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教育研究論文は、1965（昭和 40）年から毎年継続され、
今年度で第 54 回を数えるまでに至り、
その都度論文を冊子にまとめてきております。この間に掲載された論文は 895 編に上り、本
市の教育の貴重な共有財産となっています。
さて、2017（平成 29）年 3 月 31 日に、文部科学省から幼稚園教育要領及び小・中学校学
習指導要領が公示され、小学校は、2020（平成 32）年 4 月から、中学校は 2021（平成 33）
年 4 月から全面実施となります。
今回の改訂では、子供たちが未来社会を切り拓くための、育成すべき資質・能力について、
全ての教科等を「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」及び「学びに向かう力、人
間性等」の三つの柱で再整理するとともに「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授
業改善が重要であるとされています。こうした新学習指導要領の趣旨を生かした教育活動が、
各学校で円滑に行われるように今年度 4 月から移行措置が実施されているところです。各学
校ではこの移行措置の具体的な内容等について、必要な準備を適切に進めていただいている
ことと思います。
市教育委員会では、このような各学校での取り組みの一助となることを願い、実践的な研
究を募集し、論文集にまとめ各学校及び関係機関に紹介してきています。
本年度は小学校、中学校、特別支援学校から 22 編（37 名）の応募がありました。日々多
忙の中、教職員の皆様のそれぞれの立場からの論文が、たくさん寄せられたことは意義深い
ものがあります。
応募された論文の内容は、教科、学級経営だけではなく、ICT 活用、プログラミング教育、
健康教育、食育、生徒指導、不登校対応、特別支援教育等、多岐にわたるとともに、教職員
の不祥事防止に関わる業務改善への対応等、喫緊の課題に迫るテーマもありました。どの論
文からも、教育活動の工夫・改善に取り組む教職員の皆様の熱い思いが伝わってきました。
この度、22 編の論文を「教育研究論文−第 54 集−」として刊行することができました。
多くの教職員に是非一読していただき、新学習指導要領全面実施に向けての、今後の教育
実践や研究に示唆を汲み取っていただければ幸いです。
終わりに、論文をまとめられた皆様の教育への熱意に心から敬意を表します。
また、論文の審査にあたってくださいました審査員長の日本女子大学教授坂田仰先生をは
じめとする審査員の方々、そして、各学校でご指導くださいました皆様に衷心より御礼を申
し上げます。

平成 31 年 3 月
船橋市総合教育センター
所

長

  小林

英俊

社会に開かれた教育課程の構築
2020（平成 32）年 4 月、小学校において新学習指導要領が全面実施される（中学校については
2021（平成 33）年 4 月）
。そのため、2019（平成 31）年度は、新学習指導要領への対応に待った
なしの一年である。教育委員会、各学校が連携し、その準備を進めていくことになる。だが、今
回の改訂は、
「主体的・対話的で深い学び」
、
「特別の教科

道徳」
、
「小学校外国語」
、
「プログラ

ミング教育」等、新たな課題が多い。
特に留意する必要があるのは、社会に開かれた教育課程の構築である。文部科学省によれば、
学習指導要領の改訂のみならず、学習・指導方法の改善、チーム学校等学校運営の改善、学習評
価の在り方、教員の養成・採用・研修の一体化、そして地域との連携協働等、学校、教育実践全
体を見渡し、検討していく必要があるとされている。
この社会に開かれた教育課程の構築という課題と船橋市はどのように向き合っていくのか。そ
の回答の一つが「教育研究論文」である。学校現場で日々児童 ･ 生徒と向き合い、奮闘する教員
の船橋市民に向けたメッセージとしての性格を有している。第 54 回にあたる今年度は 22 編の投
稿があった。道徳、主体的・対話的で深い学び、プログラミング学習といったいわば「流行」の
テーマから、特別支援教育や健康教育といった「不易」のテーマまで、何れも日々の問題関心を
突き詰めた力作揃いである。
教育長賞に輝いた「保育の内容における幼児とのよりよい関わり方を工夫して考える生徒の育
成−多様な学習形態を取り入れた中学 3 年生の家庭科の指導を通して−」は、少子化、核家族化
が進む船橋市の現状を見据えた教育実践であり、また、新学習指導要領にも目を向けた、社会性
豊かな論文と言える。単なる机上の学びに止まることなく、幼児との「ふれ合い」を重視した授
業実践は、子どもの心に多くのものを残したことだろう。
また、チーム学校という視点からは、健康教育の面で注目すべき論考が複数見られた。子ども
の自己管理能力の向上を目指し担任教員と養護教諭のコラボレーションを図ろうとする論文、そ
してアンチドーピング、喫煙防止教育に向けた学校と学校薬剤師、大学の連携を企図した論文で
ある。多くの教育課題が山積する中、チーム学校という視点の下、学校の内外の力をどのように
結集していくのかという点が問われている。
その意味において、
この二つの論文も社会的メッセー
ジを含むものと言って過言ではないだろう。
なお、今回、管理職からの投稿が一編もなかったことはさみしい限りである。学校運営に追わ
れる姿は想像に難くない。だが、だからこそ、直面する課題について、自らの言葉でメッセージ
を発することが不可欠なのではないのか。無い物ねだりと思いつつも、次年度に向けて発憤を期
待したいと思う。
平成 31 年 3 月

審査員長 日本女子大学 教授
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坂田

仰

歴

昭和 58 年、立命館大学卒業後、大阪府立高等学校で社会科教諭として勤務。その後、
東京大学大学院法学政治学研究科博士課程を経て、日本女子大学に赴任。専攻分野は、公
法学、公教育制度論。
（独）教職員支援機構（旧教員研修センター）において中央研修の
講師を務める等、現職教員のコンプライアンス意識の向上に向けて研究、教育活動を展開
している。また、教育関係の近著として、
『裁判例で学ぶ 学校のリスクマネジメントハン
ドブック』時事通信社（2018）
『新訂第 3 版
、
等がある。

図解・表解教育法規』教育開発研究所（2017）

教 育 研 究 論 文
第 54 集

【実践記録】

保育の内容における幼児とのよりよい関わり方を工夫して考える生徒の育成
−多様な学習形態を取り入れた中学 3 年の家庭科の指導を通して−
船橋市立宮本中学校

1

はじめに

〈学習指導要領から〉
平成 29 年 3 月に、学習指導要領の改定が公示
された。家庭分野の内容「A 家族・家庭生活」
では、①「幼児の発達と生活の特徴がわかる」
、
②「幼児にとっての遊びの意義や幼児との関わ
り方について理解する」、③「幼児とのよりよ
い関わり方について工夫する」以上の下線部の
箇所が変更となった点である。
少子化社会が進む中で、中学生の時期に、幼
児に関する知識不足とふれあう経験の不足を改
善するため、将来を見据えた学習を行うことが
必要である。そのため、授業を通して幼児の特
徴や特性を理解し、よりよい関わり方を考え工
夫できる力を身につけさせることが、これまで
以上に求められるようになった。これは、情報
や知識としての学びだけでは、十分な力を身に
つけることは難しいと考える。
しかし、カリキュラム上、中学 3 年生の家庭
科の授業は 2 週間に 1 度、1 時間という限られ
た時間しか設けられていない。生徒を近くのふ
れあい体験先まで引率し、実習を行うことは物
理的に難しく、また、大規模校に対応できるだ
けの受け入れ先が無いのが実状である。そのた
め、多くの学校ではふれあい実習が行われず
に、講義式の授業で済まされているのが現状で
ある。一方で、ふれあいの機会を設定できたと
しても、ただ幼児とふれあうだけでは、よりよ
く関わることができる実践的な力を身につける
ことは難しいと考える。幼児との関わり方につ
いて、授業を通して身につけた知識を生かし、
自分なりに課題を設定して実際にふれあうこと
で、自らの課題を解決し学びを深めることがで
きると思い、本主題を設定した。

〈生徒の実態〉
幼児とどのぐらい関わりをもって生活をして
いるのか実態を把握するために、事前調査を実
施した。本校の中学 3 年生 282 名の中で、小
学校入学前の弟や妹がいる生徒は 11 名しか
おらず、〔図 1〕の調査結果からもわかるよう
に、幼児とふれあう体験が欠落していることが
わかった。
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〔図 1〕幼児と関わる機会はありますか。

そこで、2 クラスを対象に、授業を通して幼
児に対する興味・関心がどのように変化をする
のかを、①事前、②講義後、③絵本制作後、④
ふれあい体験後、の 4 回に分けて調査を行うこ
とにした。
事前調査では、
幼児に対する興味・関心が「全
然ない」または「あまりない」と答えた生徒が
34% を占めていた。また、
「どちらとも言えな
い」を含むと興味・関心の低い生徒は 56% で、
過半数を超える結果となった。このことから多
くの生徒が、幼児に対して興味・関心を示して
いないことがわかる。また、興味・関心が無い
理由として、
「接する機会がない」と答えた生
徒が 58% と最も多く、
次に「今は関係ない」
「苦
手」が共に 17%、
「関わり方がわからない」が
8% という結果であった。
授業を通して幼児に対する知識を蓄えていく
ことは、幼児に対する興味・関心の向上にも繋
がると考えた。

2

実践の方法

（1）ねらい
近年、幼児虐待が社会的に大きな問題となっ
ている。大人になるまでに、幼児と関わる経験
がほとんど無いことが原因の一つとして考えら
れる。保育の内容は発達段階に応じて体験的に
実施されるべきである。実際に「興味・関心が
無い」と答えた生徒の理由として、
「幼児と関
わる機会が無い」という理由が最も多く挙げら
れた。
そこで、本単元のまとめに幼児とのふれあい
体験を取り入れ、自分なりに考えて実践できる
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環境を設定した。感受性豊かなこの時期に、幼
児と関わることは重要だと考える。
家庭科の授業を通して、幼児の基本的な特徴
や特性を理解し、適切な関わり方を考えられる
ようにしたい。そのために絵本作りや読み聞か
せの練習などの活動を行い、多面的な視点から
幼児について理解し、幼児が安全に過ごすこと
ができる環境を整え、よりよい関わり方につい
て考える力を身につけさせたい。
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【柱 1】視聴覚教材を中心とした学習
・幼児の写真や動画の提示
・幼児の事例の提示
【柱 2】絵本づくりを通した学習
・幼 児の生活習慣の発達段階を踏まえた
制作
【柱 3】グループによる学び合い学習
・読み聞かせにおける課題解決
【柱 4】ふれあいを通した学習
・読み聞かせの実践
・ふれあい体験
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（2）実践の柱
4 つの学習形態で実践した。
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〔図 2〕4 つの柱の学習の構想図

【柱 1】では保育の内容における導入にあた
る部分でもあるため、映像教材を利用すること
で、幼児とのふれあいの経験の有無に関係なく
イメージを共有しやすくした。また、動画を取
り入れることで幼児の基本的な特徴や特性を捉
えやすくした。ここでは、知識の定着を図ると
ともに、幼児と関わることを想定し、大人の立
場からふれあう時に配慮すべき事項を考えた。
【柱 2】では個々に【柱 1】で学んだ幼児の特
徴や特性をもとに、基本的生活習慣や社会的生
活習慣の習得を身につけることのできる絵本
制作を行った。1 つの作品作りの中に、幼児を
想定した様々な要素を取り入れて作ることで、
個々に学びを深めた。
【柱 3】ではグループ毎に幼児を想定した読
み聞かせを行い、学びあうことで、幼児とふれ
あう際に考えられる問題点を見つけ、互いにふ
れあい方を工夫し創造する態度を育てた。
【柱 4】ではこれまでの学習で得られた知識
のまとめの場であり、実践の場とした。
このことを図で表すと次のようになる。

（3）絵本作りを取り入れた理由について
新学習指導要領の A（2）イでは、
「幼児との
よりよい関わり方について考え、工夫するこ
と。
」
となっている。また、
内容の扱いとして
「幼
児とふれあう活動における幼児との関わり方に
ついて課題を解決するために、A（2）アで身
につけた基礎的・基本的な知識を活用し、より
よい関わり方を考え、工夫できるようにする。」
としている。
絵本制作に求められるものは、基礎的・基本
的な知識を活用した、幼児の発達段階を想定し
たものでなければならない。そのため、様々な
視点から幼児の発達段階を熟考することが求め
られる。既習事項を振り返りながら幼児の豊か
な感性を育てるために、どのような絵本が適切
なのかを考えることは、幼児の心身の発達を考
えるうえで有効的な手段であり、深い学びへと
繋げることができると考える。
近年、社会の飛躍的な情報化によって、デジ
タル化された媒体が保護者の代役を務めている
状況がある。実際に、
機嫌を損ねた幼児に対し、
すぐにスマートフォンを与え、機嫌をとる親を
目にする機会が増えてきた。しかし、テレビや
スマートフォン等の情報機器では、生身の人の
感情や想いを伝えることは困難である。人間の
感性は、本来人との関わり合いの中で育まれる
べきものである。つまり、幼児期に大人がどの
ような関わりをしたかということが、豊かな感
性を育てるうえで重要となる。そこで、直接的
なコミュニケーションを必要とする絵本の読み
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聞かせは、幼児と大人がふれあう機会をもつた
めの、有効な手段の一つだと言える。

3

（2）2 校時【柱 1】
ねらい：幼児の生活習慣の発達を理解し、よ
りよい関わり方について考えよう

具体的な実践内容

（1）1 校時【柱 1】
ねらい：幼児の発達の特徴をつかみ、自分の
役割について理解しよう
心身の発達の学習を通して、幼児の成長には
家族の支えが必要不可欠である。心身の発達や
信頼関係の形成を促すために、幼児にふさわし
い生活環境を整える役割があることを理解する
ことがねらいである。しかし、身近な環境に幼
児がいない中学生にとって、幼児の発達を的確
に捉えることは、
困難を要する。そこで、
パワー
ポイントで作成した視聴覚教材活用した。ここ
では、幼児に見られる身体の特徴や感情の表し
方、発達に伴う言葉や行動の変化を捉えやすく
するために、スライドにイラストや写真、1 分
程度の動画など様々な資料を組み合わせ、提示
した。例えば、「感情の表し方」という 1 つの
内容に対して、講義による情報の認知・ワーク
シートによるまとめ・動画による振り返りを 1
セットにし、1 時間のうちに、様々な視点から
くり返し学習できるようにした。これにより、
短時間での知識の定着を図った。

〔図 4〕食事の生活習得に 〔図 5〕食事の習得に関す
関するスライド
る動画
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〔図 3〕学習の定着を図るための一連の流れ

（授業後の生徒の感想）
◆幼児の体や心・ことばの発達に必要となる大
人の役割についてまとめよう。
・この時期が人格形成の基礎を築く時期なの
で、大人はたっぷり愛情を注ぎ、ダメな物
はダメということを教えることも大切だと
思う。
・大人は子どもが愛情や信頼感をもてるよう
に接していくことが大事だと思いました。
・周りの環境によって幼児の成長が大きく変
わる。だから、大人が関わり方や言葉づか
いに気をつけなければならない。

生活習慣の発達は、生活の自立の基礎となる
ものであり、幼児の心身の発達に応じて、周囲
の人が適切な時期と方法を考えて身につけさせ
なければならない。ことわざの「三つ子の魂百
まで」にもあるように、この時期に習得した生
活習慣や人格は、その後の発達においても影響
を与える大切なものであることを理解させた。
1 校時目と同様にパワーポイントに動画や写
真・イラストなどを取り入れて指導をした。幼
児期に各家庭で習得した基本的生活習慣に違い
があると、その後の生活にどのような変容が見
られるのかを、具体的な例を挙げて説明した。
例えば、食事において適切な関わり方をした
場合としなかった場合を、比較して説明するた
めに、イラストや写真、動画を組み合わせて提
示し、学習の定着を図った。

また、生徒が理解しやすいように関連するイ
ラストを多く使用したワークシートを作成し
た。さらにパワーポイントとリンクした内容に
することで、ワークシートの記入する場所が明
確化され、誰でも使用しやすいように配慮をし
た。スライドを利用した学習は、支援の必要な
生徒に対する合理的配慮をすることができる。
それと同時に、教師の板書をする時間を省くこ
とができるため、生徒は沢山の具体的な事例や
講義の要点を、必要に応じてメモをしながら聞
くことができるようになり、能力に応じた授業
参加が可能となった。
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〔図 6〕授業に使用したワークシート

（授業後の生徒の感想・まとめ）
◆幼児の発達や遊びのために適切な環境とは
・様々な遊びがあるので、たくさん遊ばせて
小さい頃から色々なことに挑戦できるよう
な環境をつくると良いと思った。
・こ の時期に色々な生活行為を覚えるので、
子どもが出来なかったとしても、何度も丁
寧に優しく教えてあげることが大切だと思
う。
・親はなるべく子供と一緒に遊びに行ったり
して、コミュニケーションをたくさんとれ
る時間をつくる。
（3）3 ～ 6 校時【柱 2】
ねらい：幼 児の特徴を踏まえて、発達を促
す絵本を考えよう
幼児の心身の発達や生活習慣の習得など、こ
れまで学習してきたことを踏まえた、絵本の制
作をした。親しみのもてる絵本にするためには、
どのようにしたらよいかを考えることで、幼児
理解を深めることに繋げた。
下書きの段階では、言い回しや内容が幼児の
発達段階を考えた作品にはならず、苦労する生
徒も多くいた。しかし、幼児に絵本を通して何
を伝えたいのか、どのようなことを学ばせたい
のかを明確化させていく中で、徐々に幼児に対
する理解を深めていくことができた。
絵本制作は、発達段階を踏まえた、幼児の興
味・関心を引き出すものにしなければならない。
そのため、話の内容・展開、言葉づかい、フォ
ントやイラストの種類・大きさ、色彩、仕掛け
など、どれひとつを取ってみても対象である幼
児を想定した工夫が必要とされる。絵本をつく
るための素材として画用紙、色鉛筆、カラーペ

ン、折り紙、両面テープ付きのフェルトなどを
用意し、対象年齢を踏まえた適切な素材を選べ
るよう促した。また、イラストが苦手な生徒も
いるため、イラストの描き方の本を学校司書に
お願いをして用意してもらうことで、得手不得
手に関係なく幼児に親しみやすい作品を工夫し
て作成することができた。
幼児とのふれあいの時に、既成の絵本で読み
聞かせをすることも可能ではある。しかし、完
成された絵本では声のトーンを変えたり、抑揚
を付けて読んだりするなどの読み方の工夫をす
ることはできるものの、幼児に慣れていない中
学生では、文字を読むだけの一方的な読み聞か
せになりがちである。一方で、手作りの絵本は
既成の絵本とは異なり未完成な部分が多い。そ
のため、作り手の想いや願いを伝えるために、
未完成な部分を補うことば掛けをする必要があ
る。読み手は、発達段階に応じてどのような読
み方をすると伝わりやすいのかを、幼児の表情
を見ながら考えて読むことが求められる。手作
り絵本は、読み手が幼児と対話をしながら完成
させる生きた絵本である。ゆえに、幼児と関わ
り方を工夫する際に適した教材だと言える。
（授業後の生徒の感想・まとめ）
◆絵本づくりで気をつけたこと・工夫したこと
・絵本は、いかに文章を短く、わかりやすく
して表現するのが大事だと思った。
・少 し恐怖心を与えるような描写も入れて、
適切な生活習慣の大切さを示唆した。
・文字だけでなく顔色や目の形、眉の形を変
えることで、登場人物の気分や気持ちを表
せるように工夫した。
◆絵本をつくって気付いたこと・感じたこと
・伝えたいことをただ伝えるのではなく、ど
うわかりやすく伝えるかが大事だと思っ
た。
・絵本は内容や文字の大きさ、話の長さなど
に色々な物があるから、子供の年齢に応じ
て本を読ませるのが大事だと思った。
・簡 単な言葉でも「車」よりも「ブーブー」
という単語の方がわかりやすく、発達段階
によって違うことがわかった。これは実際
に幼児に話すときにも通じるのではないか
と思う。
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〔左〕絵本作りをしている様子
〔左下〕五市技術・家庭科作品
展
・H29 教育長賞 受賞
・H30 千葉県教育研究会
技術家庭科振興会長賞 受賞
〔右下〕小 ･ 中学校技術・家庭
科作展
・H29 教育長賞 受賞

（4）7 校時【柱 3】
ねらい：幼児とのふれあい方を考えよう
絵本は単に与えるだけでは、幼児にとって有
効なものにはならない。絵本を媒体として対象
年齢に応じた適切な働きかけをすることで、幼
児の発達に必要な学びに繋げることができるこ
とに気付かせたい。
生徒同士で幼児役と読み手に役に別れ、幼児
がどのような反応をするか、どのように読み聞
かせを行うべきかを、ロールプレイングをしな
がら主体的・対話的な学び合いを行った。
また、ふれあい時には読み聞かせだけではな
く、一緒に折り紙やお絵かきをするといった活
動が組み込んである。意欲的に作業に取りかか
る幼児がいる一方で、なかなか作業をしようと
しない幼児もいる。幼児が楽しくふれあいの時
間を過ごすためには、幼児の興味・関心に即し
た、適切なことば掛けをするなど、関わり方の
工夫をする必要がある。また、一緒に遊ぶ場面
では、読み聞かせや作業のときとは異なり、幼
児の安全を配慮した活動が求められるようにな
る。幼児の安全を守る大人の立場として、幼児
にふさわしい関わり方と環境を整える役割があ
ることも考えさせた。

（5）8 校時
ねらい： 幼 児とのよりよいふれあい方につ
いて考え、実践しよう
ふれあい体験は、4 歳児から 5 歳児の保育園
児を中学校に招くことにより、生徒を引率して
移動する時間を短縮することができた。また、
8 クラスの大規模校の交流でも、1 日に 2 クラス
ずつ交流行うことで、来校してもらう回数を半
分に減らすことができ、保育園への負担を減ら
すことができた。その結果、3 年生の 1 時間と
いう限られた授業展開でも実施することが可能
となった。
交流場所は室内に設定し、天候に左右されず
に交流をすることができるようにした。また、
教室を隣接する視聴覚室と図書室の 2 部屋を使
用して展開した。これにより、広々とした空間
でふれあいをすることが可能となり、意図的に
手を繋いで移動をする場面を設定することがで
きた。幼児に読み聞かせをしたり、一緒に遊ん
だりするなどの直接的な体験や、言葉づかい・
行動を観察する活動のなかで、幼児の発達の様
子を理解し、遊びの意義や幼児との関わり方に
ついて考えを深められるようにした。
交流は 2 グループに分かれ、体験①と体験②
のタイミングをずらし、体験場所を交換して
行った。
最後に合流して体験③を皆で実施した。
50 分の実践内容は次の通りである。
時間
3

5

内容

幼児の挨拶をする様子を
挨拶・本時の説
見ることで、中学生との違
明（視聴覚室）
いに気付かせる。

移動

（授業後の生徒の感想・まとめ）
◆ふれあいや読み聞かせで大切にしたいこと
・絵本の世界に入り込めるように、声を使い
分けたり、幼児に呼びかけをしたりする。
・一緒に過ごす時間が幼児にとっても中学生
にとっても、貴重で楽しいものになるよう
にしたい。そのためには、幼児が無理に付
き合わされるのではなく、自分自身がやり
たいと思えるふれあいができるといいと思
う。
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主な活動とねらい

体験①
絵本の読み聞か
10
せ・折り紙
（ 図書室 ）

担当の幼児を割り当て、手
を繋いで移動するように促
す。手を繋いで移動する活
動は、出会って間もない緊
張した状態をほぐし、また
コミュニケーションをとる
ことを苦手としている生徒
に、交流のきっかけをつく
ることのできる活動である。
これにより、短時間でも心
の距離を縮め、その後の交
流をスムーズにさせた。
読み聞かせの練習を生かし
た実践の場である。コミュ
ニケーションを取りながら、
実際の幼児の反応に臨機応
変な対応を行い、交流の難
しさや楽しさを実感させた。

時間

5

内容

片付け・移動

◆幼児とふれあって気がついたこと

主な活動とねらい
幼児に片付けを促す活動は、
生活習慣の習得に必要なこ
とば掛けが必要である。幼
児の気持ちを汲み取り、工
夫して実践させた。

体験②お絵かき
10
（視聴覚室）

一緒に作業をすることで幼
児の指先の動きの発達や表
現方法など、身体の発達の
様子を観察させた。

5

移動をくり返すことで、幼
児の移動を主体的にリード
できるようにさせた。

片付け・移動

「あたま・かた・ひざ・ポン」
や「じゃんけん列車」で一
緒にあそび、体を動かすこ
とで、幼児の行動の様子を
体験③
観察することができる。ま
あそび歌・じゃ た幼児と手を繋いだり、触
10
んけん列車
れたりするスキンシップを
（視聴覚室）
とる活動は、体の小ささや
温もり、柔らかさを肌で直
接感じることができる。こ
れにより、体感を伴う学び
へと繋げた。
2

挨拶

◆保育の授業で考えたこと・感じたこと
・絵本作りは大変だったけど、頑張ったのを
読んだら、すごく楽しそうに答えてくれて、
本当に嬉しくて作って良かったと思った。
・自分たちが普通に会話できたり、行動でき
たりするのは、全て両親のおかげだと改め
て気付かされた。
・正直保育の授業をするまでは、幼児は好き
ではなかったけど、絵本作りや幼児との接
し方を学んで、少し幼児を好きになれたと
思う。

4

手を繋いで移動している 読み聞かせをしている様子
様子

お絵かきをしている様子

・座 っ て い る 時 は あ ま り 感 じ な か っ た が、
立って手を握ろうとするととても小さく感
じた。
・じゃんけん列車の時に私が勝ってしまい表
情が曇ったが、交換してあげたらとても嬉
しそうにして感情がストレートだとわかっ
た。

じゃんけん列車をしている
様子

（授業後の生徒の感想・まとめ）
◆幼児との接し方で工夫したこと
・よく顔に出るので、どう思っているのかを
伺いながら読み聞かせをした。
・明るい態度で楽しそうにして、幼児に安心
感を持たせられるようにした。
・ま ずは相手の好きなものを知ろうとした。
電車が好きだとわかったので、電車のお絵
かきをするようにすすめたら、徐々に心を
開き、楽しそうに自分から色々と話してく
れた。

成果と課題

（1）成果
幼児にふさわしい関わり方ができるようにな
るために、多面的な視点からくり返し学習を
行ってきた。ふれあい学習では、これまで学ん
できたことの実践の場となった。幼児のことば
に耳を傾け、褒めたり共感したりしながら、優
しく穏やかなことば掛けをしたり、幼児の歩幅
に合わせ、
幼児の目線までかがんだりしながら、
笑顔でコミュニケーションを取っていた。絵本
の読み聞かせでも、
相手の表情を確認しながら、
補足説明をしたり問いかけをしたりと、幼児の
気持ちを引き込むための工夫を行い、常により
よい方法を考え、幼児の気持ちに寄り添った関
わりをもつ姿が随所で見られた。
これは、幼児に対する知識・理解を深めてか
ら交流をしたことで、自身を持った関わりを実
践できた結果の現れだといえる。
今回の学習で得た喜びや達成感は、幼児への
興味・関心の向上に繋がり、成果として表われ
た。その結果は以下の通りである。
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〔図〕幼児に興味・関心はありますか。

さらに、大人の立場として関わりを持とうと
したことで、自己の成長に気がついたり、自分
自身も愛情と手間をかけてもらって育てられて
きたことに気がついたり、親への感謝の気持ち
をもったりと、意図していない成果も得ること
ができた。
（2）課題
本実践では、多くの生徒が自分なりに工夫を
することで、上手に関わりを持つことができる
ようになったが、担当する幼児によって、十分
な成果を得られないこともあった。どの幼児と
のふれあいでも同じように幼児理解を深められ
るようにするには、さらに有効な関わらせ方を
検討していく必要がある。
【参考文献】
・幼児教育における絵本教材化の観点
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_
20180401132933.pdf?id=ART0009692315
・開隆堂出版株式会社『早わかり & 実践新学
習指導要領解説 中学校技術・家庭 家庭分
野 理解への近道』
・文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29
年告示）解説 技術・家庭科編』
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［実践記録］

子供の自己健康管理能力の向上を目指して
～養護教諭の T・T 保健授業 4 年間の実践を通して～
船橋市立海神南小学校

1

はじめに（問題と目的）

新学習指導要領には、
「保健分野」の目標と
して、「生涯を通して心身の健康の保持増進を
目指し、明るく豊かな生活を営む態度を養う」
と、ある。
「明るく豊かな生活の基盤」は、全
て「健康」にある。また、「継続して自分の健
康を保持し続ける」ことによって、
「自分の健
康管理が向上できる」であろうと考えられる。
そのためには、養護教諭として児童にどのよう
な指導をすればよいか考え、実践した。
児童にとっては、日頃から自己の健康管理を
意識して学校生活を送ることが重要である。そ
の手立てとして、
1 年生から 6 年生までの「保健」
「学活」の授業を系統立てたり、復習したりす
ることによって、健康を保持することに取り組
んだ。また、担任が行う教科書のみの授業でな
く、発達段階に応じて毎年繰り返し T・T 授業
に養護教諭が入ることの 2 点を考え実践した。
前任校では校内研究で健康教育の研究に 6 年間
取り組んだ。その経験を本校で継続し、
「保健」
「学活」の T・T 授業を実践して 4 年目になる。
本校は、「チーム海南」を合い言葉に組織・
協力的に取り組んでいる。学校目標の実現に向
け、チーム一員の養護教諭として、児童一人ひ
とりの健康管理能力向上のために奮起すること
が自分の使命だと考える。

2

実践の仮説

（1）養護教諭の専門的立場からの授業は、児童
も分かりやすく、効果的であろう。アプロー
チする言葉を系統立てた。
（2）保護者授業参観により、保護者の意識が向
上し、学校と連携することにより、家庭での
子供の健康管理の協力が得られるであろう。
また、保護者が子供への健康に関する興味関
心が高まるであろう。
（3）外部講師の、授業による専門性に優れた情
報は、印象的で興味深い学習となり、学習意
欲が高まり、健康管理能力の向上につながる
であろう。
（4） 児 童 保 健 委 員 会（5・6 年 の 組 織 ） か ら、
全校児童へマネジメントをすることにより、
児童が主体的に自分の健康問題としてとらえ
られるであろう。

3

養護教諭

藤井

のぞみ

実践の経過

（1）児童の実態
本校は児童数約 560 人の中規模校で都心まで
20 分、マンション住居 80% の学区である。保
護者の子どもの健康に対する意識が高い。
また、
児童の学力水準も平均よりやや高めで理解力に
も優れている。しかし、地域性から海外からの
編入児童が年々増し各クラスに 1 ～ 2 人と多い
現状である。コミュニケーションがうまくいか
ず、児童間のトラブルもある。
（2）実践の方法
学年別「保健」
「学活」の T・T 養護教諭授
業内容。
学年

教科等

単元名

1 年生

学活 「体のせいけつ」
学活 「たいせつな体」

2 年生

特活 「おへそのひみつ」
学活 「うんちのひみつ」

3 年生

保健 「からだのせいけつと健康」
保健 「おなか元気教室」

4 年生

保健 「思春期にあらわれる変化 1」
保健 「思春期にあらわれる変化 2」
保健 「よりよく育つための生活」

5 年生

保健 「けがのてあて」
理科 「生命の誕生」
保健 「犯罪被害の防止」

6 年生

保健 「喫煙・飲酒の害と健康」
保健 「薬物乱用の害と健康」
保健 「感染症の予防」

〈保健授業までの組織体制・流れ進め方〉
校長・教頭
教務
（保健室不在時の協力）（日程連絡、
週報・黒板）
↑
↑
養護教諭→学年と打ち合わせ→授業実践
↓（管理職に相談後）
・外部講師要請
・保護者（お便り、保健便りなどでアピール）
授業で保健室不在時には、
体制も整えておく。
養護教諭が授業する日程・場所・時間は週報や
職員室前黒板に書いてもらい、全体に周知して
おく。
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年間の養護教諭の授業実践・主な日常の執務
4 月 1 年「たいせつなからだ」

また、難しい言葉は例をあげて、
「バイキンを
やっつける力を、抵抗力」
「白血球は町のおま
わりさん的存在。悪者から体を守る」など、体
の説明を工夫している。

健康診断

1 年「からだのせいけつ」
5 月 2 年「うんちのひみつ」
3 年「からだのせいけつと健康」
6月

〈実践の内容〉
① 1 年生「からだのせいけつ」学活 T・T

歯科指導

7月
9 月 5 年「けがの手当」

修学旅行引率

2 年「おへそのひみつ」
10
月

一宮校外学習
引率

11
月

6 年「薬物乱用の害と健康」

12
月

4 年「よりよく育つための生活」 歯科相談
就学時健診

1 月 5 年「生命の誕生」
5 年「犯罪被害の防止」

色覚検査
インフルエン
ザ対応

2 月 3 年「おなか元気教室」
写真 1

6 年「感染症の予防」
3 月 4 年「思 春期にあらわれる変化 健康チェック
1・2」
（年間の反省）
6 年「喫煙・飲酒の害と健康」

養護教諭の子供への指導ポイント
〈アプローチする言葉を系統立てる〉
養護教諭が 1 年～ 6 年生授業で系統・継続す
る働きかけ。どの授業においても、必ず導入す
る言葉。
・「自分の体は自分で健康を管理しよう」
・「自 分の体と同じように、お友達の体も大
切」

からだのせいけつ

基本的に体をきれいに保つことが大切であ
る。手洗い・汗の始末ができるように、興味・
関心のあるイラストや写真を使った。実際に汗
の拭き方、手洗いの仕方「きらきら星手洗い」
の動作化をすることにより意識付けをし、実践
化につなげた。顕微鏡で見た、目に見えないバ
イキンの写真を見て、石けんでの手洗いが増え
た。養護教諭が石けんで手洗いの見本を行い、
「あわのひみつ」を説明。あわがバイキンを落
としてくれることが分かり、空気を入れて、あ
わ立てる方法を学んだ。

〈板書の工夫〉
児童は、教科書を机上に出さず、黒板に書い
てある内容を学習する。黒板一面でその授業が
分かるようにする。言葉を多くせず、教科書の
内容を絵や写真、教材を使って分かりやすく説
明する。
〈ワークシートの工夫〉
児童は、ノートを使わず、養護教諭が作成し
たワークシートを使用する。1 単元の学習内容
が一目で分かるものを、1 枚にして作成する。
〈養護教諭発言のポイント〉
講義的にならないよう、答えをすぐ言わず子
供たちに考えさせるように心がけている。
「考
えてみよう、予想してみようね」と、伝える。

※きらきら星の替え歌で、
「きらきら星手洗い」
は洗い残しがなく洗うことができる。歌を歌
いながら手洗いしていた。楽しく覚えること
ができた。給食前に手洗いの音楽を、全校放
送で流している。
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② 1 年生「たいせつなからだ」学活 T・T
生徒指導の問題をふまえ、新たに平成 30 年
度から取り入れた授業である。1 年生からの性
教育の必要性について、管理職・学年と相談し
実践した。幼・保育園時期では許されていたス
キンシップの取り方が、小学校では難しい状況
がある。

④ 2 年生「おへそのひみつ」

写真 4

写真 2

たいせつなからだ

保健室の利用の仕方について、けがや病気だ
けでなく「心の病気」
、悩みや事があれば相談
して良いところだと伝えた。また、
自分の体も、
友達の体も大切なこと、脳の仕組みなどイラス
トを使い分かりやすく説明した。教員同士の寸
劇で、友達に自分のやりたいことを無理にやら
せることはいけないこと、
「友達は自分のもの
ではないよ」と、友達との距離の取り方を学習
した。
③ 2 年生「うんちのひみつ」

写真 3

おへそのひみつ板書掲示物

おへそとは何か、
「たいばん」
「へそのお」の
役割を教える授業。おへその、あるなしクイズ
で興味を引き、初めての赤ちゃんは針を刺した
ぐらいの大きさに驚く。お腹の中の赤ちゃんは
何ヶ月で産まれるかが分かっていない児童が多
かった。お母さんは約 10 ㎏体重が増える、自
分の机（教科書類が入った机）10 ㎏を持って
歩き、妊婦の体感をした。
「おへそ」はお母さ
んから産まれた証ということを学習した。
⑤ 3 年生「毎日の生活と健康」
1 年生の「からだのせいけつ」
、6 年生の「感
染症の予防」にも系統立てられる授業である。
健康な生活を送るためには、
「手洗い・うがい」
が基本である。手洗いは、
石けんで洗ったのと、
水で洗ったのではどちらがきれいになるかを実
験した。各班 1 台、計 6 本のブラックライトで
見てみる。保護者授業参観にして保護者にも、
手洗い実験に参加してもらった。

食育エプロンを使用しての授業

「ご飯を食べるとどこに行くと思う？」と、
うんちの旅を説明。子供たちは、
「胃袋」と大
きな声で発表していた。
「次はどこを通るかな？
小腸は何 m ？」など、想像力を働かせさせた。
6m ある小腸に驚いていた。

写真 5
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保護者と手の汚れをブラックライトで見る

手洗い実験の仕方
①何もつけず、そのま
ま手をライトで見
る。
②チ ェ ッ カ ー を つ け
る。
③ブ ラ ッ ク ラ イ ト で
見る。
④水だけで洗う。

〈児童の感想〉
⑤ブ ラ ッ ク ラ イ ト で
見る。
⑥石けんで洗う。
⑦ブ ラ ッ ク ラ イ ト で
見る。
⑧汚 れ て い た と こ ろ
をワークシートに
チェックする。

・水で洗った手はきたない今度から石けんで
洗う
・キラキラ星手洗いをやったらきれいになり
ました。
・今度から、毎日キラキラ星手洗いをやりま
す。
・心 の中でキラキラ星手洗いを歌い洗いま
す。
〈保護者の感想〉

写真 6

・とても丁寧に手洗いについて取り上げてい
ただき、家でも丁寧な手洗いをしてくれそ
うです。
・実験内容が分かりやすく、おもしろかった。
・隅 々まで手洗いする事の大切さを、親子
共々に学びブラックライトを使い、楽しく
学んでいた。
・子供たちと手洗いの歌を、歌おうと思いま
す。

石けんでの手洗いの様子

実験結果は、石けんで洗っても、全ての汚れ
は落ちない。無菌状態で生活しているわけでは
ない、どんなに石けんで洗っても汚れが残る。
ではなぜ汚れが毎日体の中に入っても病気にな
らないのか考えさせる。それは病気をやっつけ
る力、抵抗力があるから。また、バイキンのこ
とを「細菌」という、など難しいことも知識と
して伝えた。子供たちは今までになく丁寧に洗
い、「手洗いって楽しいね」と、どの子も笑顔
で石けんを、あわ立て洗う様子が見られた。
〈正しい手洗いチェック〉
/

/

/

/

/

/

ハンカチを、持ってきた
外から帰り、手洗いできた
給食の前に手洗いができた
〈1 週間取り組んだ感想〉
手を洗うとスッキリしました。これからも続けたい。
〈おうちの方へ〉保健の授業で手洗いを学びました。
手洗いは習慣が大事です、1 週間取り組みの様子を
見て、感想がありましたらお願いします。
授業後、以前より時間をかけ洗うようになった。

※授業の日だけの実践にならないよう、1 週間
チェック表をつけ保護者にも返し習慣化に結
び付けた。

⑥ 3 年生

写真 7

おなか元気教室

乳酸飲料会社の外部講師の授業

事前の保健授業に、
「けんこうというたから
もの」
「けんこうによい 1 日の生活」を担任が
教科書で実施。そのまとめとして、外部の講師
を招いて内容を深める。
「早寝・早起き・朝ご飯・
朝うんち」の必要性を聞く。お腹にいる菌、良
い菌・悪い菌の画像を見る。初めて見るお腹の
中の菌の画像に子供たちも、興奮して関心が高
い授業となった。
⑦ 5 年生「大切な私の命」
理科の「生命の誕生」の単元。導入には、4
年生の「思春期の体の変化」を復習した。映像
を使い、お腹の中の赤ちゃんの成長の様子を鑑
賞、目や耳で感じる授業になった。授業参観日
に実施、保護者は 70 人近く参観した。
「毎日の
忙しい日常から、忘れかけていた我が子の誕生
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を思い出し、その喜びを振り返る時間となった」
など、保護者の感想が多く出た。

