ころの人口は20万人にも達していました。

さて，当時のマンチェ λ ターから何人の議員が選出されていたと

思いますか。

1830年当時の議員定数は上院でおよそ360くらい，下院で500数

十でした。

(予想〕

(7) 10人くらい。

付) 5人くらい

(ウ) その他 ( 人くらい〉
仁つ

どうしてそう思ったのか理由があれば出しあいましょう。

(6-5) 

T:じぁ先に「その他」を予想してくれた2人から，理由を聞いてみるかな。知里さんは30人

くらいと予想したけど， どうしてそう思ったの。

知里:@マンチェスターはね，代表的な工業都市だし，人口もずいぶんあったんだからね， 30 

人ぐらいは議員がし、たと思う。

T:能代谷君は， 20人くらいだね。どうしてそう思った?

能代谷:@なんとなく。

T:得永さんはどうして(ア)の 10人くらいだと思ったの。

得永:⑦人口が20万人でしょう。それに議員定数がね，上院で360，下院で 500数十人なんだ

から， 10人くらいは出ていたと思う。

T:小林さんは(イ)の 5人くらいだね。どうしてそう思ったの。

小林 :o大きい人口はかかえていたけどね，議員の定数はそんなに多くないと思う。

T:新井君も(イ)の 5人くらいだけど，どうしてそう，思った?

新井 :oうん，特に理由はないんだけど，だいたい 5人くらし、がし、いとこじゃなし、かな。

T:山本君も仔)だね。どうしてそう思った?

山本:なんとなく。

このあと(イ)を予想した 4人に理由を聞いたが，いずれも「なんとなく」であった。
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(6-6)を配布。

議員定数がOで、あったことや，ダンヴィッチなどの腐敗選挙区の実態に，生徒からは驚きと

苦笑の声があがった。

予想分布

ケ，) 1 

(1) 1 

(ウ') 8 

伺 O

腐敗選挙区

産業革命を通じてできた新興の工業都市には，マンチェスターの他にパー

ミンガム(1830年，約15万人)， シェフィーノレド(同年，約9万人〉などがあ

りました。

ところが，古い選挙法のために， これらの新興都市からは1名の議員もだ

すことができませんでした。逆に，人口がとても少ないのに，多くの議員を

選出しているところが数多くありました。(答は0人)

たとえば，人口がわずか10人になった古い町に，議員定数が2名あったり

また，ダンヴィッチという町は，地形が変化して海中に沈んでしまっている

のにやはり， 2名の議員を選出していました。

このように，民意を反映できない選挙区を「腐敗選挙区(ロットン=ボ

ロー)JとL九、ました。

〔問題〕 今あげたダンヴィッチでt丸どんな方法で議員を選出したと思い

ますか。

(乃海岸近くに有権者があつまり，投票をした。

(イ) 海にボートを出して，投票をした。

(坊選挙管理委員会あてに郵送投票をした。

伺その他

(6-6) 

仁コ

T:新井君はどうして仔)だと思ったの。

新井:0)海にボート出すなんて，おもしろそうだから…(笑L、〉

T::おもしろそうだからかい。門脇君はどうして(ウ)だと思ったの。

門脇:@これが一番あたり前だからね。

T:長谷川さんはどうして(ウ)だと思ったの。

長谷川:@この方法しかないんじゃないかなあ。

T:得永さんも(ウ)だね。どうしてそう思ったの。

得永:@選挙なんだからね，郵送っていうのが一番確実でしょ。

T:坂口君も(功だね。

坂口:@なんとなく。

T:知里さんも(ウ)だね。どうしてそう思ったの。

知里:@(ア)や付)だったらね，おかしいと思うのね。やっぱりね，きちんとしてなきゃ。

T:小林さんも(ウ)だね。どうしてそう思ったの。

小林:@海中に沈んでしまっているからね，町がないんだから，やっぱり郵送投票したと思う

の。

T:なるほど，他に何か意見ないですか。

予想変更したし、人はし、なし、かい。
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(6-7)を配布した。ここでは腐敗選挙区の具体的事例を説明し， 14時間自の授業を終えた。

予想分布

(ア) 3 

(イ) 4 

(ウ，) 2 

糾 1

タ♂ンヴィァチには40名の有権者がし、ましたが，選挙のときにはポートをだ

して投禁したということです。この罰Tは，サフォーク州の北の方，イプス

ウィッチの北京の海岸にありました。

この他に腐敗選挙区といわれるもののなかには，人口が有権者数より少な

いとLづ奇妙な町もありました。たとえば，オーノレドサームは有権者数が 7

名なのに，実際には， 1776年に 1車干の酒屋があっただけで， 1792年にはこの

酒底もなくなってしまいました。それでも選挙になると，子ントをたてて投

禁所をつくっていました。

〔問題J 1830年のイギリスでは，有権者は全国民にたいして何パ セント

ぐらいでしょうか。

(予想)

