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2017・2018 年に改訂された小中高校学習指導要領に共通して強調されたのは教科横断学習である。現行の教育課程

ではすでに「総合的な学習の時間」が配置されているが、教科間で一層の融合的学習の展開が期待されている。今まで

の教科横断学習に関する研究・実践が蓄積されているのは郷土教育の実践であろう。郷土の文化財を用いた教材は、社

会科、国語科のみならず、算数・数学科、理科などの教科にも活用することが可能である。 

本稿では、茨城大学大学院教育学研究科修士課程の 1 年次配当必修科目「学校教育総合研究」で目指した郷土の

文化遺跡を教科横断的教材として作成するに必要な教育学的視座の教授について考察する。題材として水戸市にある

藩校弘道館と偕楽園を取り上げ、講義での事前学習となる知識・視点の伝授、院生が知見・体験を総合化できるフィール

ドワークでの学びに焦点を当て検討した。弘道館・偕楽園の歴史的性格、それらを梅桜一対という観点の提示を事前に

行うことで、フィールドワーク時に種々の問題意識を持って総合的な教材作成に向かうことができた。 

 

 

はじめに 

 

本稿は、茨城大学大学院教育学研究科（修士課程）の必修科目「研究科共通科目a群」に配当された「学

校教育総合研究」の教育実践報告である。 

 改正教育基本法第2条第5項で「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛すると

ともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」（下線部、筆者）と示されてい

るように、学校教員に対する現代的課題の一つとして、地域の歴史的遺産を教材として有効に活用する能力 

―――――――― 

*茨城大学教育学部   
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の涵養が強く求められている。本大学院第1学年次生に対して、上記の能力育成を図るため「学校教育総合

研究」担当教員（小川哲哉・佐藤環・神永直美・今泉友里）は、水戸市にある水戸藩校弘道館及び偕楽園を

フィールドワーク事例として取り上げ、①地域の文化遺産を教材化する目的の理解、②文化遺産そのものに

対する理解を深めるための調査（グループワーク）、③文化遺産への訪問・見学（フィールドワーク）、④新

たな知見をグループで纏める、⑤情報機器を使用したグループ発表を行うこと、などを講義内容とした。ま

た、教育効果の観点よりフィールドワークに連続5時間（1日）を充てるため本科目は集中講義（5講×3週

の計15講）の形式をとり、日程を2019（令和元）年6月29日（土）に講義、同年7月6日（土）にフィー

ルドワーク、同年7月13日（土）に講義という内容に設定した。 

 本稿の目的は、本学大学院生が大学院所在地である水戸地域にある歴史的文化遺産を利用して教科横断学

習の教材を作成するにあたり、その基盤となる知識理解・体験を活用させる教授の在り方を考察することで

ある。 

 

水戸藩校弘道館と偕楽園の理解 

 