写真 8

保護者と赤ちゃん人形を抱く

赤ちゃん人形 10 体は船橋市保健所より借用
した。
事前授業 1 時間、担任は養護教諭が提供した
教材を使い、「へそのお」
「たいばん」の復習を
する。子供たちも、自分の「へそのお」につい
て、話しをしていた様子。赤ちゃんの頃を改め
て振り返ることができた。
〈授業の流れ〉
男女の体の変化復習
養護教諭
赤ちゃん誕生の DVD 鑑賞
子供・保護者の感想
担任
昨年子供が産まれた担任の話
保護者と赤ちゃん人形を抱く体験

〈保護者の感想〉
・産まれてすぐの頼りない小さい姿を思い出
しました。もう少し大切にしてあげようと
思いました。
・このような授業を参観できてよかった。今
日の内容を家でも話したいと思いました。
・産まれた時を思い出した。たくさんのこと
を求めてしまうが健康に大きくなってくれ
たらいいです。
・改めて子育てしっかりやろうと思うことが
できた。久しぶりに命について考えさせら
れました。
・一人一人の命も大切であるという道徳的分
野も加わり、とても意義深い時間となりま
した。
⑧ 6 年生 「薬物乱用の害と健康」

12 分
15 分
5分
3分
10 分

〈授業の感想〉
・ぼくは自分の命を大切にしなければならな
いと思った。生まれたての赤ちゃんは重く
て驚いた。
・赤ちゃんが産まれるにはいろんな大変なこ
とを乗り越えていかなければならないと分
かった。
・私は大きくなったら赤ちゃんを産みたいで
す。
・赤ちゃんを抱くとき、ドキドキしました。

写真 9

写真 10

キャラバンカー（現在世界で 1 台のみ）

薬物防止キャラバンカーバス内

※テレビ局の取材が入り、夕方のニュースで放
送。
毎年、薬物防止キャラバンカーを申込み、バ
スを運転してくる外部の講師の講話を実施。授
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業参観にして、
学校保健委員会にもあてている。
PTA から厚生部も参観した。また学校薬剤師
さんも参観した。
〈授業の流れ〉
講師のお話 全学級
バス
1 組 キャラバンカー見学
2 組教室 2 組 養護教諭の授業
3 組教室 3 組 DVD 鑑賞
※各会場移動して授業を受ける

写真 11

15 分
20 分
20 分
20 分

写真 12

養護教諭の薬物防止授業

養護教諭の授業は、薬物・依存症とはどうこ
とか、
薬物使用の体への害はどうかなどを学習。
子供たちが好きな○×クイズで、基礎的なこと
を学習した。

外部講師の講話

講師の秋葉先生は、薬物常習者の話を、臨場
感をもって、生々しく話して下さった。また、
「フラッシュバック」
、とはどういう意味かのお
題を出され、キャラバンカー内では必死で調べ
る様子が見られた。

⑨授業以外の実践
〈児童保健委員会での取り組み〉
年度初めの目標から毎年の全校朝会の発表は
保健主事・養護教諭と相談し、子供たちが考え
る。
平成 27 年度 「風邪予防～手洗いの大切さ～」

〈児童の感想〉
・僕は絶対薬物をやらない。勧められたら断
り、周りで使用者をみつけたら止めさせよ
うと思った。
・薬物を使う人を、なくしたいと思いました。
・キ ャラバンカーで薬物に関するクイズや
ゲームなどがあり、楽しく勉強できました。
・薬 物を使うと死に至る場合があると聞い
て、こわいなと思いました。
・薬物の怖さが分かり、めったにできない体
験をしました。良い経験になりました。
〈保護者の感想〉
・小学生のうちに薬物の恐ろしさ知る機会が
学校であるということは、とても大切だと
思った。
・6 年生から薬物教育をしなければならない
ほど薬物は身近だと危機感を持ち勉強に
なった。
・この授業をずっと忘れないでいてほしいで
す
・キャラバンカーは子供が楽しく学習できま
した。

写真 13

全校朝会での「キラキラ星手洗い」

キラキラ星手洗いを、ピアノに合わせ歌いな
がら動作化する。全校児童は、一緒に動作化し
覚える。

平成 28 年度 「歯の大切さ」学校歯科医講話
将来、おじいさん・おばあさんになっての楽
しみは、食べること。
「今から自分の歯を大事
にしよう」など。
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平成 29 年度 「規則正しい生活」

写真 14

全校朝会での発表「規則正しい生活」

家に帰り、規則正しく生活をする海君と、正
しくできない南君。規則正しいとはどういうこ
とか伝えた。
平成 30 年度「けがをしないようにみんなで心
がけよう」

チェックをして検証したい。そして来年度は、
年度初め、中間、年度末に自分の健康管理能力
をチェックさせて、意識付けにつなげたいと考
えている。さらには、子供たちが健康問題を主
体的に考え、健康管理を自ら習慣化させる授業
の工夫をしていかなければならない。具体的に
主体的な活動を継続させるためには、児童保健
委員会の上級生が、下級生に教えるような活発
な委員会活動を考えていきたい。
また、
「保健」授業の内容については、研究
授業を実施し、講師の指導を受け授業内容の向
上に努めたい。今後、
「保健」
の授業だけでなく、
他教科と単元・授業内容を関連させることによ
り、より深く児童の健康管理意識が高まると思
われる。
「保健」の授業は「知識の教育」では
なく、
「意識の教育」であると考えるため、何
をどこまで、やらなければいけないと、いうこ
とではないと思う。
現代社会の問題として、薬物乱用・児童性犯
罪・児童虐待・自殺・院内感染・生活習慣病な
どがあげられている。
その防止の根底の教育が、
「保健」の教育だと改めて感じた。保健分野の
目標である「生涯健康で明るく豊かな生活」が
できるよう、子供たちに印象的な授業をして、
様々な健康問題に対応できる子供の育成をして
いきたい。
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写真 15

全校朝会での「不注意のけが防止」

昨年度に比べて、けがをした人数が減少して
いる。実際にあった、校庭での不注意のけが、
遊具の使い方のルールを守れば、さらに減少す
ると発表した。

5

まとめ（成果と課題）

養護教諭の保健 T・T 授業についてはアン
ケート結果では、全職員が賛成であり効果的だ
との回答。また、保護者・児童においても 9 割
が養護教諭 T・T は分かりやすく、効果的だと
回答を得た。しかし、現時点では、子供の健康
管理能力がどこまで、どの程度上がったかまで
の検証はできていない。そこで年度末に健康

おわりに

今日保健室は、心の健康面からのアプローチ
が必要な児童もおり、多岐多様な保健室経営が
求められる。また、養護教諭は学校全体を見て
動き、様々な事態に適確に対対応できなければ
ならない。学校のチームとして自分に出来るこ
とは、継続的な「保健指導」である。そして健
康教育においては、子供たちの一生涯健康の保
持増進、健康管理能力向上のため、日々努力す
ることが自分の使命だと考える。尚、この実践
を若年層職員・養護教諭に引き継いでいきたい。
参考文献
田村通子「いきいき性教育（小学校）
」東山書
房
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【実践記録】

「特別の教科

道徳」における授業改善

−音楽や映像を活用した「カウンセリング的道徳」の実践−
船橋市立法典小学校

1

はじめに

（1）道徳科を要とする道徳教育の目標
平成 27 年 7 月に学習指導要領の一部が改訂さ
れ「道徳科」が設置された。
「道徳科」は教育
活動全体で進める道徳教育の要となる教育活動
である。学習指導要領では、
「道徳教育の目標」
を以下のように記述している。

教諭

中嶋

匡

り方について、多様な価値観の存在を認識しつ
つ、自ら考え、他者と対話し協働しながら、よ
り良い方向を模索し続けるために必要な資質・
能力を明らかにし、それを育んでいこうという
ものである。そして、全ての教科等や諸課題に
関して育成すべき資質・能力の「三つの柱」が
示された。それが下記の図である。

学校における道徳教育は、自己の生き方
を考え、主体的な判断の下に行動し、自立
した人間として他者と共によりよく生きる
ための基盤となる道徳性を養うこと。

Ꮫࡧࢆ㸪ே⏕ࡸ♫⏕ࡑ࠺ࡍ
ࡿ

ࡢࡼ࠺♫࣭ୡ⏺㛵ࢃࡾ㸪
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そして「道徳科」の目標は以下のように記述
している。
第１章総則の第１の２の（２）に示す道
徳教育の目標に基づき、よりよく生きるた
めの基盤となる道徳性を養うため、道徳的
諸価値についての理解を基に、自己を見つ
め、物事を多面的・多角的に考え、自己の
生き方についての考えを深める学習を通し
て、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態
度を育てる。
道徳性を養うために行う道徳科における学習
は、「道徳的諸価値の理解」と「自己の（人間
としての）生き方についての考え」といった要
素によって支えられている。道徳科の学習の中
で、これらが相互に関わり合い、深め合うこと
によって、道徳教育・道徳科で育成することを
目指す資質・能力である「道徳性」を養うこと
につながっていくとされた。
（2）「資質・能力」の明確化
平成 29 年 3 月 31 日告示の新学習指導要領は、
グローバル化や情報化、技術革新の加速する
2030 年の社会やその先の豊かな未来を見据え、
社会において自立的に生きるために必要とされ
る力を具体的に特定し、学校教育の成果をそう
した力の育成につなげていくことを試みた。そ
の一つが、教科等を超えた視点での資質・能力
の明確化である。
社会を構成する主体である一人一人が、高い
倫理観をもち、人間としての生き方や社会の在
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資質能力の三つの柱

道徳教育・道徳科で育成することを目指す資
質・能力である「道徳性」は、行いや行動その
ものではなく、目標にもあるように、
「自己の
生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自
立した人間として他者と共によりよく生きるた
めの基盤となる」ものであり、人間としてより
よく生きようとする人格的特性といった内面的
なものであると考えられる。
（3）改訂が行われた背景
今回、改訂が行われた背景として「子供たち
の心の危機をめぐる課題」と「道徳授業の実施
実態を取り巻く課題」の 2 点が挙げられる。
1 点目の「子供たちの心の危機をめぐる課題」
とは、子供たちの自尊感情の不足や過度な自己
中心傾向、さらには、集団や社会に対して自己
を閉ざすなどの社会参画能力の不十分さなどが
見られる中、学校現場においていじめ問題が深
刻化してきたことを指す。このような「心の問
題」の解決や「いじめ」への抑止力を高めるこ
とを目指し、予防的な教育としての役割が道徳
教育により強く求められていると考える。
2 点目の「道徳授業の実施実態を取り巻く課
題」とは道徳教育の要としての「道徳の時間」
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が有効に機能していなかったことを指す。平成
25 年 12 月に文部科学省が出した「今後の道徳
教育の改善・充実方策について」では、その実
施上の課題について次のように指摘している。
・他教科に比べて軽視され、振り替えられる
こともある。
・授業方法が単に読み物の登場人物の心情を
理解させるだけなどの型にはまったものに
なりがちである。
子供たちの心の課題を乗り越えるため、子供
の心に届き、心に活力を与える柔軟かつ活気あ
る道徳授業へと質的改善を図ろうとしたのが、
「道徳科」の位置づけの背景であると考える。
（4）「カウンセリング的道徳」について
上記の「改訂が行われた背景」で記したよう
に、従来の道徳の授業では、ともすると読み物
資料の登場人物の心情を理解させるだけの型に
はまった授業に陥りがちであった。実際に私も
そのような授業をしてしまうことが多々あっ
た。型にはまった授業は、クラスの実態にそぐ
わない内容になったり、導入・終末の場面をう
まく設定できなかったりすることにつながる。
その結果、教師自身が道徳の授業を敬遠しがち
になってしまった。それはクラスの子供たちへ
も派生し「道徳の授業はつまらない」や「だか
ら何なんだ」といった思いをもたせることにつ
ながり、道徳の目標を達成できないと考えた。
そこで、私は「カウンセリング的道徳」とい
う授業実践に目を向けてみた。
「カウンセリン
グ的道徳」とは、心理学・カウンセリング理論
に基づいた授業のことである。読み物資料だけ
で授業するのではなく、
「構成的グループエン
カウンター」や、「ピアサポート」、「ソーシャ
ルスキルトレーニング」
、
「モラルスキルトレー
ニング」、「アサーショントレーニング」等も一
緒に取り入れた授業のことを言う。今回は「構
成的グループエンカウンター」に着目し、エク
ササイズとシェアリングを取り入れた授業作り
を試していくことにした。また、
「音楽や映像」
を資料に使うことで、イメージ化を図り、より
自分事として捉えることにつなげていきたい。
そうすることで、学習指導要領で示されている
「多面的・多角的に考え、生き方についての考
えを深める」ことや「主体的・対話的で深い学
び」につながる授業作りになっていくと考えた。
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主題設定の理由

（1）
「カウンセリング的道徳」を取り入れた授
業改善
これまでの道徳の授業は、
「読み物道徳」と
言われるように、読み物資料の登場人物の心情
の理解のみに終始するような授業や、分かり
きっていることを言わせたり書かせたりするよ
うな授業に陥りがちであった。子供たちにとっ
てその物語がイメージしにくいことや、そう
いった状況が自分の人生であまりないこと等が
短所として挙げられる。
その短所を補うために、
教師が物語を紙芝居風にしたり、ペープサート
を用いたり、終末で教師の説話を入れたり等、
なるべく児童がイメージを掴みやすくなるよう
工夫していたが、今回新たな可能性を求めたい
と考えた。
そこで、
本研究では、
「カウンセリング的道徳」
を取り入れた授業を展開することで、児童が価
値をどのように考え深めていくのかを研究する
こととした。
「小学校学習指導要領解説 特別
の教科 道徳編」では、教材の開発と活用の創
意工夫について次のように示している。
第4章

第4節 道
 徳科の教材に求められ
る内容の観点 1（1）
児童の発達の段階や特性、地域の実情等を考
慮し、多様な教材の活用に努めること。特
に生命の尊厳、自然、伝統と文化、先人の
伝記、スポーツ、情報化への対応等の現代
的な課題などを題材とし、児童が問題意識
をもって多面的・多角的に考えたり、感動
を覚えたりするような充実した教材の開発
や活用を行うこと。
このことを受け、本研究では、次の事項をポ
イントとして検証していく。
①心に活力を与える道徳教材の工夫
②心に葛藤を生む発問の工夫
①の「心に活力を与える道徳教材の工夫」に
ついては以下のように考えた。
「読み物資料」
から登場人物の心情だけを理解させる授業で
は、児童の心に活力は生まれづらい。実際に資
料と同じ場面に直面した際、
「あの時、道徳で
やったことと同じ場面だ」と思い出すことは難
しい。大半の児童は思い出せないと考える。し
かし、そこに何か一つでも心に残るものが授業
の中の工夫としてあれば子供たちは忘れないだ
ろう。そこで「音楽や映像」を教材として取り
入れることで、自分の心に感動を与える一つの
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材料としていけば、心に活力を与える道徳にな
るのではと考えた。
②の「心に葛藤を生む発問の工夫」について
は以下のように考えた。ただ子供たちが喜ぶ映
像や音楽を流し、考えていけばよいというわけ
ではない。新学習指導要領で言われている「主
体的・対話的で深い学び」を実践していく上で、
やはり重要なのは「発問」である。どんなに良
い音楽や映像を使ってもねらいとする道徳的価
値からずれた「発問」をしては意味がない。ク
ラスの実態に合った音楽や映像を使うのであれ
ば、そこから道徳的価値を教師自らが見出し、
どんな発問をすれば子供たちの心に葛藤が生ま
れるのかを常に考えていかなければいけない。
そうした発問から子供たちが自ら考え、意見を
言い合い、自分だけでなく友達や家族も納得す
る答えを導き出せる活動が主体的・対話的で深
い学びの道徳の授業であると考える。
以上のことから、本研究では、クラスの実態
に合った映像や音楽を教材とし、道徳的価値に
あった「発問」をすれば心に活力を与える授業
ができるのではと考え、研究することとした。

3

実践の方法

（1）実践の視点
本実践において、「カウンセリング的道徳」
が子供たちの考えにどういった効果を表すのか
検証するため以下の 2 点を研究の視点として進
めていった。
視点①：心に活力を与える道徳教材の工夫
視点②：心に葛藤を生む発問の工夫
（2）実践の方法
対象：小学校 2 年生に対する授業の実践
期間：平成 30 年 4 月～ 11 月
（3）検証授業の考察
①ワークシートの記述
②自作アンケートの回答
（4）全体の指導計画
資料名・内容項目

検証授業のねらい

1

「世界に一つだけの花」 ①心 に活力を与える道徳
A − 4 個性の伸長
教材の工夫

2

「OMOIYARI の歌」
①心 に活力を与える道徳
B − 6 親切、思いやり
教材の工夫

「ぼくが一番ほしかっ ①心 に活力を与える道徳
たもの」
教材の工夫
3
C − 12 勤 労、 公 共 の ②心 に葛藤を生む発問の
精神
工夫

4

検証授業の分析と考察

（1）
「世界に一つだけの花」
①実践日：平成 30 年 5 月 24 日
②道徳的価値：個性の伸長
③検証のねらい
視点①心に活力を与える道徳教材の工夫
④資料について
本授業で取り上げる道徳的価値は新学習指導
要領解説に示されている A − 4「個性の伸長」
である。教材として使う歌「世界に一つだけの
花」は、2003 年に SMAP が歌った曲で、現在
でもよく聞かれている有名な曲である。本学級
においても「聞いたことがある」と答えた児童
が半数以上いた。
⑤実践
ア 「世界に一つだけの花」を聴く。
イ ワークシートを参考に自分を花に例える
と何になるか考え、理由も添えて記入す
る。その際、無記名で書かせる。
ウ エクササイズ
◎他のグループが書いたカードを持ち寄
り、どの花が一番かを話し合う。
エ シェアリング
◎各グループで話し合った内容を伝え合
い人によって捉え方が違うことに気付
かせる。また、№ 1 と only1 について
考えてみる。
オ 「世界に一つだけの花」を聴く。
⑥授業の実践内容と成果・課題
グループエンカウンターを取り入れ、心に活
力を与えるための音楽資料を使い、道徳的価
値を深めていく取り組みである。導入の際に、
SMAP が歌う「世界に一つだけの花」を聴か
せることで、価値への方向付けを行った。
展開では、3 ～ 4 人のグループとなり、身近
に咲いている花や学校に咲いている花など自分
が知っている花と花言葉をつけたワークシート
を全員に配布した。その中から、自分を例える
ときにふさわしいと思う花を理由を書かせた上
で選ばせた。ワークシートには、花言葉が書い
てあるため、理由もしっかりと記入することが
できた。
・僕 は、毎日元気に学校へ行っているので、
サルビア（エネルギー）を選びました。
・私は、友達に優しくしているので、ジャス
ミン（温和）にしました。

〔資料 2〕全体計画

上記のようにたくさんの意見が出た。
次に、記述済みのワークシートを隣のグルー
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プに渡し、もらったワークシートを見て、それ
ぞれの花に順序付けをした。ワークシートを無
記名にすることで、あくまでも花の順序付けで
あることを徹底し、個人の順位付けにつながら
ないよう配慮した。
シェアリングとして、隣同士のグループで話
し合った内容を交流した。更にそれぞれのグ
ループで話し合った内容を全体で交流していっ
た。その過程で人により花の順序付けに相違が
あることや、場合によっては順序をつけること
自体が難しいといった気づきが生まれた。そこ
から一人ひとりを例えた花の順序は個人によっ
て捉え方が違ってきたり、そもそも順序を決め
ることが難しかったりすることから、一人ひと
りの個性についても同様のことが言えることに
気づかせていった。発表のエンカウンターを体
験的活動として取り入れたことで、それぞれの
特徴に気づき、個性を大切にしていくことの重
要性に目を向けられるようになった。また、児
童から「もう一回『世界に一つだけの花』を聴
きたい」というつぶやきがあり、あらためて聴
いてみた。すると、歌詞の中に出てくる「№ 1
にならなくてもいい。もともと特別な Only1。
」
の歌詞に目が向き、
「これはどのような意味だ
ろう」との問いが生まれた。それに対して、多
くの意見が出た。その中で児童が納得した答え
を抜粋してみた。
・自分と同じではないってことかな。
・自 分と比べてはいけないってことじゃな
い。
・誰でも良いところが必ずあるってことだよ
・だ からタイトルも「世界に一つだけの花」
なんだね。
価値を押し付けず、一人一人の考えを尊重し
ていった。最後にもう一度、
「世界に一つだけ
の花」を流して終わりにした。
本授業を実践してみて以下の課題が出た。
・ワークシートに噛み砕いて書いたものの、語
彙の少ない児童にとって花言葉の意味を理解
するのは難しいと感じた。
・内容が盛りだくさんになってしまい、駆け足
の取り組みになる部分があった。
・
「考える」ことよりも「書く」作業の方が多
くなってしまった。
（2）「OMOIYARI の歌」
①実践日：平成 30 年 7 月 2 日
②道徳的価値：親切、思いやり

③検証のねらい
視点①心に活力を与える道徳教材の工夫
④資料について
本授業の道徳的価値は新学習指導要領解説に
示されている B − 6「親切、思いやり」である。
教材として取り上げた「OMOIYARI の歌」は、
2008 年に藤田恵美さんが、日本青年会議所に
「
『いじめをなくそう』と訴えるより、思いやり
の大切さを歌で伝えられないか」と依頼され、
青年会議所の願いや小学生から取ったアンケー
トの言葉を基に作られた曲である。また 2011
年に起きた「東日本大震災」のときの日本人が
とった思いやりの行動がツイッターで世界中の
話題になった際の資料を抜粋して使い、思いや
りについて考えさせた。
⑤実践
ア 「OMOIYARI の歌」を聴く。
イ 東 日本大震災の際に書かれた「ツイッ
ター」の資料を読む。
ウ エクササイズ
◎資料の中で「心に残ったものベスト 3」
を選び、理由も考える。
エ シェアリング
◎ベスト 3 を理由も添えて発表し合う。
オ 選
 んだ理由の中で似ているものがないか
を考える。
カ 「OMOIYARI の歌」を聴く。
⑥授業の実践内容と成果・課題
本授業でも心に活力を与えるかの検証とし
て、グループエンカウンターと音楽資料を使っ
て行った。
導入時に「思いやり」の価値への方向付けと
して、藤田恵美さんが歌う「OMOIYARI の歌」
を聴かせた。
展開では、
「東日本大震災で世界が驚いた日
本人の○○○〇の行動」
の資料を全員に配布し、
読んだ。その中で、
「自分の心に残ったベスト 3」
を選ばせ、理由も含めて発表させた。すると、
様々な記事が選ばれた。理由として次のような
ことが挙げられた。
・僕 は、
「お年玉」を選びました。理由は、
地震があっても僕は、絶対 5,000 円もあげ
ることはできないと思ったからです。
・私は「電車」を選びました。理由は、
私だっ
たら恥ずかしくて絶対こんなこと言えない
からです。
それに対して、
「僕もそうだな」など友達の
意見に共感する児童が増えた。ある程度話し合
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わせた後、「この 6 つの記事は日本人のどんな
行動なのかな」と発問すると、「・やさしい・
すてきな・感動した・思いやり」等の言葉が出
てきた。ワークシートのタイトルの○○○○に
は「思いやり」が入ることを伝えると、
「やっ
ぱり」と声に出す児童が多かった。最後に、
「み
んなが選んだ記事も理由も違うけれど、この記
事に書いてある全ての行動はどんな行動と言え
ますか」と発問すると、全員が「思いやりの行
動だ」と答えることができた。それぞれの記事
の具体的な内容は違うものの、根底では「思い
やり」という言葉で繋がっていることに気付く
ことができた。最後にもう一度「OMOIYARI
の歌」を聴いて終わりにした。
本授業での課題は以下のようなことが挙げら
れる。
・授業展開する上での時間配分に配慮が必要
だった。
・「東日本大震災」の言葉については知ってい
るが、実際に経験していないことだからあま
りイメージできない児童もいた。
（3）「僕が一番欲しかったもの」
①実施日 平成 30 年 9 月 28 日（授業参観）
②道徳的価値：勤労、公共の精神
③検証のねらい
視点①心に活力を与える道徳教材の工夫
視点②心に葛藤を生む発問の工夫
④資料について
本授業の道徳的価値は新学習指導要領解説に
示されている C − 12 勤労、公共の精神である。
今回取り入れた歌は、
槇原敬之さんが歌う曲で、
詩の中にでてくる「素敵なもの」や「僕の探し
ていたもの」は何かについて考えさせる授業と
した。「自分だけでなく他人も一緒になってよ
りよく生きていこう、助け合い励まし合いなが
ら共に生きていくことが大切」だと気付かせた
い授業である。
⑤実践
ア 今、一番欲しいものについて考える。
イ 歌詞カードを配り、黒板にも大きな歌詞
カードを掲示する。
ウ エクササイズ
◎自分が思う「素敵なもの」
「なぜ『僕』
、
は素敵なものをあげたのか」をワーク
シートに記入する。
エ シェアリング
◎上記のことについて自分の考えを発表
し合う。
オ エクササイズ

◎「ここまで来た道を振り返ってみたら
…」
どうなっていると思うかを考える。
カ シェアリング
◎自分の考えを発表し合う。
キ 「僕が一番欲しかったもの」を聴く。
ク 「僕が探していたものは何だったのか」

、
「自分の欲しいものと比べて何が違うの
か」を考える。
ク 最
 後にもう一度「僕が一番欲しかったも
の」を聴く。
⑥授業の実践内容と成果・課題
本授業は、カウンセリング的道徳の最後の検
証として、保護者にも一緒に考えてほしいと思
い、授業参観日に行った。
今回は、導入時に歌を流すのではなく、自分
が「欲しいもの」と「必要としているもの」の
違いに気付かせたいと考え、
「今欲しいものは
何か」と発問した。すると全ての児童が、ゲー
ムやおもちゃなど、
自分が楽しむための「もの」
を選んだ。
展開では、歌詞カードだけを配り、歌詞につ
いて考えさせた。
『
「僕」
が拾った
「すてきなもの」
とは』の発問に対して、ほとんどの児童が「す
てきなもの」を「きらきらしたもの」や「宝石」
などとイメージしていた。次の「なぜそれをあ
げたのか」という発問に対して、
「今の僕以上
に必要としているから」や「その人が嬉しそう
に笑っているのを見て自分も嬉しいから」と答
えることができた。
「なぜ嬉しいの」と訊いて
みると、
「自分がしたことで人が喜ぶのは嬉し
いから」
と答える児童が多かった。
ただ、
「僕だっ
たらあげない」と答える児童もいた。理由を訊
くと「僕も必要としているから」と答えた。そ
の発言から「そうだね」と心変わりする児童も
いた。歌詞カードの最後の『
「結局そんなこと
を何度も繰り返し、最後には何もみつけられな
いまま、
ここまで来た道を振り返ってみたら…」
どうなっていると思いますか。
』という発問に
対して、以下のような意見が出た。
・今まで拾ったものをあげた人たちが勢揃い
していた。
・嬉しそうにしていた人たちがいる。
・拾ったものを返しにきた。
・何も見つけられず帰った。
プラスの思考に結び付けて意見を書いている
児童が多かった。
ここで、槇原敬之さんが歌う「僕が一番欲し
かったもの」を聴かせた。そして「僕が探して
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いた『一番すてきなもの』とはなんだったのか」
と発問した。それに対して・幸せ・笑顔・嬉し
い気持ちの 3 つが出た。ここで、導入時に聞い
た「自分が欲しいもの」と「僕」が見つけた一
番素敵なものとの違いについて考えさせた。
・僕が書いたのは「もの」だったけど「僕」
が見つけたものは「笑顔」や「幸せ」とい
う気持ちだった。
・人のことを想っているかいないか。
・自分が必要としている「もの」と誰かが必
要としている「もの」の違い。
そして最後に、シェアリングをし、意見交流
を行った。もう一度
「僕が一番欲しかったもの」
を聴きながら授業の感想を書いて終えた。感想
には、以下のような記述が見られた。
・これから私も素敵なものを見つけられるよ
う人に優しくしたい。
・自 分の気持ちについて勉強できてよかっ
た。
・僕もお話の「僕」みたいになりたい。
・お話の僕みたいに人の役にたてる人になり
たい。
ほとんどの児童が自分に置き換えて感想を書
くことができた。
本授業の課題として以下のようなことが挙げ
られる。
・歌詞カードの読み取りに専念しすぎたあま
り、時間配分に課題がみられ、一問一答式に
流れる場面が見られた。
・個人で考えて「書く」という作業が多くなっ
たため、シェアリングの時間があまり確保で
きなかった。

5

実践を通しての成果と課題

（1）成果
本実践記録では、「カウンセリング的道徳」
の一手法であるグループエンカウンターを体験
的活動として取り入れ、
「音楽や映像」を教材
として扱うことで「心に活力を与える」ことが
できるかどうかの検証を行った。事前と事後で
それぞれアンケートをとったところ以下のよう
な結果になった。

Q1 道徳が好きですか。
（好きになった）
好き

まあまあ あまり好き
好き
ではない

苦手

事前

70%

23%

4%

3%

事後

74%

20%

6%

0%

Q2

学校は好きですか。
（好きになった）
好き

まあまあ
好き

あまり好
きでない

苦手

事前

86%

14%

0%

0%

事後

96%

4%

0%

0%

成果として、道徳への好感度が上がり、関心・
意欲が高まったことが一番に挙げられる。事後
アンケートでは、
「道徳の授業が好きになった。」
「楽しかった。
」と答える児童の割合が増えた。
理由として、
「いい歌にであえた。
」や「音楽を
聴く道徳で道徳が好きになった。
」
「友達とたく
さん話し合えた。
」など「音楽や映像の活用」
「カ
ウンセリング的道徳による授業作り」により、
子供たちの心に活力が生まれているのがわかっ
た。また、道徳の授業で使った音楽を帰りの会
等で流すと「あの時に聞いた曲だ。
」と口ずさ
む児童もいた。シェアリングによる意見交流は
より良い人間関係作りを促し、学校に対する好
感度向上にもつながった。
本実践を通して、
「音楽」や「映像」等の心
に残るものがあると、子供たちの道徳に対する
活力を与えることがわかった。授業の中で「私
だったらこうするのにな」や「なんでこの人は
○○したんだろう」とつぶやくこともしばし見
受けられようになった。また、歌詞や映像の中
から考えていくとイメージがもちやすく、
「な
るほど。そういう気持ちがあったんだ。
」など
納得する児童が多く出てきた。シェアリングを
取り入れることで、子供たちが自分の目で見
て、その人の表情や声などからその人の気持ち
を考え、より自分自身のことと照らし合わせて
考えられることにつながった。音楽や映像の使
用は、
教師自身も深く考え、
より工夫された「心
に葛藤を生む発問」作りにもつながった。今回
経験した音楽や映像から道徳的価値にあった発
問を考えることは楽しいと感じた。今回の実践
で、決まりきった発問をするのではなく、その
歌から教師一人一人が感じたことをねらいに基
づいた発問にすれば、子供たち自身に葛藤が生
まれることがわかった。以上のことから、
「映
像や音楽」を教材として用い「カウンセリング
的道徳」
の手法による授業作りを進めることで、
子供たちの心に活力を与え、更に工夫された発

－ 26 －

問により心の葛藤を生むことができるとわかっ
た。
（2）課題
一方で、以下のような課題が残った。
一つ目の課題として適切な「時間配分」の設
定が挙げられる。
二つ目の課題として「特別の教科 道徳」の
教科書との整合性である。教科書がメインと
なっていく中で、
「カウンセリング的道徳」を
どのようにして年間指導計画に組み込んでいく
のが効果的なのかについて検討していかなけれ
ばならない。
三つ目の課題として、2 年生で実施したが、
語彙がまだ少ない児童にとっては、歌詞の意味
を伝えるのに苦労する面が見られた。低学年の
実態に寄り添った「カウンセリング的道徳」の
在り方を、今後の研究課題としていきたい。
【参考文献】
・永田繁雄「平成 29 年版 小学校 新学習指導要
領ポイント総整理 特別の教科 道徳」
・柴田 克「J − POP で創る 中学道徳授業」
・柴田 克「J − POP で創る 中学道徳授業 2」
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【実践記録】

学校薬剤師と学校が連携した健康教育の取り組み

−アンチドーピングの啓発と喫煙防止教育 DVD 作成に関わる 3 年間の実践を通して−
船橋市立坪井中学校

1

はじめに

本校では、かねてより健康教育として、学校
歯科医による講演「口腔 Q&A」
、や「薬物乱用
防止教室」
「健康安全集会」等を年間計画に位
置づけ、計画的に実施している。
これは、薬物乱用防止教室については、国の
「第五次薬物乱用防止五か年戦略」において、
全ての中学校および高等学校で年 1 回は開催す
るよう示されていることによる。
また、学習指導要領では「医薬品」に関する
内容が中学校保健体育科（保健分野）に盛り込
まれ、平成 24 年度から実施されている。
そこで、本校が文武両道を掲げ部活動で活躍
する生徒も多いこと、2020 年には東京オリン
ピック・パラリンピックが開催されることなど
から、従来の薬物乱用防止教室とは別の形で、
身近である医薬品の学習を通し、アンチドーピ
ングについても学ばせたいと考えた。
本校の現学校薬剤師は平成 28 年度より本校
の担当となり、近隣の日本大学薬学部に勤務し、
スポーツファーマシスト 1）の資格を持つ。ま
た、この学校薬剤師の所属している薬事管理学
研究室では、学生が学校教育用の DVD 教材を
作成していることから、学校薬剤師と学校（養
護教諭）とが連携して健康教育に取り組むこと
で、生徒が将来の夢や自己実現に向けて意欲的
に生活し、
「自分の身は自分で守る」
意識を持ち、
自分を大切にする気持ちを育んでいきたいと考
え、本テーマとした。

2

実践の方法

学校薬剤師がスポーツファーマシストの資格
を持っていることから、医薬品について学習す
るとともにアンチドーピングについても啓発し
ていく。
学校薬剤師が近隣の日本大学薬学部に勤務し
ているという本校の特性を生かし、学校薬剤師
の研究室の学生が中学生向けに作成した DVD
教材を、生徒や学校職員が視聴することで意見
を得て、内容の検討を重ね、より学校現場に即
した DVD 教材の作成につながるよう求めてい
く。
1）ス ポーツファーマシストとは最新のアンチドーピ
ング規則に関する知識を有する薬剤師のこと

養護教諭

赤澤

直美

（1）平成 28 年度
①学校薬剤師による講演（アンチドーピングに
ついて 対象：3 年生 176 名）
（2）平成 29 年度
①日本大学薬学部学生作成によるジェネリック
医薬品についての DVD 視聴 対象：保健委
員会 34 名（その後、学生が学会にてパネル
発表）
②学校薬剤師と養護教諭が船橋市学校保健会に
て共同発表
③学校薬剤師による講演（アンチドーピングに
ついて 対象：3 年生 184 名）
④日本大学薬学部学生作成による喫煙防止教育
DVD に対する本校の保健体育科教諭と養護
教諭による意見交換
（3）平成 30 年度
①日本大学薬学部学生作成による喫煙防止教育
DVD 視聴（対象：保健委員会 36 名）
②日本大学薬学部学生作成による喫煙防止教育
DVD を用いた授業（保健体育科学習におい
て 対象：3 年生 214 名）

3

実践の概要と結果

（1）平成 28 年度の実践
〈学校薬剤師による講演〉
①「薬とアンチドーピングについて」対象：3
年生
本校では、2 年生で警察署員による薬物乱用
防止教室を行っている。3 年生では、その知識
を踏まえながら医薬品やドーピングについて学
習し、自分の健康に対し注意を払い自己管理で
きる力を身につけさせたいと考えた。
〇講演前の調査より（アンケート）
実施にあたり、3 年生に対し事前調査を行っ
た。薬の使い方の授業を受けたことがある生徒
は 86%（図 1）
、ドーピングについての授業を
受けたことがある生徒は 15% いる（図 2）
。ドー
ピングについての授業は、運動系のクラブチー
ムに所属している生徒が受けたことが多い。ま
た、ドーピングという言葉を聞いたことがある
生徒は 85% で（図 3）
、男子の方が 90% と多い。

－ 28 －

薬や薬の使い方に関しては、副作用や正しい飲
み方、使い方について知りたいと答えている。
中には薬物に関する質問も見られた。ドーピン
グに関しては、「ドーピングとは何か？」を聞
く生徒が多く、報道されている割には知らない
生徒がいることがわかった。ドーピングの副作
用や危険性についての質問も見られた。
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〇実施後のワークシー
トより
実 施 後、 振 り 返 り
ワークシートに記入し
てもらったところ、次
のような感想が得られ
た。

〔図 3〕事 前アンケート結
果③

〈生徒からの感想（抜粋）
〉
〈薬について〉
・一番印象に残ったことは、薬を飲みきらな
ければならない理由です。もし薬を飲みき
らなかったとき、体の中にまだバイキンが
残っていたらその薬が効かないバイキンに
なってしまうと知ってとても驚きました。
気を付けて服用しようと思います。
・今まで疑問に思っていたこと（薬はどうし
て水以外で飲んではいけないのか）がわ
かったのでよかったです。また、その疑問
に対する実験を見てお茶だと薬とくっつい
てしまい効果がなくなってしまうこともわ
かりました。しっかり守っていきたいです。

〈ドーピングについて〉
・自分はスポーツ選手なので将来薬などを使
うときには気を付けて使いたいと思う。薬
を使わないよう体調管理も気をつけたい。
・ドーピング作用が出る薬はスポーツドリン
クとビタミンなどの薬だけだと思っていた
けれど、全ての薬に可能性があるとわかっ
たので友だちで知らない人がいたら教えて
あげたい。将来スポーツ選手になる友だち
の名前が汚れないように注意し、防ぎたい。
〇平成 28 年度の成果と課題
振り返りワークシートから、講演のわかりや
すさに対しては、90% 以上の生徒が「とてもよ
くわかった」
「わかった」と答えている（図 4）。
薬の種類や構造の話、ことばも初めて聞くドー
ピングの話であったが、イラストや写真等でわ
かりやすく教えていただいたため、興味深くき
くことができた。また、薬の正しい使い方も再
確認できた（図 5）
。感想から、自分の将来に
目を向けて考えられる生徒や、他の人にも教え
たい、色々な人に伝えたいといったように、自
分自身だけでなく、他者の健康も気遣う姿勢が
みられた。これらをまとめ、学校薬剤師と 3 学
年生徒、および全職員に配付し（写真 1）
、学
校のホームページにも掲載した。
3 学年職員からも感想を聞いたところ、「も
う少し難しい内容でも大丈夫なのではないか。」
「生徒が活動できる場面があるとよい。
」といっ
た意見が出されたため学校薬剤師に提案し、次
年度への課題とした。また、学校薬剤師から
は「今後社会を担う生徒たちに知っておいて欲
しい、健康や医療に関する知識を踏まえた教育
や、
より魅力的な教材作成ができたら、
と思う。」
と感想をいただいた。
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シ ー ト 結 果（ 平 成 28 年 シ ー ト 結 果（ 平 成 28 年
度①）
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〔写真 1〕実施後のまとめの資料（平成 28 年度）

（2）平成 29 年度の実践
〈日本大学薬学部学生作成による DVD 教材視聴
と学校薬剤師による講演〉
①ジ ェネリック医薬品についての DVD 教材視
聴対象：保健委員会
千葉県健康福祉部薬務課からの依頼を受け、
学校薬剤師の研究室の学生が小・中学生向けに
ジェネリック医薬品についての DVD 教材を作
成した。「小・中学生向け」とはなっているが、
実際に中学生が視聴してどれくらい理解できる
か、保健委員会の生徒が視聴することで検証し
た。
〈ジェネリック医薬品についての DVD 教材
について〉（アニメーション）

〇理解度について（視聴後のアンケートより）
DVD 視聴後は、
「ジェネリック医薬品を使用
することで薬代が安くなる」（図 7）
、
「ジェネ
リック医薬品の成分は新薬と同じである」とい
うことについては、80% 以上の生徒が「よくわ
かった」
「わかった」と答えているが、
「国の医
療費を減らすことができる」といった踏み込ん
だ内容では 2 年生では 30%、1 年生では 33% と、
学年が下がるにつれ、
「少し難しかった」と答
える生徒も見られた（図 8）
。中には、内容を
よく理解した上で、ジェネリック医薬品のメ
リットやデメリットについて質問している生徒
もおり、研究室の学生も驚いていた。
〈生徒からの感想（抜粋）
〉
〈わかりやすかったところ〉
・ジェネリックが何なのかよくわかった。特
にジェネリック医薬品を使い、国の医療費
を減らしたり、新薬と同じ効果であるとこ
ろがとてもわかりやすかった。
・新薬の特許期間の話、試験費用をおさえら
れる話はわかりやすかったです。
〈わかりづらかったところ〉
・ジェネリックがある中で、ジェネリックで
はない薬は売れるのか。なぜジェネリック
じゃない薬を希望するのか。添加物が違う
とあったが、違うことによるメリット、デ
メリットはあるのか。