(η 2~3% ぐらい。

(イ) 8 ~10% ぐら L 、。

(ウ，) 20~30% ぐらい。

件J50%以上。

じコ
とうしてそう思ったのか理由があればだしあってみま Lょう。

イギリスの上院

〔図VI-4)

(6-7) 

区曽劃 '83. 11. 10実施 欠席 1名(藤沢〉

※ この日は2時間つづきの授業であったので、すぐ (6-7)の〔問題〕を読み，予想をとった。
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T:じゃあ，ちょっと理由を聞いてみょうかな。坂口君が仲の 50%以上だけど，どうしてそう

思ったのかな。

坂口:@うーん，半分はし、たんじゃねえかな。

T: 山本君は(ウ)の 20~30% ぐらいだね。どうして(ウ)だと思ったの。

山本て 6なんとなく。

このあとの能代谷6，得永①，知里①の理由はいずれも「なんとなく」であった。

T: 小林さんは(ア)の 2~3%だね。どうしてそう思ったの。

小林:⑦うん，私はね，女性や労働者には選挙権がなかったと思うのね。だから，かなり少な

いんじゃないかなって…。

T:なるほど。長谷川さんも(ηだね。

長谷川:⑦このくらいかな。

T:門脇くんも(ア)だけど， どうしてそう思った。

門脇:⑦なんとなく。

このあと特に意見も出なかったので， (6-8)を配布した。
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ここでは，当時の議会が身分制議会であった点について，補足説明を加えた。

次に問題を読み，予想をとった。

予想、分布

(iウ O

付) 2 

(ウ~ 2 

糾 3

(;t) 3 

1830年当時，選挙権をもっていたのは貴族(地主)，商業資本家などのご

く一部の人たちだけで，全国民にたL、する有権者比はわずか3%(43万人〉

にすぎませんでした。

〔問 題J1830年をすぎると，イギリス圏内は急速に「腐敗選挙区」の撤廃

と選挙権の拡大などを要求する運動が高まりました。

きて， この運動をおしすすめたの~t，主にどのような人々だった

と思いますか。

(予想)

(乃 おもに産業資本家(ブルジョアジー〕

(イ) おもに労働者(プロレタリアート)

(ウ) おもに産業資本家と労働者

伺おもに中小の地主

制 おもに中小の地主と産業資本家

どうしてそう思ったのか理由があればだしてみましょう。

(6-8) 

T:ちょっと理由を聞かせてもらおうかな。山本君はどうして(イ)だと思ったのかな。

山本:①よくわかんないけど…，なんとなく。

T:長谷川さんも付)のれおもに労働者、、だけど，どうしてそう思ったの。

長谷川:(1)労働者にはね，選挙権なかったからね，だから労働者が中心になって運動したと思

う。

T:知里さんは(ウ)の m産業資本家と労働者、、だけど， どうしてそう思ったの。
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知里:@新しい都市には議員定数がなかったしね，そこには産業資本家もいるわけだから，だ

から(ウ)だと思う。

T:能代谷君も(坊だね。

能代谷:⑦なんとなく。

T:得永さんは悼の中小の地主だね。どうしてそう患ったの。

得永:@よくわかんないけど…，なんとなく。

T:細川君も仲だね。どうしてそう a思ったの。

細川I:@中間(層〉だからね，手ごろなんじゃないかなって…。

T:門脇君はどうして炉)だと思ったの。

門脇:@なんとなく。

T:新井君は伺の、、中小の地主と産業資本家、、だけど，どうしてそう思ったの。

新井:@ある程度、、金、、もあるしね，日顔、、もひろいからね，だからL、L、んじゃないかな(笑L、〉

T:小林さんはどうして帥だと思ったの。

小林:@産業の方も発達してきたからね，次に出てくるのは産業資本家や中小の地主だと思う

の。その次に出てくるのが労働者じゃないかな。

T:坂口君も的だけど，どうしてそう思ったの。

坂口:@(小林さんに〉いわれてしまった。

T:あとほかに意見ないだろうかな。…予想変更したい人はし、ないかな。
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(6-9)を配布し，読みすすんだ。