 集中講義初日（2019/06/29）の5回にわたる講義では、水戸市にある近世の史跡である水戸藩校弘道館と

偕楽園を訪問・見学することに先立ち、事前指導として以下のような文化遺跡に関する知識と教材化におけ

る視座を提供した。 

 （１）水戸藩校弘道館 

 近世の教育機関は、藩校、郷校、寺子屋（手習塾）、私塾（学問塾）の４つに区分されるのが通例で、藩

士子弟を教育する藩校と藩士子弟のみならず士分に属さない地域名望家子弟を教育する郷校は藩府の管理

下にある公立校、読書算の基礎を教える寺子屋と程度の高い学問を教授する私塾は自生的に発展した私立校

と言ってよい１）。 

 水戸藩第9代藩主徳川斉昭により天保12（1841）年に仮開館した弘道館は文武不岐（文武両道）を校是と

し、近世藩校の中でも群を抜いて広大な校地を有するものであった２）。藩校弘道館の敷地は、現在の特別史

跡に指定されている旧弘道館、水戸市立三の丸小学校、茨城県立図書館、そして旧茨城県庁のある土地をす

べて包含している。何故にこのような広大な校地を必要としたかは、幕末期の軍事的要請によるもので、軍

事的集団訓練を施すための広大な調練場（練兵場）を藩校内に設けたことによる。 

 学習対象としての水戸藩校弘道館の意義は、江戸時代の武士階級に対してなされた学校教育を現代の学校

教育と比較考察することにより、改めて“教育とは何か”を受講生に問い、さらに小中高校での学習教材と

してどのように利用工夫できるかを考えさせることにあった。 

（２）偕楽園 

 岡山市（岡山藩）の後楽園、金沢市（金沢藩）の兼六園とともに日本三名園の一つとして名高い偕楽園は、

水戸藩第 9代藩主徳川斉昭により天保 12（1841）年７月から造園され翌天保13（1842）年に開園した。こ

の偕楽園は、斉昭が千波湖に臨む七面山を切り開き水戸藩校弘道館で修業する藩士子弟の休養の場とするだ

けでなく、封建体制下にもかかわらず領民も含めて楽しむ場とすることを目的に庶民に開放したことで有名

である。 

（３）「一張一弛」 －勉励と休息のバランスをとる－ 

 五経のひとつである『礼記』雑記下にある「一張一弛」は、弦を強く張ったり緩めたりすること、転じて、
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人に厳しく接したりやさしく接したりすることを意味する。周の文王・武王が時には厳しく時には寛大に人

民に接し天下泰平をもたらした故事により、政治家や教育者の心得として用いられる。徳川斉昭が同時期に

藩校弘道館と偕楽園をつくったのは学びも遊び（休息）も同様に重要であり、そのバランスを保つ一張一弛

の精神を藩士に求めたためである（「偕楽園記」後段）。 

 

 
図１．水戸藩校弘道館の今昔対比 

 

水戸藩校弘道館の教育について、就学義務日数（出席日数）と学制の観点から現在と対比してみる。 

 就学義務日数については、現在と大きく異なる。全ての児童・生徒に毎週 5日、月あたり 20日プラスア

ルファの出席を要求する現在の小中高校に対して少ないように思われるかも知れないが、弘道館への出席日

数は上限が 15 日であった。しかも武士の身分内身分によって異なり、身分の高い者や家督を継ぐべき者に

多くの出席を以下のように求めている３）４）。 

①15日：布衣ならびに300石以上の当主・嫡子。 

官位六位に相当する「布衣（ほい）」は将軍と謁見可能の身分であり、江戸時代にあっては御三家と金

沢藩が陪臣も官位を貰うことが出来た。 
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写真１．弘道館正庁（筆者撮影） 

 

写真２．対試場から見た弘道館正庁（筆者撮影） 
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②12日：布衣ならびに300石以上の次男以下。物頭ならびに150石以上の当主・嫡子。 