中学生の女の子が、薬代が高いと嘆いてい
る祖母に対し、学校で薬剤師が教えてくれ
た、ジェネリック医薬品について説明する。
（千葉県インターネット放送局 ジェネリッ
ク医薬品のお話（中学生向け）にて視聴可能）
〇視聴前のアンケートより
「ジェネリック医薬品」という言葉について
は、3 年生では全員が知っていたが、2 年生で
は 50%、1 年生では 42% と、学年が下がるにつ
れ認知度は低い（図 6）
。
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〇 DVD 視聴の成果と課題
生徒には内容が難しかったようだが、当日事
前に学校薬剤師が生徒たちに DVD の説明をし
てくださり、近隣の日本大学薬学部の学生が作
成したということで生徒たちも親しみを持って
視聴できた。中には、
「知らないことを知るこ
とができた。学校でも見る機会ができたらい
い。」といった意欲的な意見もあった。
また、この取り組みは学生の学会発表にもつ
ながり、生徒たちが大学の研究に貢献したとい
う実感を持つことができた（写真 2）
。

との取り組みを紹介したところ、
「今まで学校
薬剤師をこのように活用したことがなかった。」
といった意見も出されるなど、好評を得た。
③学校薬剤師による講演
「薬とアンチドーピングについて」

対象：3
年生
前年度の課題から、スライドに加え、水とお
茶それぞれに薬を混ぜた場合の実験を行った。
お茶に鉄分を含む薬を混ぜたところ、一瞬にし
てお茶が濁った（写真 3）のを目の当たりにし
た生徒たちからは、驚きの声が上がった。
〇実施後のワークシートより
実施後、生徒からは次のような感想が挙げら
れた。
〈生徒からの感想（抜粋）
〉
〈薬について〉
・普 段の生活の中で薬を使うことがあるた
め、興味を持って聞くことができました。
実験で行った、薬と飲み物の関係では、お
茶やジュースなどを使わずに飲むのが本当
に大切だということがよくわかりました。
・水以外で飲んではいけないことは知ってい
たけれど、何がいけないのか知らなかった
ので勉強になった。
・薬が体の中のどこで溶けるようになってい
るのか考えたことがなかったので、面白
かった。また、お茶と水での実験で、よく
医師の話を聞き、注意事項を読んで薬を飲
むべきだと思った。

〔写真 2〕日 本大学薬学部学生による学会パネル発表
資料

②学校薬剤師と養護教諭が船橋市学校保健会に
て発表
平成 28 年度に実施したアンチドーピングに
ついての講演と、ジェネリック医薬品について
の DVD 教材視聴を交え、
「本校の健康教育の取
り組みと学校薬剤師との連携」として、学校薬
剤師とともに船橋市学校保健会にて発表した。
この発表には、市内小中学校校長や養護教諭を
始め、船橋市医師会や歯科医師会、薬剤師会の
理事の方々、保護者の方々も参加している。こ
の発表が画期的な実践事例として認められたこ
とから、本校の学校薬剤師が「学校薬剤師と学
校との連携」と題し、鎌ケ谷市の養護教諭を対
象に講演を行うこととなった。講演の中で本校

〈ドーピングについて〉
・気 づかずに服用してしまったりすること
で、うっかりドーピングになってしまうと
知って、表示をしっかり見るなどして、自
分で対策しなければならないと感じまし
た。
・自分もスポーツをやっているので、気をつ
けることが１つ増えました。これからは、
大会など、大事なときには注意していきま
す。
・スポーツをやっている人間として、少しず
つ意識しながら行動していきたいと思いま
した。
〇講演の成果と課題
振り返りワークシートから、95% 以上の生徒
が学校薬剤師の話を「とてもよくわかった」
「わ
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かった」と答えている（図 9）
。実験はやはり
インパクトがあり、関心や、理解度が高まった。
感想からは、自分で気をつけていきたいといっ
たように、自己管理することを意識していく姿
勢もみられた。保健委員会の生徒が中心となり
実験を実施したが、委員会活動の時間を通して
学校薬剤師と面識があったこともあり、スムー
ズに実験ができた。
3 学年職員からは、「実験がよかった。
」
「薬
物乱用防止教室とはまた違った切り口で薬のこ
とを学べ、よかった。
」
といった感想が出された。
まとめたものは、学校薬剤師と 3 学年生徒、お
よび全職員に配付し（写真 4）
、学校のホーム
ページにも掲載した。
アンチドーピングについては、運動系の部活
動に入っていた生徒や、運動を続けている生徒
にとっては入りやすい内容であるが、そうでは
ない生徒にも関心を持ってもらうために、イン
パクトのある写真をスライドの中で見せたらど
うか、と学校薬剤師からの提案があったので、
次年度への課題とした。
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混ぜたとき
シート結果
（平成 29 年度）

し内容について検討した。
「わかりやすい。
「写
」
真やイラストなど、視覚に訴えるものはわかり
やすく、よい。
」
「中学生にはもう少し高度な内
容の方がよい。
」といった意見が出されたので
それらを学校薬剤師に提案し、検討していただ
いた。また、学校薬剤師からは、
「打ち合わせ
等で頻繁に訪問するようになり、養護教諭だけ
でなく保健体育科の教諭とも顔なじみになり、
さらに中学校に親しみを持つようになった。健
康教育教材を通し生徒たちにもっと関わりたい
という気持ちになった。
」との感想をいただい
た。
〈喫煙防止教育 DVD 教材について〉
（アニ
メーション）
中学生の男の子が、家でタバコを吸ってい
る父親に対し、タバコを吸ってみたいと言っ
たところ、ダメだと言われる。翌日、学校
で学校薬剤師がタバコの成分や害について
説明してくれる。男の子は帰宅後、父親に
禁煙を勧める。
（3）平成 30 年度
〈日本大学薬学部学生作成による喫煙防止教

育 DVD 教材を用いた授業〉
①保健委員会生徒による視聴
保健体育科教諭と養護教諭の意見から改良さ
れた喫煙防止教育 DVD 教材を授業で使用する
前に、まず保健委員会で視聴した。
〇視聴前後のアンケートより
視聴前では認知度がいずれも 30% 以下と低
かった用語（タール・主流煙・副流煙・受動喫
煙）も、視聴後では 80% 以上が「言葉の意味
がわかる」と答えている（図 10）
。
また、
喫煙への興味については、
視聴前は吸っ
てみたいと「少し思う」と答えた生徒が 1 名い
たが、視聴後は全員が「あまり思わない」
「全
く思わない」と答えている（図 11）
。
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〔写真 4〕実施後のまとめの資料（平成 29 年度）

④喫煙防止教育 DVD 教材視聴
保健体育科教諭と養護教諭による意見交換
学校薬剤師の研究室の学生が作成した「中学
生向け」喫煙防止教育 DVD 教材を授業で使用
するために、保健体育科教諭と養護教諭が視聴
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〔図 10〕喫煙防止 DVD（保健委員会）結果①
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(ே)

の関わりが理解を深めている要因にもなってい
た。さらには、
「煙をよけるようになった。」と
いったように、知識から行動につなげられてい
る生徒がいることもわかった。
喫煙防止に関しては小学校においても学習し
た内容ではあるが、用語に関する認知度は視聴
前では低かったため、繰り返し学習する必要が
あることがわかった。
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〔図 11〕喫煙防止 DVD（保健委員会）結果②

〇視聴後のアンケートより
視聴後、生徒からは次のような感想が挙げら
れた。
〈生徒からの感想（抜粋）
〉
〈わかりやすかったところ〉
・男の子が私たちに代わってたばこについて
いろいろと聞いていくかたちだったので、
わかりやすかったです。
・ニコチンなどの悪影響がある言葉や意味の
説明がとてもわかりやすかった。デメリッ
ト、メリットをはっきり説明していてよく
分かった。
・写真などで吸う場合と吸わない場合との差
を分かりやすくしていた。タバコに対する
対策も教えてくれていた。
わかりやすかった点としては、
図や写真など、
見てすぐわかるものを挙げている生徒が多く、
合わせて 56% いる。また、18% の生徒が、細か
く丁寧な説明もわかりやすいと答えている（図
12）。
40

(%)

②保健体育科学習において 対象：3 年生
実際に、保健体育科の授業の中で喫煙防止教
育 DVD 教材を視聴した。期末テストの結果を
返却する際に、振り返りとして視聴してもらっ
た。
〇視聴前のアンケートより
DVD の内容が期末テストの範囲内であった
ため、男子では用語の知識の変化については視
聴前後で大差はなかったが（図 13）
、女子では
主流煙・副流煙・受動喫煙に差が見られた（図
14）
。女子を担当している保健体育科教諭によ
ると、教科書には載っているが詳しくは触れな
かったとのことで、視聴前の認知度はいずれも
50% 以下と低かったと思われる。
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〇 DVD 視聴の成果と課題（保健委員会）
DVD を視聴したことにより、喫煙に関する
用語の理解度が増した。後日の委員会活動の中
で再度 DVD について聞いたところ、
「何もわか
らない私でも理解できた。
」や「なぜタバコが
ダメなのか知ることができて良かった。
」
といっ
た感想が挙げられた。また、
「薬剤師の人に直
接聞けたことが良かった。
」と、学校薬剤師と

ὶ↮

〔図 13〕喫煙防止 DVD（3 年）結果①
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〔図 12〕喫煙防止 DVD（保健委員会）結果③（記述式）
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〔図 14〕喫煙防止 DVD（3 年）結果②

〇視聴後のアンケートより
視聴後、自由記述でわかりやすかった点とわ
かりにくかった点、改善点を書いてもらったと
ころ、やはり図や写真など、見てすぐわかるも
のを挙げている生徒が合わせて 47% と約半数
いる。
（図 15）
。喫煙者と非喫煙者の肺の写真や、
双子の女性の将来を予想した写真は、比較でき
るため特に印象に残っている様子がうかがえ
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た。また、「ゆっくり説明してくれたので、わ
かりやすかった」と答えている生徒もいた。
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〔図 15〕喫煙防止 DVD（3 年）結果③（記述式）

〈生徒からの感想（抜粋）
〉
〈わかりづらかったところ・改善した方がい
いと思うところ〉
・大 事な部分は特に強調して言った方がい
い。
・実際、本当にたばこをやめられるのか知り
たい。
・もう少し、受動喫煙でおこる害について知
りたいです。
・全部教科書で習っているので、もっと専門
的なためになる情報を教えて欲しかった。
・健康のためになんて理由で禁煙をすすめる
中学生はいないと思う。
「金もかかる」を
プラスすれば現実的。
〇 DVD 視聴の成果と課題（3 年生）
テストの振り返りとして視聴することで、内
容についてより理解が深まった。特に女子では
授業の中で触れられなかった用語について、視
聴後の理解が深まった。
振り返りとしての視聴だったため、男子では
用語の知識の変化については視聴前後で大差は
なかったので、次年度は授業の中で視聴させた
い。また、視聴後のアンケートの中で、「専門
的な話を聞きたかった」や「知識が深まる内容
がよかった」といった感想もあった。保健体育
科の教諭からは、
「内容を中学生向けにするな
らば、家での親子の会話より塾帰りに友だちが
喫煙しているといった場面設定の方がよいので
はないか。」との意見が出されたので学校薬剤
師に提案し、今後の課題とした。
研究室の学生からは「中学生は内容をきちん
と評価してくれる。建設的な意見は参考にな
る。」といった感想をいただいた。

4

実践のまとめ（成果と課題）

講演や DVD 教材について生徒や学校職員か

ら意見をきくことで現場のニーズがわかり、そ
れを学校薬剤師に提案し参考にしていただき、
改良を重ねていただいた結果、学校現場に即し
た教材作成につながり、何より学校として一緒
に作り上げていることを実感できた。
また、生徒たちは、大学の研究に貢献したと
いう実感を持つことができた。
学校薬剤師が身近な存在になることで、生徒
たちの興味、関心が高まる様子がうかがえたの
で、今後は保健体育科の授業や総合学習といっ
た他の機会においても、学校薬剤師と生徒が直
接関われる場面があるとよいのではないかと考
える。
DVD 教材の内容については、わかりやすい
といった意見がある一方で、もう少し高度な、
専門的な知識を求める声もあるので検討してい
ただく必要がある。また、アンチドーピングに
ついてはまだまだ認知度が低いため、スライド
の工夫と引き続き啓発していくことが大切であ
ると実感した。

5

おわりに

今まで学校薬剤師とは年間に行われる定期環
境検査での関わりが主であったが、その枠を広
げ、お互いのニーズが合致し今回の実践に結び
ついた。中学生にとっては大学の研究に触れる
機会にもなり、学校薬剤師の研究室の学生から
も、
「中学生の考えや想定していなかった意見
を聞くことができたことが良かった。
」との言
葉をいただいた。
学校薬剤師によると、この連携が他の学校薬
剤師の耳にも入るようになり、子どもたちへの
健康教育に関わりたいと言われることが多く
なったそうである。
本校は、
学習に対する意欲が高い生徒が多い。
知らなかったことを知る喜びや、さらに専門的
な知識を学びたいといった生徒の気持ちを大切
にし、地域の特性を生かしながら、今後も学校
薬剤師との連携を続け、健康教育の実践につな
げていきたい。
【参考文献】
・厚生労働省（平成 30 年 8 月）
『第五次薬物乱
用防止五か年戦略』
・文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29
年告示）
』
・公益社団法人 日本薬剤師会ホームページ
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【実践記録】

「ことば」を中心にした授業と学級経営
－活動の一貫性・関係性の向上を図りながら－
船橋市立飯山満小学校

1

はじめに

「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説
総則編」（以下「総則編」
）においては、これ
からの公教育としての小学校の教育の在り方が
数多く示された。現行の学習指導要領を引き継
ぐ形で、より具体化された内容となっている。
その中で大きな話題となった「主体的・対話
的で深い学び」の実現に向けては、
「総則改正
の要点」①資質・能力の育成を目指す「主体的・
対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を
進める、という形で記されている。小学校の現
場においては、今までの学習指導の中でもその
視点に立った指導が多くなされており、児童が
生き生きと活動する場面も数多くあった。
「総
則編」においても、
「これまで地道に取り組ま
れ蓄積されてきた実践を否定し、全く異なる指
導方法を導入しなければならないと捉える必要
はない」と明記されている。
しかしながら、現状は十分ではない。その大
きな要因として、学習活動そのものが単発的に
行われており、見通しを持った指導が行われて
いたかどうか、という点で不十分であた。
「総
則編」の中でも、「1 回 1 回の授業で全ての学び
が実現されるものではなく、単元や題材など内
容や時間のまとまりの中で、学習を見通し振り
返る場面をどこに設定するか、グループなどで
対話する場面をどこに設定するか、児童生徒が
考える場面と教師が教える場面をどのように組
み立てるかを考え、
実現を図っていく」とある。
日常的であると同時に、
計画的に、
見通しを持っ
た指導が求められている。
また、
「授業の 1 単位時間の設定や時間割の
編成を弾力的に行うこと」
（
「学習指導要領」第
1 章総則第 2 の 3（2）ウ）と記されているが、
これは「主体的・対話的で深い学び」は、既存
の 45 分を 1 単位とする授業構成のみでは実現が
困難なことを指していると考えられる。
そこで、現行の指導要領の中で、次期指導要
領の理念を追い求める実践を行い、その成果と
課題を研究としたい。

2

実践の方法

（1）対象学級について
本学級は第 6 学年で、男子 19 名、女子 14 名、

教諭

植本

京介

計 33 名の学級である。第 5 学年より学級編成を
行わず、また担任も変更がなかった（4 月より
2 名転入あり）
。その学級の第 6 学年 4 月から 10
月までの実践記録である。
（2）検証科目及び検証活動
①社会科 『天皇中心の国づくり』
②国語科 『グループで話し合おう』
③国語科 『きつねの窓』
（3）検証方法
①ノートからの分析と考察
②単元テストからの考察
③アンケートからの考察

3

実践の具体的内容

（1）1 年間を見通した話し合い単元計画
期（月）・指導事項

教科・単元「主発問」

【Ⅰ期（4 − 5 月）】
社会『天皇中心の国づく
・話 し合いの基本形を示 り』
す
「聖武天皇は奈良の大仏を
・話 し合いの授業のスタ もっと小さく作るべきで
イルの定着を図る
あった」（話し合い）
【Ⅱ期（6 − 7 月）】
国語『グループではなし
・デ ィベート学習の意義 合おう』
を伝える
「学校に自動販売機を設置
・政 策論題をテーマとし す る べ き で あ る 」
（ディ
たディベートを行う
ベート）
【Ⅲ期（9 − 10 月）】
国語『きつねの窓』
・話し合いの質を高める 「物語のクライマックスは
・よ りディベート的な話 どこか」（話し合い）
し合いを目指す
国語『ぼくの世界君の世
界』
「一番大切な段落は何段落
か」（話し合い）
【Ⅳ期（11 − 12 月）】
国語『パネルディスカッ
・デ ィベート学習の意義 ションをしよう』
を伝え、質の高いもの 「動物園の動物は幸せか」
にする
（ディベート）
・
「納得解」を導き出すよ
うにする
【Ⅴ期（1 − 2 月）】
社会『新しい日本、平和
・対 話を繰り返し、考え な日本へ』
続けさせる
国語「君へ」

（2）検証授業
①社会科『天皇中心の国づくり』
（
『新しい社会
6 上』東京書籍）
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社会科の目標をそのように置く一方で、年間
を通しての話し合いの目標としては、意欲的に
学習することの楽しさ、意見を戦わせながら話
し合うことの楽しさを感じてもらいたいと考え
た。
（※）立 場を二つに分け、主張→質問→反論を
型として全体で話し合う授業。当授業で
は肯定側と否定側に分かれて実施した。

15

分

聖武天皇は奈良の大仏をもっと小さく作る
べきであった

第三時

以上から、天皇中心の政治が全国にまで及ん
でいたことを理解させ、
その理解に至るまでに、
教師が一方的に教え込むのではなく、
「調べる」
ことを中心にして学習を進めていくことが求め
られているのである。教科書にも「調べる」こ
とは重要視されているが、教師が一方的に知識
を伝達する授業、もしくは教科書を読んだこと
を「調べる」という授業にもなりかねないと考
えた。
そこで、「聖武天皇が中心」となって「大仏
造営」「全国に支配が広がったこと」を意欲的
に「調べ」
、より深い理解につなげるために、
菊池省三・菊池道場著『白熱する教室の作り方』
を参考に、以下のテーマで「ディベート的な話
し合いの授業」（※）を行った。

全体で話し合い活動を
行う。
肯定側主張→否定側主
張→同じ立場の友だち
と作戦会議→否定側か
ら肯定側への質問・反
75 論→肯定側から否定側
への質問・反論→全体
での話し合い→少人数
での話し合い、の流れ
で進めていく
分

「大仏造営」について調べるとは、例えば聖
武天皇の発案をもとに、行基らの協力によ
り国家的な大事業として東大寺の大仏が造
られたことを取り上げて調べ、天皇を中心
として造られた新しい国家の政治が都だけ
でなく全国に及んだことが分かるようにす
ることである。

中心発問を知る。
教科書、資料集を中心
自分の立場を決め、調 に調べ、自分の立場を
べ学習を行う。
決める。
立場を黒板に示す。
45
同じ立場の友だちと主
張を考える。

第二時

また、具体的な内容の取扱いについては以下
のように記されている。

児童の活動

分

第 3 章 2 内容
イ 大陸文化の摂政、大化の改新、大仏造営
の内容、貴族の生活について調べ、天
皇を中心とした政治が確立されたこと
や日本風の文化が起こったことが分か
ること。

学習内容
第一時

「小学校指導要領解説 社会編」（平成 20 年 8
月）では、本単元の学習内容について以下のよ
うに記されている。

学習の感想を書く。

同じ立場の友だちと近
くに座り、発表の最中
にも常に話し合いなが
ら話を聞く。
資料を根拠に主張する
ことが大切であること
を押さえながら、理解
を広げ深めていく。
途中で立場が変わった
ら、全体の前でなぜ変
わったのかを発表して
立場を変更する。
内容面と話し合いの面
の 2 つの観点から感想
をノートに書く。

本校ではモジュールを採用しているので、全
3 時間の配分を上記のように組み替えて行っ
た。話し合いを形式的ではなく、白熱したもの
にするには 45 分間では不十分である。白熱し
始めるまでに、また話し合いの指導をするのに
ある程度の時間を要するからだ。主体的な対話
活動を実施していくうえで、柔軟にカリキュラ
ムを変更していくことは不可欠であると強く思
う。
第二時では、自分の立場から教科書や資料集
などをもとに主張を組み立て、全体で意見の交
流を行った。より議論がかみ合いやすくなるた
めに発表された主張やそれに対する反論は、横
書きの板書にして残すようにした。
全体での討論は、主張を述べる段階では「挙
手→指名→発表」で、質問や反論を述べる時に
は、述べたいときに起立して発表する「自由起
立式」で行った。
主張はその後の話し合いの根本にあたるの
で、その意味合いや定義を確認しながら丁寧に
文字を起こし板書した。しかし、それを質問や
反論の場でも続けていくと、話し合いにテンポ
が生まれず、
「意欲的」
「深い学び」につながり
にくくなった。そこで「自由起立式」で発表を
行うことで、より相手の発表に耳を傾け、瞬時
に反論しようとする児童が増えると考えた。事
実、普段の授業ではまじめに授業に取り組みな
がらも、全体の中ではあまり目立つことのな
かった児童男女各 2 名ずつが、この場の反論で
発表をすることができた。

－ 36 －

全体での討論の後、違う立場の友達と意見を
戦わせた。今回は短い時間であったこと、また
全員が話し合いを「する側」であってほしいこ
とから、少人数で話し合うように指示した。そ
の際、板書してある黒板も児童に開放すること
で、より意欲的に、よりかみ合った議論を展開
させることにつながっていたと考えている。

話し合いの終了後、ノートに学習の感想を、
社会科の内容面からと話し合いからの 2 つの視
点で記述させた。以下一部抜粋する。
【内容面】
・同じ資料を見ても見方が変わるとちがう意
見になることがよくわかった
・教科書と資料集を根拠にしたので、何回も
何回も読み込んで考えられた。
・時代が今とちがうこともよくわかったしだ
からこそむずかしかった
【話し合い面】
・ちがう立場の人と話すときには相手の意見
を引用してうまく話せた
・笑顔で白熱できて楽しかった
・どれだけたくさん調べたかの準備がすごく
大切だと感じた
教師が一方的に話し伝える授業よりも、意欲
的な学びや資料の活用の能力の向上など、様々
な点で効果的であったことは明らかであった。
何より、知識を活用することで、初めて自分の
力になるのだと実感した。
授業後に実施したアンケートでも、33 人中
31 人が「とても楽しかった」と回答した。ま
た単元末テストの該当部分の平均正答率も 92%
となり、5 年生の時には平均すると 85% 程度で
あった思考の観点でのテストとしては高いもの
となった。意欲的な学習が知識の定着や思考の
深まりに寄与したと考える。
②国語科『グループで話し合おう』
（
『ひろがる

言葉 小学国語 6 上』
本単元は、
「A 話すこと・聞くこと」に該当
する単元である。本校の年間計画に位置付けら
れている指導事項及び言語活動例は以下の通り
である。
第 3 節 A「話すこと・聞くこと」
（2）内容
①指導事項
ア 考 えたことや伝えたいことなどから話
題を決め、収集した知識や情報を関係
づけること
エ 話 し手の意図をとらえながら聞き、自
分の意見と比べるなどして考えをまと
めること。
オ 互 いの立場をはっきりさせながら、計
画的に話し合うこと。
②言語活動例
イ 調
 べたことやまとめたことについて、討
論などをすること。
そこで、教科書の内容とは異なるが、ディ
ベートを言語活動として設定し、授業を展開し
ていった。
今回行ったディベートも、教育実践家である
菊池省三氏が提唱している「学級ディベート」
をベースにして行った。
1．論題が決まっている
2．立場が 2 つに分かれる
3．自分の考えとディベートをするうえでの
立場は無関係である
4．肯定側立論→否定側質疑→否定側反論→
否定側立論→肯定側質疑→肯定側反論
の流れで行われる
5．立論・質問・反論できる時間は全て 1 分
6．勝敗がある
今回のディベートでは、政策論題を取り上げ
た。その最大の理由は、議論がかみ合わせやす
いからである。同じ理由で、また 1 年間での学
習のつながりを考えて前回に行った社会科の話
し合いのテーマも、政策論題に設定した。今回
の単元のみで上記の目標を達成するのではな
く、教科を横断した教育活動全体を通し、資質・
能力を育てなければならない。その場限りの単
発的な学習では、本当の力は育たないと考えた
ためである。
そのために、まずは話をかみ合わせることを
この時期（7 月）に体験させたいと考えた。た
とえディベートの試合自体がうまくいかなかっ
たとしても、ディベートを通して身に付けた価
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値観や力を、学校での生活や授業での学びにつ
なげられれば良いと考えた。
【論題】飯山満小学校にジュースの自動販売
機を設置すべきである。

第一時
分

45

学習内容

児童の活動

ディベートについて知 学習の意義や試合の進
る。
め方、説得力のある論
の作り方などを知る。

試合を行う。
審判を行う。
学習の感想を書く。

指定された立場のもと、
試合を行う。自分の班
の試合以外は、審判と
して、根拠をもとに判
定を下す。

第六時

再度作戦を立てる。

試合の反省や他の班か
ら学んだことを生かし、
次の試合の準備を進め
る

第七・八時

試合を行う。
審判を行う。
学習の感想を書く。

分

第四・五時
分

90

一試合目とは反対の立
場から試合を行う。
内容面と話し合いの面
の 2 つの観点から感想
をノートに書く。

「話す・聞く」の目標のみならず、学び方や
心の在り方などにも言及しているものが多く見
られた。
「主体的・対話的で深い学び」の実現
に向けては、教科の内容を学ぶのと同時に、話
し合いの仕方をある程度示すこと、そして何よ
り学びに向かうどのような姿勢が評価されるべ
きであるかを伝えていくことが大事なのではな
いか。その点においてディベートは、
「主体的・
対話的で深い学び」核となる活動になりうると
感じた。
②国語科『きつねの窓』
（
『ひろがる言葉
国語 6 下』

45

学習内容
音読をする。
新出漢字を押さえる
語句の意味を確認する

小学

児童の活動
本文を何度も音読する。
速く音読ができるよう
になるまで繰り返す。

第二時

登場人物の関係図を作 「 中 心 人 物 」「 対 人 物 」
る。
を押さえ、登場人物の
主な登場人物とそれに 関係を明らかにしてい
45 関わる人物の関係図を く。
書く。
分

非現実の世界を読み解
く。
時、場、人を手がかり
45 に場面を分ける。

ファンタジーの構成を
押さえ、場面を分けて
いく中で、どこが非現
実の入り口と出口に
な っ て い る か を 考 え、
話し合う。

物語のクライマックス
について話し合う。
中心人物の気持ちが最
も高まった場面につい
て意見を出し合い、根
90 拠をもとに話し合う。

クライマックスの候補
を 5 つ示し、その中か
ら自分の考えのものを
選択した討論をする。
同じ立場の人とチーム
になり、ちがう立場の
友達と意見を交流させ、
読みを深めていく。

第三時
分

分
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第四・五時

上記の時間内では調べる時間は不十分であっ
たので、自主的に宿題として調べ学習をしてき
た児童も多数いた。自ら学び、意欲的に活動し
たことを価値付けほめることで、それ以降の家
庭学習の取組を変化させるきっかけにもなっ
た。
試合は一つの班が肯定側と否定側で各 1 試
合、計 2 試合行った。1 試合目では調べが甘く、
また相手の主張に対して引用がうまくできない
班も実際にあった。しかし自分たちも他の班の
審判をしているため、1 試合目の振り返りで、
自分たちの課題を客観的に分析し、ノートに書
くことができていた。
その成果もあり、2 試合目では全班が改善を
見せ、①かみ合った議論を意識すること、②発
言できない空白の時間を生まないこと、の 2 点
をクリアすることができた。
勝っても負けても、
すがすがしい表情をしていたことがとても印象
的であった。
試合の後に児童に書かせた振り返りでは、以

・全員が責任を持って発言する大切さ
・話し方で説得力が大きくちがう
・調べる力がつく
・
「話がかみ合う」体験ができた
・先を読んで考えられた
・論題からずれていないかを考えられた
・聞く力が何よりも大切
・恥ずかしがることが何より恥ずかしい
・本気でやるから楽しいし、悔しい
・1 分の時間の使い方
・自分で責任をもって判定することの大切さ

第一時 分

肯定側、否定側どちら
になってもいいように
両方について調べ、考
え る。4 人 班 の 中 で、
①主張言う人②質疑を
言う人③質疑に答える
人④反論をいう人、に
役割を分けておく

第二・三時

班で協力して準備を進
める。
肯定側は、論題から起
こるメリットからなる
主張を、否定側は論題
90 から起こるデメリット
からなる主張を作成す
る。

下のような学びがあったと書かれている。

学習内容
第六時

主題をとらえなおす
中心人物にとっての「き
つねの窓」とはどうい
うものであるかを記述
する。

児童の活動
今までの読みから、
「き
つねの窓」とはどうい
うものであるのか、一
人一人が自分の考えを
記述する。

7 月にディベートを学習してきている児童た
ちは、異なる立場の意見に対して、その意見を
引用しながら反論をする、と言うことができる
ようになっている。そこから、ディベート的な
話し合いの中で、議論がかみ合い、白熱した討
論になることを期待して授業を展開した。
第一時では、ひたすら音読を繰り返した。速
く正確に音読できることが、本文の内容を理解
することにつながることを説明し、家庭での音
読の練習を通して全員が 10 分以内で物語を読
み切れることを目標とした。
第六時の授業では、
全員が 10 分で読み終えることができた。
第二時では、中心人物、対人物について考え
た。中心人物の定義を、
「物語の中で最も変容
した人物」、対人物を「中心人物を変容させる
人物」として読み進めていった。容易な課題で
はあるが、ここで物語では中心人物の「変容」
が内容の中心になっていることを押さえた。
第三時では、ファンタジー型の構成を確認し
た後、場面を 7 つに分けさせた。場面が変わる
目印を「場」「時」
「人」であると説明し、場面
を分けていく活動の中で、対人物である「子ど
ものきつね」との関わりがある場面が「非現実」
であることに気がついた。また、最後の 2 行の
みが現在についての叙述であることにも気がつ
いた。
第四・五時は、本単元の学習活動の中心、ディ
ベート的な話し合い活動である。
「この物語の
クライマックスはどこか」という発問で 2 時間
の授業を展開した。
クライマックスの定義を
「中
心人物が作品中でもっとも大きく変わったと分
かる瞬間」としてスタートした。
まずは候補となる場面を 5 つ板書し、その中
に自分がノートに書いた場面と一致していたか
を確認した。学級の全児童が、5 つの候補の中
には入っていた。その後、自分の立場を、板書
されている部分に記名されたマグネットで貼
り、立場を示した。結果は以下の通りである。
①最初にきつねの窓を見た瞬間…0 名
②きつねの話を聞き終えたところ…1 名
③「あの子」を窓から見た時…29 名
④きつねに鉄砲をあげたとき…3 名
⑤帰り道に窓を作って見た時…0 名

まずは、1 名の児童の立場②を全員で考えた。
②の立場の児童が主張を述べ、それをほかの立
場の児童が質問や反論を繰り返していく形で
授業を進めた。1 名であっても堂々と主張を述
べ、反論に対する反論も述べていたが、10 分
ほどのやりとりの末、ほかの立場の意見に納得
し、立場を変えた。その際、笑顔で立場を変え
ることができたことを大いに褒めた。1 人でが
んばった児童はもちろん、その児童が笑顔で認
めることができたのは、
・人と意見を区別して反論ができている
・コミュニケーションを楽しもうとしている
・かみ合った議論になっている
・あたたかい人間関係が土台に流れている
以上のようなことがあってのことである。学
級全体の大きな成長であることを確認し、全員
で拍手をして次の話し合いへと移った。
次は④の児童の主張を聞き、それに対しての
話し合いをスタートした。④からの主張で、
「中
心人物が変容したものは、きつねに対する信頼
である」という、話し合いの定義についての話
が出て、そこから話し合いが一気に深まって
いった。③の立場は、中心人物の直接的な言動
から、気持ちが一番高まった場面であると判断
したが、
「中心人物の変容したもの」がクライ
マックスの起点になるという話から、定義につ
いての議論がスタートした。
その後、話し合いをもう一つかみ合ったもの
にしたいと考え、
「話し合いの見える化」に取
り組んだ。なぜ自分の主張する立場であると言
えるのか、また相手の立場の主張はなぜ認めら
れないのかというものを画用紙に文章化や図示
化させ、それを示しながら発表させることにし
た。このことにより話し合いが消えてしまうこ
となく、そのことでさらに深まった議論に発展
させることができた。
最終的には③が 28 名、④が 5 名で話し合いを
終えたが、
どちらもその前後の叙述のみならず、
物語冒頭の一文からのつながりをよく考え、そ
の後の中心人物の言動までを考えた上で結論を
導くことができていた。単元末の主題をとらえ
なおす活動でも、約 7 割の児童が多面的に考え
記述することができていた。
「主体的・対話的
で深い学び」の実現の一つの形が示せたのでは
ないかと考える。
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したものの、
「学習的適応」では 4 月時より下
降した。人間関係作りという学級経営上重視し
ていることでは一定の成果が示せたものの、授
業への意欲と学習の適応が相関関係になってい
ないことが課題として残った。

5

4

おわりに

実践をする中で、形式的には同じことをして
も、誰もが同じ効果を出せるわけではないと強
く感じた。学級経営の仕方、振る舞い、児童へ
の声かけ。そういう部分こそが教育では大切な
のではないか。明文化しにくい部分にもこだ
わった指導をしていきたい。

成果と課題

（1）成果
①年間を見通した授業計画の有効性
本実践記録では、3 つの授業実践を時系列で
載せているが、3 つ目の『きつねの窓』の実践は、
先の 2 つの実践がなければ深まりを見せること
はなかった。話し合いの技術的なことに関して
も、議論がかみ合い、そこから思考が深まって
いく、という経験を段階的に積み上げてきたか
らこそ、全員が最後まで考え続ける授業にする
ことができたのだと感じる。現象としての話し
合いをするのではなく、
「深い学びの実現」に
焦点を当てた際、1 年間を見通しての指導をす
ることこそが大切なのだと考える。

【参考文献】
・文部科学省「小学校学習指導要領解説 総則
編」
（2017）
・文部科学省「小学校学習指導要領解説 国語
編」
「社会編」
（2007）
・菊池省三・菊池道場『白熱する教室の作り方』
（2016） 中村堂
・青木伸生 『青木伸生の国語授業 3 ステップ
で深い学びを実現！ 思考と表現の枠組みを
つくるフレームリーディング』
（2017） 明治
図書

②対話の有効性
新学習指導要領でも、児童の「主体性」を重
んじる傾向は強くなっていると言える。独自の
アンケートで、
「授業に積極的に参加していま
すか」という質問に対し、
「あてはまる」と回
答した児童が 4 月時は 66% であったのに対し、
10 月時では 81% まで上昇した。「主体的・対話
的」というように、これは双方で一組であると
いうことが文部科学省としても発信しているの
だろう。しかしながら、「主体的」という「意
欲面」よりも、先にあるのは「行動面」である「対
話的」の方ではないだろうか。この 3 つの実践
を大きな柱としながら、朝の会から帰りの会ま
で、
「対話」を取り入れた活動を繰り返してい
るからこそ、意欲の上昇が顕著に表れたのだと
考える。
（2）課題
学校環境適応感尺度「アセス」
（ASSESS：
Adaptation Scale for School Environments on  
Six Spheres）を用いてのアンケートから、
「対
人的適用」に関しては 4 月時より 10 月時が上昇
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【実践記録】

子どもたちの命を守る食育。中学校給食における塩分改善の取組
−「学校における食育の評価」に基づいた実践報告−

二宮中 栄養士 鈴木希予可
牟田裕子
若松中 栄養士 高原里絵
三山中 栄養士 濱田紀子
古和釜中 栄養士 茂木千里
三田中 栄養士 大沼栞
三山東小 栄養士 細谷裕子
法典東小 栄養士 岸本美登里
八木が谷中

1

はじめに

栄養士

生活環境の改善や医学の進歩等により日本人
の平均寿命は世界有数の水準に達しているが、
健康上の問題で日常生活が制限されることなく
生活できる「健康寿命」との差はおよそ 10 年
あり、健康寿命の延伸の重要性が増大している。
その背景の一つに生活習慣病があり、食生活の
及ぼす影響が大きい。中でもナトリウム（食塩
相当量、以後食塩とする）の過剰摂取は高血圧
の要因となり、心疾患・脳卒中・腎臓疾患など
様々な疾病の引き金となっている。
厚生労働省は「日本人の食事摂取基準 2015
年版」において高血圧予防の観点から 1 日の食
塩摂取目標量を男性 8g 女性 7g 未満と設定して
いるが、国民栄養調査の結果では男女ともに目
標量を 25% も上回っている。
千葉県は醤油の生産量が全国の約 30% を占
める地域性から県民の調味料由来の塩分摂取が
多く、食塩摂取量が男性全国 12 位、女性 4 位と
いう現状から減塩が健康課題の一つとなってい
る。本市でも「ふなばし健やかプラン 21」
（第
2 次）において減塩政策を進めており、学校給
食を含めた食塩摂取の更なる見直しが最重要課
題となっている。
小児期から減塩に関する知識を持ち生活習慣
病のリスクを回避することは、生涯にわたる健
康管理のために重要である。そこで平成 29 年
度から船橋支会中学校部会栄養管理班を中心と
したふなっこヘルシープロジェクトが教育委員
会の指導の下、塩分問題改善の取組を行うこと
となった。
プロジェクトを推進するにあたっては、学校
における食育の目的は子供たちの「望ましい食
習慣の形成」であると考え、健康教育・ヘルス
プロモーションにおける評価を基本に、学校に
おける評価の考え方（PDCA）を取り入れた日
本健康学会 栄養教育研究会の「学校における
食育の評価」に基づき計画を作成した。
船橋市では、小学校六年間の給食で培った食
育を土台とした特色のある選択制（船橋方式）

の中学校給食を実施し、教育委員会指導の下、
“食を通して豊かな心を育み、生涯にわたって
自らの健康を管理できる生徒” の育成を目指し
た食育に取り組んでいる。
しかし選択給食に関する意識調査の結果
（H28 ～ H30 栄養管理班実施）からは、健康に
対する意識はあるが（60%）
、健康を考えた給
食選択をしている生徒は少ない（30%）という
実態が明らかになった。
そこで、塩分改善を目的としたプロジェクト
の到達目標を「自分の健康を考えて、自らの食
を選択できる生徒を増やす」とし、評価基準と
なる数値目標を「食塩量に留意して献立を選択
する生徒を増やす（数値目標 60%）
」とした食
育計画を作成した。
以下食育計画（表 1）に基づいた実践につい
て報告する。
※プロジェクトは市内小中学校全校を対象に
塩分改善の取組を行ったが、本報告では中学校
の実践を中心に述べる。
表1

食育計画（一部）

★到達目標★
自分の健康を考えて、自らの食を選択できる
生徒を増やす
〈数値目標〉
食塩量に留意して献立を選択する生徒を 60%
にする
⬆
☆指導目標☆…上 記到達目標達成のための目
標
1

献立の食塩相当量を減らす

〈環境目標〉

2 食
 塩の摂りすぎと健康の関係を知ってい
る生徒を増やす
〈学習目標（知識）〉
3 食
 品に含まれる食塩量の調べ方を知って
いる生徒を増やす 〈学習目標（スキル）〉
4 家
 族の食事に減塩の工夫を取り入れる家
庭を増す
〈環境目標〉
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⬆