ここでは特に労働者の意識の変化について強調した。

(質問)で、は特に理由で、なかったので，すぐ (6-10)を配布した。

予想分布

(ア) 1 

(1') 5 

(ウ，) 4 

判 1

選挙権の鉱大， さらに「腐敗選挙区」の撤廃，それにともなう議員定数の

変更……などの要求をかかげ，選挙法改正の運動をおしすすめたのは，主に

産業資本家と労働者でした。

新興の産業資本家には選挙権がなく，そのため，自分たちの利益にかなう

経済政策などを議会を通じて反映することができませんでした。今や財力で

貴族や商業資本家をしのぐ勢いの産業資本家は，政治の舞台でも，その地位

を高めようとしていたのです。

一方労働者の方は，低賃金，長時間労働など過酷な労働条件を強いられ，

基本的人権，生存権がしばしばおびやかされる状態にありました。ですから，

労働者の人たちは，自らの生活と権利を守るためには，選挙権を拡大し，自

分たちの代表を議会へおくりこんで，今までの古い政治を変革しなければな

らないと考えるようになっていたのです。

運動の結果. 1832年ホイッグ党のグレー内閣は「第一次選挙法改正Jをお

こないました。それによって「腐敗選挙区Jは腐止され，新たに144議席が大

都市，新興都市に再配分されました。

しかし，もう一つの要求であった選挙権の拡大問題では，産業資本家と都

市・農村の中産者に選挙権が認められただけで，就業人口の過半数をしめる

労働者には依然として選挙権は認められませんでした。

(質 問) r第一次選挙法改正」によって有権者は全国民の何パーセγ トぐら

いになったと思L、ますか。

(iウ 4%ぐらい

{イ) 10%ぐらい

("7) 25%ぐらい

(ヰ 40%ぐらい
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労働者とチャ チ1 卜運動

有権者は，わずか4.5%(65万人)になっただけでした。

労働者が参政権の拡大連動をすすめるようになった背景には，生活上の実

体験のほか， 1830年におきたフランスの「七月革命」の影響がありました。

「第一次選挙法改正」では，参政権を得られなかったものの，彼ら労働者の

あいだには，自らの権利を守るためには団結を Lて行動しなければならない

という怠識が広がっていきましたο

参政権合獲得した産業資本家は，以前のように，参政機拡大のために，労

働者と行動をともにすることはなく，むしろ様々な部で対立するようになっ

ていきました。

労働者の人た

らは，産業資本

家に利胤された

ことを感じ，そ

の後は独自に参

政権拡大の話芸動

をすすめること

になりました。

これが有名な

「チャ一千スト

運動Jです。

チャーテイストの鋒合 人民怒撃の要 〔図VI同 5]
求貫徹のため，談会議隙に集合したと
ころ。

この運動が千ャーチス!運動とよばれるのは，役らが議会改革についての

要求を 6項目にまとめ， これを「人民25i主主(ピーブノレズチャーター)Jと名づ

けたことに由来しています。

(6-10) 

(6-10)では，資本家階級が所期の目的を達成したのちは労働者階級から離れ，逆に対立を深

めるようになっていった点を強調した。
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(6-11)を配布し，予想をとった。

予想分布

(ア， I付)I (，坊

01 8 I 4 I 7 

x I 2 I 6 I 3 

〔問題〕 次の伺~(，ウ)のうち，チャーチストの 6項目要求に含まれていたと

思うものには0，含まれていなかったと思うものには×をつけてみ

てください。

(7) 成年男女に普通選挙権をあたえよ。

仔)秘密投票制にせよ。

(ウ) 議員にも給料をだせ。

(予想〉

(6-11) 

ここでは特に理由もでてこなかったので， (6-12)を配布した。
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(6-12) では(l)~(6)について一つずつ補足説明を加え， r6項目要求」がでてきた社会的背景を

理解させた。

特に(2)については，買収，供応があたり前に行なわれていた点を述べた。

チャーチストが掲げた6項目の要求は次のとおりです。

(l) 成年(21歳以上〕男子普通選挙権

(2) 無記名秘密投票

(3) 議員の財産資格の撤廃

(4) 議員にたいする歳費支給

(5) 選挙区の平等

(6) 議員の毎年改選

(l) については婦人にも選挙権をあたえよという戸もありましたが，結

局とりいれられませんでした。

(2) については，従来，秘密投票ではなく，極端な場合は広場にあつまっ

て挙手で決めることもあった穫で，公平な選挙とはし、えませんでした。

(3) については，一定の財産(収入)を有しない者は立候補できないこと

になっていました。ですから，大多数の国民には立候補の自由がなかったの

です。

(4) については，当時の議員は地主貴族らの名誉職であったため，無給で

した。無給だと，収入の少ない労働者は議員としての活動ができず，結局議

員にはなれないことになります。

(6-12) 
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区画][]'83. 11. 14実施 欠席3名(新井，藤沢，細川1)