③10日：物頭ならびに150石以上の次男以下。平士の当主・嫡子。 

④8日：平士の次男以下。 

 つまり弘道館教育は、将来水戸藩の中枢を担う家格の藩士に比重を置いており、当時の封建的身分制社会

を投影していることがわかる。なお、水戸藩に限らず当時の一般的武士は、必要に応じて武芸は師範の開設

した道場、文学（儒学）ならば私塾に学んでおり、藩校が唯一の教育機関ではない。 

 学制面について。初等教育を包含しているかどうかで諸藩校を分類する場合がある。つまり、素読段階か

ら藩校で教育するか否かである。弘道館の場合は、素読段階の教育を含んでおらず、今日でいう中等・高等

教育を授けるタイプとなる。 

近世における儒学の学習形態は、素読段階・講義段階・会業段階・詩作文の段階に分けられる５）。 

素読とは、経書を声に出して正確に読みひたすら繰り返すことで、テキストの全文を完全に暗唱してしま

うことである。素読段階では、原則としてテキストにある文，字句の意味は学ばない。素読は、記憶力の旺

盛な子ども時代、概ね７・８歳くらいから始められる。江戸時代の教育の原則は、個別指導・個別学習であ

る。師匠はテキストを挟んで子どもと差し向かいで座る。師匠がテキストの漢字一字一字を「突き指し（字

指し）棒」で示しながら声をあげて読んでいく。それを子どもが鸚鵡返しに復唱する。これを「付け読み」

という。そして、師匠のリードなしで読めるよう自分で繰り返し音読する。これを「温習」という。暗唱す

ることが前提であるので、一回に進む分量は多くない。翌日には、前日学習した箇所を暗唱できるかを確認

し（「復読」）、その後に次の箇所に進む。だから、子どもは既に学んだことを日頃から繰り返し「温習」し

ておかねばならない。子ども一人一人に敏と鈍の差があり、進む進度に自ずと違いが出てくる。使うテキス

トも学習箇所も異なるので、一斉授業にはならず、短時間の個別指導と、その間の比較的長時間の自習活動

が基本。これは、藩学においても共通しており、素読課程においては子ども間の学習進度に関する競争は普

通問題とならない。 

講義とは、英語で言うレクチャーではなく学習者が経書の意味を講究することである。現在使用される一

斉教授の形式を採る「講義」を言う場合は、区別して「講釈」という。講釈とは模範的な読書のあり方を、

教師が弟子たちの前で公開して演じること。経書のこの文章は注釈書に拠りながら（学派により拠るべき注

釈書は異なる）その根拠を公開して説くのである。 

会業とは、学生が集団で行う学習形態で、実際には、ほぼ同程度の学力の者が数人から十人程度のグルー

プで行う共同学習のことである。輪番で当番を決め、順次テキストを読み進め共同で質疑討論する「会読」

と、輪番で当番を決め順次テキストを「講義」して協同で質疑討論を行う「輪講」の２つがある。両者の違

いは取り上げるテキストの違いで、「会読」では経書以外の史書などの類をテキストとし本来一人で進めて

いく独看（黙読）を協同で相互に誤りをただしながら行う読書会（輪読会）のようなもの、対して「輪講」

は経書をテキストとし、注釈書や疎釈書の群に分け入って経書を異端と弁別しながら正確に解釈し理解する

ことである。 

詩作文の段階は、漢文を駆使して文章や詩を綴るという能力を伸ばす段階で、いわば自己表現能力であっ

た。但し、過度の詩文への没入は却って儒学の本体部分を見失うと警告された。逆に言えば、所与の古典を

読む受動的な儒学学習とは異なり、積極的な自己表現の営み・創造的な活動であるので、教師の側からすれ

ば過度の入れ込みを警戒したのである。 

水戸藩校弘道館の入学許可年齢は、原則として15歳と規定されている。藩士の子どもは10歳になると「家
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塾」に入学し素読段階の教育を受け、15 歳時に論語・孝経など経書の試験に合格すると弘道館の「講習寮」

に晴れて通うことが許された。合格しない者は続けて「家塾」で素読教育を受けつつ試験に臨むこととなる。

20歳になっても試験に合格しない者は弘道館にある「講習別局」に入ることを許された。なお、武館（武芸

所）には15歳となった藩士子弟の全員が入学できた。 

（４）「梅」と「桜」を対比させる観点 

 水戸の景観における特色として「梅桜一対」を挙げることができる。漢的世界を表す「梅」と和的世界を

表す「桜」とを一対として弘道館や偕楽園に配置されている 6）。 

 

 

図２．水戸の景観 －梅桜一対－ 

①梅について 

中国伝来の梅は、白居易や蘇軾などにより漢詩に取り上げられることが多く「漢」的世界を代表する

花である。日本においても中国文化の影響が大きい時代には「花」と言えば梅を意味するほど浸透し、

国風文化勃興前の平安期に菅原道真が「東風吹かば、にほひおこせよ 梅の花、主なしとて 春を忘る

な（春な忘れそ）」（初出『拾遺和歌集』）と詠んでいるなど日本文化に馴染んでいた。また道真が大宰府

に配流された折に彼を慕う庭木の梅と松が後を追って飛んでいく伝説があり、松は力尽きて現在の神

戸市須磨区板宿町あたりの丘に落ちて根を張り（「菅公の飛松（とびまつ）」）、梅は菅原道真が流された

太宰府まで見事に飛んだ（「飛梅（とびうめ）伝説」）とされ、松より梅を評価しいるところが興味深い。 

水戸藩では二代藩主徳川光圀が、号として自らを「梅里」と称した（壽蔵碑、元禄4年）。また、偕楽園

には梅林や好文亭を配置した。好文亭の「好文」は「好文木」すなわち梅の異称である。 

②桜について 

 「和」的世界を代表する花である桜は、和歌によく詠まれ国風文化が浸透した平安末から鎌倉期以降、

「花」といえば日本に自生していた桜を指すようになる。桜の名所として西の吉野、東の桜川と言われて

おり、水戸藩では幕末期に藤田東湖が 1845（弘化 2）年に「文天祥正気の歌に和す（正気の歌）」（漢詩）

を残している。文天祥は中国南宋末期の政治家・軍人で忠臣の鑑とされた。「正気の歌」は文天祥がモ

ンゴルに屈することなく南宋王朝に忠誠を誓う内容のもので、それを基として藤田東湖が自作した。そ

の中に「発しては、萬朶（まんだ）の櫻となり、衆芳（しゅうほう）與（とも）に儔（たぐい）ひし難し」（下線部

神道 儒学 一遊亭 好文亭

偕楽園記「二亭逍遙」弘道館記

①神儒一致

②文武不岐

一張（弘道館） 一弛（偕楽園）

鹿島神社
の「桜」

孔子廟の
「梅」

桜山の
「桜」

偕楽園本
園の「梅」
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筆者）とあり、正気が花となって発する満開の桜となり、その色香の見事さは他の多くの花とは比べよう