1）食塩の使用量を減らしたことで味が低下
しないように、だしのとり方や調理方法
を工夫する。
2）できることから実践する。
3）汁物をつけた献立の形式は維持する。
4）減塩食品を安易に使用しない。
5）適正な汁物の塩分濃度を 0.7％とする。
6）望 ましい塩分濃度を身につけるために、
小中学校間で味の格差を生じさせない。
7）学校間の改善状況に格差を生じさせない。

◆実施目標◆…上 記指導目標達成のための目
標
1

 校の食塩相当量を減らすための情報を
各
発信する

2
3

食塩に関する授業を実施する

4

家庭への啓発資料を発行する

2

実践の具体的内容

（1）献立の食塩相当量を減らす（環境目標）
〈ねらい〉
食育の全体計画からとらえると栄養管理は基
準を守ることが目的ではない。献立は食育の教
科書であり、生徒は望ましい塩分量を給食の味
付けから学ぶ。3 年間の給食を適切な塩分量で
提供することが将来にわたる味覚形成の基礎と
なり、しいては生徒の命を守ることにつながる。
そのため各校栄養士が食塩量を減らした栄養管
理ができるようにする。
〈指導目標に対する評価指標〉
各校の食塩相当量が減ったか
〈実施目標に対する評価指標〉
各校の食塩相当量を減らすための情報発信が
出来たか

○実践の経過と結果

②食塩摂取量改善プランの提案（12 月）
学校間の改善状況に格差を生じさせないため
に、基本方針を基にした具体的な取組方法を、
段階を追ったチャート方式で提案した。
（表 2）
提案内容 「楽しく適塩。美味しい薄味」
Ⅰ

薄味にチャレンジ
ステップ１ 調味料のスリム化
ステップ２ 汁物の減塩にチャレンジ
ステップ３ 煮物・ドレッシングの見直し
⬇

Ⅱ

献立を根本的に見直す
⬇

Ⅲ

減塩の難しい料理に取り組む
うどん、麺、混ぜ寿司、焼きそばなど
⬇

平成 29 年度
①食塩摂取量改善に向けた基本方針の決定
調理において減塩が困難なのは、使用する食
塩の数字を下げることが、味付けに直に影響す
ることである。更に毎食汁物のある給食を提供
していることも減塩を困難にしていた。
本市の学校給食は長年にわたる調理研究を基
盤とし、おいしい給食作りを追求してきた。そ
のため減塩 = 美味しくない給食の提供になるこ
とへの不安から、減塩の取組が進まない学校も
少なくなかった。そこでプロジェクトチームに
おいて減塩への試行錯誤の実践、調理内容の検
討を開始し検討協議を重ね、食塩摂取量改善の
基本方針を次のようにまとめた。

Ⅳ

減塩食品の使用を検討
頼りすぎないように


（表 2）
③結果
説明会から 3 か月後の 5 月献立では食塩相当
量平均が 3.5g に減り、各校が食塩量に留意した
栄養管理を行ったことがわかる。
（表 3）
食塩相当量 AB 献立平均

食塩量

H28.11
平均値

説明後
H30.5

市暫定
基準

文科省
基準

4.2g

3.5g

3.5g 未満

2.9g 未満


（表 3）
④成果と課題
全校の平均値は下がったが各校別の食塩量を
見ると、平均値で船橋市暫定基準 3.5g をオー
バーしている学校が約半数の 14 校あった。学
校給食の食塩相当量基準は一日の食事摂取基準
目標量の 1/3 未満である。給食が基準量を上回
ることで一日の摂取目標を超えることは望まし
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くない。一日一日を基準内に抑えることの必要
性を各栄養士が認識し実践するための取組を進
めることが課題として挙げられた。
平成 30 年度
①各校の食塩摂取状況の分析
各校の平成 30 年 5 月献立の食塩摂取状況を分
析した結果、一日一日の食塩量が多い日と少な
い日の幅があることがわかり、分布の幅が広い
学校では減塩が進んでいない様子が明らかに
なった。（表 4）
食塩量 g

学校別日別食塩相当量分布（表 4）

6.5
5.5

※横軸は左か
ら日別の分
布の幅が狭
い学校順

4.5
3.5
2.5
1.5

また、パン・麺が主食の B 献立は主食のパン
や麺類の汁に含まれる食塩量が多いため、減塩
が難しいことが明確になったが、選択制給食の
特色から主食を米飯にすることは不可能なた
め、B 献立の減塩方法の検討が課題となった。
（表 5）
食塩量 g
（表 5）

AB 献立別学校別平均食塩相当量

実施上の課題については「減塩パンを希望す
る」が 60% と多かった。（1）の分析結果、（2）
のアンケート結果は各校の進捗状況の確認のた
め、全校栄養士に配付し内容の説明を行った。
③自主研修会の実施
8 月に自主研修会を実施し、改善が進んでい
る学校の実践報告及び、疑問点や今後の課題等
についてグループ別の意見交換を行った。出席
率は 82% で各校栄養士の関心の高さがうかが
われた。実施後のアンケートから 12 月の提案
内容と自主研修会での意見交換が各自の取組に
役立ったとの回答が得られた。
（表 8、9）
取組状況結果は自校の
取組に役立ったか（表
8）

グループ別協議は取組
に役立ったか（表 9）

࡚ࡶᙺ❧ࡗࡓ

ᙺ❧ࡗࡓ

④結果
平成 30 年 12 月食塩相当量の全校平均は A 献
立 3.1g、B 献立 3.5g と、前回よりさらに減り、
基準に近づけることができた。
（表 10、11）
食塩相当量平均別学校数の比較（Ａ献立）（表 10）

横軸は
学校番号順

食塩相当量平均別学校数の比較（Ｂ献立）（表 11）

②食塩問題改善プラン推進状況調査の実施
12 月に提案した取組の進捗状況、及び給食
実施上の課題についてアンケートを実施した。
進捗状況では汁物の水分量や料理の組合せの見
直しが多くの学校で進んでいた。
（表 6、7）
汁物の水分量の見直し
（表 6）

料理の組合せの見直し
（表 7）

日別食塩量の幅も縮まり各校栄養士が食塩摂
取量を基準に近づけるための取組が進んだこと
がわかった。懸念された味付けについても、ほ
ぼ 80% の生徒が給食の味付けは調度良いと答
えている。薄味であっても給食の味として食べ
ていることがわかった。
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⑤評価結果
〈指導目標に対する評価〉
各校の食塩相当量の平均を減らすことができ
た。
H30.5

H30.12

文科省基準

A 献立平均

3.3g

3.1g

2.9g

B 献立平均

3.7g

3.5g

2.9g


（表 12）
〈実施目標に対する評価〉
各校の食塩相当量を基準に近づけるための情
報発信や手立ての提案ができた。
＊食塩摂取量改善プランの提案
＊各校の食塩摂取状況の分析、食塩問題改善
プラン推進状況調査結果の配付
＊自主研修会の実施
（2）食 塩の摂りすぎと健康の関係を知ってい
る生徒を増やす（学習目標・知識）及び
食品に含まれる食塩量の調べ方を知って
いる生徒を増やす（学習目標・スキル）
〈ねらい〉
給食を減塩し「健康的な給食」を提供するだ
けでなく、生徒にも減塩を意識した食生活を身
につけさせたいと考えた。
そのために食塩と健康の関係を理解し、食塩
の過剰摂取を防ぐためのスキルを身につけられ
るようにする。
〈指導目標に対する評価指標〉
①食塩の摂りすぎと健康の関係を知っている
生徒が増えたか
②食品に含まれる食塩量の調べ方を知ってい
る生徒が増えたか
〈実施目標に対する評価指標〉
食塩に関する授業を実施したか
○指導計画の作成と実践
①指導観について
食塩摂取に関する事前アンケートから食塩と
健康の関係を知っている生徒は 61% であった。
しかし、食べ物は濃い味付けを好む生徒が
60% と多く、給食の献立選択の際に食塩量に気
をつけている生徒は 16% と少ない。また、間
食や夜食には、食塩の多いスナック菓子や麺類、
菓子パンを食べる生徒が多い。
食塩に関する授業をとおし、何を生徒に伝え
たいのか、担任を含めた指導案検討の中で次の

ような意見が出た。
○生徒が自分で食事を作ることはほとんどない
と予想される。調理での減塩方法を指導して
も実践にはつながりにくい。
○自分たちで選択して食べることができる間食
やファストフードに食塩が多いことに気づか
せたい。
そこで食品に含まれる食塩量を知ることが将
来にわたる食生活での減塩に役立つと考え、イ
ンターネットを利用した情報収集の方法を指導
することとした。指導内容から学級活動での授
業が有効と考え担任との TT で授業を行った。
②指導計画
ア 実施時期：平成 30 年 11 月
イ 対象
：N 中学校 2 学年 合計 228 名
ウ 題材名 ：食塩の摂りすぎを防ぐ食生活
のスキルを身につけよう
エ 学習内容
1）食塩はいろいろな食品に含まれていて、気
づかないうちに摂取していることを知る。
食品に含まれる食塩量をインターネットで
調べる方法を身につける。
2）食塩の摂りすぎによる健康上の問題を知る。

3）一日に摂ってよい食塩の目標量を知り、
カッ
プ麺に含まれる食塩量が多いことに気づく。
4）インターネットを利用し、一日の食事でど
のくらい食塩を摂っているかを調べる。日
常的な食事でも基準を超えてしまう事を知
る。秋田県健康福祉課「簡単！食塩摂取量
計算 Web サイト」を活用。

5）減塩の工夫を知る。
6）減塩の情報を自己の健康のために生かすこ
との大切さを知る。ここでは献立表やメニュー
表の栄養表示を見る習慣をつけることが大切な
ことを知らせた。
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③結果
授業後のアンケート及び感想から生徒は食塩
をいろいろな食品から摂取していることに気づ
き今後の食生活で注意しようとしていること、
献立表やメニュー、表示を見ようとしているこ
とがわかった。
（表 13、14）
★しょうゆやソースの量について（％）

27

ᤵᴗ๓
ᤵᴗᚋ

39

27

56


ᑡ࡞ࡵ

（表 13）
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（表 14）
25

64

ᤵᴗᚋ

25
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2
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★麺類のスープを飲むかどうか（％）

ᤵᴗ๓

6

12
9

2
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＊自分の食生活を振り返ることができた。
＊食塩を摂りすぎないようにしようと思う。
＊献 立表はメニュー以外に食塩量も見るよ
うにする。
＊ポ テトフライとドーナツの食塩が同じく
らいなのは驚いた。
＊外食の時はメニュー表を見るようにする。

〈指導目標に対する評価指標〉
家庭の食事に減塩の工夫を取り入れる事がで
きたか
〈実施目標に対する評価指標〉
家庭への啓発資料を発行できたか
①手段及び対象
＊配布物による啓発とする。
＊家庭内での話題になるように、小中学校共
通の内容とし、市内全小中学生の保護者に
配布。
②配布時期、回数
各校の食塩相当量一か月平均が学校給食栄養
管理基準に近づいたことをふまえ、次の食育の
ステップとして、H30.9 月から配布。
シリーズ化により減塩の意識が高まることを
ねらい、3 か月続けて配布することとした。
③内容
「冷蔵庫に貼って保存したい」紙面構成を目
指した。そのためデジタル化が進んだ時代にあ
えて手描きのイラストと、手書きの文字で作成
した。
（図 1）
各号のテーマは次のとおりである。

④評価結果
〈指導目標に対する評価〉
①食 塩の摂りすぎと健
康の関係について
（表 15）

47%

53
%

ࡼࡃࢃࡗࡓ



No2

「こんなところに食塩が！隠れ食塩の罠の巻」
意外な食品に含まれる食塩に気づかせる。

④結果
配布後に次のような感想を聞くことができ
た。





యࢃࡗࡓ

「まずは家庭で適塩度をチェック」
自分の食行動から、減塩の課題を見つける。

「楽しく減塩 美味しい薄味」
学校給食の工夫を家庭での実践につなげる。
No3
減塩ポイントを積み重ねて健康の花を咲かせ
よう！

②食 品に含まれる食塩
量の調べ方について
（表 16）


No1

࠶ࡲࡾࢃࡽ࡞ࡗࡓ

授業後に実施したアンケートでは食塩の摂り
すぎと健康の関係がわかった（100%）
、食品に
含まれる食塩量の調べ方がわかった（91%）と
の結果がでた。
（表 15、16）

＊（ 担任が）配布時に読み聞かせを行い、
チェックシートに記入させたプリントを
持ち帰ってきた。家族でチェックして楽
しんだ。
＊手 書きのイラストがかわいらしいので冷
蔵庫に貼っている。

〈実施目標に対する評価〉
食塩に関する授業を実施することができた。
（3）家 族の食事に減塩の工夫を取り入れる家
庭を増やす（環境目標）
〈ねらい〉
家庭に対し、食塩の過剰摂取を防ぐための啓
発を行い減塩に対する理解を深める
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に寄せられた感想からわかった。

減塩キャラクター

ゲーム感覚で学習できるよ
うにクイズ、チャートを導
入

（図 1）

⑤評価結果
〈指導目標に対する評価〉
家庭での実践につながったかどうかは、年度
末に取りまとめる予定。
〈指導目標に対する評価〉
校長会の協力を得、配布することができた。

3

到達目標に対する数値評価

食塩に関する授業後のアンケートの結果、給
食選択時に食塩量に気をつけると答えた生徒が
67% に増え、目標は達成された。
（表 17）

4

各実践の成果と課題

成果
（1）全校の食塩摂取量を減らすことができた
食塩摂取量を減らすための手立てが見いだせ
ず、取組が進まない学校もあった。プロジェク
トにより全校で取り組んだことで成果が表れた
と考えられる。
また、栄養士の要望からパン組合の協力によ
り基本パンの減塩が実現した。
（2）生徒の献立表への関心が高まった
授業実施後の献立選択では、栄養表示を見る
生徒が増えていた。更に、授業後の感想から教
員の啓発にもつながることがわかった。

課題
（1）適正な食塩量の給食の実施
平成 30 年 8 月に文科省が学校給食実施基準の
改定を行い、食塩相当量の基準値が中学校給食
2.5g 未満と更に下がった。これは、食塩量を減
らすことが国民の健康につながるという国の姿
勢である。今後も適正な食塩量の給食を子ども
たちに提供することが生徒の命を守るものであ
ることの認識を強く持ち努力していきたい。
（2）食塩の授業の位置づけ
食塩の授業はいつ、どの学年で実施するのが
効果的であるのか、担任の意見も取り入れなが
ら検討し、食育の年間計画に位置付けて継続的
に実施していきたい。また、小学校での減塩教
育も計画していきたい。
（3）地域家庭への有効的な啓発の実施
食育だよりによる啓発は一方的な情報発信と
なりやすい。減塩の工夫を取り入れた調理講習
会や給食試食会、また学校給食展など地域を巻
き込んでの啓発を検討し実施していきたい。

5

計画に沿って実践し到達目標を達成すること
ができた。
（表 17）
★到達目標★

評価結果

評価

自 分 の 健 康 を 考 え 食塩量に留意して献立を
て、自らの食を選択 選 択 す る 生 徒 が 67% に
できる生徒を増やす な り 目 標 達 成 が で き た
（表 18）

A

⬆
☆指導目標☆

評価結果

評価

指導目標 1

実施前 4.2g →実施後 3.2g

A

指導目標 2

データなし→指導後 100%

A

指導目標 3

データなし→指導後 91%

A

指導目標 4

年度末に評価を行う予定

⬆

＊大 人にとっても良い授業内容だった。自
分が中学生の時にこのような授業を受け
ておきたかった。
＊イ ンターネットを利用した授業は、生徒
が興味を持って活動していたので良かっ
た。
（3）減塩に関する保護者の関心が高まった
市内小中学校の保護者に配布したことで、学
校や地域を超えた話題となっていることが職場

食育計画の評価結果

◆指導目標◆

評価結果

実施目標 1

情報発信ができ各校栄養士の減塩の
実践につなげることができた

実施目標 2

学年や情報担当の教員の協力を得て
授業を実施することができた

実施目標 3

3 回にわたり、資料を配布することが
できた
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（表 17）

究会編 学校における食育の評価「実践ワー
クブック」
・しょうゆ情報センター「都道府県別 しょう
ゆ生産量ランキング」
・秋田県健康福祉部健康づくり推進課 簡単！
食塩摂取量計算 Web サイト

★給食の選択時に食塩量に気をつけるか
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ᤵᴗ๓
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20%

4% 12%

60%

24%

25%
Ẽ䜢䛴䛡䜛

80%

䜔䜔Ẽ䜢䛴䛡䜛

100%

60%

42%



6

40%

䛒䜎䜚Ẽ䜢䛴䛡䛺䛔

19%

14%

Ẽ䜢䛴䛡䛺䛔

（表 18）

おわりに

本プロジェクトは「学校における食育の評価
（実践ワークブック）
」に基づき計画を立案し実
践した。計画の立案を通し、食育の中心は子ど
もであり、実践のすべてが子どもたちの望まし
い食習慣の形成につながっていることを再確認
できた。また行動を評価基準とすることで明確
に評価ができ、次年度に向けた継続した指導を
行うための改善や見直しができた。
今回は、プロジェクトとしての取組であり、
チームだからこそ達成できたことが大きい。船
橋市全体の食育、健康教育推進のために、各校
栄養士が単独で推進するのみでなく、学校内お
よび、栄養士研究部会での体制をより強化する
必要性を強く感じた。
それが生涯にわたる児童生徒の健康の保持増
進につながると信じている。

【参考文献】
・厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2015
年版）
・厚生労働省 （平成 29 年 12 月）「平成 28 年
国民健康・栄養調査結果」
・文部科学省（平成 30 年 8 月 1 日施行）
「学校
給食実施基準」
・船橋市健康政策課（平成 27 年策定）
「ふなば
し健やかプラン 21（第 2 次）
・一般社団法人日本健康教育学会 栄養教育研
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【実践記録】

調査書総合所見等作成自作ソフトによる調査書作成
−業務の効率化及び誤記載事故防止を目指して−
船橋市立葛飾中学校

1

はじめに

（1）従来の調査書作成事務の問題点
私は前年度までの 2 年間、進学主任を務めた。
進学主任として最初にとりかかったことは、12
月と 1 月の 2 度行われていた調査書点検を 12 月
の 1 度のみとする日程変更だった。
従来の調査書作成及び点検では、12 月中に
出願しなくてはならないわずかな生徒分のみ早
めに仕上げ点検し、残りの生徒分は時間のある
冬休み中に実施する余裕がもてた。
しかし、今では多くの私立高校で WEB 出願
が導入され、出願時期が早まり、12 月中に調
査書を用意しなくてはならない対象生徒が増加
傾向にある。また、点検を 2 度に分ける方法で
は、2 度目の点検で判明した誤記載について、
1 度目の点検を通過した調査書に修正を加える
ことが極めて困難であり、最悪の場合、誤記載
事故が発生してしまう。
こうした事態を避けるためには、生徒全員分
の調査書を 12 月中に仕上げ、1 度の点検で修正
を終える必要があった。しかし、
そのためには、
進路事務の最繁忙期である 12 月上旬頃までに
生徒全員分の総合所見をはじめとする諸事項を
仕上げ、さらに点検まで終えなくてはならない
苦しい日程を伴うこととなる。
（2）総合所見作成及び点検の問題点
総合所見は、書き上げる労力もさることなが
ら、点検においてもとくに苦労する箇所であ
る。記入できる自由度が高く記載内容に幅があ
り、点検には細心の注意が求められるからだ。
加えて、本校は学年 10 学級を超える大規模校
であり、膨大な量の総合所見とにらみ合う作業
は、職員の神経をすり減らした。実際に点検で
は、誤字脱字をはじめとした誤記載が複数発見
され、修正が加えられた。

教諭

中上

武士

本稿はこの実践を報告するものである。

2

実践の方法

（1）
「調さん」の概要
「調さん」とは、内蔵の調査書記載内容申告
票（図）を生徒・保護者に書かせ回収し、必要
事項を入力すれば、
調査書の「特別活動の記録」
「部活動の記録」
「特記事項」
「総合所見」の各
欄が効率的に完成するエクセルソフトである。
なお、
『千葉県公立高校学校入学者選抜実施
要項』では、調査書の総合所見について、次の
ように示されている。
下記のア～オについて、200 字を超えない程
度で記入する。
ア 各 教科の学習や総合的な学習の時間に
関する所見
イ 行動に関する所見
ウ 特別活動に関する所見
エ 進路指導に関する所見
オ その他
（出典）
千葉県教育委員会『千葉県公立高校入学者
選抜要項』
「調査書作成上の注意 （9）総合
所見」平成 29 年 72 頁
「調さん」では、これに準じた総合所見が完
成する。

（3）実践の目的・ねらい
これらの反省を踏まえて、進学主任 2 年目の
昨年度は、短時間で効率的かつ誤記載のない調
査書の完成を目指し、全学級統一して私が開発
した調査書総合所見等作成ソフト「調さん」
（以
下「調さん」
）を用いて総合所見等の諸事項を
作成し、無事に進路事務を終えることができた。
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（図） 調査書記載内容申告票
※実際には A3 両面印刷で配付した。上二面が
表面、下二面が裏面である。
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（2）実践の手順
手順①事前準備
ア、部活動顧問に当該学年の団体成績上位 3 つ
を挙げさせ、《部活動の記録データ》シー
トに入力する。このシートに入力した文言
は《調査書記載内容申告票》シートにその
まま自動的に反映され、生徒・保護者が記
入する際の参考となる。
イ、
《特別活動の記録データ》シート、
《特記事
項データ》シート、
《総合所見データ》シー
トの文言を検討する。
《特別活動の記録デー
タ》シート、《特記事項データ》シートの
文言は、
《調査書記載内容申告票》シート
にそのまま自動的に反映され、生徒・保護
者が記入する際の選択肢となる。また、
《総
合所見データ》シートの文言は、後で《総
合所見》シートで総合所見を作成する際に
プルダウンリストの選択肢となる。
ウ、検討された《調査書記載内容申告票》シー
トを印刷のうえ生徒・保護者に配付し、記
入させ回収する。
手順②《名簿》シート入力
《名簿》シートに、校務支援システム等の名
簿をコピーするなどして、調査書を印刷する大
元のシステムと名簿順が一致するようにする。
40 名まで入力できる。
手順③《学級活動》シート、
《生徒会活動》シー
ト、《学校行事》シート入力
回収した調査書記載内容申告票をもとに、
《学
級活動》シート、
《生徒会活動》シート、
《学校
行事》シートにプルダウンのみで入力する。な
お、プルダウンリストは調査書記載内容申告票
の選択肢と連動している。
ここでの入力内容は「学級活動では～を務め
た」のような形で一律に文章化され、
《総合所見》
シートに自動的に反映される。

手順⑤《総合所見》シート入力
【教科の学習の所見】列、
【総合的な学習の時
間】列、
【行動の所見】列、
【進路指導に関する
所見】列をプルダウンのみで入力する。これら
及び前述③の入力内容が全て文章化され、
【合
体】列に反映されているので、
【コピペ（文字
列）→修正→完成】列に、
文字列のみコピーし、
200 字を超えない程度に調整を加え、完成させ
る。
（3）完成具体例
具体的に各シートでどのように入力すれば、
どのような内容が完成するのか、以下に例を示
す。
①《学級活動》シート
【学級活動】列で
「国語科リーダー」
をプルダウンリストから選択
【学年】列で
「
（1 年）
」
をプルダウンリストから選択
【学級活動】列で
「社会科リーダー」
をプルダウンリストから選択
【学年】列で
「
（1 ～ 3 年）
」
をプルダウンリストから選択
↓
【合体】列に
国語科リーダー（1 年）社会科リーダー（1 ～
3 年）
と表示され、調査書の「学級活動」欄が完成
する。

手順④《部活動の記録》
シート、
《特記事項》
シー
ト入力
回収した調査書記載内容申告票をもとに、
《部
活動の記録》シート、
《特記事項》シートをプ
ルダウンのみで入力する。
【合体】列に表示さ
れている内容を【コピペ（文字列）→修正→完
成】列にコピーし、調整を加え完成させる。た
だし、
《部活動の記録》シート《特記事項》シー
トの入力内容は生徒によって内容差が大きく一
律の文章化が困難であるため、あえて《総合所
見》シートには反映されないようになっている。
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②《生徒会活動》シート

④《部活動の記録》シート

【生徒会活動】列で
「学年委員」
をプルダウンリストから選択
【学年】列で
「（1 年）」
をプルダウンリストから選択
【生徒会活動】列で
「学習委員」
をプルダウンリストから選択
【学年】列で
「（3 年）」
をプルダウンリストから選択

【部活動名】列で
「陸上競技部」
をプルダウンリストから選択
【所属期間】列で
「
（1 ～ 3 年）
」
をプルダウンリストから選択
【役職】列で
「部長」
をプルダウンリストから選択
【成績ベスト 3】列で
「 平成 29 年度千葉県総合体育大会男女総合
3 位（3 年） 平成 29 年度船橋市総合体育大会
男女総合 4 位（3 年）
」
をプルダウンリストから選択
※【部活動名】列で選んだ選択肢によって、
それに対応した選択肢が【成績ベスト 3】列
で表示されるように設定されている。

↓
【合体】列に
学年委員（1 年）学習委員（3 年）
と表示され、調査書の「生徒会活動」欄が完
成する。
③《学校行事》シート

↓
【合体】列にて
陸上競技部（1 ～ 3 年）部長 平成 29 年度千
葉県総合体育大会男女総合 3 位（3 年） 平成
29 年度船橋市総合体育大会男女総合 4 位（3
年）

【学校行事】列で
「校外学習実行委員」
をプルダウンリストから選択
【学年】列で
「（2 年）」
をプルダウンリストから選択
【学校行事】列で
「体育祭応援リーダー」
をプルダウンリストから選択
【学年】列で
「（3 年）」
をプルダウンリストから選択

と表示されるので、これを【コピペ（文字列）
→修正→完成】列に文字列のみ貼り付ける。
調整の必要があればこの列上で修正し、調整
の必要がなければ、これで調査書の「部活動
の記録」欄が完成する。
※「成績ベスト 3」はあくまで部活動の団体成
績であり、生徒によっては、個人成績を優先
して調査書に記載したい場合がある。その際
に調整が必要となる。

↓
【合体】列に
校外学習実行委員（2 年）体育祭応援リーダー
（3 年）
と表示され、調査書の「学校行事」欄が完成
する。
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⑤《特記事項》シート
【特記事項】列で
「 漢字検定（
）級」
をプルダウンリストから選択
【特記事項】列で
「 英語検定（
）級」
をプルダウンリストから選択
↓
【合体】列にて
漢字検定（

）級

英語検定（

）級

と表示されるので、これを【コピペ（文字列）
→修正→完成】列に文字列のみ貼り付け、編
集し、
↓
漢字検定 3 級

英語検定 3 級

となり、調査書の「特記事項」欄が完成する。
⑥《総合所見》シート
【各教科の学習に関する所見】列で
「積極的に発言し授業に参加している。
」
をプルダウンリストから選択
【総合的な学習の時間】列で
「青森校外学習での体験や学習を活かし工夫
して新聞にまとめていた。
」
をプルダウンリストから選択
【行動に関する所見】列の
【基本的生活習慣】列で
「時間や規則を正しく守って行動し模範的な
生活態度である。
」
をプルダウンリストから選択
【自主・自立】列で
「立案したテスト勉強計画を正しく遂行する
優れた自律の精神を有する。
」
をプルダウンリストから選択
【進路指導に関する事項の所見】列で
「将来の希望職業は未定であるが今後検討し
ていきたいと考えている。
」
をプルダウンリストから選択
↓
【合体】列にて、これらの入力内容に加え、
《学
級活動》シート、
《生徒会活動》シート《学校
行事》シートの入力内容が文章化され次のよ
うに表示される。

教科の学習では、積極的に発言し授業に参加
している。総合的な学習の時間では、青森修
学旅行での体験や学習を活かし工夫して新聞
にまとめていた。行動面では、時間や規則
を正しく守って行動し模範的な生活態度であ
る。立案したテスト勉強計画を正しく遂行す
る優れた自律の精神を有する。学級活動では、
国語科リーダー（1 年）社会科リーダー（1 ～
3 年）を務めた。生徒会活動では、
学年委員（1
年）学習委員（3 年）を務めた。学校行事では、
校外学習実行委員（2 年）体育祭応援リーダー
（3 年）を務めた。将来の希望職業は未定であ
るが今後検討していきたいと考えている。
【文字数】列に「267」と表示されるので、200
字を超えない程度に調整する。ここでは、
「総
合的な学習の時間」の記述と「自主自立」の
記述を削除し、192 字に調整した。
↓
教科の学習では、積極的に発言し授業に参加
している。行動面では、時間や規則を正しく
守って行動し模範的な生活態度である。学級
活動では、国語科リーダー（1 年）社会科リー
ダー（1 ～ 3 年）を務めた。生徒会活動では、
学年委員（1 年）学習委員（3 年）を務めた。
学校行事では、校外学習実行委員（2 年）体
育祭応援リーダー（3 年）を務めた。将来の
希望職業は未定であるが今後検討していきた
いと考えている。
となり、調査書の「総合所見」欄が完成する。

3

実践の経過と結果

（1）経過
①3 ～ 5月
「調さん」ソフト開発
②6月
学年会議で了承後、運営委員会で了承
③ 6 月～ 9 月
《特別活動の記録データ》シート、
《部活動の
記録データ》シート、
《特記事項データ》シート、
《総合所見データ》シートの文言を検討
④ 10 月
後期学級組織決定後、速やかに調査書記載内
容申告票配付及び回収、入力開始
⑤ 12 月
入力完了
（2）結果
10 学級全て 12 月までに総合所見をはじめと
した諸事項を完成させることができた。また、
その後の調査書点検では前年度に比べ大幅に少
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ない修正で済んだ。

4

実践のまとめ（成果と課題）

（1）成果
①入力ミスの激減
「調さん」による調査書作成は、大部分がプ
ルダウンリストから文言を選択する方法であ
る。そのため、「国語科リーダー」「学級委員」
すら手入力していた従来の調査書作成と比較
し、誤入力が大幅に削減された。
②調査書作成作業の効率化
必要事項をプルダウン入力すれば「特別活動
の記録」等の諸項目が完成するうえ、それらが
自動的に文章化されるため、
「総合所見」の推
敲にかけた時間が大幅に短縮され、非常に効率
が良い。
（2）課題
調査書点検を経て、主に次の 2 点について修
正が必要となった。
課題①
《総合所見》シート上で「行動評価」の文言
を選択する際に、実際に〇をつけた項目とは異
なる項目の文言を選択してしまう例があった。
（例）「基本的生活習慣」に〇をつけていない
にも関わらず、
「時間や規則を正しく守って行
動し模範的な生活態度である。
」の文面を選択
してしまう。
課題①に対する解決策
新たに《行動》シートを設置し、ここで〇を
入力する。〇をつけた観点のみ
《総合所見》
シー
ト上でプルダウン入力が可能となり、〇をつけ
ていない観点は入力不可能となるように設定す
る。
これにより、誤入力が防がれるうえ、「行動
の記録」欄までも効率的に完成するようになり、
さらに利便性が向上する。
課題②
《学級活動》シート、
《生徒会活動》シート、
《学
校行事》シートで未入力の文言について「学級
活動では～を務めた」等の文言を削除していな
かった。
（例）「学校行事」欄に記載内容が無い生徒の
場合でも、《総合所見》シートの【合体】列に
は「学校行事では～を務めた」と表示されてし
まい、これを削除していない。

課題②に対する解決策
各シートで入力した場合のみ
《総合所見》シー
トで「学級活動では～を務めた」のように反映
され、未入力のシートについては、
「学級活動
では～を務めた」といった文言がはじめから表
示されないように設定する。
これにより、総合所見を微調整する際の手間
が省け、誤記載防止の性能が向上した。
なお、以上 2 点の課題に対する解決策を講じ、
改良された「バージョンアップ調さん 2 号」が、
今年度の本校の進路事務でも採用され、11 月
現在、問題なく運用されている。

5

おわりに

（1）今日の学校現場の課題
本実践は、今日の学校現場の 2 つの課題を解
消する一助となり得る。
まずは、調査書誤記載事故問題である。本市
においても発生した事故以来、調査書記載内容
に対する生徒・保護者の目はさらに厳しいもの
となったに違いない。中学校では今まで以上に
丁寧な調査書作成が求められるようになってい
る。
次に、教員の多忙化問題だ。文部科学省が
2016 年度に実施した「教員勤務実態調査」に
よれば、時間外労働が月 80 時間以上の公立中
学校教員は全国で 6 割近くにのぼる。千葉県
においても、月当たりの勤務時間を 80 時間超
える教員は、中学校で 36.4%、全校種平均で
21.4% との調査結果が発表されている（
「教員
等の出退勤時刻実態調査結果（速報値）
」千葉
県教育委員会平成 30 年 9 月）
。これらの調査結
果はメディアにも取り上げられ、教員の多忙は
かつてないほど世間の注目を集めている。
（2）
「調さん」の有用性
私は本年度の「船橋市教育事情調査研究協議
会」の会員として、
「教職員の働き方改革」を
テーマに掲げ、他自治体に赴き、先進的な取り
組みを直接見聞きするなど、調査研究をすすめ
ている。この経験から、文部科学省や教育委員
会の方策を待たずとも、現場の工夫次第で長時
間労働を改善する余地が学校には多くあること
を知った。
「調さん」を利用すれば、
「総合所見」をはじ
めとする調査書の諸項目を、より短時間で効率
的に、かつ正確に完成させることができる。
進路の分野に限らず、
「調さん」のような効
率化を目指す取り組みが広がれば、我々教員が
本来最も時間を割くべき授業準備等の業務に注
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力できるようになるだろう。
【参考文献】
〇千葉県教育委員会『平成 30 年度千葉県公立
高校学校入学者選抜実施要項』 平成 29 年
72 頁
〇文部科学省「教員勤務実態調査」 平成 29
年 4 月（http://www.mext.go.jp/b_menu/
houdou/29/04/1385174.htm）
※ URL は平成 30 年 8 月 23 日現在
〇千葉県教育委員会「教員等の出退勤時刻実態
調査結果（速報値）について【概要】
」
平
成 30 年 9 月
（https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/

soumu/press/2018/documents/h30_dai7kai_
houkoku4.pdf）
※ URL は平成 30 年 10 月 23 日現在
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【実践記録】

仲間と共に課題を解決し、走る楽しさを実感する体育学習
－ 5 学年の短距離走の学習を通して－

船橋市立市場小学校

1

はじめに

現代の児童を取り巻く環境は大きく変化して
いる。グローバル化が進み、視聴覚電子機器の
発展も絶え間なく続いている。外で遊ばずに、
家庭でオンラインゲームをして過ごす児童が増
加していることは、もはや当たり前のような時
代になってきている。今後、運動する子と運動
しない子の二極化はますます進んでいくとであ
ろう。平成 28 年度の政府統計にある「青少年
のインターネット利用環境実態調査」
（資料①）
によると、

㈨ᩱձ

調査した小学生の約半数がスマートフォン・
携帯電話を所持していた。さらに、小学生のイ
ンターネット利用時間も年々増加し続けている
ということも明らかになっていた。その結果、
平成 29 年度にスポーツ庁がまとめた「平成 29
年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」
にある「テレビやゲームの画面を見る時間と体
力合計点との関連」
（資料②）を見ると、
㈨ᩱղ



男女とも視聴時間が 3 時間以上のグループの
体力合計点は、全国の平均値より低いという結
果だった。そして、本学級の児童も、約 4 割の
児童が、視聴時間が 3 時間以上であった。
また、視聴覚電子機器の普及が進んでいくこ
とに比例し、人とのコミュニケーションの希薄

教諭

辻

翔太朗

化も進んでいくのではないか。SNS も発達し、
会話で自分の考えを分かりやすく伝えることが
できない児童や、SNS 内での関わりのみで済ま
せている児童が、ますます増えてしまうと考え
られるからだ。平成 28 年の中央教育審議会答
申においても「習得した知識及び技能を活用し
て課題解決すること、学習したことを相手に分
かりやすく伝えること等に課題がある。
」とい
う指摘があった。
このような社会の現状において、他者に「友
達と課題解決に向け学び合う」ことが、実際に
児童の意欲や体力向上にどう影響していくのか
を検証していきたいと考えた。そこで本研究で
は、本校が課題としている「走力の低下」を通
して検証していく。

2

実践方法

3

児童の実態

（1）課題解決に向け、友達と各練習場で試行錯
誤しながら学び合うことで、走力の向上、
意欲の向上につながるか検証する。
（2）視覚的な資料や、ICT、学習カード等の、
友達と教え合う際の手立てを用意し、思考
を巡らせながら学習できる児童を育成す
る。

本学級は第 5 学年、男子 20 名女子 17 名計 37
名が在籍している。休み時間等には教室で過ご
す児童も多く、運動する子としない子の二極化
ができてしまっている。
正課時体育においては、
低学年の頃から「体育が嫌い」と話す児童もお
り、技能向上だけで無く、情意面での肯定的向
上も必要である。
以下からは、50m 走の記録（資料③）
、事前
意識調査（資料④）をもとに考察していく。
＊資料③ 「研究実施前の本学級の走力」
（50m 走 4 月 13 日・6 月 13 日実施）
No

4月

6月

2 ヶ月の伸び

平均

9.84

9.66

− 0.18

研究前 2 ヶ月間の走力の向上を見ると、平均
して 0.18 秒向上している。体格の成長だけでな
く、運動会や市民陸上大会等の練習を経て向上
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4

したとも考えられる。
＊資料④ 「研究実施前の意識調査」
（アンケート 6 月 1 日実施）
①体育の授業は好きですか。
好き

26 名

どちらかというと好き

どちらかというと嫌い

3名

8名

嫌い

0名

②体育は得意ですか。
得意

8名

どちらかというと得意 18 名

どちらかというと苦手

5名

苦手 6 名

③走ることは好きですか。
好き

17 名

どちらかというと好き

どちらかというと嫌い

7名

9名

嫌い

4名

④速く走るため、自己の改善点を知っているか。
知っている

18 名

知らない

19 名

意識調査①から、体育が「好き」「どちらか
というと好き」と答えた児童が学級全体の約 9
割であり、その理由のほとんどが『楽しいから』
という内容であった。しかし、
「嫌い」
「どちら
かというと嫌い」と答えた児童の多くは、体
育ならではの『技能への苦手感』
『競争への不
安』を理由に挙げていた。意識調査②からは、
体育が好きな児童が多い一方で、得意と感じる
児童の割合が大きく下がっていることが分かっ
た。「得意」と答えた多くの児童は、何かしら
の『達成した経験』があった。例えばリレーの
選手になったなど、複数名の中から選ばれたこ
とや、1 位になった、競争してぬかした等の経
験がある児童が多い。達成感や記録が伸びたと
いう経験が、自信につながっていくことは明ら
かである。意識調査③「走ることが好きか」と
いう質問に対し、
「どちらかというと嫌い」
「嫌
い」と答えた児童の多くは、平成 29 年度運動
能力テストの 4 年生の県平均の記録にも劣る児
童であった。
「走力が低い = 意欲が低い」とい
う図式は完全に一致はしないものの、少なから
ず影響があることは間違いないであろう。意識
調査④「速く走るため自己の改善点を知ってい
るか。」という質問に対しては、走力に関係な
く 19 名が「分からない」と答えた。これまで
意識して走ったり、改善を試みたりする経験が
あまり無かったと見受けられる。
これらの結果から、自分の課題を解決した喜
び、記録が向上した喜びを味わい、達成感を得
ていくことが、重要であるとわかる。
【自分の
課題を把握→解決→意欲向上→走力向上→意欲
向上】という課程が効果的なのではないか。