前固までの授業内容を授業書にそって復習したのち， (6-13)を配布した。

予想分布

f乃 1

(イ) 2 

(ウ，) 5 

〔問題〕 この 6項目要求は.1839年に150万人分の署名というイギリス史上

はじまって以来の数に達しました。その署名は，同年，議会へ提出

されました。

さて，その結果はどうなったと患い、ますか。

(予想〕

(乃 まったく相手にされず，大差で否決された。

(イ)過半数ギリギリで要求は可決された。

(劫 6項目のうち，いくつかは可決されたが，全部ではなかった。

どうしてそう思ったのか理由があればだしあってみましょう。

じコ

(6-13) 

T:では，長谷川さんから理由を聞いてみるかな。どうして(ア)だと思ったの。

長谷川:⑦「労働者」だからね，全然相手にされなかったんじゃないかなって，思った。

T:山本君は付)だね。過半数ギリギリで可決された。どうしてそう思ったの。

山本 :oなんとなく。

T:坂口君もや()だね。どうしてそう思ったの。

坂口:①なんとなく。

T:小林さんは(坊だね。
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小林:@うん，やっぱりね，ある程度のものはね，認めたと思うんだけど…。

T:知里さんも(ウ)だけど， どうしてそう思ったの。

知里:@ 150万人と L、う署名数はね，まったく無視できる数じゃないしね，やっぱり要求を受

け入れたんじゃないかなって思うのO ただね，自分たち(注:資本家の議員のこと〉の都

合のし、し、ように，部分的に認めたんじゃないかなって思う。

T:得永さんはどうだろう。(ウ)だね。

得永:@特に理由はないんだけど…。

T:門脇君も(ウ)だね。どうしてそう患ったの。

門脇:@知里さんと同じ理由で。

T:能代谷君はどうして(ウ)だと思った。

署名数は150万人という，イギワス史上はじまって以来の多数にのぼったに

もかかわらず，議会は235対46で普通選挙法案は否定してしまいました。

しかし，ヰャ一千ストの運動家たちは，ねばり強く署名活動，集会を組織

しつづけました。

翌年の1840年からは 2問自の義名運動をはじめ， 1842年 4月までに前回の

2倍以上:の330万人の箸名をあつめることができました。

この器一名にもとづき，再び要求を談会に提出しました。

ですが，やはり賛成が少数で否決されてしまいました。しかし，労働者の

人たちの談会改革への熱意は変らず，なおもチャーチストとしての運動はつ

づけられました。

そしてついに， 6年後の1848年には 3回目の署名，実に570万 6千人分を

もって，三たび議会へ提出したのです。

1848年前後という

と， イギワスの総人

口がおよそ1，700万

人で，そのうち就業

人口は男子でおよそ

654万人，女子でおよ

そ283万人，合計 937

万人で Lたから，

チャ一千ストのあつ

めた570万 6千人と

いう署名数は，就業

人口の61%にあたる

計算になります。

1848年のチャーテイスト 4月1日ロ
ントンのケンシ γ トン広場へ集まった
ものは，5077を数え，政府は20万の軍
隊と撃手察i'餓えたといわれる。当時の

"' "印刷

〔図Vト6)

〔著賢官 -3)

努名数推移

150万人

330万人

550.6万人
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能代谷:@なんとなく。

T:ほかに何か意見ないかな。…予想変更したい人はし、なし、かな。

(6-14)を配布した。

(6-14)は，署名数の増大，運動参加の広がりという事実から，労働者の意識の高まりや「組

織化」のうどきを読みとってもらうための「話」である。

ここでは，現代のようにマスメディアが発達していない時代にもかかわらず，短期間に労働

者の要求が「組織化」されていった点を強調した。

※ なお， この授業書の[表VI-3]の署名数推移のうち，第3回が， 550.6万人となっているの

は570.6万人のまちがし、であったが，生徒に訂正するのを忘れてしまった。

(6-15)を配布した。

〔問題〕 このように，チャーチストの議会改革の運動は多数の労働者を

参加させ，大きな盛りあがりをみせました。

さて，短期間にもかかわらず，第1回目の150万人から第3回目の

570万6千人とLづ署名数に橋大できたのは，どうしてだと思L、ます

古、

君の考え:

(6-15) 
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この問題では選択肢がなかったため，生徒はずいぶん苦労したようである。