がないとした。なお、ソメイヨシノの学名は、旧水戸藩（付家老中山家領）出身の植物学者松村任三によ

る。 

 

フィールドワークの実施 

 

 2019（令和元）年7月6日（土）に、藩校弘道館と偕楽園にてフィールドワークを行った。このフィールド

ワークで得た知見や撮影した風景を使って 7月 13日（土）にグループ発表を行うためである。 

（１）水戸藩校弘道館 

 『大日本史』編纂を目的とした研究所であった彰考館跡（現水戸市立水戸第二中学校）を見学後、弘

道館内の見学を行った。弘道館を分析するため、以下の観点を設定した。 

 

 
写真３．弘道館正庁にある資料室にて（筆者撮影） 

 
写真４．学生警鐘を見る院生たち（筆者撮影） 
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 ①弘道館正庁の構造的特色や、歴史の調査。 

 ②八卦堂にある弘道館記の調査により、弘道館設立の趣旨を確認する。 

 ③水戸学の特色のひとつである儒教と神道の融合を、館内にある孔子廟と鹿島神社で確認する。 

 ④「梅桜一対」を館内の史蹟・碑文で確認する。 

 ⑤「文武不岐」を実践するための館内の文館・武館・調練場などの配置を確認する。 

 

（２）偕楽園 

 

図３．偕楽園地図 

 

 現在、偕楽園の入場門は表門・西門・南門・東門・御成門の４つが設置されている。しかし、江戸時代

には、表門と南門しかなく、また表門から入ることを原則としていた。よって、受講者は表門に集合し、そ

こから孟宗竹林を通り、好文亭で千波湖を借景としていること、漢詩を作る際の平仄の表があることなど

を確認した。 

好文亭を出て東進しながら梅林と左近の桜を見学し、さらに千波湖西側の桜山が配置されており「梅

桜一対」に留意して眺望した。好文亭の東にある左近の桜は、1963（昭和 38）年の弘道館改修工事完

了記念として茨城県が宮内庁より京都御所の左近の桜の系統を受領し弘道館と偕楽園に植えたもの

である。残念ながら、左近の桜は 2019年 9月 9日に台風 15号の暴風雨により根本から倒れたので撤

去されてしまった。 

１９０６（明治３９）年に『大日本史』が完成した場所が偕楽園南西にあり、水戸藩の修史事業が廃藩後

も引き継がれていたことを碑によって確認した。弘道館見学の前に彰考館跡を見学しているので、修史
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事業の連続性と非連続を体感できたと考える。 

 

 

写真５．表門より幽玄な偕楽園に入る（筆者撮影） 

 

写真６．好文亭二階より千波湖を望む院生（筆者撮影） 
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写真７．台風15号により倒木した左近の桜は撤去されている（2019/09/15、筆者撮影） 

 

 

写真８．大日本史完成地の碑（筆者撮影） 
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結語 

 

 大学院科目「学校教育総合研究」において、地域文化財を用いた教科横断的教材作成への視座を

理解・定着させようとする授業を以下の諸点に留意して行った。 

まず、歴史的文化遺産についての文献等にあたり、教科の枠にとらわれずできる限り広範囲にわた

った情報等の収集に努めること。児童生徒用の教材だからといって専門性の高い情報を捨てるべきで

はない。教員には、授業で触れなくとも専門性の高い知識を持つことに吝かであってはならないからで

ある。次に、フィールドワークによって文献的知識に加え体験による裏打ちが必要であること。郷土の歴

史的遺産を教材とする際、実際にその遺跡に訪問調査（映像資料調査含む）し、映像資料として写真・

ビデオに記録することのほか、歴史的遺産が醸し出す雰囲気などを体感し愛着心を持つことが大事で

ある。郷土への愛情がない教員は郷土を語り教える資格はないと思う。そして、収集した情報を用いて

教材化する際、歴史的視点、地理的視点や国語的視点のみならず理科的視点、体育的視点など多角

的・多面的に検討し、さらに映像資料による可視化の必要性も踏まえて実践することが必要である。フィ

ールドワークを含む今回の授業では、水戸市にある歴史的遺跡の水戸藩校弘道館と偕楽園を題材に

選んだが、教科横断的視点として「梅」と「桜」を取りあげ、地理、歴史、国語からの切り口だけでなく、理

科的視点に立った授業構成ができる可能性を示した。 
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