実践の手立て

友達と認識し合い、励まし合いながら進めて
いくことが、走る楽しさ（運動する楽しさ）に
つながり、結果的に走力が向上していくのでは
と考える。学習指導要領解説にも「陸上運動を
楽しく行うために、自己やグループの課題を見
付け、その解決のための活動を工夫するととも
に、約束を守り助け合って運動したり、勝敗を
受け入れたり、仲間の考えや取組を認めたり、
場や用具の安全に気を配ったりできるようにす
ることが大切である。
」とあるように、お互い
に課題を見付け合い、課題解決に向けた場や条
件のもとで、段階的に取り組むことが必要だと
考える。その為の手立てを以下のように考えて
いった。
（1）技能ポイントを明確化、視覚的機器の活用
走り方のポイントがすぐに分かるような、掲
示物（文字を最低限にし、絵や写真が中心…合
理的配慮を意識した為。
）を、場の近くに掲示
する。また、デジタルカメラやビデオカメラを
活用し、いつも見ることができない自分の動き
を見たり、自分と友達の動きを見比べたりしな
がら、より具体的な対話のある学び合いをさせ
ていきたい。さらに、お手本となる走り方とな
る映像を常時確認できるようにする。
＊資料⑤「掲示物、ICT 活用例」

（2）学び合えるチームの編成（1 チーム 6 人）
チームを作るに当たって最も重視した点は、
活発な教え合いができるような編成である。日
常生活の様子から、話し合いの中心として意見
をまとめられるような児童、リーダーシップが
とれる児童を各チームに分けた。また、特別に
配慮の必要な児童、なかなか意見を述べられな
い児童等も、偏りが無いようにして編成した。
さらに、試しの走りをした際に、児童一人一
人の走りを撮影し、
どこが課題なのかを把握し、
できるだけ同じ課題になるように編成した。課
題がいくつもある児童も多く、その場合は特に
目立っている部分を課題とした。同じ困り感を
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持つ児童達がいることで、課題解決に向け試行
錯誤しやすいと考えた。

＊資料⑧「各場について（抜粋）
」
【スタートの場】
課題

＊資料⑥（チーム編成例）
名前

走力

話す・聞く リーダー
特に目立つ課題
◎○△× シップ等

K.J（男） 9.42

◎

やや
あり

A H.K（男） 9.56
T.R（男） 9.26

△

無し

◎

あり 大股走り。

M.I（男） 11.02

×

無し 小股過ぎる。

Y.H（女） 9.26

◎

あり 大股走り。

S.Y（女） 10.66

〇

無し

腕が伸びている。
脇が開いている。

・スタートダッシュが苦手。
・前傾姿勢でスタートできない。等

ポイント 「前傾姿勢を意識して走る」
練習方法

・11 ～ 15m は前傾姿勢を意識し、友達と
見合う。 等

腕が開いている。

（3）各ポイントに焦点をおいた場の設定、練習
の成果を試す場を常設
「走る」運動のポイント
① スタート時の姿勢、機敏な反応
② 中間疾走での姿勢
③ 腕の振り
④ ピッチとストライド
上記をポイントとして提示し、児童に課題意
識を持たせた。また、課題解決に向け、練習し
た成果を確認する場も用意し、資料⑦のよう
な、学習過程における PDCA サイクルを確立
し、児童の主体的な学びを促進する。
＊資料⑦「PDCA サイクル学習の流れ」

（4） 学習カードの工夫
学び合いをするにあたり、自分のどこを見て
ほしいかを、友達に明確に伝えることが重要と
なってくる。そのため、今回学習カードには、
自分の課題が何なのか、友達にどこを見てほし
いのかが分かるようにし、自分も友達も課題を
把握しやすいようにしていく。
また、次回以降に学んだことを生かしていけ
るよう、気づいたことや、考えたこと等を自由
に書き込めるような、
「活動メモ」を用意した。
＊資料⑨「学習カード」

մAction

ղDo
ձPlan

ճCheck

各場においては、課題例を提示し児童がどこ
の場へ行けば良いのかを選択しやすいようにし
た。技のポイントについては、端的にして理解
しやすい内容にした。また、練習方法例は教師
側から提示したが、授業をおうごとに、児童達
が自分達に合った練習を考えていくようになっ
ていった。練習場の絵を用意し、友達がどこで
見てあげると良いのかを提示し、見る力を養っ
ていった。

6

実践の内容

（1）学び合いの様子
チームごとに、課題解決に向けた取り組みの
成果や課題を話し合い、次回の授業でどう取り
組むかを決めていくことで、主体的な学びにつ
ながった。意欲が低かった児童は、友達と教え
合ったり励まし合ったりしていく中で、意欲の
向上、
走力の向上や走り方の上達もしていった。
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＊資料⑩「活動の様子」

＊資料⑫「学習カード活用例」

（2） 友達と確認しあう
各練習の場で取り組んでいった成果を、確認
の場で試すようにした。その際、自分の動きが
自他共に見ることができたことにより、自分自
身を客観視でき、
より具体的な対話が生まれた。
＊資料⑪「ICT 活用の様子」
デジカメで記録

このように、
ただ単に走って終わりでは無く、
一つ一つの課題や、取り組み方自体を児童がき
ちんと振り返り、思考を巡らせながら学習に取
り組んでいた。

すぐに共有、確認

7

（3） 振り返り
また、学び合いの手立ての一つとして、お手
本の動画を常時見られるようにした事により、
児童がより視覚的に走り方のポイントを理解で
きた。
学習カードに活動の中で気づいたことや考え
たこと、友達から教えてもらったこと等をこと
事細かく書き記していた。内容に関しても、文
章だけで無く、絵や図を使ってまとめている児
童も多かった。

児童の変容

（1） 走力の変容について
事前に計測した 50m 走の記録に比べ、事後
の全体の平均が 0、28 秒向上した。児童一人一
人をみると、99% の児童に走力の向上がみられ
た。中には 1 秒以上向上している児童も見られ
た。この向上は先に述べた資料③「研究実施前
の本学級の走力」の 2 ヶ月間のでの成長による
伸び（− 0、18 秒）と比べても、短期間でより
向上していることから、本研究の成果ではない
かと考えられる。しかし、中には記録が向上し
なかった児童や、向上したがあまり大きな変化
がなかった児童もいた。
＊資料⑬「本学級児童の変容のまとめ」
No

6/13

変容

6/13

男子

1
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7/19

7/19

変容

女子

見学

9.04

9.01

− 0.03

2

10.06

欠席・見学

9.26

8.97

− 0.29

3

9.42

9.40

− 0.02 10.29

9.95

− 0.34

4

8.24

8.02

− 0.22 12.89

10.90 − 1.99

5

9.56

9.18

− 0.38

8.29

8.20

− 0.09

6

8.55

8.30

− 0.25

9.73

9.01

− 0.72

7

9.88

9.72

− 0.16 10.09

9.88

− 0.21

8

9.26

8.49

− 0.77

9.80

9

11.02

11.01 − 0.01

9.02

8.85

欠席
− 0.17

10

8.94

8.80

− 0.14

9.72

9.46

− 0.26

11

9.39

9.20

− 0.19 10.66

10.13 − 0.53

12

8.93

8.65

− 0.28 11.19

10.79 − 0.40

No

6/13

7/19

変容

6/13

男子

7/19

変容

女子

13

8.92

8.65

− 0.27

9.27

8.98

− 0.29

14

9.55

9.14

− 0.41

8.84

8.80

− 0.04

15

8.37

8.12

− 0.25 10.17

10.01 − 0.16

16

9.44

9.70

+0.26

11.44

10.36 − 1.08

17

10.44

10.28 − 0.16 10.66

10.10 − 0.56

18

9.43

9.13

19

10.71

10.63 − 0.08

20

9.05

8.98

②走るのは好きですか。資料⑯

− 0.30
− 0.07

事前全体平均 9.66 ⇒ 事後全体平均 9.38
変容− 0.28

向上しなかった児童、あまり向上しなかった
児童の学習カードや、
授業の様子を分析すると、
ノートの記載が少なかったり、交流が少なかっ
たりすることがわかった。以下の授業アンケー
ト（資料⑭）から、
学び合いがあまりできなかっ
た児童は、毎回の授業で学び合いを行っていた
児童に比べ、走力の向上が少ないことがわかる。
＊資料⑭「授業アンケート結果からの比較」
「友達にアドバイスしたり、アドバイスされたりしま
したか。
」
（6 回の授業アンケートから。
）
「できた」が多い児童
27 人

たと考える。そして、学級全体で「好き」「ど
ちらかというと好き」と答える結果となり、本
研究が児童全体の体育学習への意欲向上につな
がったことがわかる。

「できなかった」が多い児
童9人

走力の向上平均

走力の向上平均

− 0.39 秒

− 0.13 秒

事前アンケートに比べ、
「嫌い」
「どちらかと
いうと嫌い」と答えた児童が 0 名となった。走
力が低く、走る事への嫌悪感を抱いていた児童
にも、記録の向上や、友達との学び合い活動に
よる達成感や、
自己有意感を感じていった結果、
意識が大きく変容していった。そして、質問①
と同様に学級全体で「好き」
「どちらかという
と好き」と答える結果となり、
走力が高い児童、
低い児童の両者とも、本研究のテーマでもある
「走る楽しさを実感する」が達成できているこ
とが分かる。
③速く走るため、
自己の改善点を知っているか。

＊資料⑰

走力向上率の差
0.26 秒

この結果から、走力が向上した児童が多いも
のの、その向上率には大きな差があることがわ
かる。つまり、
「学び合い」が走力向上に大い
に役立つことが分かった。
（2）事前・事後アンケートの変容について
①体育の授業は好きですか。
＊資料⑮

自分の走り方の課題を見付け、課題解決に向
けグループで学び合い活動に取り組んでいった
結果、自分のどこを改善していけば良いのかを
理解した児童が全体の 99% となった。自分の
走り方を、映像で確認したり、友達と見合った
りしていく活動を続けていった結果だと考えら
れる。分からないと答えた児童に関しては、本
単元が怪我のため見学として学習していた児童
であった。
④学び合い学習は、
走力向上に役立ちましたか。

＊資料⑱

事前アンケートに比べ、
「どちらかというと
嫌い」と答えた児童は 0 名となった。事前アン
ケートで「どちらかというと嫌い」と答えた児
童は、運動能力があまり高くない児童であった
が、友達と一緒に取り組んだ結果走力向上をし、
体育学習への自信や肯定的意識が生まれていっ
－ 59 －

本研究の主題である
「仲間と共に課題を解決」

に関し、学級の全員が走力向上に役に立ったと
答えた。具体的には下記の「⑤全体を通しての
感想」の中に、児童達の思いや考えが記されて
いた。
⑤全体を通しての感想

＊資料⑲

➡

本単元の感想から、多くの児童が友達との学
び合い活動を通して、記録が伸びたと感じてい
る。また、自分自身の走力の向上だけでなく、
友達の成長にも喜びを感じている児童が多く存
在した。
⑥形成的授業評価

＊資料⑳

＊資料㉑
この児童は、− 0.38 秒の変容があった。
女子 16 番は、歩幅が小さく、足を引きずっ
てしまうことを課題としていた。
活動メモには、
自分の歩幅を友達に見てもらい、ケンステップ
で大きな一歩を意識して練習したことと、その
結果どう変わったかを記入していた。

学び方に関しては、ほぼ下がることはなく一
定の水準を維持していることから、毎回の授業
において、本研究で大切にしている「学び合い」
を意識していた結果だと考えられる。しかし、
先に述べた通り、学び合いができていない児童
に関しては、走力の変容があまりなかった。
（3）走り方の変容
男子 5 番は、走っている時に、右手が伸びて
しまうことを課題としていた。チームは比較的
腕振りに課題を持つ児童の多いチームで、
「腕
振りの場」での練習回数が多く、互いに何度も
動画を撮り合うなどして学習していた。

➡

＊資料㉒
事前では、膝があまり突き出ておらず、歩幅
も狭い。しかし事後は地面からの反発が強くな
り、より遠くに足を出し、歩幅を確保している。
正面からの映像で確認したところ、歩数も 44
歩から、
38 歩に変わった。その結果この児童は、
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− 1.08 秒の変容があった。さらに、平均 11 秒
台だったのが、平均 10 秒台になった。

8

実践の成果と課題

絵事典』田中 光
・文溪堂『たのしい体育』山川 岩之助
・大修館書店『キッズの陸上競技』岡野 進

（1）成果
・運動における二極化傾向のある子供たちが、
友達と共に課題解決に向けて学び合うことを
通して、運動する喜びと技能の向上を図るこ
とができた。
・効果的な学び合いが生まれたのは、以下の 2
点による。
① ICT を活用し、走り方のポイントを視覚
的に捉えることができたこと。
②個の動きを学び合いの場で確認するため、
具体的な手立てがとれたこと。（チーム編
成や学習カード）
⬇
友達と共に課題解決に向けて取り組んだこと
が具体的な変容を生み、学びが自信を生んで
いった。
・学び合いの大切さや有効性に気づき、学習に
役立て走力を向上させていくことができた。
（2）課題
・授業の途中で、児童全体で友達やグループの
工夫した取り組みや、できるようになったこ
と等を共有できる時間を設けてもよかった。
・授業中盤に、アドバイスしあったり、話し合っ
たりしている時間が個々に異なった結果、一
人一人の運動量に差が生じてしまった。

9

おわりに

本研究を通して「友達との学び合いの良さ」
「友達と課題を解決していく楽しさ」等を、多
くの児童が感じたり、学んだりすることができ
た。「学び合い活動」を通して、共に成長して
いく過程に、児童たちは大きな喜びを感じてい
たであろう。技能を伸ばしていく際には、内面
から変えていき、肯定的な意識こそが、重要と
なっていくと考える。
〔参考文献〕
・文部科学省『小学校学習指導要領解説体育編』
・大修館書店『写真で分かる運動と指導のポイ
ント』清水 由
・創文企画『小学生のための陸上競技指導教本』
岡野 進
・小学館『走・跳・投の遊び、陸上運動の
指導と学習カード』久保 健
・PHP 研究所『ヒカルくんのスポーツのコツ
－ 61 －

【実践記録】

学級経営に生かす「特別の教科

道徳」

～道徳の言葉で溢れる生活を通して～

船橋市立海神小学校

1

はじめに

本年度は、道徳が「特別の教科」として教科
化された初年度である。新学習指導要領の第 3
章では、目標は次のように示されている。

教諭

石井智也

で、どんな道徳性を育てていく必要があるかを
知りたいと考えた。
［写真 1］は、4 月の道徳の
学習で行った「
『あいさつ』っていいな」のワー
クシートの様子である。

第 1 章総則の第 1 の 2 に示す道徳教育の目
標に基づき、よりよく生きるための基盤と
なる道徳性を養うため、道徳的諸価値につ
いての理解を基に、自己を見つめ、物事を
多面的・多角的に考え、自己の生き方につ
いての考えを深める学習を通して、道徳的
な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。
新学習指導要領の目標を踏まえると、自己を
見つめ直し、その後の自分の生き方について
じっくりと考える時間が重要になってくる。そ
のために、授業時間内だけでなく、学校で過ご
す時間全てを含めて実践していく必要があると
感じた。
本実践では、道徳で学んだ様々な印象に残っ
た「言葉」を用い、その言葉を様々な場面で活
用し、自己の生き方についての考えを深める態
度を養う機会を作ろうと思い、実践を行った。

2

［写真 1］

児童の実態と主題設定の理由

本学級は第 2 学年で、男子 17 名女子 12 名の
計 29 人学級である。第 1 学年からの進級の際に
クラス替えを行ったため、4 分の 3 は新しい関
わりの友達ということになる。そのため、4 月
は児童の大半が、新しい友達や新しい担任の先
生に緊張しながら様子を見て生活をしていた。
5 月・6 月と時間が経つにつれ、運動会などの
行事を経験して新しい友達と触れ合う機会が多
くあり、様々な友達と関わっていく様子が見ら
れるようになった。すると、初めは遠慮しなが
ら関わりあっていた児童も、自分の言いたいこ
とを積極的に相手に伝えるようになり、活動の
幅が広がった反面、意見の衝突によるトラブル
も見られるようになってきた。また、時間を守
れなかったり、整理整頓ができなかったりと、
学級全体に様々な課題が見られるようになっ
た。
そこで私は、週 1 時間の道徳の時間を活用し、
それぞれがどんな考えを持っているかを把握
し、その上でこのクラスにはどんな言葉が必要

［写真 2］

まず、
［写真 1］の児童は、
「登場人物が仲直
りできてよかった。
」と、話の中身だけで感想
を完結させてしまっている。自分自身に置き換
えて考えていないということになる。次に、
［写
真 2］の児童は、
「朝起きたら、いきなり『お
はよう。
』と言ってびっくりした。
」と、挨拶を
非日常的だと解釈しているととれる表現をして
いる。このことから、児童は道徳の学習で学ん
だことを、別次元のものだと解釈していたり、
あまり必要性を感じていなかったりしていると
分かる。
そこで、道徳の学習で学んだ言葉や価値観な
どに、普段から多く触れることで、それを自ら
用い表現していき、良い雰囲気の中、学校生活
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を送れるのではないかと考えた。これが、
「学
級経営に生かす道徳」という主題設定をした理
由である。

3

実践の方法

（1）課題解決への手立て
本学級で課題を解決するために、以下の方法
で取り組むこととした。
①道徳の学習の充実
②「道徳の言葉」集め
③「道徳の木」の実践
④モラルジレンマの学習

イ

（2）実践の内容
①道徳の学習の充実
ア 道徳の学習の流れの確立
4 月に「道徳ってどんなことをするのか」と、
子どもたちに聞いてみた。

㐨ᚨࡢᤵᴗࡣࢇ࡞ࡇࢆࡍࡿࡢ
9%

5%

86%

た。そこで、授業の回数を重ねることで児童か
ら、
「次はお話をまとめるんだよね」や「次は
話し合いですよね」などと自然に言葉が出てく
ることを狙った実践である。もちろん、議論が
白熱して時間内にすべてを進めることができな
い時間もあるかもしれないが、学習の流れを明
確にすることで、
「今何を学習しているのか」
をはっきりさせることを狙った。

ࡼࡃࢃࡽ࡞࠸
࠾ヰࢆㄞࡴ
ヰࡋྜ࠸ࢆࡍࡿ

すると、「お話を読む」
「話し合いをする」と
答えた子が数人いて、
残りは「よくわからない」
と回答した。その様子を見て、まずは道徳の学
習の流れを確立し、今自分たちはどんなことを
学んでいるのかを明確にすべきだと感じた。
まず取り組んだのは、毎週の道徳の時間の流
れを確立した。
①普 段の様子や今まで経験したことなどを
発表しあい、自己を振り返る
②本時の学習内容を知る
③教材に触れる
④教材の全容を理解する
⑤登場人物の心情を想像する
⑥お話タイム
⑦自分自身に置き換えて考える
⑧友達と交流する
⑨まとめをする
以上のような流れを、毎週行った。初めは、
国語科のように話の中身を理解することに時間
がかかり、中々登場人物の心情を自分自身に置
き換えて考える時間を深めることができなかっ

1 分間の「お話タイム」
ワークシート等で自分の考えをすぐに表現で
きる児童もいれば、まったく表現できない児童
もいる。そこで、
「お話タイム」という時間を
設定した。これは、登場人物の心情を読み取る
際や、学習のまとめの際などに用いている。例
えば、先ほどの［写真 1・2］の「
『あいさつ』っ
ていいな」の教材の学習で、
私が発問する際に、
「では、
『ごめんね』という言葉について、隣の
人と 1 分間話してみましょう。
」と言う。その
際の注意点は、無言の状態は一切作らないよう
にすることである。どんな断片的な感情でもよ
いので、
「大事だと思う」や「必要かな」とつ
ぶやかせる。その相手のつぶやきに対して、全
力で反応させるのである。
「そうだよね」
「僕も
そう思う」
「そうかな」
などと話しているうちに、
「よくわからない」や「それは僕は違う意見だ
な」などといった対立も生まれてくる。そこで
大切なのは、
「相手を否定しないこと」である。
否定的な発言をしないことで、発言しやすい環
境を作ることも大切だからである。
一見発問が抽象的で難しいと感じると思う
が、
この発問を毎回の学習で取り入れることで、
児童も慣れてきて活発な話し合いができるよう
になってくるだろうと考えた。
ウ

ワークシートのファイリング
毎時間の道徳の学習でワークシートを用い
て、自分が考えたことを書かせている。そして
それに対して私がコメントし、別の時間に返却
して、
それをクリアファイルに綴じ込んでいく。
夏休み前の 7 月には、もう 13 枚のワークシート
が並んだ。このファイリングの狙いは、過去に
どんなことを自分が書いていたかをすぐに確認
できるようにすることで、本時の学習の手助け
ができるようにすることである。そうやって、
学習が積み重なっていくことを狙いとして行っ
た。
②道徳の言葉集め
道徳の学習では、様々な種類の道徳的価値に
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触れる。その一つ一つが、授業時間内だけの一
過性のものに留まることなく、普段の生活に自
然と結びついていくことを大切にしたいと考え
ている。そこで、道徳の時間に学習したことを
簡単な文や単語にしてそれを掲示し、常に児童
の目に入るようにした。そうすることで、児童
が意識してこの「道徳の言葉」を用いて、学級
の雰囲気をよくしていくことを狙った。

有無だけでなく、気持ちの変化なども含めて書
かせるようにした。また、
考えやすいように
「道
徳のたから」の中から選んで書くようにした。
例えば、
「授業の準備をして、自分でオッケー
をしてから休み時間に行くことができた」
など、
キーワードをそのまま用いたり、参考にしたり
して書かせるようにした。そして、
「道徳の木」
に「道徳の言葉でできた葉がたくさんつく」こ
とで、道徳的な価値観を広げていくことを狙っ
た。

［写真 3］
「道とくのたから」

※一つ一つのキーワードは児童と一緒に考えて
いる。
［写真 3］は、毎時間の道徳の学習で特に心
に残ったキーワードを、児童とともに考え、掲
示物として残していく活動の様子である。一時
間の内容を一言で表すために試行錯誤すること
で、そのときの道徳の内容を全員で振り返る
きっかけになると同時に、道徳的価値の定着に
もつながると考える。また、
一言で表すことで、
児童の記憶にも残りやすく、児童同士の会話の
中にも出てきやすいのではないかという狙いも
ある。
③「道徳の木」の実践
実践②で集めた言葉を日常的に活用するた
めの実践も行った。
「道徳の言葉」で作った簡
単な言葉で記憶に残りやすい状況を作っても、
様々な場面で活用していかないと定着しないと
考えたからである。活用することで、児童同士
が会話の中で用い、定着し、クラス全体の良い
雰囲気がよくなっていくことを狙った実践であ
る。
年度初めは道徳の時間を用いて、学習のまと
めの段階で教師と一緒に普段の振り返りのため
に、グループで話し合いながら葉に書き込んで
いく。書き込む内容は、普段の生活の中で「こ
んなことができた」
「こんなことをしてみた」
あるいは「してみようと思った」など、実行の

［写真 4］「道徳の木」

※名前はもっと親しみやすいものにするため、
児童からアイデアを募集している。
※教室側面に掲示することで、児童の目に入り
やすいよう工夫した。
また、今現在は教師とともに道徳の学習の時
間に葉に書く時間を設けているが、しばらくし
て慣れてきたら自由に書き込ませ、帰りの会で
発表するなど、活発に活用できるようにする予
定である。
④モラルジレンマの学習
毎週の道徳の学習で、道徳的価値の詰まった
「道徳の言葉」を集め、その言葉を日常的に活
用して「道徳の木」で振り返り、定着させる。
こうした流れが、児童の道徳性を伸ばすことに
つながると考えている。しかし、ずっと一人で
考えていては、考えが多様に広がっていかない
上に、自己中心的な満足感に留まってしまう場
合もあるだろう。そこで、友達と様々な意見を
交流させたり、時にはぶつけあわせたりするこ
とで、さらに深い学習にもっていこうと狙った
のが、
「モラルジレンマ」の学習である。
モラルジレンマとは、
「背反する二つの命題
において、究極の選択肢を迫られるときに発生
する葛藤」のことである。これに基づき、自分
がもし難しい局面に立たされたらどうするか
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を、自分の考えを明確にもち、それを友達と交
流する。テーマは、そのときまでに児童がどの
ような道徳の学習を行ってきたかを踏まえ、今
までの学習を活用できるような内容を選ぶよう
にしている。例えば、7 月に行った「ももいろ
の木いちご」という学習がある。
※資料名「モラルジレンマ資料と授業展開［小
学 校 編 ］ 第 2 集、 荒 木 紀 幸 編、 明 治 図 書、
2005 年」
この教材は、母の誕生日プレゼントに、母が
本当に喜ぶ物をプレゼントしたいと、苦労して
木いちごを取りに行く「トカゲのちょろりん」
を中心にストーリーが展開していく。低学年の
児童にとって、身近な家族を喜ばせたいという
気持ちはすぐに共感できるものであろう。しか
し、ちょろりんが森に木いちごを探しに行くと、
疲れ果てた様子のおばあさんも同じく木いちご
を欲しいと言うのである。ここで、母親とおば
あさんのどちらに木いちごをあげるのかという
葛藤が生まれる。
本学習を迎えるまでに、児童は「友達や家族
のために行動することの良さ」や「自分が良い
と思ったことをすることの良さ」などの価値観
の学習を行っている。そこでそれぞれが様々な
意見をもち、表現した。そしてこのモラルジレ
ンマの学習では、今までの学習に加え、自分の
生活経験を踏まえて意見を述べ、時には議論を
するのである。新学習指導要領では、
「アクティ
ブ・ラーニング」が重点とされている。そこで
は、自己学習の後に教師や友達との関わりによ
り、自己の思考が揺さぶられることの有用性が
指摘されている。モラルジレンマの学習は、ま
さに「思考のゆさぶり」に適した学習といえる
だろう。
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①
ア

道徳の学習の充実
道徳の学習の流れの確立
目に見えて児童の変化が現れたのは、教材に
触れて読み終わったあとの児童の反応である。
教材を読み終わったあとは、登場人物の心情な
どを整理するのだが、
7 月になると自分から「こ
うだと思う」と意見を発表したり、友達の意見
に付け加えたりする姿が見られた。
また、学習の速度に配慮を要する児童につい
ても、流れが明確になることで、以前はまった
く違うページを開いたり、ワークシートに何も
書くことができなかったりしていたが、クラス
全体の速度についてこれるようになり、意見も
少しずつ書くことができるようになった。
9 月の終わりに、
「道徳の学習って何をする
のだろう。
」と、4 月と同じアンケートをとっ
てみた。
㐨ᚨࡢᏛ⩦ࡣ㸪ࢇ࡞ࡇࢆࡍࡿࡢ
ࡔࢁ࠺ࠋ
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ࡑࡢ㸪
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ⴥࢆ▱ࡿ
10%
⮬ศࡢ⪃
࠼ࢆⓎ⾲
ࡍࡿ
23%

࠸ࢁ࠸ࢁ
࡞࠾ヰࢆ
ㄞࡴ
57%

このことから、道徳の学習の流れを理解する
と同時に、道徳の学習でどんな活動をするのか
という理解にもつながったことが分かる。また、
支援を要する児童にとって、学習の見通しをも
つことができるということが安心感につながる
ということも分かった。毎時間の学習の流れを
大切にし、自分の考えをもちやすい環境を作る
ことの大切さを感じた。その一方で、まだまだ
道徳の学習内容の理解につながっていない児童
もいるので、継続して流れの確立に努めていき
たい。
イ

［写真 5］ももいろの木いちごの板書

実践の経過と結果

1 分間の「お話タイム」
実は、この「お話タイム」は、道徳の学習だ
けでなく、他教科でも取り組んできた。自分の
考えに自信がもてなかったり、まったく考えが
浮かばなかったりする児童にとって、聞き手が
傾聴してくれるような環境は大切だと感じてい
る。そのために、聴き方の指導を徹底した。よ
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くある「聴き方のあいうえお」のように、相槌
をしっかりうったり、相手のほうをしっかり見
て聴いたりすることの大切さを全員で考え、周
知した。すると、
この「お話タイム」の前後で、
児童が発言する人数に変化が見られた。聞き手
の受容的な態度の大切さを感じた。しかし、人
によって相性というものは存在するので、初め
からスムーズに話が弾むとは思っていなかっ
た。席配置を教師のほうで考え、聴き方のルー
ルを徹底し、評価することで初めは雰囲気づく
りに徹した。すると、次第に「お話タイム」で
の笑顔が増えてきたので、次の段階ではペアを
変え、評価し、それを繰り返していくと、活発
な意見交換ができるようになってきた。どの教
科の学習でも、問題提起に対する意見を活発に
交換することができるので、これからも続けて
いきたい。

［写真 6］

具体的な道徳の言葉には…
○「 ひかり小学校のじまんのはね」→「学
校のじまん」
○「 げんきにそだて、ミニトマト」→「い
ただきます。ありがとう。
」
など

ああ

聴き方のあいうえお
あ…あい手の目をみて
い…いいかおで
う…うなずきながら
え…えがおで
お…おわりまで
ウ

②道徳の言葉集め
道徳の学習で学んだことを、簡単な単語とし
てまとめる時間をとったことで、児童全員が学
習を総括しようと一生懸命意見を出す姿が印象
的だった。一言でまとめるためには、その単語
自体に学習の中身が凝縮されていなければいけ
なく、またその単語を聞いたらどの学習だった
のかがすぐに分からなければならないので、児
童は苦労しながら意見を出し合っていた。そし
て出来上がった言葉は、教室後方に常に掲示し
てあったので、児童が日常的に目にすることが
できた。
初めは道徳の時間だけじっくりと眺める姿し
かなかったが、7 月下旬になると休み時間や他
教科の学習でも「道徳でやった。急いでいても
周りに気を付けないと怪我するよ！」
「挨拶は
小さな親切だってことを、学校案内の時に一年
生に教えてあげよう」などと自然に出てくるよ
うになってきた。児童の日常に触れやすい活動
をこれからも続けていきたいと考えている。

ワークシートのファイリング
毎時間の道徳の学習で取り組んだワークシー
トをクリアファイルにファイリングしていっ
た。過去の自分の意見をふり返ることができる
とともに、道徳的価値観の再認識にもつながっ
ていくと考えた。児童は授業の最中にワーク
シートを確認したり、話し合いやワークシー
ト へ の 書 き 込 みに行
き 詰 る と フ ァ イルを
開 い た り す る 場面が
多く見られた。また、
ワ ー ク シ ー ト が多く
な っ て く る こ とを視
覚 的 に 確 認 で きるこ
と で、 自 分 の 自 信 に
も つ な が っ て いった
の で は な い か と考え
る。

③「道徳の木」の実践
実践②で培った道徳性を表現する場として、
「道徳の木」の実践を行った。道徳で学んだ言
葉を一時的に理解して身につけたとしても、そ
れを日常的なものになっていかないと意味がな
いと考えている。
「道徳の木」では、実践当初
は教材の言葉をそのまま用いたり、思いつかな
いので友達に任せてしまったりと活発な意見の
出し合いとはいかなかったけれど、道徳の授業
をたくさん経験していくことで、道徳で学んだ
「言葉」
「気持ち」を児童が獲得することができ
ていったと感じる。
そう感じるのが、
「道徳の木」
で児童が書いたものを見てからである。自分で
気をつけた、意識したことはもちろん、友達の
行動にも視野が広がり、良いところを見つける
活動にもつながっていった。そうして、友達同
士を認め合う雰囲気作りにも役立っていったと
感じる。
しかし、良い点ばかりではなく、自分を美化
して書いてしまう児童や、友達の行動の揚げ足
ばかりをとる児童も出てきてしまったのも事実
である。そこで、これからは友達の良い点を見
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つけて進んで伝えている児童を取り上げたり、
教師が普段の児童の様子を注意深く観察し、
「こ
の前こんないいことをしていたね。
」と教えた
りすることで、児童の自己肯定感を高める活動
を意識していきたいと感じた。
④モラルジレンマの学習
十分に道徳の時間の経験を積み、道徳の言葉
や考え方などに触れる機会をたくさん作ってか
ら、モラルジレンマの学習に取り組んだ。児童
は、普段教科書で取り組んでいる教材とは違っ
たアプローチの話に興味津々で聞き入ってい
た。教科書では、紙媒体で話のまとめもすぐ目
に入ってくるので児童も
「話の終わり」
が分かっ
てしまうが、モラルジレンマの学習に関して言
えば、その「話の終わり」がなく、自分で考え
ていかなければならないことに衝撃を受けただ
ろう。実際に、
「もも色の木いちご」
の学習では、
「木いちごをどちらにあげたらよいだろう」と
いうテーマのもと意見を出し合ってみたが、大
多数の児童が周囲の様子を伺いながらも、
「自
分はこうだ」という意思をはっきりもって取り
組んでいた。授業の初めにもった意見と、授業
終盤にもった意見を確認してみると、意見を変
えた児童もいた。
意見を変えた理由
○友達の意見に納得したから
○意見を聞いているうちに、
「ああ、私もそ
う思う」と思うようになったから。
○自分の考えに自信がなくなったから
この「自分自身の思考が揺さぶられる瞬間」
というものを大切にしていきたいと考えてい
る。今まで道徳で学習したことがすべて正しい
とは限らない。
友達と意見を交換し合うことで、
新たな価値観に気づくことができる。ただ、こ
こで大切にしたいのは、
「友達と考え方が違う
から自分の考えは間違っている」という解釈を
児童がしてしまわないようにフォローすること
である。それぞれの考えはどれが正しいという
ことではなく、新しい考えを知ることでそれを
自分の価値観として習得するもよし、一部分だ
け抜き出して習得してもよし、といった考え方
を大切にしていきたい。
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児童の様子を見ながら試行錯誤して様々な実践
を行ってきた。そこで感じたのは、目に見える
実践も大切であるが、それ以上に目に見えない
ところで現れる児童の道徳性を育むことが重要
であることに改めて気づいた。
本実践で行った、
「道徳の言葉集め」や「道徳の木」などは、教
室掲示にしてあるので、普段から目にすること
ができる。そして、その掲示してある道徳の情
報を児童が何気なく日常会話で用いると、教師
としてはすごくうれしい気持ちになる。特に、
今までは人の意見を児童が自らの心の中に道徳
性が培われていっている瞬間を垣間見ることが
できる。それが私はすごくうれしい。
しかし、普段から児童が道徳の言葉を用いる
ようになるかは、児童自身がその言葉や考えに
納得していなければ意味がない。言わされてい
るだけの言葉には何も意味がない。周囲の友達
がみんな言っているから、自分も言わなければ
いけないのだろうと思ってしまうと、道徳性を
育んだとは言えないのだと思う。そういうとき
に、モラルジレンマの学習を通して、自分が納
得するまで意見を交わしあって欲しいと願って
いる。児童は自由に意見を述べるが、喧嘩にな
らないよう教師が線引きをしたり、うまく意見
をまとめたりしないといけない。
「意見を自由
に言っていい雰囲気」と「友達の意見を大切に
する雰囲気」
を同時にもっていきたいと感じた。
そのために、これからもこの実践を続けていき
たい。
【参考文献】
○荒木紀幸
『モラルジレンマ資料と授業展開［小
学校編］第 2 集』明治図書 2005 年

実践のまとめ

本実践を通して、道徳の言葉で溢れる学級経
営を目指すための具体的な方策を考えていくこ
とができた。道徳の授業の見直しから始まり、
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【研究論文】

社会科学習における主体的・対話的で深い学びにつながる
話し合い活動の充実
船橋市立海神小学校

1

主題設定の理由

（1）学習指導要領より
学習指導要領改訂の基本方針として、
「主体
的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改
善の推進が次のように示されている。
子供たちが、学習内容を人生や社会の在り
方と結び付けて深く理解し、これからの時
代に求められる資質・能力を身に付け、生
涯にわたって能動的に学び続けることがで
きるようにするためには、これまでの学校
教育の蓄積を生かし、学習の質を一層高め
る授業改善の取組を活性化していくことが
必要であり、我が国の優れた教育実践に見
られる普遍的な視点である「主体的・対話
的で深い学び」の実践に向けた授業改善（ア
クティブ・ラーニングの視点に立った授業
改善）を推進することが求められる。
「主体的・対話的な深い学び」の実践に向け
ては、アクティブ・ラーニングの視点に立った
授業改善を行うことが求められている。アク
ティブ・ラーニングとは、次のように示されて
いる。
教員による一方的な講義形式の教育とは異
なり、学習者の能動的な学習への参加を取り
入れた教授・学習法の総称。学習者が能動
的に学ぶことによって、後で学んだ情報を
思い出しやすい、あるいは異なる文脈でも
その情報を使いこなしやすいという理由か
ら用いられる教授法。発見学習、問題解決
学習、経験学習、調査学習などが含まれるが、
教室内でのグループディスカッション、ディ
ベート、グループ・ワークなどを行うこと
でも取り入れられる。
学習者の能動的な学習への参加を取り入れた
学習法ということで、子供達が自ら学習したい
という意欲がわく資料や発問の提示、グループ
やクラスの仲間と協力して学習問題の解決に向
かうための対話的な活動の充実という 2 つに重
点をおいて学習を進めていきたい。
また、「主体的・対話的で深い学び」実現に
向けた授業改善の留意点についても次のように
示されている。

教諭

三船

雄平

オ 深い学びの鍵として「見方・考え方」を
働かせることが重要になること。各教科等
の「見方・考え方」は、
「どのような視点で
物事を捉え、どのような考え方で思考してい
くのか」というその教科等ならではの物事
を捉える視点や考え方である。各教科等を
学ぶ本質的な意義の中核をなすものであり、
教科等の学習と社会をつなぐものであるこ
とから、児童生徒が学習や人生において「見
方・考え方」を自在に働かせることができ
るようにすることにこそ、教師の専門性が
発揮されることが求められること。
オに示されているように「時代背景から～と
予想できます」
、
「この資料から～この資料から
～と考えます」などというように、主体的で対
話的な学習を通して、一人一人の「見方・考え
方」を働かせる力を養い、深い学びへとつなげ
ていきたいと考えた。
（2）児童の実態より
本学級で、社会科の学習を「好き・どちらか
といえば好き」と答えた児童は 86.1% おり、全
体としては学習に意欲的に取り組んでいること
が分かる。
「あまり好きではない・きらい」と
答えた児童に焦点を絞ってアンケートを見る
と、発表することや調べ学習に対して苦手意識
があるのではないかと考える。実際に、アン
ケートを見ても、調べ学習を「あまり好きでは
ない・きらい」と答えた児童が 22.2%、発表す
ることが「あまりできない・できない」と答え
た児童が 50% となっている。発表に苦手意識
がある理由としては、
「自信がない」
、
「根拠を
上手く話せない」という回答が多かった。調べ
学習についてはグループで行うのが「好き」と
答えた児童は 86.1% と多かった。理由としては、
「意見が一人の時よりもたくさん出る」
、
「意見
を交換することができる」
、
「自分が見つけられ
なかったことを友達が見つけてくれた」という
回答があった。また、
7、
8 の質問の回答にグルー
プで調べたり、話し合ったりすることで自信が
付く、発表しやすいと書いている児童が多くい
た。
そこで、グループでの話し合い活動を充実さ
せることで、自分の意見だけでなく友達の意見
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も聞くことができ、考え方がより広がっていく
のではないだろうか。自分の意見が認められた
り、それから新たな考えが生まれたりすること
で、学習が楽しくなり、一人一人に自信も付き、
より主体的な活動になると考える。
「自分の意
見を言う」、「友達の意見を聞く」
、
「その意見か
らまた新しい考えが生まれる」という話し合い
活動をすることで、深い学びにつなげていきた
いと考え、本主題を設定した。

2

研究の目的

3

研究の仮説

話し合い活動を充実させることで児童が主体
的・対話的に活動し、一人一人の見方・考え方
を広げ、深い学びへとつなげていく。

（1）資料が充実していれば、一人一人が様々な
「見方・考え方」をするので、話し合い活
動が活発になり、主体的・対話的な学習が
出来るようになるだろう
（2）発表の仕方を工夫することで、グループや
全体の話し合い活動が活発になり、さらに
学びを深めることが出来るだろう。

4

研究の方法と内容

（1）資 料を１枚に限定せずに、教科書以外
の資料も提示し、話し合い活動につな
げる。
教科書の資料はもちろん大切であるが、すで
に見たことがある資料だったり、情報量が少な
かったりする。また、
「この資料から～が分か
る」、「この資料とこの資料から～が分かる」と
いうように一人一人の見方・考え方を広げ、話
し合い活動を活発にしたいので、資料を複数提
示する手立てを取っていく。
（2）自 分がもしその歴史上の人物だったら
どうするかを考え、
実際に演じる。
（ロー
ルプレイ）
その人物になりきることで、歴史の背景やそ
の人物の特徴などを元にどうするかを考えるこ
とが出来る。一人一人が様々な視点から考える
ことが出来るので、それをグループや全体での
話し合い活動につなげていきたい。また、実際
に演じることで、その時の人物の気持ちや思い
も考えることが出来るので、グループや全体で
共有をして、深い学びへとつなげていく。