意見も十分にはでてこなかった。

く生徒の主な意見〉

山本:署名の数が多ければ，要求を受け入れてくれると思って，いっしょうけんめい集めたん

じゃないかな。

得永:労働者の数がもともと多かったんだから，あれだけ集められたと思う。

小林:労働者の生活そのものが苦しかったし，それを少しでも改善しようとするチャーチスト

の要求は，労働者が支持できる内容のものだったから。

知里:労働者一人ひとりが自分たちの生活をよくしたいという願いで署名していった。

(6-16) (6-17)を同時に記布した。

労働者の組織化=労働組合運動の発展

産業革命の進行にともない，資本主義社会のもつ矛盾もだんだん大きく

なっていきました。労働者は，失業，不況を経験し，それらのことから，生

活を守るためには働く仲間伺土が団結を L，組綴的に行動をとっていかなく

てはならないことに気がついていきました。

そこで生まれたのが，労働総合です。

(]) イギリスにおける最初の全国組織は「全国労働擁護協会JCl830年 6月〕

というもので，組織の中心はイギリスの北部，中部の労働者でした。

しかし，淡業労働者や家事労働者はほとんど組織されず，組織人員は 5~7

万人程度でした。これは労働者総数の 2~3%にすぎませんでした。

(2) 2番目につくられた全国組織は「全国労働組合連合(グランド・ナショ

ナノレ)J0834年 2月)というものです。この組織を指導したのは，空想的社

会主義者といわれているロパート zオーエンでした。

この全国組織は， イギリスのみならず1 コットランド，アイノレランドの労

働者をも組織化しようとした点， さらに幾重量労働者も綴織対象とした点に特

徴があります。

中心になったのは，ロンド γの仕立工など，職人的労働者であり，まだ工

場労働者は多くありませんでした。ちなみに，組織人員は50~80万人だった
といわれています。

しかし， これら全国組織は経験も浅く，理論的にも未熟であったため，政

府からの圧力や，内部的不統ーのため，短期間のうちに崩壊してしまいまし

fこ。

そのような時にでてきたのが「チャーチスト運動」だったのです。

日ノぐート=オーウヱンCl771-1858) 

〔図VI-7)

(6-16) 
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第6テーマのまとめになる「話」である。

ここでは労働者の組織化の問題を労働組合の結成， とりわけ「全国組織」の結成，発展にむ

すびつけて説明をした。

とくに，初期の全国組織の「グランド・ナショナル」については，その歴史的意義について

補足説明を加えた。

労働組合運動の復調……イギリスの1840年代

チャーチスト運動の盛りあがりは，同時に労働組合運動の再興・復調とも

連動していました。

すTけっち. 1840年代はイギリスにとって労働組合運動の復活期だったので

す。そのようすをいくつかみてみましょう。

14昨代前半で結成された組合 1 140年代前半で再建されTよ組合|

-大プリテン坑夫連盟 ・陶工組合

・全国印刷工組合 ・綿紡績工組合

.フリントガラス製造工合同組合

・全国仕立工協会

・大工指物師組合

このように，労働者の組織化がつぎつぎにすすむなかで.1845年 3月，イ

ギリスで3番目の全国組織である「労働擁護全国労働組合連合」が結成され

たのです。この全国組織は，それ以降1867年まで22年間存続しました。

まとめのはなし

以上まなんできたように，イギリス産業革命は古い生産様式をうちゃぶり，

新しい資本主義社会を出現させました。

それは，生産手段をもっ資本家と生産手段をいっさいもたない労働者が，

両極に形成されていった過程でした。

労働者は単に量的に増大しただけではなく，組合運動を通じて組織化さ

れ，社会変革への意識を高めていくことにより，真に「労働者階級」として

成立したといえるでしょう。

(6-17) 
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VI rイギリス産業革命(第二部)Jの授業を終えて

生徒 (4年B組)の評価(感想文より抜粋)

1) 個別テーマ

白イギリス農業革命

O地主のお金が，運河建設や輸送事業に投資されていたということがおもしろし印象に残っ

ている。(長谷川)(同感想:小林，山本〉

O家畜のところで(1-6)，殺されるのか，冬の間たべるのか，食料をやれるのか，いろいろ

迷って考えたことが楽しかった。(細川D

or家畜はどうして殺されるのか」。生活の糧になるのに殺してしまわなければならなかった

ということが，おもしろかった。(知里)

O議長席のイスの材料のところがおもしろかった。(坂口〉

O農業の資本主義化，三分割制のところがわかりづらかった。(坂口〉

図農村工業の光と影

。黄金時代をすぎると，工賃が 80%減になってしまうのには驚いた。(長谷川)(新井〉

O手織工の数が減らなかったのは工場のきびしさを知っているからというけど，低賃金より

は力織工の方がいいと思う。きりかえればいいのに。(長谷川)