5

学習の実際

（1）単元について
【単元名】
日本の歴史 「武士の世の中へ」
【単元の目標】
〇武士による政治の仕組みや人々との関係につ
いて興味・関心を持って調べようとしている。
（社会的事象への関心・意欲・態度）
〇武士の世の中の特徴や鎌倉幕府の政治の経過
を考え、
表現している。
（社会的な思考・判断・
表現）
〇想像図や絵図、写真などをもとに、武士の時
代の政治や暮らしについて調べ、まとめてい
る。
（観察・資料活用の技能）
〇鎌倉幕府が成立した経緯と、その政治の仕組
みについて理解している。
（社会的事象につ
いての知識・理解）
（2）学習内容
① 1/7 時間目
武士の館と貴族の館を比較して、武士がどの
ような暮らしをしていたのかグループで考え
る。グループで調べ、整理したことを学級全で
交流する。
【児童の反応】
〇貴族と違って質素な生活
〇物見櫓や堀、柵があるあるから戦いに備えて
いる
〇戦う訓練（馬、弓矢）をしている→グループ
& 学級で意見交流をしたことで、武士への興
味・関心が大きくなった。
② 2/7 時間目
武士が登場し、世の中はどのように変わった
のか。
また、
武士はどのような政治を行っていっ
たのかを一人で予想した後、グループで交流さ
せ、学級全体で共有する。
③ 3/7 時間目
「平治の乱」を描いた資料から、武士の戦い
の様子を読み取り、平氏が貴族に代わって政治
の実権を握ることをおさえる。また、平氏と源
氏の武士団が勢力を伸ばしていった様子をグ
ループで調べ、学級全体でまとめる。そこで、
平氏の政治（= 貴族の政治）に不満を持つ貴族
や武士が増えたことをおさえる。
【児童の反応】
〇資料から平氏が先に政治の実権を握り、その
後頼朝が源氏を滅ぼした。
〇資料から平氏が西国、源氏が東国に勢力があ
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る。
→資料と資料を関連付けて調べることが出来
たグループがあった。
→意見が 1 枚の資料からに留まったグループ
もあったが、学級で意見を共有することが
出来た。
 平氏と源氏の関係を理解したところで、自
分が源頼朝だったら、どこで政治を行うかを
児童達に考えさせる。

【鎌倉七口】

〇「頼朝は東国に勢力があったから東京」
〇「元々勢力があるから東国」
〇「平氏の反乱を防ぐために兵庫県」
〇「新しい政治をするために京都以外の東国」
→「頼朝だったら」と発問することで時代背
景や源頼朝の特徴を踏まえて考える児童が
多くいた。
すでに「鎌倉」と分かっていた児童は理由
をはっきりさせることが出来なかった。
→鎌倉になぜ幕府を開いたのかという興味・
関心が高まった。

【鎌倉街道】

④ 4/7 時間目
なぜ、鎌倉に幕府を開いたのか資料を用いて
調べる。鎌倉の地形的な特徴を読み取り、これ
までの政治の中心との違いを考えさせる。
また、
鎌倉周辺の土地の様子を読み取り、その特徴と
頼朝が鎌倉に幕府を開いたこととのつながりを
とらえさせる。
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【児童の反応】

長
（武士）
のやりとりを考え、
ロールプレイする。
【児童の反応】

〇「山に囲まれている」
〇「海に面している」
〇「切通しの道は狭い」→敵が攻めにくい
〇「切通しで様々な都市とつながっていた」
→資料が多いと意欲・関心が高くなり、話し
合い活動が充実した
⑤ 5/7 時間目
将軍と武士との関係について考え、
話し合い、
自分が武士だったら、どんな将軍について行く
かを考える。また、
自分が頼朝の立場だったら、
どんな武士がついて来てほしいかを考える。そ
の後、鎌倉幕府の仕組みを調べ、頼朝死後の政
治について考える。執権（北条氏）による政治
が行われていくことをおさえる。
【児童の反応】
〈どんな将軍について行くか〉
〇「強い人」 〇「仲間を大切にする人」
〈どんな武士について来てほしいか。
〉
〇「強い人」 〇「自分を守ってくれる人」
〇「信頼できる人」
→武士と将軍の関係を考えたことで「ご恩と
奉公」の関係が理解しやすくなった。
⑥ 6/7 時間目
資料を見て、グループで元と幕府の戦い方の
違いを調べ、戦いに挑んだ武士たちの気持ちも
考えさせる。元との戦いの後、幕府はどうした
か予想する。予想後、元から新しい土地を奪え
なかったので、幕府は武士たちに領地を与える
ことが出来なかったことを伝える。そして、幕
府の対応について、武士たちはどう思ったかを
考える。
⑦ 7/7 時間目
元軍と戦った後の安達泰盛（幕府）と竹崎季

〇武士の気持ちを考えながらセリフを考え、声
の調子や動きも工夫することが出来た児童が
多かった。普段とは違う発表の仕方だったの
で、児童たちも楽しくセリフなどを考え、グ
ループや学級全体の話し合いが活発になっ
た。

6

仮説の検証

【仮説 1】
資料が充実していれば、一人一人が様々な
「見方・考え方」をするので、話し合い活動
が活発になり、主体的・対話的な学習が出
来るようになるだろう。
⬇
資料を充実させたことで、鎌倉がいかに攻め
にくい場所にあったかということが子供たちの
話し合いの中で気付くことが出来た。教科書の
資料だけではなく、他の資料も提示したことで
調べること、話し合うことへの意欲が高くなっ
ていた。アンケート結果を見ても、グループで
話し合ったり、協力して考えたりする活動に対
して意欲が高まった児童の姿を読み取ることが
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出来る。このことは、本研究仮説 1 の「資料が
充実していれば、一人一人が様々な「見方・考
え方」をするので、
話し合い活動が活発になり、
主体的・対話的な学習が出来るようになるだろ
う。
」に対して一定の効果を見ることが出来た
と言える。また、4 の質問で、「自分が気付か
ないことも、友達が気付いて考えが深まった」
という意見が多くあったので、話し合い活動が
活発になったと言える。実際に、授業において
も一枚の資料と他の資料を関連付けて、話し合
いをしている場面が見られた。また、1 人で調
べ学習をする際は意欲がない児童もグループ活
動では、意見を友達に発表している場面があっ
た。発表に関しても、グループで話し合ったこ
とで自信が付き、手を挙げて発表する児童が増
えた。このことから、主体的・対話的な学習に
つながったのではないだろうか。
【仮説 2】
発表の仕方を工夫することで、グループや
全体の話し合い活動が活発になり、さらに
学びを深めることが出来るだろう。
⬇
発表の仕方を工夫するということで、
まず
「自
分がもしその歴史上の人物だったらどうするか
考える」という手立てをとった。この単元では、
もし源頼朝だったらどこで政治を行うかを児童
に考えさせた。すると、
「頼朝は東国の武士だ
から～」、「西国に朝廷があるから～」など時代
背景やその人物の特徴を踏まえて、考えること
が出来た児童が多かった。そのため、グループ
や学級での交流でも意見が活発にとんでいた。
また、ロールプレイでは、幕府のために元軍と
命がけで戦ったのに領地が貰えず、不満が高ま
り、幕府に直訴をしに行った竹崎季長の絵図を
元に、武士たちの気持ちを考えさせた。実際に
演じるということで、セリフだけではなく、声
の調子や体の動き、表情なども考えることがで
き、グループや全体の話し合い活動が活発に
なった。また、一所懸命に戦ったのに領地を貰
えなかった武士たちの気持ちや領地を与えるこ
とが出来なかった幕府側の気持ちをより一層深
めることが出来た。

7

児童の変容（実態調査から）

児童は、社会科に対して意欲・関心が元々高
いが、自分の意見を発表することになると自信
がない児童が多かった。しかし、グループ活動
を取り入れたことで自分の意見に自信を持っ
て、発表することができる児童が増えた。
（約

50% →約 77%）
【単元開始前の児童の実態】
（男子 17 名、女子 19 名、計 36 名）
①あてはまる
②ほぼあてはまる
③あまりあてはまらない
④あてはまらない

【社会科に関する実態】
調査項目

①

②

③

④

1．社会科は好きです
か。

13

18

4

1

2．調べ学習は好きで
すか。

14

16

4

2

3．グループでの調べ
学習と 1 人での調
べ学習はどちらが
好きですか。

グループ
31

1人
5

【グループ】
・意見がたくさん出る 10
・意見が交換できる 7
・自 分が気付かなかったこと
4．3 と答えた理由は を友達が気付く 7
何ですか。
・み んなで調べた方が楽しい
し、見つけやすい 5
・自信が付く 2
【1 人】
・自分のペースで調べられる 5
5．資料を使って、自
分で調べることが
できる。

13

20

1

2

6．グループやペアで
協力して調べ学習
を行うことができ
る。

17

14

4

1

7．クラスのみんなの
前で発表すること
ができる。

10

8

14

4

8．7 で③・④と答え
自信がない 11
た人の理由は何で
根拠（理由）が話せない 7
すか。

【単元終了後の児童の実態】
（男子 17 名、女子 19 名、計 36 名）
①あてはまる
②ほぼあてはまる
③あまりあてはまらない
④あてはまらない
調査項目

①

②

③

④

1．社会科は好きです
か。

20

14

2

0

2．調べ学習は好きで
すか。

22

12

2

0
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調査項目
3．グループでの調べ
学習と 1 人での調
べ学習はどちらが
好きですか。

①

②

③

グループ
35

ているので児童の学習意欲が低くなる。資料
を使っての調べ学習の方が、様々な視点から
予想ができ、グループの話し合いも活発に
なった。しかし、教科書の内容が全て児童の
意見から出てくるわけではないので、教師側
から発問をしながら繋げていった。そのた
め、予定していたよりも時数が多くなる。児
童たちは、資料を元にグループで学習問題や
発問の解決をした方が、「意見がたくさん出
て、
考えが広がる。楽しい。
」
と言っていった。
どちらがいいのか疑問が残る。

④
1人
1

【グループ】
・友達の考えと比べられた。
4．グループで調べて
・自 分にはない視点で友達が
良かったことは何
調べていて、意見が共有で
ですか。
きた。
・自信をもって発表できた。
5．資料を使って、自
分で調べることが
できる。

19

6．グループやペアで
協力して調べ学習
を行うことができ
る。

25

9

2

0

7．クラスのみんなの
前で発表すること
ができる。

15

13

7

1

14

2

1

9

・グ ループ学習で話し合うこ
8．発表できるように
とが出来た。
なった理由は何で
・自信がついた。
すか。
・友達の意見を参考にした。

8

成果と課題（○…成果

●…課題）

〇グループによる話し合い活動を多くしたの
で、自分の意見に自信が付き、発表する児童
が増えた。
〇複数の資料を関連付けて、グループで話し合
い活動が出来ていた。
〇発表の仕方を工夫したことで、児童たちがそ
の問題や発問に対して、さらに深く考えるこ
とが出来た。
〇話し合い活動がメインだったので、ノートの
まとめ方は児童に任せた形になった。
しかし、
一人一人が工夫をし、丁寧にまとめることが
出来ていた。
〇普段の授業では、調べ学習やノートを書くこ
とに意欲的でない児童が、資料を用いたグ
ループ学習では積極的に発言をしていた。
〇社会科だけではなく、他の授業でのグループ
活動でも意見を言う時に理由を明確に出来る
児童が増えた。

今後に向けて

研究をして成果と課題がそれぞれ見つかった
ので、それを基に子供達が主体的・対話的に学
習できる授業や環境をさらに整えていきたい。
個々の力を伸ばすために資料を 1 人 1 人に配り
調べ学習を行ったり、学習意欲の向上のために
1 単元をグループで調べ、まとめたりと新しい
取り組みを行っている。発達段階によって方法
は変わってくると思うので、今は自分の引き出
しを増やしたいと思っている。そして、単元や
子供達の特徴に合った授業の方法をとれるよう
にしていきたい。そのためには、これからも探
究心を持って、研究を続けていきたい。

【参考文献】
①文部科学省『小学校学習指導要領解説
編』
（平成 29 年 7 月）
②文部科学省『中学校学習指導要領解説
編』
（平成 29 年 7 月）

●グループで話し合う活動がメインだったので
複数で調べる力は付いたが、1 人で調べる力
は伸ばすことが出来なかった。学習意欲や低
位の児童を考えるとグループによる活動が有
効だが、個々の力を伸ばすことが出来たかは
疑問が残った。
●教科書を使っての調べ学習では、答えが書い
－ 73 －
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【実践記録】

体育学習でのゲームパフォーマンスの向上を目指したゴール型ボール運動の実践
−戦術アプローチを取り入れた、第 5 学年「ハンドボール」の指導を通して−
船橋市立西海神小学校

1

主題設定の理由

（1）新学習指導要領に向けた授業の方向性
2020 年度より小学校新学習指導要領の全面
実施となる。今回の改訂の趣旨として、授業改
善を図ることが最大のねらいとされている。体
育科においては、
「運動が苦手な児童への配慮
の例」や「運動に意欲的でない児童への配慮の
例」が新たに示された。今後の体育科の指導に
おいては、体育の授業が楽しい、運動・スポー
ツが楽しい、生涯にわたって運動に親しむこと
ができるスポーツライフの実現を目指している
といえる。
また、内容 E ボール運動（1）知識及び技能
「ア ゴール型では、ボール操作とボールを持
たないときの動きによって…」
と示されている。
現行の学習指導要領に引き続き、
「ボールを持
たないときの動き」を学習させる必要性を強調
していることがわかる。ゲームパフォーマンス
を向上させるためには、基本的なボール操作を
身に付けること、ボールを持っていないときに
どのようにプレイするかを考えさせる必要があ
る。しかし、ボール運動の授業をした際、基本
的なボール操作が難しい、動き方や攻め方がわ
からなくて動けないなどの課題が見受けられ
る。これらの課題を解決しなければ、楽しいと
感じる体育授業にはならず、豊かなスポーツラ
イフの実現は難しいだろう。
上述のことから、各種の運動で解決すべき課
題を見付け、考え実践し、ゲームパフォーマン
スの向上を目指す必要がある。
本研究で行う
「ハ
ンドボール」では、戦術と技術を関連付けて指
導を行い、ゲームパフォーマンスの向上を目指
した授業実践を行うこととした。
（2）戦術アプローチのポイント
技能だけを向上させようとすると、ゲーム
における技術の意味がわからないままとなり、
ゲーム場面で「何を行うべきか」を適切に判断
できなくなってしまう恐れがある。戦術から切
り離した技能の指導では、ゲームパフォーマン
スの向上は望めない。
戦術アプローチとは、ゲームにおける戦術的
状況の中で技術を用いることを強調すること
によって、戦術と技術を関連付けて指導する

教諭

渡辺

諒平

ことであり、一番の目的は、児童のゲームパ
フォーマンスを向上させることである。ゲーム
パフォーマンスに重要な意味をもつのが「戦術
的気づき」である。戦術的気づきとは、ゲーム
場面における問題点とそれらの解決法を見つけ
出す能力のことである。これに向けていかに指
導するのかが課題となる。
確かに、私自身のこれまでの授業を振り返る
と、技能を高めるドリルゲーム、タスクゲーム
を設定して授業を行っていた。しかし、戦術的
課題をドリル・タスクゲームに組み込んでおら
ず、ゲームにおける技術の意味がわからないま
ま子供たちを活動させてしまい、
「目的のない
参加」となっていた。メインゲームを見ていて
も、練習した成果を発揮できている児童が少な
いように感じた。
今までの指導では、児童のゲームパフォーマ
ンスが高まっているとはいえない。全児童が
ボール運動におけるゲームパフォーマンスを向
上させたいと考え、本主題を設定した。

2

実践の方法

（1）研究主題に関わる理論研究
ゴール型におけるゲームパフォーマンスの向
上を目指した楽しい戦術学習の進め方について
調べ、本研究の基盤とする。
（2）授業の実施
①実施学年 第 5 学年
②実施時期 9 月
③実施単元 ハンドボール
（3）実施授業の考察
①単元実施後の振り返りを基に児童の変容を見
る。
②ゲームの様子を録画することによる分析と考
察を行う。

3

実践前の調査

〈児童の実態（男子 19 名

女子 19 名）
〉

①意識調査（ゴール型ゲームに関して）
意識調査では、ゴール型ゲームに対して弊害
となっている児童の思いを調査した。
その結果、
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「得意な子だけが活躍して中々ボールに触れな
いことやもめたりすることで楽しくない」と答
えている児童が多いことがわかった。
また、
ゴー
ル型を行うに当たり、
「基本的なボール操作が
できない」や「ゴールすることが難しい」と答
えている児童が多くいた。
②思考調査
質問①：A 君からボールをもらうためには、B
君はどのように動いたらよいですか。

ゴールを狙えばよいことを理解している児童が
多い。
また、
②の回答では、
「ゴール前でのシュー
ト」と「ロングシュート」の 2 パターンの回答
がでてきた。しかし、ゴールのしやすさで言え
ば、前項の答えがベストである。
これらの意識調査、思考調査から推測できる
のは、ボールをもらうための動きについて理解
しているものの、技能が追い付いていないこと
が考えられる。ゴール型のゲームで点が入るこ
とが楽しいと感じる一番の要因である。ゲーム
パフォーマンスの向上を目指し、児童全員が楽
しいと感じる実践を行いたい。

4

（図 1

思考調査

質問①）

回答①
B 君が横に動けばよい
山なりパスをすればよい
不明な回答
無回答

28 人
4人
3人
3人

実践の具体的内容

（1）ゲーム指導のための戦術アプローチ
ソープら ＊ 1 は、ゲーム指導のための戦術ア
プローチを 3 つのステージにまとめ、図 3 のよ
うに示している。図 3 のモデルは、
「戦術的気
づきに向けた指導では、まず、ゲームから出発
すべきである」という立場をとっている。本実
践では、
このモデルを参考に授業を組み立てる。

ಟṇࡉࢀࡓࢤ࣮࣒
ᙇࡉࢀࡓࢤ࣮࣒

質問②：攻めているチームが得点するためには、
この後どうしたらよいと思いますか。
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（図 3
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ゲーム指導のための戦術アプローチ）

＊ 1 ソープら『ボール運動の指導プログラム』
（2）
「戦術的複雑さのレベル」の決定
単元中に取りあげる具体的な戦術的課題とし
て表 1 のようなものが挙げられる。なお、本単
元で行うものとして、攻撃時のみの動きに限定
する。
（図 2

思考調査

質問②）

回答②
B 君がゴール前に移動し、そこにパスを出し
てシュートする。
19 人
B 君にパスをしてシュート
12 人
山なりのシュートをする
1人
不明な回答
6人
思考調査では、児童の「戦術的気づき」がど
のくらいあるのか把握するために調査を行っ
た。回答を見ると、
ディフェンスをかわしてボー
ルをもらいにいけばよいことや仲間にパスして
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ボールを
持たない動き

戦術的課題

ボール操作の
技術

パス（ショート・
ボール運びのサ
ロング）
ポート
キャッチ

〈攻撃〉
ボール保持
ゴールへの攻撃

シュートプレイ
シュート
ヤーのサポート

攻撃時の空間の
創出

ワンツーパス
パス & ゴー

フリープレイ
攻撃時のスペー ゴールしやすい ヤーへのパス
スの活用
所への走り込み シュート・パス
の判断
（表 1 ハンドボールに見られる戦術的課題、 動き方
及び技術）

表 1 で挙げたような問題に対する解決法とし
て「戦術的複雑さのレベル」を決定し、単元
を進めていく中で、順に指導を行いゲームパ
フォーマンスの向上を目指す。以下の表 2 が
「戦
術的複雑さのレベル」を表したものである。
戦術的課題
〈攻撃〉
ボール保持

戦術的複雑さのレベル
レベルⅠ
パス
キャッチ

レベルⅡ
ワンツー
パス

レベルⅢ
フリープレ
イヤーへの
パス

ゴールへの
シュート
攻撃
攻撃時の空
間の創出

タスク
ゲーム

メイン
ゲーム

パス
キャッチ
ワンツーパ
ス

パス
キャッチ
ワンツーパ
ス

フリープレ
イヤーへの
パス
キャッチ
ワンツーパ
ス
シュート

ボ ー ル を 持 パス & ゴー ス ペ ー ス を パ ス → フ
たない動き （動き方）
見つける能 リースペー
力
スへ
（表 3

各ゲームにおける技能ポイント）

①ドリルゲーム
基本的ボール操作の技能向上を目指し、2 つ
のドリルゲームを設定した。
【ドリル①：ボールパスラリー】
相手の胸にパスをする技能を高めると共に、
ボールキャッチやパスをしたら前に走る技能を
習得させることをねらいとした。
〈ボールパスラリーの進め方〉
1 チーム 4 ～ 5 人で行う。パスを出した方向
に走り、列の後ろへ並ぶ。1 分間で通ったパス
の回数を競う。

パス & ゴー

攻撃時のス
ペースの活
用
（表 2

ボール操作

ドリル
ゲーム

シ ュ ー ト・
パスの判断

戦術的複雑さのレベル）

（3）ドリルゲーム・タスクゲーム・メインゲー
ムの系統性を重視した指導
ゴール型ゲームはボールを中心としてゲーム
が進められるため、基本的なボール操作は重要
な技能である。そのため、戦術行動を支える基
礎技能の習得とウォーミングアップを兼ねたド
リルゲームを行う。
そして、ゲームにおける技能の向上や戦術的
課題を解決するために行うタスクゲームを行
う。このドリルゲーム、タスクゲーム、メイン
ゲームの系統性を意識した授業を展開する。表
3 は、それぞれのゲームにおける技能のポイン
トを明示したものである。

（図 4

ボールパスラリー）

【ドリル②：ワンツーパスリレー】

（図 5

ワンツーパスリレー）

ワンツーパスの仕方を覚え、ゲームに生かせ
るようにする。パス & ゴーの動きを習得させ
ることをねらいとした。
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〈ワンツーパスリレーの進め方〉
2 人 1 組で行い、走りながらパスを出し合っ
て進んでいく。これを繰り返してリレー形式で
つないでいき、チームごとに競わせる。ボール
を捕ったらすぐパスをして、止まることなく進
めることがベストである。
②タスクゲーム
【タスク①：スリーサークルゲーム】

（図 7

5

（図 6

スリーサークルゲーム）

フリースペースを見つけ走りこむ動きやフ
リーの味方にパスをする力を身に付けさせるこ
とをねらいとした。
〈スリーサークルゲームの進め方〉
パスのみでボールをつなぎ、サークルの中で
ボールを捕ったら得点となる。なお、同じサー
クルでの連続ポイントやサークルからサークル
への直接パスは、得点に入らないものとする。
③メインゲーム
【メイン：ハンドボール（ハーフコート）
】
パスをした後の動きやボールを持っていない
時の動きを身に付けさせ、ゲームパフォーマン
スの向上をねらいとした。また、パスをつない
でゴールすることの楽しさを味わわせる。
〈ハンドボールの進め方〉
・人数で有利となるアウトナンバー制をとり、
4 対 3 で行う。
・センターラインでリターンパスから始める。
DF にボールを捕られたり、得点したりした
らもう一度センターラインからスタートす
る。
・ドリブルは無しで、パスのみでゴールを目指
す。
・シュートエリアを設け、エリア内でのシュー
トは禁止とする。

ハンドボール

ハーフコート）

実践の経過と結果

（1）ゲーム後における戦術的気づき
毎時間に必ずゲームを行った。ゲームを行っ
た後に、ゲームパフォーマンスを向上させるた
めに何が必要で、課題となる動きは何なのかを
子供たちから意見を聞いた。
単元を通して、課題となる動きは写真 1 の通
りであった。
「どこに動けばよいのか」
、パスが
つながらないなど、ボールを持っていない人の
動きについて、ボールキャッチなどの基本的な
ボール操作について、自分たちの課題に気づく
ことができた。

（写真 1

課題となる動き

掲示物）

ゲームの中で気づいた課題を解決しようと
ゲームの合間に話し合う時間を設けた。
そこで、
どこに動けばよいのか、パス回しの仕方につい
てホワイトボードを用いて、確認する姿を見る
ことができた。
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（写真 3
（写真 2

話し合いの様子）

（2）戦術的課題を解決するための手立て
本単元では、主にゴールするまでに必要なパ
ス回しやボールを持たない動きの習得を目指し
た。戦術的複雑さのレベルⅢとして、
「フリー
プレイヤーへのパス」
、
「シュートかパスの状況
判断」を設定した。
そこで、授業を進めていく中で少しずつ身に
付けられるような手立てを講じた。その手立て
として、学習課題の設定の工夫、毎時間の学習
課題に対する合言葉の設定を行った。学習課題
は、児童の混乱を避けるため、一つの動きに焦
点をあてた。その動きにつながるものを合言葉
として設定し、授業を進めた。表 4 は学習課題
と合言葉の一覧である。
合言葉を用いたことで、子供たち同士でアド
バイスし合う姿が見られた。また、授業が進む
度に合言葉が増えていくため、その児童に合っ
た声掛けをすることができた。
時間

学習課題

2
3

フリーの味方を見つけ、パス
だれ空いている
をしよう。

4

パスした後の動きを考えよう 次どこ・前

5

パスかシュートかの判断につ
いて考えながら、プレーしよ どっち
う

（表 4

写真 3 は、ボールパスラリーをしている様子
である。一番の効果として、ボールに触れる機
会が増えたことで、ボールに対する恐怖心が減
り、怖がらずにボールを捕れる児童が増えたこ
とである。
また、
相手の胸にボールを投げるボー
ルコントロールやボールをキャッチする能力な
ど、基本的ボール操作の向上が見られた。
ボールパスラリーの動きとして、パスをした
ら前に行くことを決まりとしていた。この動き
を繰り返し行うことで、パスした後の動きを意
識することができ、タスクゲーム、メインゲー
ムにつなげることができた。
写真 4 は、タスクゲームのスリーサークル
ゲームを行う児童の様子である。ここで求める
動きとして、空いているスペースを見つけ、そ
こに走りこむ能力がねらいであった。

合言葉

相手と重ならないところに素
どこ空いている
早く動こう。

6・7

ボールパスラリーの様子）

（写真 4

スリーサークルゲームの様子①）

（写真 5

スリーサークルゲームの様子②）

パス & ゴーを意識しながら
パスしたら前
ゲームに取り組もう
学習課題と合言葉の一覧）

（3）ドリルゲーム・タスクゲーム・メインゲー
ムの系統性を重視した指導
本単元を通して、課題として見出したボール
を持たない動きと基本的なボール操作の技術の
向上を目指した。
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（写真 6

スリーサークルゲームの様子③）

（写真 8

6

（写真 7

スリーサークルゲームの様子④）

写真 5 もスリーサークルゲームにおける一場
面である。パスをした後、空いているスペース
に駆け込もうとしている姿がわかる。このよう
にフリースペースに向かって動く児童が、授業
を進めていく中で増えていくことが確認でき
た。
また、写真 6 と写真 7 は、続けて撮影した場
面である。ビブス 3 番の児童がスペースに向
かって走っているのをおとりに DF を引き付け
ている。そこで、2 番の児童へパスをした後、
ボール保持者であった児童が反対側に走りこむ
瞬間であった。スペースに向かって走るだけで
なく、自然とボール保持者のサポートを行うこ
とができていた。このように、児童自身がゲー
ムを行う中で工夫が見られ、ゲームパフォーマ
ンスを向上させることができた。
写真 8 は、メインゲームにおける一場面であ
る。スリーサークルゲームで学んだ力を生かし
て、シュートまでスムーズにボールを運ぶこと
ができていた。

メインゲームの様子）

実践のまとめ（成果と課題）

（1）成果
① 授業実施後のアンケート調査から
児童 39 名中 38 名の児童が楽しかったと答え
ている。主な理由として、チームで協力してみ
んなでパスをつないで攻撃できたこと、ゴール
につながるパスを出せたこと、スムーズに攻撃
できたことで楽しかったなどと答える児童が多
かった。楽しくないと答えた児童の理由として
は、
たくさん動いて疲れたということであった。
「単元を通してどんなことができるように
なったのか」という質問に対しては、パスした
ら次の場所に移動すること、フリースペースを
見つけてそこに動くこと、短いパス回しなど、
戦術として必要な力を身に付くことができたと
答えている。
できるようになったことを実感することで、
次のゴール型ゲームの単元へとつなげることが
できた。また、技能が向上したことでゲームに
意欲的に参加することができ、運動に対して肯
定的な感想を持つ児童が多数出てきた。
②ゲームパフォーマンスの向上を目指した体育
の授業の有効性
ゲームパフォーマンスの向上を目指した体育
の授業実践を通して、子供たちの気持ちの変化
を見ることができた。単元前に実施した調査で
は、得意な児童だけがプレイをするから楽しく
ない、ボールに触れないなどの否定的な感想を
持つ児童がいた。しかし、単元後の調査では、
前述でも述べたように、肯定的な感想を持つ児
童がほとんどであった。これは、メインゲーム
までに培った技能をメインゲームで生かすこと
ができたからだと考える。戦術的気づきをいか
にゲームに結び付けて指導するかが大切である
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ことがわかった。そうすることで、ゲームパ
フォーマンスが向上し、プレーをしていて楽し
いと感じることができたのだと考えられる。
（2）実践を通しての課題
本実践では、戦術と技能を結び付けて指導す
ることを目指して実践を行った。児童の混乱を
避けるため、ハンドボールでは、ボールを持た
ない動き、いわゆるスペースを見つけてボール
をもらいに行くことに重きを置き、指導してき
た。ボールを持たない時の動きの大切さや動き
方を理解することができたのは、成果として挙
げられる。しかし、授業時数の確保が難しく、
ボール保持者のサポートや DF の動き方などの
戦術に触れることができなかった。本単元のハ
ンドボールだけでなく、ゴール型の指導の系統
性の必要性を感じた。
また、学習課題の提示、発問の工夫が必要だ
と感じた。教師からの提示ではなく、自分たち
で課題を作り上げることで、より戦術と絡めた
練習を行うことができたのではないだろうか。
さらにドリルゲーム、タスクゲームを行う必然
性を子供自ら引き出す工夫、手立てが必要であ
る。
【参考文献】
・文部科学省 小学校学習指導要領解説 体育
編 （2018）
・リンダ・グリフィン他著 高橋健夫・岡出美
則監訳『ボール運動の指導プログラム−楽し
い戦術学習の進め方』大修館書店 2013
・吉永武史「学習指導要領の改訂でゴール型
ゲームはどう変わろうとしているのか」 大
修館書店 『体育科教育』2018.6
・宗像 洋「わかるとできるの結びつきを重視
したゴール型ボール運動の学習のあり方」平
成 24 年度千葉大学長期研修生 研究報告書
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【研究論文】

理科学習におけるプログラミング教育

～フローチャートを活用した実験方法の確認を通して～
船橋市立八栄小学校

1

主題設定の理由

平成 29 年 3 月に新学習指導要領が公示され
た。小学校では、移行期間を経て平成 32 年度
から全面実施となる。新学習指導要領では、
「プ
ログラミング教育」が盛り込まれている。プロ
グラミング教育の一例として、算数の図形の学
習において「scratch」を用いたものや、理科
の電気の学習においてレゴを用いたものがあ
る。これらは、各教科においてプログラミング
を用いて学習内容を深めるには効果的である。
しかし、それらを実施するためには、
ソフトウェ
アの使い方に慣れたり、実施するために追加で
時間を取ったりしなければならないという側面
がある。そのため、効率的かつ、教科の教育に
有効的な方法を考える必要がある。
理科の学習において、児童は観察や実験に興
味・関心をもって意欲的に取り組む傾向がある。
一方で、観察、実験の前後に行う、実験方法を
考えることや、得られた実験結果からどんなこ
とが言えるのかを考えることには意欲的でない
傾向があると考える。
本研究では、前述したプログラミング教育、
理科教育を踏まえ、
「プログラミング教育」の
中でも「プログラミング的思考」に着目し、プ
ログラミング的思考力である「論理的に考え
る力」を伸ばすための手立てとして、
「フロー
チャート」を用いればよいのではないかと考え
た。
「フローチャート」
とは、
プロセスの各ステッ
プを箱で表し、流れをそれらの箱の間の矢印で
表すことで、アルゴリズムやプロセスを表現す
る図である。このフローチャートを、理科の実
験方法確認の際に使用することで、
実験の流れ、
条件操作の内容、結果とそこから考えられる考
察を事前に考えることができる。図で表してい
くため、言葉だけで確認するより意欲的に取り
組めるのではないだろうか。また、どのプロセ
スをどの順番で行えばよいかを考えることで論
理的な思考力も身についていくだろう。
さらに、
プログラムは上から下へ流れるものであり、フ
ローチャートも同様であるので、プログラミン
グ作成の際に取り組みやすくなると考える。以
上の考えから、本主題を設定した。

2

研究の目的

3

研究仮説

教諭

山田

智也

プログラミング教育の中で、多くの時間をか
けずに指導していけるものがあまりない。また、
理科の学習の中でも、実験の前後に行う実験方
法の確認や結果、考察を行う際の意欲は比較的
低い。フローチャートを用いたプログラミング
教育は教師、児童の準備時間をあまりかけずに
できるのか、また、児童の意欲の向上に効果的
なのかを調べていきたい。

フローチャートを使った実験方法の確認を
することで、プログラミング教育ができる
と共に、理科学習における実験方法や結果、
考察に対しての意欲が高まるだろう。

4

研究の内容・方法

5

研究の具体的な内容

①船橋市立八栄小学校 5 学年（167 名）の理科
学習に対する意識調査を行う。
②フローチャートの効果を学習の様子、指導記
録から検証する。
③事後調査から研究の成果や課題を検討する。

（1）船橋市立八栄小学校 5 学年（167 名）の理
科学習に対する意識調査結果以下が事前調
査を行った結果である。
調査①理科の学習が好きですか。
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調査②理科の実験で行う観察、実験などが、何
を調べるために行うのか、わかったうえ
で取り組めていますか。

調査③実験や観察から、どのようなことがわか
るのかを考えることが得意ですか。

【苦手な理由】
・考えること自体が苦手だから。
・実験が上手くいかないから。
・理解力が低いから。
・どう書いてよいかわからないから。
・結果がどうなっているか、よくわからないか
ら。
・説明の仕方がわからないから。
・難しいから。

調査④理科の実験で好きなことは何ですか。

調査①では、90% 以上の児童が、理科が「好
き・どちらかというと好き」と回答している。
調査②では、ほぼ全ての児童が、自分なりに
目的がわかった上で、観察と実験に取り組めて
いることがわかる。
調査③では、考察を行うことが「得意・どち
らかというと得意」と回答した児童が約 90% を
占めている。しかし、調査②で約 60% の児童
が目的をわかった上で観察・実験に取り組んだ
ことに対し、考察が「得意」と回答した児童は
17% であった。このことから、考察した内容が
正しいのかどうなのか、また「苦手な理由」の
中にもあった、何を書けばよいかわからないと
いう不安感があるために「得意」と回答した児
童が少ないのだと考える。
調査④では、
「実験・観察」が好きな児童が
かなり多いことがわかる。実験や観察があるか
らこそ、調査①で理科が好きだと回答した児童
が多いのだろう。一方、
「実験（観察）方法を
考える」や「実験・観察の結果を整理する」
「実
、
験・観察の結果から考える」が好きな児童は
30% にも満たなかった。この結果から、実験・
観察には意欲的に取り組むが、その前後に行う
実験方法の確認や結果、考察にはあまり関心を
持てない児童が多いことがよくわかる。
（2）フ ローチャートの効果を学習の様子、指
導記録から検証する。
第 5 学 年 の 理 科 学 習 の 中 の「 花 か ら 実 へ 」
の単元において、実験方法を確認する際にフ
ローチャートを使用した。児童は今までフロー
チャートを見たことがない。また、書くことも
初めてだったため、教師から情報を提示しなが
らフローチャートを作り、実験方法から結果、
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考察までがわかる、見通しの持てる図を作成し
た。なお、フローチャートは、児童の理解のし
やすさを考慮し、
一般的なものに変更を加えた。
1 つは、最初と最後に作る記号の内容である。
通常は「開始」
、
「終了」が入るが、今回は実験
の最初の状態を最初の記号に、実験の考察にあ
たる内容を最後の記号に入れ、どの状態から始
まるのか、どういった考察で終わるのかをわか
りやすくした。もう 1 つは、分岐についてであ
る。菱形の記号は、分岐する部分である。通常
は分岐した後に、元の本線に戻り 1 つになって
「終了」する。しかし、分かれたものが、また
1 つに戻って終わるということに抵抗を感じる
児童がいると考えたため、本線に戻さずそれぞ
れで終わる形をとった。
以下は実施した流れである。
まず、単元「花から実へ」の第 2 次第 1 時に
おいて、調べる（変える）条件と同じにする条
件を児童と確認する。今回調べる条件は、
「一
方の花は受粉させ、もう一方は受粉させない」
ことである。また、同じにする条件は大きく二
つあり、「両方とも受粉する前（つぼみ）のめ
ばなから実験を始める」
、
「受粉させないために
袋をかぶせる（一方は、受粉後に再び袋を被せ
る）」である。
次に、空欄のあるフローチャートを児童に配
布した（資料 1）
。

（資料 2）確認してつくったフローチャート

次に、受粉させない方のフローチャートを児
童各自に記入させた。その際、児童は意欲的に
取り組んでいた（資料 3）
。受粉させない場合
では、実になった時とならなかった時で考察と
なる最後の記号の内容が、受粉させる時逆にな
る。しかし、1 工程ずつ確認しながら記入する
児童が多く、間違えて記入していた児童はあま
りいなかった。他クラスでも同様に行ったとこ
ろ、同じように進んで取り組んでいた。

（資料 3）児童が取り組んでいる様子

（資料 1）児童用フローチャート

次に、受粉をさせる方のフローチャート（資
料 1 の左側のフローチャート）を児童とともに
確認する。確認する際、黒板にも資料 1 と同様
のものを掲示し、一つ一つ確認しながら記入し
てフローチャートを作り上げた
（資料 2）
。なお、
資料中になる「ふくろをかぶせる」の下の線の
横に記載している「実になる」
「実にならない」
、
は分岐の条件である。受粉させた後、実になっ
た場合は真下のルートを、実にならなかった場
合は右のルートを進む。この「実になる」
、
「実
にならない」は本実験の結果の部分となる。

そして、全体で、フローチャートのどこにど
んな言葉が入るかを確認した。その際、クラス
の約 80% の児童が挙手しており、意欲的な姿
勢が見られた。また、フローチャートでは分岐
する際にひし形の図を用いる。今回その図に記
入するのは、
「受粉させる」
、
「受粉させない」
という条件制御の内容である。
児童にとっては、
形が変わっているため、どこで条件制御を行う
のかが比較的わかりやすかったようである。ま
た、
条件制御によって分岐するのは、
「実になる」
か「実にならない」かである。これが本実験の
結果となる。一番下の図に入るものは「受粉が
必要」か「受粉が必要ない」かである。これが
本実験の考察となる。以下は、
授業時の板書（資
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調査①フローチャートを使った実験手順の確認
は、わかりやすかったですか。

料 4）と児童のノート（資料 5）である。

（資料 4）当日の板書

調査②フローチャートを使うことで、考察（実
験から言えること・考えられること）は
考えやすかったですか。

（資料 5）児童がかいたフローチャート

最後に、実験が終わった後、結果と考察を書
く際にフローチャートを振り返ってから書くよ
う指示し、ノートに記入させた。児童は、指で
フローチャートをなぞったり、分岐してどちら
にいったのか色をぬったりしながら確認し、考
察を書いていた。事前に考察までフローチャー
トで確認できていたため、いつも何を書けばよ
いかわからずに鉛筆が止まっていた児童も、ス
ムーズに考察が書けていた。また、考察を全体
で確認した際、実験方法の確認時と同じように
挙手する児童が多く、
意欲的な姿勢が見られた。
しかし、考察の内容は端的であり、多様な表現
は見られなかった。

調査③今後の学習でもフローチャートを使って
考えてみたいですか。

（3）事後調査の結果
以下が事後調査をした結果である（当クラス
32 名対象）。
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調査④受粉が必要かどうかを調べるために、何
の条件を変えましたか。