O工場は賃金が高いのに，家族といっしょに働ける家内制を選ぶとはび、っくりした。(知里〉

0(2-2) の紡績機の発明で、，手織工が不足して，他の職種よりも 3~4 倍の工賃で仕事ができ

たということが， よくわかった。(山本)

O手織工の努力がわかる。(岡崎〉

0(2-6)の家族労働と工場のところで，家族労働では家族全員が自宅で就業できる，また労

働を自由に計画することができるというのがよくわかった。(小林)

回都市の形成

O黒いガが突然変異であらわれたとこが，とても印象に残っておもしろかった。(山本〉

O悪臭を防ぐため， rカギ穴にまでボロきれをつめこんだ」なんてびっくりした。(得永〉

0突然変異で「黒いガ」があらわれたなんて以外だった。 L、L、事おぼえた。(長谷川〉

O工業黒化~黒いガが突然変異で発生し，とぶようになったというのがとてもおもしろかっ

た。(小林〉

0(3-9) r悪臭がたちこめる長屋J~130~170 人で 1 つの便所を使うなんてとてもたえられな

いことだと思った。(知里〉

or地下室」が織機をおく仕事場に使われ，後に住宅に使われたということがおもしろく，よ

くわかった。〔小林，細川[，長谷川，坂口〉

囚産業資本の蓄積

Oあんなふうにして船の中で、奴隷たちが横たわっているなんてひ、っくり/ 奴隷たちを売る

なんて./(藤沢)

O船の中で奴隷がねせられて積められていたとは思いませんでした。おどろきました。〈小林〉

O奴隷商人のおもてしか見えなくて，本当の姿はイギリス人は知らなかったというところが，

とてもおもしろかった。(小林〉
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O リヴァプール市庁に飾られていたものが「黒人の頭像」だったので，びっくりした。(長谷

川，山本〉

O奴隷商人が，りっぱな紳士と思われていたなんて驚きだ。ポスターのところで¥¥奴隷を売

ります，貸しますu なんてひどい./(長谷川)

orすし詰めの奴隷船J~こんなにびっしり寝かせて運ぶとは想像もつかなかった。(知里)

O人間あつかし、されていない，かわいそうな黒人のことが，よくわかった。

奴隷商人のざんこくさもよくわかった。「エレファントマン」に出てきたイギリス紳士もざ

んこくだった。(得永〉

Oこの「産業資本の蓄積」のところは興味深かった。(得永)

国労働者階級の状態

or数分間のコソ泥」のところがおもしろかった。

資本家は，いかにして労働者を働かせるのが上手か，よくわかった。(小林〉

or資本家」と「労働者」のちがし、 (5-17)がよくわかる。今の私にもあてはまるから。(知

里〉

0(5-6)のドア番の子どものことが印象に残っている。

「利潤」とか「金利」とか，むずかしい言葉がでできて，わかりづらかった。(得永)

orナイトメン」のことや「少年労働者」のことがわかっておもしろかった。

救貧院の子どもたちの工場での待遇も興味深かった。(長谷川〉

orトラックシステム」や「小屋制度」のところは，わかりづらかった。(長谷川，藤沢〉

orナイトメン」の職業が便所のくみ取りとは思わなかった。おもしろかった。

数分間のコソ泥のところもおもしろかった。

ただ一言。「せこい./J (藤沢)

O婦人労働者が，お産のあと，休むと「クビ」になるなんておそろしい。(細JII)

O労働者の平均寿命の短かさにはひ、っくりした。ナイトメンのところもおもしろかった。

Oこの授業書で，労働時間や労働の内容など，当時のようすがよくわかった。

「工場法」の制定のところはわかりづらかった。(岡崎〉

or社会的殺人」と L、う意味がよくわからなし、。(坂口〉

固労働者階級の成立

06項目要求一大変な署名を集めたにもかかわらず，議会を通らないという事実におどろい

た。いつの世も弱肉強食である。(小林〉

Oダンヴィッチは海に沈んだ町なのに，ボートを出して投票するなんておもしろい。(知里〉

0(6-15)の「署名数を短期間に増大できたのは， どうしてだと思うか」一「君の考えは?Jと

きくのには資料が少なくて， これだけの話ではどう'してなのか，わかりません。(得永)

O海に沈んだダンヴィッチの選挙方法で，ボートを出して投票したというのが， とてもおも

しろかった。(長谷川〉

Oチャーチストのあつめたr6項目要求署名」の運動の結果を聞く「問題」もおもしろかった。

(長谷川〉

2) 全体の感想 (4年B組 12人中 10人〉

Oやっぱり教科書とかしないで，プリントとかで説明していくなど，質問形式で授業をすす
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めていった方が，皆わかるし，考えるなどして良いと思う。(細川〉

o(授業書を使った授業は〉ノートに書くよりわかりやすいので良い。今のままのやり方の授

業でし、し、と思う。できれば，もう少しプリントを少なくしてほしし、。(山本〉

O一人一人が考えさせられる授業でおもしろかった。

ァ:ンケートを取る時聞が，私は少し短かいと思います。(小林〉

O問題も話もおもしろかった。授業の時間などやさしく，楽しく，わかりやすくおしえてく

れるので、たすかる。

プリントを使う授業はテストのときにすごくらくだ。

2時間つづきの日は，あきてだれる。(新井〉

O教科書よりよいと思います。それにテストのとき，大変ゃくにたちます。このままプリン

トですすんだ方がいいと思います。プリントの中の質問もいいと思います。(岡崎〉

O映画をもっとみたい。でも，教科書よりはためになり，プリント，絵などでなんとなくり

かし、でき，そのプリントの文章を読んでわかってくる。教科書だと何が何だかわからん。

プリントの絵の方がわかる。

教科書もださないので，勉強しているのか，あそんでいるのかわからん。

でもわかりやすい授業で本当に良いと思う。これからもプリントでつづけた方が良いと思

います。(門脇〉

O教科書ばかりの授業で，ノート写しだけの授業もおもしろくないけど，ずーとプリントばっ

かりというのも，もの足りない気がします。

予想をたてていくのはおもしろいけど，なんか充実感がない。

プリントと教科書を半々ぐらいにして欲しし、。

もっと世界中のことをくわしく知りたい。(長谷川〉

Oいちいち理由を聞くのは，理由を考えるのにひと苦労した。(得永〉

Oおもしろいのは，自分が予想しなかった答が出てくる時で，関心がもてる。

つまらないのは，あまり問題が多すぎて，何を勉強しているか，把握できないから。

見当がつかない問題とか「こんな問題なんになるんだろう」と思ってしまう。(知里〉

Oプリントの問題のときの(ア)(1Xウ)与)に，みんなはおもしろがっていると僕は思う。

答がもし併となっているならば，(iウ付Xウ)に手をあげた人は， 自分なりにものを考え，発言

していくなんて最高ですよ。それに，答のプリントが回わされ，ああ伺か/ と言ってい

る人や，やばい，ちがうことしゃべっちゃったといっている人がたくさんいる。

僕がいいたいことは， このままプリントを続けなさい.1(藤沢〉

VII 若干の分析

(1) 授業書方式について

従来の講義型より授業書方式を支持する生徒は約 90%であった。今回は定時制 1クラス 12

名と生徒数は少なかったが， 40~50 名のクラスであってもほぼ同様の結果が期待できょう。

(2) Iわかる授業づくり」としての授業書方式と生徒の意識の変化について

授業書方式による授業をはじめた当初は，生徒の方から「考えるなんてめんどくさし、JI予

想の理由なんて言えなし、」などという消極的意見がでていた。

しかし，実際に授業をすすめるなかで， Iし、ろいろ迷って考えたことが楽しかったJI質問
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形式で授業をすすめていった方が，皆わかるし，考えるなどして良いと思う(原文のまま)J