調査⑤どのような結果から受粉、受粉が必要だ
といえるのかを説明しましょう。

調査①では、約 90% の児童が「わかりやす
かった・どちらかというとわかりやすかった」
と回答した。やはり、視覚的に条件制御の部分
がわかったり、考察をする際に順を追って確認
できたりすることがよかったのだと考える。
調査②では、約 80% の児童が「考えやすい・
どちらかというと考えやすい」と回答した。実
験方法の確認の時点で、考察までの見通しを持
つことができたことが比較的考えやすかったと
いう回答につながったのではと考える。
調査③では、「使ってみたい・どちらかとい
うと使ってみたい」という回答が約 80% を占
めた。「わかりやすい」
、
「考えやすい」という
回答が多かったことから、使ってみたいと考え
た児童が多くなったのだと考える。
調査④は、本実験の条件制御の内容を確認す
る調査である。75% の児童が正解した（正答：
受粉させるか、させないか）
。不正答の内容は、
「袋をとるか、とらないか」
、「受粉の条件を変
える」、未回答があった。実施する前に具体的
に書くよう指示したため、
「受粉の条件を変え
る」は不正答とした。調査①、②、③でフロー
チャートについて肯定的な意見が多かった割
に、正答率はそこまで高くなかった。新たな手
立てやフローチャートに対する慣れが必要だと

考える。
調査⑤は、本実験の結果と考察に関する調査
である。こちらも調査④と同様に 75% の児童
が正解した（正答：受粉させると実ができて、
受粉させなかったら実ができなかったため、受
粉が必要だと言える）
。不正答の内容は、
「袋を
とらなかった方は実ができたから」
、
「栄養が届
かないから」
、未回答があった。この調査の結
果も、調査④で述べた通り調査①、②、③でフ
ローチャートについて肯定的な意見が多かった
割に、正答率はそこまで高くなかった。新たな
手立てやフローチャートに対する慣れが必要だ
と考える。

6

研究の考察（〇：成果

●：課題）

〇事後調査の調査①において、1 名以外の児童
が、フローチャートに対して肯定的な意見で
あった。内容がわかるということは、学習内
容に意欲的に取り組むための 1 つの要因であ
る。授業時にも、前述した通り挙手する児童
が多く、意欲的な面が見られた。内容がわか
らない児童は、学習内容に進んで取り組めな
いだろう。そのため、学習内容に対する意欲
の向上、実験方法の確認時における意欲の向
上につながったと考える。
〇事後調査の調査②において、フローチャート
についての肯定的な意見が多かった。実験確
認時にフローチャートを使い、結果と考察ま
で見通しを持つことができたためだと考え
る。特に、
考察になると何を考えればよいか、
何を書けばよいかわからなかった児童には、
効果的だったのではないだろうか。
〇児童は、フローチャートを目にするのが今回
初めてであった。しかし、児童はとまどいを
見せず、スムーズにフローチャートを用いた
実験確認に取り組めていた。また、フロー
チャートを使うために時間を余計にとること
もなく、指導書に記載された目安の時数で単
元を終わることができた。フローチャート作
成は、IT 企業の新入社員研修などでも取り
組まれているプログラミング教育の一つであ
る。それを、効率的に考えることができたこ
とは、とても良かったと考える。また、教師
にとっても効率的であった。今回用意した
のは児童用のフローチャート、黒板掲示用
フローチャートであり、黒板掲示用フロー
チャートは印刷した紙をラミネートし、それ
ぞれの形に切っただけであるため、準備のた
めの時間はそれほどかからなかった。プログ
ラミング教育を行うためにかける教師側の準
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備時間、実施する時間の面において、効率的
であると考える。
●事後調査から、フローチャートに対して肯定
的な意見が多かったのに対し、条件制御や結
果と考察に対する調査での正答は 8 割をきっ
ていた。意欲的な面が見られた反面、学習内
容の理解力に対する効果はあまり見られな
かった。そのため、今回行ったような穴埋め
ではなく、上からどの工程が入るか言葉を選
択させる、また記号の中に言葉が記載された
ものを用意してどの順序で行うかを考えさせ
る等の違う手立てをとる必要があると感じ
た。
●今回のフローチャートは児童が取り組みやす
いようにしたものである。そのため、JIS 規
格で定められているものと違う部分がある。
例えば、最初と最後の横長の丸の記号に入る
言葉は、
「開始」と「終了」となる。また、
分岐した後、別れて終了せず、必ず元の直線
に戻ってくる。しかし、これらは、児童のフ
ローチャートの使用における困難さ、難解さ
を高めると判断した。そのため、「開始」の
言葉が入る部分に実験の最初の段階を、
「終
了」の言葉が入る部分に実験の考察の内容を
入れた。この工夫が、この先のプログラミン
グ作成のための阻害となる可能性はあるだろ
う。
【参考文献】
・小学校学習指導要領（平成二十九年度告示）
・文部科学省ホームページ 小学校プログラミ
ング教育に関する概要資料
h ttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
zyouhou/detail/1375607.htm
・日本工業規格 JIS 規格詳細画面 規格番号
JISX0121
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJ
ISNumberNameSearchList?toGnrJISStanda
rdDetailList
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【実践記録】

「考え、議論する道徳」を目指した授業の実践

－読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習を通して－
船橋市立三咲小学校

1

はじめに

子ども達が、変化の激しいこれからの社会で
確かな自己実現を図るためには、子どもに内在
する様々な資質を高め、諸能力を身に付け、そ
れらを高めていくことが求められる。その基盤
となるものは、よりよく生きようとする考えや
気持ち、いわゆる「道徳性」である。
小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳
では、道徳科の目標を以下のように掲げている。
「第 3 章特別の教科

道徳」の「第 1 目標」

第１章総則の第１の２の（２）に示す道徳
教育の目標に基づき、よりよく生きるため
の基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸
価値についての理解を基に、自己を見つめ、
物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方
についての考えを深める学習を通して、道
徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育
てる。
学習指導要領の改訂でも、道徳教育が道徳性
を養うこと、その要となるものが道徳の授業で
あることに変わりはない。また、
今回の改訂で、
道徳の諸様相とされる「道徳的な判断力・道徳
的心情・道徳的実践意欲と態度」の並び方が変
わった。この背景には 2013 年に国立教育政策
研究所が出した「21 世紀型能力」のモデルが
関係していると考えられる。

教諭

川端

望

という「実践意欲」の三層で教育をしていかな
くてはならないことが言える。さらに言えば、
2013 年の時点からより一層「思考力」を重視
する方向性へと向いたことに間違いない。そ
のため、道徳教育においてもこの思考力重視の
政策と一致させるために、道徳的判断力が最初
に書かれるようになり、
「考え、議論する道徳」
が大きなキーワードとして提示された背景があ
ることがわかる。
そこで、道徳の授業において多様で効果的な
指導方法の工夫を図り、
「考え、議論する道徳」
へと質的転換を図る必要性を踏まえた上で、本
実践である「読み物教材の登場人物への自我関
与が中心の学習」
へと授業の改善を行い、
「考え、
議論する道徳」を目指していく。

2

実践の方法

登場人物の心情理解に終始する授業から、読
み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習
に改善するために以下の手立てを取り入れてい
く。

（1）発問の工夫
児童の心を動かし、多様な考えを引き出し、
思考を深めるために、様々な種類の発問を使い
分ける。
クローズな問い
オープンな問い

発問の種類

発問の型

場面発問

一問一答

テーマ発問

中心発問

ゆさぶり発問

補助発問

［表 1］発問の種類分け

特に読み物教材で大切にしたい「自分との関
わり」で考えを深められる発問を必ず行うこと
とする。
（2）意見を持つための教具の工夫
視覚的に心情を表すことができる「心情メー
ター」を用いり、言葉や文章で表現するのが苦
手な児童も意見を持ち、それを表現できるよう
にした教具を使用する。

［図 1］21 世紀型能力

このモデルから、
「思考力」を中核とし、そ
れを支える「基礎力」といかにそれを用いるか
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議論する道徳の実現を図っていく。

3

［図 2］心情メーター

ピンク色の部分は嬉しい、楽しい、優しい、
おもしろい等の明るい（肯定的な）気持ちを表
し、水色の部分は悲しい、悔しい、がっかり、
寂しい等の暗い（否定的な）気持ちを表すもの
として活用していく。
（3）多様な考えを受け入れる環境作り
特定の人ばかりが発言するのではなく、1 回
は発表することをクラスの目標にする。
「考え・議論する」道徳の「議論」の部分は「対
話」を目的にする。この「対話」には、発話す
るだけでなく、積極的傾聴という態度も含む。
傾聴することで、自分の中にある先入観や価値
判断を置き、なぜ友達がそのようなことを言っ
ているのか、発言の背後に想いを寄せながら意
図を図り、探ろうとすることを大切にする。
対話によって
もたらされるもの
対話
発話と
傾聴

+

探求
活動

・よりよい生き方
・あり方の共有
➡ ・合意
・存在の相互承認
・自己肯定感

対話による影響の捉え方

また、友達の意見を聞いた時に自分の意見を
消してしまう児童が見られるため、
「自分の意
見を残すこと、自分に無い意見で参考になった
ものは、青鉛筆で書き表すこと」を伝え、自分
の意見や友達の意見を受け入れるという雰囲気
を作る。
（4）振り返りの時間の十分な確保
本時の授業の振り返りを大切にする。道徳的
価値を自分との関係で捉えたりそれらを交流し
て自分の考えを深めたりすることができるよう
に、展開後段に振り返りの時間を設ける。その
際、時間を十分に確保する。
これら（1）～（4）の手立てを取り、考え、

実践の経過と結果

（1）児童の実態【平成 30 年度】
三咲小学校 2 年 1 組（男子 16 名、女子 15 名、
計 31 名）
本学級の児童は、道徳の授業内における教師
の発問において、特定の児童のみが発表をする
ことが多く見られる。また、一人が発表する
と、ワークシートに記入した自分の意見を消し
てしまう児童も見られる。自分の意見に自信が
無かったり、間違えてはいけないと決めつけて
いたりすることが要因である。さらに、発問に
対する答えをワークシートに記入する際に、意
見が思い浮かばず何も書けない児童や、文章で
表現することが苦手な児童も少なくはない。
（2）実践 1
主題名

勇気を持って
A
 －（1）善悪の判断、自律、自由
と責任
教材名 おれたものさし
出 典 「新しい道徳」第２学年（東京書籍）
ねらい 勇 気を出して、正しい行動をしよ
うとする心情を育てる。
【教材の概要】
先生のものさしを折ってしまったのぼるが、
近くにいる自分より弱い立場のひろしのせ
いにする。その様子をみていたぼくは、以
前同じように割れた下敷きを自分のせいに
されたことを思い出す。そしてのぼるに駆
け寄り、毅然としてものさしを渡す。
その様子を見て気持ちが変化していく
「ぼく」
というように、
登場人物と自分を重ね合わせて、
気持ちを考えさせることができる教材である。
手立て（1）発問の工夫
中心発問
（Q．ぼくはそのあと、どうしたのだろう。
）
正しいことをしなければいけないと気付き、
行動する心情を育てるために教材の途中までし
か提示せず、教材の内容をつかませる。また、
強い立場であるのぼる、
のぼるをとり巻く友達、
弱い立場のひろし、以前のぼるに同じことをさ
れたぼくという登場人物の関係性をしっかりと
捉える。その上で不正場面を目にした「ぼく」
のその後の行動とそういう理由を中心に問う。
こうして、
自分の中に潜む意識を掘り起こさせ、
登場人物の心情になりきることをさせる。
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児童の意見
のぼるに注意する

人数（%）
18 名（57%）

先生に言ってのぼるを注意してもらう

4 名（11%）

ひろしにのぼるにつきかえすように言う

2 名（ 5%）

何もできない

5 名（15%）

［表 2］実践 1 中心発問の回答

※この他に 2 名、考えが浮かばずにいた。その
ため、手立て（2）の心情メーターの使用の
みとなった。
補助発問（Q．自分もそれができる？）
低学年の児童は、いい子でありたい願望が強
いため “良いこと” を答えがちである。そのた
め、先に中心発問で考えたことが自分だったら
出来るのかを問い、揺さぶりをかける。中心発
問で出た答えから選択する方法をとったため、
※において記載した 2 名も答えを出すことがで
きた。
児童の意見
のぼるに注意する

人数（%）

［図 3］心情メーターを用いて回答した様子

図 3 の児童（T 君）は、考えをもつことが難
しいため、中心発問に対する答えを、心情メー
ターを書くことで、思考した軌跡を残した。こ
のことにより、授業に参加した意識を持たせら
れることができた。

12 名（39%）

先生に言ってのぼるを注意してもらう

7 名（22%）

ひろしにのぼるにつきかえすように言う

3 名（ 9%）

何もできない

9 名（30%）

［表 3］実践 1 補助発問後の回答

“自分だったら…” という視点を与えると、
「注
意したいけど、のぼるが怖い。」、「のぼるに注
意できたらいいのだけれど…。
」という意見が
出た。このことにより、児童が「本当は注意を
したいけど勇気が出ない」と葛藤することがで
きた。この補助発問は、
「自分との関わり」で
考えを深めるために有効だったと言える。
場面発問
（Q．の ぼるにものさしを渡した「ぼく」はど
んな気持ちだった？）
教材の後半部分を読み、教材内における「ぼ
く」のとった勇気ある行動を知る。その後に場
面発問をし、
「ぼく」のとった勇気ある行動の
良さを想像させた。“
「ぼく」はすっきりしたと
思う” や” 正しいことをした方がいいと思った”
などの児童から意見が出た。
手立て（2）心情メーターの使用
中心発問を行った際に、心情メーターを用い
て「ぼく」の心情を表す活動を取り入れた。

［図 4］心情メーターを用いている様子

図 4 の児童は、中心発問の際に「のぼるに注
意をする。
」と回答しているが、心情メーター
の色を見ると水色が大半を占めている。児童に
直接この色になった理由を問うと「注意しなく
てはいけないと分かっているが、なんだかすっ
きりしない。
」と言っていた。これにより、言
葉で表すだけでは伝えられない心情を表すこと
ができ、多様な考えを引き出せたと考える。
手立て（3）多様な考えを受け入れる環境作り
多様な考えを受け入れるとして、友達の意見
で参考になったものや意見が変わった際には青
鉛筆で追記させた。そのことにより、自分の考
えを記入したのか、他者の意見を取り入れたの
かが分かりやすくなり、考えの変容の見取りが
容易になった。
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手立て（4）振り返りの時間の十分な確保
本時の展開後段に振り返りの時間を設けた。
教材を読み、友達の意見を聞いた後に「本当の
ことではないことや誤魔化しがあった時にどう
していきたいか。
」を聞いた。
（複数回答）
児童の意見

人数（%）

ぼくみたいに勇気を出したい

8 名（25%）

友達のせいにしない

3 名（ 9%）

悪いことをしたらすぐに謝る

5 名（16%）

注意をする

16 名（51%）

誤魔化しをしない

2 名（ 6%）

本当のことを言う

3 名（ 9%）

［表 4］実践 1 振り返りの回答

この結果から良いことと悪いことの区別が出
来ていることが分かる。そのため、道徳的価値
に迫ることが出来た。
（3）実践 2
実践 1 の後に、2 年 3 組にて同じ教材を使用
し、実践を行った。手立て（2）として、初め
て心情メーターを使用する児童に取っての効果
を確認する。また、手立て（4）の改善を図る。
改善として、実践 1 では振り返りの時間に聞き
たい質問を予めワークシートに記入したものを
配布した。質問内容がワークシート配布時に分
かってしまうと、教師のねらいとするものがそ
の時点でわかって恐れがあるため、今回は質問
内容を記載しないものを渡し、道徳的価値を自
分との関係で捉えたりそれらを交流して自分の
考えを深めたりすることができているのかを検
証する。
手立て（2）心情メーターの使用

［図 5］他学級で心情メーターを用いた様子

事前に考えや意見を持つのが苦手な児童を担

任から教えてもらい、その児童の様子を確認し
た。
意見を書くことに抵抗があっても、
心情メー
ターを動かすことで、自分なりに考えを表現し
ていた。図 5 の児童は、中心発問
の際に「先生に伝えて注意をしてもらう。
」
と回答した。心情メーターの色を確認すると、
ピンク色のみだったため理由を聞いた。
「自分
では注意できないけど、先生に言って注意して
もらうことですっきりする。」という考えのよ
うだ。
今回は、
意見を発表する際に心情メーター
の色も見せる活動も行ったため、心情メーター
を使用することで、自分の考えを表現するだけ
でなく、他の児童にとってもその考えが共有で
き、多様な意見を傾聴することができたと言え
る。
手立て（4）振り返りの時間の十分な確保
先にも述べたが、質問内容を記載しないもの
を渡し成果を確認した。実践 1 と同じような回
答が得られた。
（複数回答）
児童の意見

人数（%）

ぼくみたいに言えるようにしたい

21 名（21%）

注意をする

18 名（54%）

先生に言って注意してもらう

5 名（15%）

本当のことを言う

3 名（ 9%）

自分で悪いことをしている人に言う

2 名（ 6%）

［表 5］実践 2 の振り返りの回答

教材の登場人物の「ぼく」の勇気ある行動の
良さに気付くことができたと言える。

（4）実践 3
主題名

温かい優しさ
B －（7）親切、思いやり
教材名 くまくんのたからもの
出 典 「新しい道徳」第２学年（東京書籍）
ねらい 幼
 い人や友達に温かい心で接し、思
いやりの心を持って親切にしよう
とする心情を育てる。
【教材の概要】
新しい鞄を持って出かけたくまくんは、そ
の鞄にドングリや色づいた葉の宝物をたく
さん入れた。その時、穴に落ちたねずみを
見付け助けに行く。片手にねずみを抱え、
もう片方の手でぶどうのつるを持ち、穴の
外に出ようと試みるが、上手くはいかない。
そこで鞄の中身を捨て、鞄にねずみを入れ、
両手でつるを持ち穴から脱出する。ねずみ
は助けてもらったお礼に１つのドングリを
渡す。くまくんはそれを大事にしまう。
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自分のことばかりを考えるのではなく、相手
のことを親身になって考えようとすることを考
えられる教材である。今回も実践 1、2 同様に
教材を途中でくぎりながら授業を行った。

手立て（2）心 情メーターの使用、手立て（4）
振り返りの時間の十分な確保

手立て（1）発問の工夫
中心発問
（Q．くまくんはそのあと、どうしたのだろう。
）
児童の意見
宝物を捨て鞄にねずみを入れた

人数（%）
20 名（66%）

宝物を少し捨て、鞄にねずみを入れた

7 名（22%）

鞄にねずみを入れ、ポケットに宝物を
入れる。

1 名（ 3%）

ポケットにねずみを入れる

1 名（ 3%）

先にねずみを助け宝物は後で拾う

2 名（ 6%）

［表 6］実践 3 中心発問の回答

宝物を捨てる理由を問うと、
「ねずみくんの
命の方が大切」
、
「宝物はまた見付ければ良い」
がほとんどだった。
補助発問（Q．自分でもそうするのかな？）
今回も揺さぶりをかけ、“自分だったら…”
という視点を与えた。しかし変容が見られな
かったため、顔を伏せさせ回答をもう一度確認
した。（中心発問の中から選択）
児童の意見
宝物を捨て鞄にねずみを入れた

［図 6］実践 3

心情メーターを用いた様子

実践 3 では、発問時と振り返り時において心
情メーターを使用した。また、考えを持つこと
が難しい T 君も、心情メーターを用いて授業を
重ねた結果、自分の言葉で意見を書けるように
なった。

人数（%）
21 名（68%）

宝物を少し捨て、鞄にねずみを入れた

8 名（26%）

鞄にねずみを入れ、ポケットに宝物を
入れる。

1 名（ 3%）

ポケットにねずみを入れる

0 名（ 0%）

先にねずみを助け宝物は後で拾う

1 名（ 3%）

［表 7］実践 3 補助発問後の回答

数値としての変容は変わらず見られないが、
これは、自分のことに置き換えたとしても、
「他
者を助ける方が良い」ということに気付けてい
る結果であることが分かり、道徳的価値に近づ
いたと言える。

［図 7］実践 3 における T 君のワークシート

心情メーターで思考したり、友達の意見を取
り入れたりする活動による変化と考える。
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実践のまとめ

（成果）
手立て 1 について
〇補助発問にて、“自分だったら…” と揺さぶ
りをかけることで、自分との関わりを意識さ
せることができた。
〇中心発問があるからこそ、補助発問が活かさ
れた。
手立て 2 について
〇心情メーターを用いることで、同じ意見だと
しても感じ方が違うこと（メーターの色の割
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合）が一目で分かり、多様な考えを引き出す
ことができた。
〇意見を文字にして表現するのが苦手な児童に
とっては、心情メーターを動かすだけでも思
考に繋がる。
〇文字や文章で表現することが難しくても、心
情メーターで考えを表現することで、授業へ
参加した満足感を得られる。
手立て 3 について
〇自分の意見も他者の意見も様々であることを
感じ取ることができた。
手立て 4 について
〇振り返りの時間を十分に確保することで、本
時の授業において大切なことに気付いたり、
改めて確認したりできることに繋がった。

科をはじめとし、身に付けさせていかなくては
ならない。その力を身に付けさせていくために
は、これからも道徳の授業の実践の中で、“自
分だったら…” という発問を積極的に取り入れ
ていく。
【参考文献】
・小学校学習指導要領（平成二十九年告示）解
説特別な教科 道徳
・国立教育政策研究所：求められる資質・能力
の枠組み思案
・ 道 徳 ア ー カ イ ブ https://www.meijitosho.
co.jp/eduzine/moral/?id=20150721

（課題）
手立て 1 について
●中心発問にて自分との関わりを意識させるの
が難しく、道徳的価値に迫るためには、場面
発問が多くなってしまう。
●どの教材においても、同じような補助発問に
なってしまった。そのため、言葉を洗練して
いく必要がある。
例）なぜ～なのか。
例）〇〇になるのはどうしてだろうか。等
手立て 3 について
●一問一答のような発話が多く、
「友達の意見
を聞いて自分は考えがこのように変わった」
というようになったかどうかの成果が分かり
にくい。
●発話を聞くということは、よくできたが、発
言の背後に想いを寄せながら意図を図ること
ができたかは、不明に終わってしまった。
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おわりに

登場人物の心情理解に終始する授業から、読
み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習
を展開するためには、発問の工夫をこれからも
していく必要があると感じた。そして児童は、
自我関与に関する発問をされた時に初めて、道
徳的価値を考えると実感した。読み物教材に答
えが載っていない以上、自分で答えを導かなく
てはならないからだ。子ども達の将来を考えて
も、答えが準備されているわけでなく、答えが
分からないものの方が多い。そのため、自分で
「私はこうしていくんだ。
」という力を道徳の教
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【実践記録】

インクルーシブな手立て（可視化）の実践
－学級経営と体育の学習を通じて－

船橋市立三咲小学校

1

はじめに

2020 年東京オリンピック・パラリンピック
の開催が決定して以降、障害者スポーツに関す
る話題を至るところで見聞きするようになっ
た。
ロンドンパラリンピックでは、国際パラリ
ンピック委員会（IPC）のフィリップ・クレー
ブン会長が、「パラリンピック史上最高の大会」
とほめたたえたほど、障害者スポーツに世間的
関心が高まっている。
そのような中で、
（公財）ヤマハ発動機スポー
ツ振興財団の調査によると、学校体育に十分参
加できなかった障害のあるスポーツ選手が多く
いることを明らかにしている。
我々教員は、障害のある児童生徒を目の前に
してどのような授業展開をすべきなのか。障害
のない児童とどのような関係性の中で授業を展
開すべきなのか、考える必要がある。
平成 24 年 7 月文部科学省より、
「共生社会の
形成に向けたインクルーシブ教育システム構築
のための特別支援教育の推進（報告）
」概要に
おいて、
「『インクルーシブ教育システム』とは、
人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的
及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達
させ、自由な社会に効果的に参加することを可
能とするとの目的の下、障害のある者と障害の
ない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者
が『general education system』
（署名時仮訳：
教育制度一般）から排除されないこと、自己の
生活する地域において初等中等教育の機会が与
えられること、個人に必要な『合理的配慮』が
提供される等が必要とされている。
」と示した。
その上で、
「インクルーシブ教育システムに
おいては、同じ場で共に学ぶことを追求すると
ともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生
徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その
時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を
提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備するこ
とが重要である。小・中学校における通常の学
級、通級による指導、特別支援学級、特別支援
学校といった、
連続性のある『多様な学びの場』
を用意しておくことが必要である。
」と述べて
いる。
これらを踏まえて、自分の学級に在籍する発

教諭

中山

翔太

達障害を抱えている男子 1 名（A くん）
、女子 1
名（B さん）と、他の児童を対象に実践を行う
ことにした。2 名の児童にとって、効果的な手
立てを考え実践するだけでなく、それが、他の
児童に対しても有効な手立てとなるのか検証す
るためである。
児童の実態として、A くんは、こども発達支
援センターに関わっていた。身の回りの作業を
する時に、他のことに気を取られてしまい、時
間がかかってしまう。運動面は全般的に苦手で
ある。できないとわかると落ち込んだり、自信
をなくしてしまったりして、やらなくなってし
まう。
B さんは、本校の通級指導教室に関わってい
る。わからないことがあると、作業を中断し、
その後やる気を取り戻すのに時間がかかる。見
通しが持てないと不安になり、情緒が安定しな
いときには、泣いたり、強く怒ったりすること
がある。運動面は全般的に苦手である。できな
かったり、わからなかったりすると、違うこと
をし始める。
以上のような実態である。

2

実践の方法

3

実践の経過と結果

共に学ぶ仕組みとして、学級経営、体育の学
習において見える化（可視化）を実践する。そ
れにより、
見通しを持たせられるようにしたり、
不安を取り除いたりして、能力を発揮できるよ
うにする。

（1）学級経営での手立て
①教室環境の可視化
ア、ランドセルロッカー（手立て 1）
ランドセルを収納するためのロッカーが教室
の後方に設置してある。そこにはランドセルの
他に習字セット、裁縫セット、理科の教科書、
ノート、社会科の教科書、ノート、探検バッグ
などが収納されている。
A くん、B さんのロッカーは、物が出ていた
り、散らかっていたりしており、上手に収納す
ることができない。また、他の児童でも、きれ
いに収納できていない児童もいる。
そこで、9 月に入ると同時に、きれいなロッ
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カーを写真で取り、登校前に黒板に A3 サイズ
で掲示し、手本を目で見えるように示した。

エ、手立て 2 の実践結果
A くん、B さんは 11 月現在、以前よりも安定
して上手に収納することができるようになっ
た。2 人だけでなく、他の児童も同様、上手に
収納できるようになった。朝の時間だけでは無
く、教科書、ノートを取り出した時に乱れると、
直す児童も出てきた。

（写真 1）ランドセルロッカーのお手本掲示

イ、手立て 1 の実践結果
変化はすぐに見られた、支援を要する 2 名の
児童ではない児童が、上手に収納することがで
きた。
しかし、A くんと B さんにはできるときと、
できないときがあった。10 月中頃まで様子を
見ていたが、できているときが多い週もあれば、
そうでないときが多い週もあり、
まばらだった。
そこで、この手立てを見直す必要があるので
はと考えた。まずは本人に聞いてみた。家を出
るのが遅れてしまい、朝の準備が慌ただしくな
る時には黒板を見ていないとのことだった。
ウ、ランドセルロッカー（手立て 2）
掲示の方法と場所を変えて改めて実践してみ
た。目につきやすいよう、ランドセルロッカー
の上にブックスタンドに建てかけて、常時置い
ておくようにした。そして、お手本である事を
示すコメントを付けておいた。

（写真 2）変更後のお手本掲示

（写真 3）収納の様子【男子】

（写真 4）収納の様子【女子】

この実践で、ただ可視化をすれば良いのでは
無く、置き方や、示し方を工夫することで、効
果が違うことがわかった。
②廊下の環境
ア、荷物掛け
本校の高学年の校舎は教室に収納する空間が
少ない。また、第 5 学年は児童数も各クラス 38
名と多い。その為、廊下の荷物掛けには、一
人ひとりの荷物は少なくても、詰まっていて、
多くの荷物かかかっているように見えてしま
う。なので、荷物を取ろうとすると隣の子の荷
物が落ちてしまったり、少しぶつかると落ちて
しまったりすることが多い。特に 10 月に入り、
校内作品展に向けて、図工の道具を持ってくる
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ようになってから、廊下に掛ける荷物が増え、
さらに目立つようになった。
荷物を拾うことを促すような声かけをし、で
きたら褒める。担任が拾い続け行動で手本を示
し、できている児童がいたら褒めることを繰り
返し行ってきたが、なかなか落ちているものは
減らなかった。
イ、行動の可視化
そこで、落ちている荷物を減らせるような手
立て、可視化を考えた。そして、10 月 22 日よ
り廊下に「拾ってくれてありがとう」という掲
示物を貼った。
児童は掲示物を目にして、驚いている様子
だったが、その中でも特に A くん、B さんはと
ても興味を示していた。
ウ、成果
変化はすぐに表れた。朝の会の前や廊下に整
列をする時に落ちていた荷物が大幅に減った。
そして、一番興味を示していた A くん、B さん
は、整列の時、落ちている荷物を拾い、壁に掛
けることができるようになった。現在、教師か
ら声をかけることもほとんど無くなった。掲示
する場所が、廊下の壁では無く、下に掲示した
ことで、目につきやすく、また言葉も「拾いま
しょう。」では無く、少しでも拾いたくなるよ
うな言葉で掲示したことで、児童の反応も良
かったのではと考える。

（2）体育学習における見える化（可視化）
ア、実態
A くんも B さんも、運動は全般的に得意では
ない。できないとわかると、やる気をなくして
しまい、やらなくなったり、ふざけてしまった
りする。
このような状況では、この 2 人の本来の能力
は発揮されず、能力は高まらない。そこで、見
える化（可視化）を手立てとして取り入れた。
イ、鉄棒運動での動きの可視化
自分の体が思うように動かすことができない
理由の一つに、
その動きそのもののイメージ（見
通し）を持てていないのではないかと考えた。
そこで、針金と紙粘土などで、関節が曲がる
人形（鉄棒マン）を作った。実際に手で触るこ
とができ、動かすことができるので、ペアで学
習を進める際に、自分の動きを振り返るのにも
有効である。
ウ、成果
学習中、児童は人形を手に取り、動きの確認
をし始めた。A くん、B さんのペアの子は、逆
上がりを練習していた 2 人に対して、
「A くんは、こんな風に肘が伸びていたから、
こうやって曲げたら良いよ。
」
「B さんは、足が上まで上がってないから、
こうやって足を上げたらいいよ。
」
と学び合っていた。

（写真 5）掲示前
（写真 7）鉄棒マンを使用する様子

（写真 6）掲示後

そのようなやりとりを続けていると、2 名と
も、できないとやる気をなくしていたのが、熱
心に取り組むようになった。そして、A くんは
低い鉄棒で、友達に励まされながら、補助無し
で逆上がりを成功することができた。
B さんは逆上がりを成功することはできな
かったが、補助を付けて成功するまで取り組む
ことができた。
また、
学習に対する意欲が高まり、
道具を持っ
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てきて、練習を考えることができた。そして、
それを全体の前で発表し、使用方法まで説明す
ることができた。それを使用して A くんもさ
らに活発に運動に取り組むことができた。
手立ての工夫次第で、困り感を持つ児童のや
る気に火を付けることができると言うことを実
感することができた。

（写真 8）B さんが考えた教具を使用して練習するそ
の A くんの様子

オ、成果と課題
その結果、多くの児童は迷わず活動に移るこ
とができた。しかし、支援を要する 2 名の児童
と、他 4 名の児童は、まだ迷いながら移動した
り、移動できず、違うところへ行ったりしてい
た。
そこで、鉄棒運動とは異なる、短距離、リ
レーといった複雑な場を黒板に可視化するだけ
では、見通しが持てないのではと考え、手立て
の見直しを行った。
カ、見直しと成果
より見通しを持たせられるようにするため
に、実際に各チームにホワイトボードにコース
の図を貼ったものを配布し、そこに名前のマグ
ネットを貼り確認できるようにした。そして、
自分の走る場所まで行き、確認する時間を確保
した。

（写真 11）ホワイトボードで確認する様子
（写真 9）自分で考えた教具で練習する B さんの様子

エ、陸上運動での可視化
短距離・リレーの学習では、自分の走る場所
がわからず困る様子が見られた。見える化（可
視化）の手立てとして、黒板に場の掲示、一人
ひとりの名前マグネットを準備した。そして、
これを使用してチームで話し合い、確認する時
間を確保した。

（写真 10）自分の場を確認する様子

そうしたところ、移動できなかった支援を要
する 2 名の児童と、他 4 名の児童は、迷わず移
動し、チームの友達と一緒に活動することがで
きるようになった。リレーも課題解決のための
練習の時間を除いて、チームで 2 レース行って
いたものが、最後の学習では、3 レース行うこ
とができた。

（写真 12）実際に場所へ行き確認する様子
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この実践で、可視化をする事に加えて、具体
物も大切だが、実際にその場へ行き、確認をす
ることで、より見通しが立ちやすくなることが
わかった。
カ、インクルーシブな話し合い
体育学習で、
自分のめあてを達成するために、
チームで見合い、伝え合う対話的な学習を展開
した。事前に手本を示したり、上手に伝え合え
ているチームを紹介して、全体で共有したりし
て、見通しを持たせられるようにした。
しかし、一部のチームで、なにを、どのよう
に伝えたら良いのかわからず、困っている様子
が見られた。A くん、B さんも同様、話し合い
活動の見通しが持てず、何をして良いのかわか
らないと言っていた。
そこで、より明確に、わかりやすくするため
に、話し合いの進め方カードを作った。
項目は
① 一回走ったら、必ず話し合いをする。
②学習カードの「どうなればめあて達成になる
か」の内容について話をする。
③○…できていた
△…おしい！もう少し
×…できていない
で相手に伝える。
④○は、どこが良かったのか。△と×は、どう
したらできるのかをアドバイスする。
→それを聞いて、大切なことやポイントなど
を、学習カードに書き込むようにする。
⑤必ず、学習カードか掲示物を見ながら、③と
④を行うようにする。
である。
また、ゴールのところにパイプいすを置き、
伝え合うための場所（話し合いスペース）を設
置した。
キ、成果と課題
始めから言葉で伝えるのではなく、〇×△の
観点を与えたことで、困っていた児童も「今の
は〇だったよ。
」
「前を向いて走ることができて
いて、よかったよ。
」と伝える様子が見られる
ようになった。そして、パイプいすを設置した
ことで、A くん、B さんも走り終わった後、迷
わずに座り、伝え合うことができていた。
しかし、学習カードに記入することは、2 名
にとっては難しかった。児童同士で書き方を教
える様子はあったが、話し合いをして、その内
容をまとめて書くことは、整理することが難し
い児童にとっては、
困難であることがわかった。

カードも、可視化を取り入れて、どこに何を書
くのか示したり、項目に丸を付けるだけの物に
したりして、インクルーシブな手立てをする必
要があるとわかった。

（写真13）
話し合いの進め方を元に話し合いをする様子

（写真 14）学習カードを見て、振り返る様子）

4

実践のまとめ（成果と課題）

インクルーシブな手立てとして、可視化を実
践していく中で、見通しを持たせるために可視
化が有効な手立てである事がわかった。その成
果を「日常生活」と「体育学習における実技」
に分けてまとめていく。
ア、
「日常生活」の成果として
次に自分が何をしたら良いのか、どこへ行け
ば良いのか、わからない児童に対して、図を与
え、確認する可視化と、実際に動いて、その場
を自分の目で見る可視化を併せることで、より
見通しを持たせることができることがわかっ
た。
また、メッセージ性のある写真や、掲示物
で、目からの情報を取り入れられるようにする
と、言葉で伝え続けるより効果的であることが
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わかった。
「こういうときにはどうすればいい。
」と児童
に聞くことがある。その瞬間は行動することが
できたり、伝え続けて変化したりする児童はい
るが、伝え続けても変わらなかったり、行動に
移すのが難しかったりする児童もいる。
そのような特別な支援を要する児童には、耳
からの情報ではなく、絵や言葉を使い、流れを
提示したり、記号化したりして、見える化（可
視化）を実践することで、児童の力を引き出す
事につながる。しかし、これは常に目に入る場
所に置いてこそ、また児童に理解しやすいもの
でこそ、効果があることがわかった。

流したり、研修を積んだりして、教師としての
力を高めていき、
子どもたちに還元できるよう、
これからも努めていく。
【参考文献】
・文部科学省ホームページ「共生社会の形成
に向けたインクルーシブ教育システム構築
のための特別支援教育の推進（報告）概要」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

イ、「体育学習における実技」の成果
体の動きを目で見て知ることで、動きのイ
メージを持てることがわかった。どのように動
いたら良いのかわからない。自分はやっている
つもりなのにできない児童にとって、今の自分
の姿を知ることは解決の第一歩である。
また、見通しを持つことで、学習に取り組む
姿勢にも変化がある事がわかった。困り感や、
不安から運動に対して消極的になっていた児童
も、解決の見通しが立てば、活発に運動するこ
とができた。
全体的な課題として、自分の姿を知るための
可視化の方法が挙げられる。
今回は鉄棒運動で人形を使用して実践した
が、ICT を活用すれば、短距離・リレーの学習
でも、自分の姿がわかり、
より活動も活発になっ
たのではないかと考えた。動画や写真で自分の
姿を知ることができ、友達の動きと比較するこ
ともできる。
これは体育学習のみならず、学校生活でも手
本となる行動を動画に納めておき、実態に応じ
て個別に見せたり、全体で共有したりすること
ができ、活用方法は幅広いのではないだろうか。

4

おわりに

現在、特別な支援を要する児童が在籍する学
級は少なくない。この実践を通じて、困ってい
る児童を救えるのは我々教師であり、その為の
働きかけや工夫を常に考え、実践していくこと
が大切だと、再認識した。
困っているのは教師では無く、
子どもである。
子どもの能力を最大限引き出し、活躍の場を与
え、未来に向かって生きる力を育むために、
様々
な手立てを実践していく必要があると考える。
そのために、私自身も今回の実践だけで終わ
らず、学びを広げていくために、多くの人と交
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【実践記録】

発達に課題のある児童への手だての大切さ

−自閉症・情緒障害特別支援学級の立ち上げに関わって−
船橋市立三咲小学校

1

はじめに（問題と目的）

近年、特別支援学級に在籍する児童が増えて
きている。文部科学省の資料から、小学校の情
緒障害特別支援学級の、平成 25 年と平成 29 年
の学級数と在籍児童数の変化に注目してみる。
平成 25 年では、学級数が 13,810 学級、在籍児
童 数 が 53,328 人 で あ っ た が、 平 成 29 年 に は、
学級数が 18,091 学級、在籍児童数が 80,403 人で
ある。5 年間で学級数が約 5000 学級、児童数で
約 30000 人も増えていったことがわかった。
私が勤務する船橋市でも、この 5 年間の間に、
小・中学校の自閉症・情緒障害特別支援学級が
新しく開設される学校が増えてきている。2018
年 4 月現在、中学校が 5 校、小学校が 8 校である。
今後も新しく開設されていくと思われる。
学級数や在籍児童数の増加傾向にある、自閉
症・情緒障害特別支援学級であるが、他にも、
児童の実態から教育課程を編成することの難し
さ、校内での特別支援学級に対する理解と位置
づけ、特別支援学級担当者の専門性についてな
ど、様々な課題が挙げられる。

2

主題設定の理由

通常の学級の担任をしていた時、自分のクラ
スにも、発達に課題を持っている児童が在籍し
ていた。巡回指導に来ている先生とも協力して、
日々接していた。児童が困っている場合には、
すぐそばに行き、課題を手伝ったり、よく 2 人
で話をしたりした。しかし、時にはパニックに
なって、癇癪を起こすこともあり、その児童へ
の支援の方法に戸惑い、悩んだこともあった。
そんな私が、2017 年の 4 月から三咲小学校の
自閉症・情緒障害特別支援学級《6 組》の担任
として、立ち上げに関わることとなった。
この実践記録は、情緒面や自閉症などの障害
により、通常の学級における指導では、持って
いる能力を発揮することが難しい児童への、特
性に合わせた接し方や、課題に対する支援の方
法等、情緒障害特別支援学級の担任としての専
門性の向上に向けて、クラス作りを中心として
取り組んできた、2 年間の記録をまとめたもの
である。