「一人ひとりが考えさせられる授業でおもしろかった」等々の感想が聞かれた。

「勉強=苦痛なもの，おもしろくないもの」としづ図式がわずかでも崩れたのではないだろ

うか。

(3) 数量を予想させる「問題」について

数量の提示は， r問題の決着」としては有効なのであるが，実体験から離れたー一予想材料

が不十分なまま数量を問う問題は生徒に拒否されやすい。たとえば， (1-3)の「第二次エン

クロージァ」の囲まれた耕地面積を「甲子園球場のおよそ何倍か」と問うものは，問題とし

ては不適当のようである。

内容構成上はずせない問いであれば， r問題」ではなく「質問」の形式でよいであろう。

(4) 社会科学の用語について

生徒の方からは，用語の難しさを訴える声がし、くつか聞かれた。確かに「利潤」と「もう

けJ，r資本」と「資金」などのちがし、や， r生産手段Jr階級」といった用語は，具体的イメー

ジがないまま，言葉だけで、終ってしまった感じがする。

改訂にあたっては熟考すべき点である。

VIII 改訂のための今後の課題

生徒からの評価で，理解しづらい内容構成であったのは第6テーマの後半部分，つまり1¥階

級としての成立u とし、う問題である。

その第一は，チャーチスト運動の発生過程である。それ以前の労働者のうごきとして「ラダ

イト運動」があるわけであるが，その中で，労働者の"意識の変化、、がどうすすんだのか，す

なわち，なぜ彼らはラダイト運動からチャーチスト運動へ転換したのか，一一一この過程がし、っ

さい触れられていないとし、う不十分さがある。労働者の社会変革への意識の変化(成長〉過程

をぬきに，チャーチスト運動だけをもってくるのにはやはり無理があった。

第二に「労働者の組織化」の内容が，署名数の増大と労働組合運動の高揚という 2点で生徒

にたたみかけるような，押しつけがまじいものになっていることである。この部分は，第ーに

あげた「意識の変化」とともに，よりリアリティのあるダイナミックな内容に構成しなおす必

要がある。

第三に，一方の極に存在する資本家階級の権力奪取の過程〈特に政治権力)が十分示されて

いないことである。

2大階級の形成がイギリスの社会構造の変化の大きな特徴なのであるから， r団結禁止法」

「工場法Jr穀物法廃止Jr航海条例廃止」など，資本家階級が権力を我がものにしていった過程

を内容としてもり込むべきであろう。

なお，その他改訂を要する点は多々あるが， 6つのテーマの設定については大むね妥当であっ

たと考える。

おわりに

「第二部」作成にあたっては，北大の高村泰雄先生，一橋大の浜林正夫先生，北星余市高校の

佐々木成行先生から資料，助言，協力等をいただいた。
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「イギリス産業革命(第二部)J作成にあたっての参考文献

マノレタス 『資本論j第一巻(大月書底〉

エンゲノレス 『イギリスにおける労働者階級の状態J(大月書庖〉

P.マントゥ 『産業革命J(東洋経済新報社)

アシュトン 『産業革命j(岩波書庖)

トマス=モァ 『ユートピアJ(岩波書庖〉

ヒューパーマン 『資本主義経済のあゆみ』上・下(岩波書庖〕

モ一トン 『イ γグランド人民の歴史J(未来社〉

タチンスキー 『労働者階級の成立J(平凡社)

E.ウィリアムズ 『資本主義と奴隷制』

角山 栄 『生活の世界歴史J10 (河出書房新社)

か 『産業革命の群像J(清水書院)

グ 『講座西洋経済史 1J (同文館)

グ 『講座西洋経済史IIJ(同文館)

角山，川北 『路地裏の大英帝国J(平凡社)

吉岡 昭彦 『イギリス資本主義の確立J(御茶の水書房〉

グ [インドとイギリスj(岩波書庖〉

芝原拓自 『所有と生産様式の歴史理論J(青木書庖〉

浜林 正夫 fイギリス市民革命史J(未来社〉

。 rイギリス労働者階級の成立J(青木書庖階級闘争の歴史と理論j所収)

『古典入門エンゲノレス・イギリスにおける…J(有斐閣〉

グ 『物語労働者階級の誕生J(学習の友社〉

グ 『自由と人権を求めてJ(学習の友社)

服部文男 『資本主義のあゆみと思想J(学習の友社〉

荒井，内田 『産業革命の世界①J(有斐閣)

林他編 『世界史大系 12 自由主義と国民主義J(誠文堂新光社)

授業書中の図版は下記の文献による(数字は文献ベージを表わす)

A:角山『生活の世界歴史 10J

図 1-1(56)，図 1-2(57)，図IIl-1(169)，図III-3(173)，図III-5 (182)，図IV-l(78)，図IV-5(63)，図IV

-7(64)，図V-lC171)，図V-2(173)，図V-3(177)，図Vl-1(249)

B 角山 f産業革命の群像』

図IV-2(25)，図IV-6(24)，図IV-I0(25)

C:浜林他『古典入門エンゲノレス・イギリスにおける労働者階級の状態j

図 1-8(105)，図V-4(161)，図V-5(162)，図V一7(表紙絵)，図V-10(133) 

D:林他『世界史大系 12J

図 1-4(21)，図 1-5(44)，図 1-7(44)，図 II-2(26)，表凹ー1(21)，図 III-4(30)，図 V-6(59)，図 V

-9(30)，図V-ll(58)，図V-13(354)，図VI-4(49)，図VI-5(52)，図VI-6(355)，図VI-7(342)

E:貝塚他『世界の歴史4J(中央公論社〕

図IV-8(300)

F:浜林『物語労働者階級の誕生』
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図IV-3(129)，図IV-4(128)，図IV-ll(134)

G:服部『資本主義のあゆみと思想j

図 1-3(40)，図V-8(40)

H:荒井他『産業革命の世界①』

図IV-9(51)，図IV-12(145)，図IV-13(172)

1・角山他 I路地裏の大英帝国j

図V-12(47)

J :ズヴオノレイキン他『技術の歴史1J

図II-l(152)

K:三省堂版『新生物日1

図日1-2(157)
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