3

教諭

野々部

碧

学級の立ち上げと学級作り

（1）児童の実態
新年度を迎えて最初の 1 週間は、児童はみん
な緊張の面持ちだった。指示もよく聞き、落ち
着いていた。しかし 2 週目以降、通常日課で生
活が始まると、児童の様子に変化が表れた。い
くつか例を挙げる。
①「やりたくない」と注目行動
授業開始のチャイムが鳴り、授業がスタート
した。数枚の課題プリントを机の上に置いて、
取り組むように声をかけた。
児童は鉛筆を持ち、
しばらくプリントを眺めていたが、しばらくす
ると、突然椅子から立ち上がり、教室内を歩き
始めた。
「座って！」
「立ってはいけません！」
と声をかけても、まるで聞こえていないかのよ
うに、教室内を歩き続けた。授業が終わる時間
になっても、机には、ほぼ手付かずのプリント
がそのまま置いてある状態であった。
②人とくっつきたい
休み時間になると、いつも人の近くにいて、
くっついていたい児童もいる。そして、友達の
背中や腕を触ったり、教師の許可無しに「抱っ
こして」と抱きついてきたり、膝の上に乗って
きたりしていた。注意を促したいが、どのよう
な言葉で伝えたらよいのかわからず、児童は
腕や背中を触り続ける。これが他の児童には、
ちょっかいと受け止められてしまい、ケンカに
発展してしまう。また、抱っこや膝の上に乗せ
ることを断ると、癇癪を起こす児童もいた。ト
ラブルは避けたいし、癇癪を起こして欲しくな
かった私は、言われるがままに応じていた。し
かし、その場しのぎの対応では、うまくいくは
ずがなかった。ますますケンカや、抱っこ、膝
の上に乗せて欲しいという要求が増えていく。
これではいけないと不安になった。
③帰ってこない
業間休みや昼休みに遊びに行ったきり、戻っ
てこない児童がいた。いつも支援員もしくは担
任が一緒に付いて遊ぶようにしたり、
「長い針
が 5 になったら帰るよ」と予告をしたりしてい
た。
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休み時間終了のチャイムが鳴って「教室に行
こうね。」と声をかけても、
「遊びたい」と言っ
て遊具から離れなかった。
「先に帰ってるよ。
」
と伝え、離れたところから様子を見たことも
あった。しかし、当の児童は帰る様子も見せな
い。
本人の意思に関係なく手を引いて、教室に無
理やり連れて行く日々がしばらく続いた。教師
と児童、お互いにとって良い方法ではないこと
は承知の上だったが、この時は、児童の安全の
ためと考えて、ただただ目の届く場所に連れて
行くことに必死だった。
（2）ルールの提示
これらの児童の対応に困っていた私は、先輩
方にアドバイスをもらい、まず初めにクラスの
ルール作りから取り組んだ。クラスのルールを
作り、児童が守ることができたら、教師がそれ
を褒めて認めるというものである。肝心なの
は、児童が守ることができるルールを設定する
こと、教師はそれを守らせて、タイミングよく
褒めて認めることだった。
早速アドバイスをもとに、考えたルールが、
①【先生が決めた課題を最後までやり遂げる】
、
②【人とは腕一本分離れる】
、
③
【チャイムが鳴っ
たらすぐに教室に帰る】の 3 つである。
①【先生が決めた課題を最後までやり遂げる】
児童には、課題が終わるまで、イスに座って
いること、学習中は静かに過ごしてほしいと伝
えた。教師の手だてとしては、児童が時間内に
終わらせられる程度の課題を用意すること、が
んばりカードを使って、
課題の見通しを持たせ、
終わりをはっきりさせることに気をつけた。最
初は、終わらせることを目的とするため、少な
めの課題から始めた。声のかけ方も、
「座れた
ら偉いね」というように、して欲しいことを伝
え、褒めるように心がけた。時間に余裕をもっ
て終わらせることができるようになったら、少
しずつプリントを増やすようにした。もし、課
題が授業時間内に終わらなかった場合は、休み
時間に取り組むというルールも加えることがで
きるようになった。

図1

がんばりカード

②【人とは腕一本分離れる】
自立活動の時間に全員の前で手本を示した。
パーソナルスペースの話をしたり、適切な距離
がちょうど腕一本の大きさだと具体的に説明し
たりした。また、日常でも、見かけたらすぐに
「腕一本分離れるといいね」
「腕一本分離れてい
るから、ちょうどいい距離で、楽しく話せるね」
などと、腕一本分をキーワードにして声をかけ
た。
③【チャイム鳴ったらすぐに教室に帰る】
この場合、
「もし帰って来られなかったら、
次の休み時間は外に行くことができず、教室に
います」というように、できなかった場合の見
通しを児童に伝えた。外に行く前に、
「チャイ
ムが鳴ったら帰ってきます」と言語化させるこ
とも、徹底した。
【できなかった時には、次の
休み時間は教室で過ごす】
というルールが、
少々
厳しいのかと悩んだこともあった。しかし、児
童のためにも、約束は守らせたいと思った。だ
から、できた時にはたくさん褒めてあげようと
考え、取り組むことに決めた。
③結果
①【先生が決めた課題を最後までやり遂げる】
課題が終わるまで、イスに座って静かに過ご
す児童が増えた。課題に取り掛かるまで、手遊
びをしたり、鉛筆で遊んだりすることもあった
が、それもすぐに辞めることができた。また、
早く課題を終わらせようと、意識していた。
②【人とは腕一本分離れる】
声をかけるとすぐに離れたり、ちょっかい出
しが減ったりした。今まですぐにケンカをして
いた児童も、適切な距離感で、仲良く話す場面
も見られるようになった。また、膝の上に乗っ
てきたり、相手の体を触ったりすることも減っ
た。

－ 100 －

③【チャイムが鳴ったらすぐに教室に帰る】
チャイムが鳴ったら帰ってくるようになっ
た。遊びに行く前に、
自分から
「チャイムが鳴っ
たら帰ってくる！」と言うようにもなった。
これらのルールを守ることができたことによ
り、教師からも褒められ、児童にも満足感を持
たせることができた。自然と笑顔で機嫌よく過
ごす日が多くなり、全体的に落ち着いて学校生
活を送ることができた。
私自身も、児童に伝わる、具体的な言葉かけ
をすることができたり、児童の様子を見て自然
と褒め言葉を出したりすることができるように
なった。また、児童に対しても、適切なルール
を守ることができる児童であるという実態を把
握することができた。

4

教室環境の整備

（1）備品や消耗品の購入
新しく立ち上げた情緒障害特別支援学級の教
室には、児童分の机と椅子、教師用の事務机と
椅子、ロッカーがあった。また、教室を前後の
半分に区切る大きなパーテーションも、設置さ
れていた。これとは別に、年間を通して、情緒
障害特別支援学級に必要な備品や消耗品を購入
するための予算が配当されており、必要な物を
選んで注文することになっていた。
しかし、情緒障害特別支援学級に必要な備品
とは一体どんなものか、何を買えば良いのか、
なかなか思いつかなかった。そこで、必要な備
品や消耗品を調べ、購入に向けて取り組んだ。
まずは、他の 2 校の情緒障害特別支援学級の
見学に行くことにした。写真を撮り、情緒障害
特別支援学級がどのような教室環境になってい
るのか、私自身がイメージすることができた。
見学した中では、ホワイトボードや、児童み
んなが座ることができる大きめのテーブルと椅
子、机の前後左右に置いて個室のようにできる
パーテーションがあった。手先を上手に動かす
ためのトレーニングのおもちゃや、将棋やオセ
ロ、カードゲーム、ボードゲームなども、教材
として活用できることがわかった。
ある日、課題を与えて個別学習をしている時、
その児童がこんなことを言っていた。
「周りがうるさくて、集中できません。
」
「あの子がずっと見てくる気がします。
」
私には、そこまで何か大きな音や、変わった
音は感じられなかった。また、見てくるという
児童も、常にこちらを向いているわけではなく、
変わった様子もない。児童が困っている様子で
はあったが、原因がつかめなかったので、

「わかった。
気にしないで課題に取り組もう。」
としか、私は言葉しか声をかけることができな
かった。その児童はイライラして、落ち着くこ
とが難しくなってしまい、課題を取り組むこと
ができなかったことがあった。
学習以外では、児童はみんなボールが好き
で、休み時間はよく触っていた。バウンドさせ
て、跳ね返るのをみて楽しんでいた。また、癇
癪を起こしてしまって落ち着かなくなった時に
は、ボールを投げたり蹴ったりしている児童も
いた。
児童の様子から、
周りの音を気にさせない物、
周りの人が気にならない仕切り、みんなが使え
るボールがあればいいと思いついた。
（2）購入したものと使用した結果
教室の見学や児童の実態を通して、必要だと
思われるものを把握し、以下の物を購入した。

図2

イヤーマフ

周りの音を聞こえにくくするものなので、周
囲の音が気になる児童や、大きな音が苦手な児
童には、とても重宝している。
使ってみたところ、授業中はまるで何も聞こ
えていないかのように、集中して課題に取り組
むことができた。途中で手が止まることも少な
くなり、以前よりも早く課題を終わらせること
ができた。また、体育館で行われる全校集会に
も持って行くことにした。このイヤーマフのお
かげで、全校集会にも、途中で場所を移動しな
くても、最後まで体育館にいることができた。

図3
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パーテーション

周りが気になる児童のために購入した。児童
の机の前後左右に置いて、周りの物が目に入ら
ないようにして使っている。
また、
このパーテー
ションは全面がホワイトボードになっており、
黒板代わりにもなる。
パーテーションで仕切ったおかげで、児童は
集中力が高まり、課題を早く終わらせることが
できた。また、課題が終わった後の読書や自由
帳の時間も、一人で静かに過ごすことができた。
さらに、児童の近くに大きなホワイトボードが
あることで、わからないところも視覚的に説明
しやすく、さらに理解を促すこともできた。

（4）個別の手だての例

図5

図4

バランスボール

ボールが好きな児童のために購入した。自由
に使っていいときには、児童はそれぞれ思いの
ままにいろんな使い方をして遊んでいた。ボー
ルの上にまたがって揺れてみたり、バランスを
とってみたりしていた。
休み時間以外にも、
ボー
ルの上に乗って、気持ちを落ち着かせる児童も
出てきた。バランスボールの揺れが、とても気
持ちがいいと話しており、クールダウンを促す
ための道具ともなった。
このように教師が児童に合った環境を整える
ことで、児童の意欲を高めることができるとわ
かった。
（3）一人ひとりにあるといいもの
学級のスタートからしばらく経ち、児童が 6
組の生活にも慣れてきたところで、通常の学級
に交流させにいくことにした。
児童を交流に行かせると、6 組の児童全員が
一度に揃う場面はほとんどない。1 日中交流に
行っている児童もいれば、2、3 時間だけ交流
に行く児童、1 日中 6 組で過ごす児童もいる。
こうなると、全員の時間割が違うため、個別
に時間割表を作成する必要がある。また、配布
物を入れておく箱のようなものや、一人ひとり
個別に連絡事項を書くボードを用意する必要も
出てきた。

個別の時間割表

全員分の時間割表を、担任が朝の会までに書
いておき、児童の机の前に置いておくことにし
た。そうすると、1 時間目の開始前には、児童
一人ひとりがスケジュールがわかり、1 日の見
通しを持つことができた。
交流の時間の欄には、
必要な持ち物や行き先も書いた。時間割表を見
ればすぐに必要なことがわかるため、児童が自
分で見て、進んで道具を用意する習慣もつける
ことができた。

図6

レターケース

このレターケースの各段に、テープで種類別
に分けておき、児童に渡したいものを、帰りの
支度の時間までに入れておくことにした。連絡
帳、手紙、プリント（解き終わったもの）
、宿題、
音読カードの 5 つに分けて使っている。
児童にとっては、自分の持ち帰るものが一目
でわかるほか、私自身も、レターケースが空に
なれば完了という、終わりが目に見えてわかる
ようになった。教師も、手紙は入れておけばい
いし、連絡帳や宿題をチェックしたら入れるだ
けで済む。お互いに作業しやすくなった。
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図7

ホワイトボード

児童に 1 枚、ホワイトボードを配った。これ
は、教師だけが使うのではなく、児童も、学習
に必要な場面で自由に使ってよいものとした。
スケジュールや持ち物の変更があったとき
や、授業の時間のやるべき課題をメモして伝え
ている。児童は、学習の中で、自分の考えをま
とめる時に使っていることが多い。例えば算数
の時、筆算する時のメモ代わりにしたり、図や
絵を描いて、考えを整理したりしている。また、
ノートに鉛筆で文字を書くのか苦手な児童も、
ホワイトボードにペンで書くと書きやすいよう
で、そのような場合には、ノート代わりとして
いることもある。
（5）成果
イヤーマフやパーテーションを使っている児
童を毎日見ていて、教室中外の、目に見えるも
の、耳に聞こえるもの、周りにあるたくさんの
ものが気になってしまうという児童の特性を知
ることができた。そしてそれが刺激となって集
中できない、イライラしてしまう、課題に取り
組めないなど、落ち着くことが難しい要因と
なっていることもわかった。
なかなか課題が進まず、落ち着かなくなって
しまっていた児童も、
刺激を減らしてあげれば、
こんなにも集中力を発揮して、課題に取り組め
るようになる。そのことにとても驚いた。

5

取組のまとめ

新しく自閉症・情緒障害特別支援学級を立ち
上げて、0 からクラス作りを進めてきた。
クラスのルール作りと教室環境作りの 2 つの
取組を通して考えると、教師が、児童に合った
手だてを考えて実行することによって、児童が
困っている状態から抜け出し、取り組みやすく
させてあげられることができると改めて知っ
た。また、その手だてによって、児童が担任と
決めた課題や約束を守ることができると、児童

が達成感を得ることができる。そして担任が褒
めて認めてあげることで、児童にとって大きな
自信につながることがわかった。
教師の手だてによって、児童に成功体験をさ
せ、できた喜びや達成感を味わわせることがで
きる、自信を持たせることができるということ
を、特別支援学級の担任になり、一人ひとりと
じっくり接する中で、実感することができた。
また、発達に課題を持つ児童への接し方につ
いても、先輩方からいただいた、たくさんのア
ドバイスをもとに、6 組の児童と接していく中
で、実感しながら学ぶことができた。
例えば注意の仕方では、
「授業中は立ち歩い
てはいけません」と声をかけるのではなく、
「授
業中は椅子に座ります」と、して欲しいことを
伝え、できたらすぐに褒めることが大切である
と教えていただいた。児童の良いことに注目し
て褒めることも大切だと知った。例えば、授業
の開始に号令をする時、
「○○君、背筋がまっ
すぐ伸びて、良い姿勢だね。
」と一人の児童を
褒める。すると、
他の児童も、
次々に背筋をまっ
すぐにし、
良い姿勢になっていく。これで全員、
良い姿勢で上手に号令をすることができた。
今回は、自閉症・情緒特別支援学級での取組
だった。しかし、いつか、発達への課題の有無
に関わらず、通常の学級でも同じように、使い
たい時、すぐにイヤーマフを手に取ることや、
行きたい時に、周りが気にならない仕切りのあ
る場所に行ったりすることなど、児童に合った
手だてを考えて実行することができたら、とて
も素晴らしいことなのではないかと思う。

6

課題

今後はまず、校内で、自閉症・情緒障害特別
支援学級がどのようなクラスなのかを、具体的
にわかりやすく全職員に周知すること、学習や
生活の様子を実際に見てもらって、6 組の存在
を広めていくことが大きな課題だと言える。
また、私自身の課題は、引き続き先輩方から
アドバイスをいただいたり、児童と接する中で
子どもたちからもたくさん教わったりして、支
援や指導の方法について、
専門性をさらに深め、
教育実践していけるようになりたいと考える。

【参考文献】
文部科学省『特別支援教育資料』
千葉県総合教育センター
『特別支援学級担当者の専門性パッケージ』
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【実践記録】

我が国の伝統的な音楽のよさを感じ取るための鑑賞の授業実践
−雅楽・尺八の鑑賞を通して−

船橋市立八木が谷小学校

1

はじめに

我が国の伝統的な音楽とは何か。その魅力は
何か。この問いに、答えることは多くの大人に
とっても難しいことではないだろうか。
私自身、
どのように答えたらよいのだろうか、そして、
児童に教えたらよいのだろうかと、これまで多
く悩んできた。しかし、
教材研究を深める中で、
我が国の伝統的な音楽の魅力は、楽器の音色の
よさや独特の旋律、そして演奏者の個性で大き
く表現が変わるその奥深さにあるのではないか
という考えに至った。
また、小学校学習指導要領（平成 29 年告示）
解説音楽編（以下、新学習指導要領解説）にお
いて、「『我が国の音楽や郷土の音楽』に関する
学習の充実」が今回の音楽科の改訂の趣旨及び
要点の中で述べられた。そして、
「我が国や郷
土の音楽の指導に当たっては、そのよさなどを
感じ取って表現したり鑑賞したりできるよう、
音源や楽譜の示し方、伴奏の仕方、曲に合った
歌い方や楽器の演奏の仕方などの指導方法を工
夫すること。
」（新学習指導要領解説第 4 章（3）
128 ページ）と、全学年にわたる指導計画の作
成と内容の取扱いにおける配慮が示された。し
かし、具体的な内容については、例えば「和楽
器の音楽を含めた我が国の音楽や諸外国の音
楽など文化とのかかわりをとらえやすい音楽、
人々に長く親しまれている音楽など、いろいろ
な種類の曲」（新学習指導要領第 3 章第 5 学年及
び第 6 学年の目標と内容 3 内容の取扱い（3）ア）
と示し、いくつかの教材の例示をするにとどめ
ている。これは、その具体的な教材選択や指導
について、今後の研究に委ね、学習の充実を目
指した指導実践の積み重ねが求められていると
いうことであろうと考えた。
そこで、今回は、6 年生の児童に、雅楽、尺
八の二つの日本の伝統的な楽器の演奏につい
て、鑑賞を通して、伝統音楽のよさを感じ取り、
我が国の伝統や文化へ興味を持ち、
理解を深め、
親しむ態度を育成するための学習について実践
を行いたいと考えた。
雅楽、尺八については、その音色や音楽をテ
レビなどのメディアを通して聴いたり、街中や
生活の中で耳にしたりしたことが一度はあるだ
ろう。しかし、どのような楽器で、どのような

教諭

白石

正義

歴史を持つのか、そして、その魅力とは何かに
ついて、学んだり考えたりすることは日常生活
の中では皆無であるといっても過言ではないだ
ろう。児童が伝統的な音楽のよさを感じ取り、
我が国の伝統や文化への親しみを深めてほし
い、そんな願いを込めて行った実践についてま
とめたい。

2

実践の方法

3

実践の経過と結果

6 年生の鑑賞領域の授業において、
「雅楽の
旋律に親しもう」
「尺八の演奏を味わって聴こ
う」2 つの題材を設定し、指導計画を立て、授
業を実践した。

（1）指導計画について
雅楽及び尺八は、我が国の楽器において古い
歴史を持ち、楽器の成り立ちや、独特な奏法か
ら生まれる特徴的な音色など、深く知れば知る
ほど味わいが増す楽器である。しかし、教材化
するにあたっては、あまり馴染みのない音楽で
あるという児童の実態を考慮し、
少しでも興味・
関心がより高まるように工夫をしなければなら
ない。また、伝統音楽に親しむためには、実際
の生演奏に触れたり、楽器を手にしたりする体
験が一番効果的であると考えられるが、そのよ
うな学習環境を整えることはなかなか難しい。
そこで、限られた学習環境で、誰でも実践で
きる効果的な授業実践ということを念頭に、下
記のア～エの 4 つの視点を持って指導計画を作
成し授業を実践することにした。
視点ア 旋 律の特徴を感じ取るための学び方
を工夫する。
視点イ 楽 器の音色の魅力を感じ取るため演
奏の聴き方を工夫する。
視点ウ 楽 器の成り立ち歴史を知り、我が国
の歴史や文化と関連付けて親しみが
持てるようにするための工夫をする。
視点エ 日 本で古くから演奏されてきた楽器
が、現代においてさらなる魅力を世
界に発信していることを知り、我が
国が誇る文化の一つとして親しみを
持つことができるように工夫する。
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我が国に古くから伝わる雅楽や尺八の音楽
は、現代の音楽と違って、はっきりしたと音階
やリズムを持たない。独特の拍節の中で抑揚や
間が取られ、旋律がどのようなものかはっきり
と口ずさむことは難しい。このことは、曲のメ
ロディー（旋律）を聴いて音楽を楽しむという
現代の音楽の楽しみ方に親しんでいる児童に
とっては、不思議なことかもしれない。そこで、
まず旋律の特徴を感じ取るための手立てを工夫
することを視点アとした。
雅楽の楽器や尺八は、木や竹などその多くが
自然の物から作られ、その独特な音色が特徴で
あり、魅力である。そこで、音色のよさを感じ
取れるように音源やその鑑賞方法を工夫するこ
とを視点イとした。
また、6 年生は社会科において日本の歴史を
学んでいる。日本の歴史の中で、雅楽の楽器や
尺八がどう伝わってきたのか、その後、どのよ
うな歴史的な背景の中で育まれ、今日に至った
のかということを結びつけていくことで、音楽
の学びの楽しみも広がるだろうと考え、第三の
視点ウを考えた。
そして、視点エについては次のように考える。
現代において児童が親しんでいる音楽は、その
構造において西洋から伝わった音楽を基礎にし
ており、ともすると伝統的な音楽は昔のもの、
自分たちの今の生活とはあまり関係のないもの
ととらえてしまいかねないという懸念からであ
る。近年、“wasyoku（和食）
” の魅力が世界で
注目を集めていることを象徴するように、日本
文化の魅力の再考がブームとなっている。雅楽
や尺八についても、その伝統的な音楽の継承の
みならず、西洋音楽との融合の中でさらなる魅
力の発見がなされ、“世界に誇れる日本の楽器”
として羽ばたいているというように視野を広げ
ることで、伝統的な音楽、そして楽器にさらな
る親しみが持てるようになるのではないかとい
うこと思いからである。
（2）題材 1「雅楽の旋律に親しもう」
①題材について
雅楽は、約 1300 年ほどの歴史をもつ日本の
伝統音楽である。5 ～ 9 世紀頃にアジア各地か
ら伝えられ、次第に日本独自の音楽として整え
られた。中でも、「越天楽」は、雅楽の中で最
も知られた曲の一つで、吹きもの（管楽器）
、
弾きもの（弦楽器）
、
打ちもの（打楽器）によっ
て演奏される。本題材では、
「越天楽」の鑑賞
を通して雅楽の楽器音色、そして旋律の特徴を
感じ取り、雅楽に親しみを持つことをねらいと

する。
② 4 つの視点をもとにした指導計画
視点ア
○「越天楽今様」の歌唱を通して旋律の特徴を
感じ取る活動を取り入れる。
視点イ
○「越天楽」演奏を、音だけで聴いたり、映像
と合わせて聴いたりする。
〇雅楽の楽器の中から、ひちりきについて取り
上げ、その構造を学んだり演奏の音を聴いた
りする。
視点ウ
○雅楽の歴史、楽器、
「越天楽」の旋律が平安
時代に歌として親しまれたことを学べる内容
構成のプリントを活用する。
視点エ
〇現代において世界で活躍するひちりき奏者・
東儀秀樹氏の演奏による「imagine」
（ジョン・
レノン作曲）の演奏の映像を鑑賞する。
③授業の様子と児童の反応
〈第 1 時〉雅楽ってなに？
〔ねらい〕
雅楽の楽器の種類と歴史、その音色の特徴や
よさについて知る。
〔〇学習過程と☆児童の反応〕
〇「越天楽」の演奏を聴き、感じ取ったことを
発表する。
☆ふにゃ〜んとした変な感じの音楽。
☆いつも聞いている音楽と違う。
☆神社で流れてるのを聞いたことがある。
☆初めて聞いたリズムのない音楽。
☆不思議な楽器の音。
〇「越天楽」の演奏を映像で鑑賞し、日本の伝
統的な雅楽という音楽であることを知る。
〇雅楽のもととなった楽器が日本に伝わった歴
史と楽器の種類について、プリント（図①）
を使いながら学ぶ。
（視点ウ）
〇映像を止めながら、それぞれの楽器の音色を
確かめる。
（視点イ）
☆笙（しょう）という楽器の音がすごい。
☆琵琶（びわ）は音が響いていない感じ。
☆打ちものの音は、今の楽器とほぼ同じ音。
〇雅楽の楽器の中からひちりきについて、その
構造を知り、
ひちりきのみで演奏している「越
天楽」の演奏を聴く。
（視点イ）
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☆昔っぽくない感じの音。
☆力強く伸びている感じがする。
☆面白い感じの音。
〇 ひ ち り き 奏 者・ 東 儀 秀 樹 氏 の 演 奏 に よ る
「imagine」
（ジョン・レノン作曲）の演奏の
映像を鑑賞する。
（視点エ）
☆演奏するのが大変そう。
☆「越天楽」の雰囲気と全然違う。
☆とてもおしゃれな感じがした。
☆ピアノとよく音があっていた。
〈第 2 時〉雅楽の旋律に親しもう
〔ねらい〕
「越天楽今様」の歌唱を通し、
「越天楽」の旋
律の特徴を感じ取り、
「越天楽」
を味わって聴く。

☆リ ズムがゆっくりしていて優しい音色で
ずっと聞いていると心がスッキリすると
感じた。
☆旋 律は曖昧に感じられてよくわからない
ところもあったけど、響いているという
ことはよく感じられていいなと思った。
☆雅楽の楽器は 1500 年前にシルクロードを
渡ってきたということにびっくりした。
こんなにも美しい曲に出会えて本当によ
かったと思った。
☆日 本の文化も感じられたし、神聖な感じ
もしてとてもよかった。一度、本物の雅
楽を見に行きたいと思いました。

〔〇学習過程と☆児童の反応〕
〇「越天楽今様」
の範唱を聴く。
「越天楽今様」
は、
平安時代に「越天楽」の旋律に歌詞をつけて
歌って親しまれたものであることを知る。
〇「越天楽今様」を歌唱する。
（視点ア）
〇より「越天楽」の雰囲気に近づけるには、ど
のように歌唱したらよいか考える。
☆つなげて歌ったほうがよいのではないか。
☆音 をだらしない感じで変えながらで歌っ
てみてはどうだろうか。
☆暗めの声で歌ってみたらどうか。
〇児童の意見をまとめ、音をしっかり伸ばして
つなげて歌う方法、ずり上げたりずり下げた
りして歌う方法を試しながら歌唱する。
〇「越天楽」を聴きながら、
「越天楽今様」の
旋律を歌い、
「越天楽」の旋律の特徴を感じ
取る。
（視点ア）
☆とてもゆっくり旋律が動いていた。
☆ただ音が伸びているだけではなかった。
☆旋律が 2 回ずつくり返されていた。
☆音の上がり方がおもしろかった。
〇「越天楽」を味わって聴き、雅楽の学習で学
んだこと、感じたことを文章にまとめる。

【図①】

（3）題材 2「尺八の演奏を味わおう」
①題材について
尺八は奈良時代に雅楽の楽器として中国から
伝来するものの、雅楽では用いられず、その
後、 室町時代から江戸時代にかけて形をかえ
て流行し日本固有の進化を遂げた楽器である。
江戸時代に、虚無僧が吹いた尺八の音楽は、宗
教的な傾向が強かったが、その後、黒沢琴古
（1710 ～ 71）によって、芸術的な曲が作り出さ
れ、琴古流の尺八の音楽として今日まで親しま
れている。また、
明治時代以降、
宮城道雄（1894
～ 1956）が作曲した「春の海」をきっかけに、
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西洋音楽を取り入れた演奏曲も多くつくられ、
今日でも日本の伝統的な楽器を代表する三曲
（筝曲、尺八、三味線）の一つとしても親しま
れている楽器である。本題材では、琴古流の本
曲である「鶴の巣ごもり」の鑑賞を通して、日
本の伝統的な楽器が生み出す音色や旋律の特徴
に気付き、その演奏のよさを味わって聴き、我
が国の伝統的な音楽への親しみをさらに深める
ことをねらいとする。
② 4 つの視点をもとにした指導計画
視点ア
○旋律を筆ペンを用いて線図に表す活動を取り
入れる。
視点イ
○鑑賞する部分を尺八の様々な奏法の特徴が凝
縮された冒頭から 1 分 30 秒程度までにする。
〇奏法について学ぶ。
〇「鶴の巣ごもり」を、独奏の演奏と 5 人によ
る合奏の演奏の 2 つを鑑賞する。
（注釈）
「鶴の巣ごもり」は、今日では一人で演
奏されることが多いが、琴古流の本曲
として二人以上で演奏することが望ま
しいと楽譜に前文がある。
視点ウ
○尺八の楽器の歴史や構造、楽譜について学べ
る内容構成のプリントを活用する。
視点エ
〇現代において世界で活躍する尺八奏者・藤原
道山氏の演奏
「スペイン」
（チックコリア）
「東
、
風」（藤原道山）を映像で鑑賞する。
③授業の様子と児童の反応
〈第 1 時〉尺八の演奏を聴こう
〔ねらい〕
「鶴の巣ごもり」の旋律の特徴を感じ取りな
がら聴く。
〔〇学習過程と☆児童の反応〕
〇「鶴の巣ごもり」の演奏を聴き、感じ取った
ことを発表する。
☆時代劇に出てきそうな音楽。
☆音がたくさん揺れている。
☆たくさんの笛が遠くでなっているよう。
☆強弱の激しい音楽。
☆余韻が感じられた。
〇「鶴の巣ごもり」の冒頭をもう一度聴き、筆
ペンを用いて旋律を線図で表す。
（視点ア）

【写真①活動の様子】

〇グループで線図を見合いながら、その特徴や
気づいたことを話し合う。
☆動きがはげしい。
☆大 きな山や小さな山をたくさんえがいて
いるよう。
☆線と線の間がたくさんある。
☆ふるえているような波がたくさんある。
☆線の太さがだんだん細くなっていく。
☆線 の最後はふるえたあと消えていくよう
にかすれていく。
〇「鶴の巣ごもり」の演奏を映像で鑑賞しなが
ら、
線図の特徴を旋律に結び付けて確かめる。
〇尺八の演奏の特徴は、ムラ息（息を強く吹き
込む方法）やメリ・カリ（あごの上下の動き）
奏法など、独特の奏法から生み出されている
ことを知り、映像で確認しながら鑑賞する。
（視点イ）
☆息の吸い方がすごい。
☆目 をつぶってとても集中して演奏してい
る。
☆首 を振りながら演奏しているように見え
るのは音を揺らすためだったんだ。
☆喉 を鳴らして声が入っているように聞こ
えておもしろい。
☆顎 を引いたり出したりして音程をかえる
というのがすごい。
〈第 2 時〉尺八の演奏を味わおう
〔ねらい〕
尺八の成り立ちや楽器の構造、他のジャンル
の音楽の中での尺八の演奏について知る。「鶴
の巣ごもり」を情景を想像しながら味わって聴
く。
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〔〇学習過程と☆児童の反応〕
〇尺八の成り立ちや楽器の構造や楽譜につい
て、プリント（図②）を使いながら学ぶ。
（視
点ウ）
〇尺八奏者・藤原道山氏の演奏
「スペイン」
（チッ
クコリア）、「東風」
（藤原道山）を映像で鑑
賞し、尺八の魅力が世界的に広がっているこ
とを知る。（視点エ）
〇「鶴の巣ごもり」の情景や尺八の音は鶴の鳴
き声を擬音にして作られた曲であることを知
る。
〇尺八奏者 5 人による合奏による「鶴の巣ごも
り」を鑑賞し、演奏を味わって聴き、感じた
ことや尺八の魅力について文章にまとめる。
☆思 っていたよりも音が響いていて、鶴の
鳴き声のように聞こえました。音が重な
ることによって、何羽も鳴いているよう
に感じて、高い音やよく響く音で鳴き声
を表すということは美しいことなんだと
感じました。ずっと聞いていると、親鳥
が子供に寒いけど大丈夫だよ、と伝えて
いるように感じました。
☆今 まで尺八という楽器を知らなかったけ
ど、演奏を聴いて、リコーダーとちがって、
やわらかい、かわいたような音が特ちょ
うだと思いました。低い音も高い音もき
れいでした。でも、
息の音がよく聞こえて、
とてもたくさんの息を使うことがわかり
ました。指や口、顔をたくさん動かして
演奏しているのですごいなと思いました。
☆すごく心に響く音で、5 人で演奏した「鶴
の巣ごもり」は、重なりや響きなどで、5
羽の鶴がまるでそこにいるかのように感
じられる音を生み出し続けていました。ま
た、ピアノやオーケストラと合わせた演
奏では、高い響きの音が多く、その音が
古風というイメージががらりと変わりま
した。

【図②】

4

実践のまとめ

（1）成果について
〇視点アについて
〈雅楽〉
・初めて聴いた時には、音色の面白さの第一印
象が残っただけの児童が多かったが、
「越天
楽今様」の歌唱に取り組んだことで、旋律を
手がかりに聴くことができるようになり、構
造的に曲が作られていることに気づくことが
できた。
〈尺八〉
・尺八の演奏という児童にとっては、捉えるこ
とが難しい音楽を、筆ペンで線図を描く活動
を取り入れたことで、注意深く何度も演奏を
聴き、その特徴を捉えることに成功した。
・筆ペンは、太さの違いや、微妙な揺れを表し
やすく、線図に味わいが生まれ、尺八という
日本の伝統音楽を題材とした学習に用いる道
具としてもよかった
〇視点イについて
〈雅楽〉
・楽器の演奏の様子を映像で見ながらその音色
を確かめたことで、その独特な音色について
の興味関心を高めることができた。
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〈尺八〉
・演奏の様子を映像で見ながら奏法の特徴と音
色の関係を確かめたことで、尺八は様々な音
色の変化に味わいのある楽器であるというこ
とを感じ取ることができた。
〇視点ウについて
〈雅楽〉
・雅楽の楽器のもととなったものは遣隋使に
よってもたらされた大陸文化の一つであると
いうこと、今日まで長い歴史を経て伝承され
た文化であるということを知り、雅楽の楽器
により親しみを持つことができた。
〈尺八〉
・鎌倉時代に活躍した虚無僧の話や、江戸時代
に鶴の鳴き声を模倣して親しまれた音楽が今
日、さらに発展していることを知り、尺八に
親しみを持つことができた。
〇視点エについて
〈雅楽・尺八〉
・伝統的な音楽や楽器と、私たちが現代に親し
んでいる音楽との垣根に橋渡しをすることが
でき、伝統的な音楽や楽器への興味関心を高
め、親しみを持つことができた。
〇 2 つの題材の授業を通して
・「越天楽」「鶴の巣ごもり」について、初めて
曲を聴いたときに感じ取ったことから、4 つ
の視点を取り入れて学習を進めたことで、最
後に聴くときは、そのよさを味わって聴こう
とする姿が見られた。
「越天楽」
「鶴の巣ごも
り」について、もっと聴きたい、本物を聴い
てみたいなど、伝統的な音楽に対する親しみ
を深めることができた。
（2）課題について
〇視点アについて
〈雅楽〉
・「越天楽今様」の歌唱の時間を充分に取れば、
「越天楽」に合わせて自分で旋律を口ずさむ
ことができるようになり、さらにそのよさを
感じ取れるのではないか。
〈尺八〉
・筆ペンを用いて線図に表す活動は、書き方な
どを実態に応じて丁寧に説明する必要があ
る。
・線図に表されたどの部分がどの特徴と結びつ
くのか、聴き取る部分をもう少し短くしたり、
児童の聴き取りの様子をしっかりと見取った

りするとさらに学習が深まったのではない
か。
〇視点ウについて
〈雅楽・尺八〉
・楽器の成り立ちや歴史、楽器の構造について
は、知識の習得を目的とせず、そのよさを感
じ取る学習を深めるために内容に精選と吟味
が必要である。
・雅楽の楽器や尺八など、1 つでもよいから実
物に触れることができればさらによいのでは
ないか。
〇視点エについて
〈雅楽・尺八〉
・児童の感覚により身近な現代の演奏の魅力が
学習の目的にならないよう、ふさわしい映像
資料を吟味すること、そして鑑賞する時間も
長くならないようにする必要があると感じ
た。
〇 2 つの題材の授業を通して
・伝統的な音楽の学習は、系統性を持たせたほ
うがより児童にとって学びやすいのではない
か。限られた授業時数の中で、どのように伝
統音楽の学習を年間計画に位置付けし、雅楽
や尺八の音楽にもどのように触れていくか、
今後、カリキュラムマネジメントの視点を
持って取り組んでいくことが必要であると感
じた。

5

おわりに

今回の実践は、我が国の伝統的な音楽の指導
について、4 つの視点を持って指導計画を作成
し、実践することを中心とした。その中で、私
自身が、様々な角度から教材研究に取り組むこ
とができ、我が国の伝統的な音楽の魅力につい
て様々な発見をすることができた。このこと
は、私自身の音楽の楽しみ方を広げ、少しだけ
豊かな気持ちで生活が送れそうだという気にさ
えなったりもした。そういった学びを児童に少
しでも多く経験させたいと感じた。
文部科学省教育課程部会芸術ワーキンググ
ループは、伝統や文化に関する学習について次
のように述べている。
「グローバル化する社会の中で、子供たちに
は、芸術を学ぶことを通じて感性等を育み、日
本文化を理解して継承したり、異文化を理解し
多様な人々と協働したりできるようになること
が求められている。このため、音楽や美術、工
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芸、書の伝統や文化を尊重し、実感的な理解を
深めていくことが重要である。
」
（教育課程部会芸術ワーキンググループにお
ける審議のとりまとめ平成 28 年 8 月 26 日 17
ページ）
このことからも、この伝統的な音楽の学習
についての大きな意義を見出すことができる。
児童が自分たちの文化に誇りを持つと同時に、
様々な異文化を尊重し親しむ豊かな心を育てる
ことができるようこれからも伝統的な音楽の学
習に関する様々な実践を重ねていきたい。
【参考文献】
・文部科学省『小学校学指導指導要領（平成
29 年告示）解説音楽編』
（平成 29 年 7 月）
・文部科学省『小学校学習指導要領解説音楽編』
（平成 20 年度 8 月）
・教育出版社『音楽のおくりもの 6 教師用指導
書研究編』（平成 27 年 4 月）
・教育芸術社『小学生の音楽 6』
（平成 29 年 2 月）
・音楽之友社編『はじめての音楽史』
（平成 13 年）
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【実践記録】

ノート指導による児童の考える力の育成
－社会科学習におけるノート指導を通して－

船橋市立二宮小学校

1

はじめに

2

実践の方法

教諭

堀江

聡

小学校社会科における目標は「公民的資質・
能力」を育成することにある。今の児童が成人
して社会で活躍する時には、我が国は数多くの
課題があると言える。生産年齢の人口減少、グ
ローバル化の進展、
絶え間ない技術革新により、
社会構造や雇用の形態は大きく変化し、予測不
能な時代である。そのような時代を生きていく
児童を育成する上で、社会科の学習における問
題解決的な学習が担う役割は大きいと考える。
そこで、本実践では、社会科の学習過程にお
いて問題解決的な学習を展開して学習を進める
ことで、児童により考える力や問題解決に向け
て、自分で調べて解決していく力を養うことが
できるように実践していくこととした。
また、問題解決的な学習において、単元のは
じめに立てた学習問題を解決していくために、
自分で調べていく自力解決の時間を重視し指導
してきた。

実践において、児童の考える力を育成し、問
題解決的な力を身につけさせるために本実践で
は、3 つの点を重視し、指導してきた。
3 つの視点とは、
①学習過程の明確化
②ノートのまとめ方の例示
③ノート指導の充実
である。以下にその具体的な実践方法につい
て記述していく。
（1）学習過程の明確化
問題解決的な学習の過程を教師が明確にして
指導することで、児童により自ら考えて思考す
る力が身につくように指導した。
（資料 1）この資料は児童に配付することはせ
ず、指導する側がしっかりと学習過程を認識す
るために使用するものとして捉え、活用するよ
うにした。

資料 1

社会科学習過程

①「ねかせ」場面
この学習過程は、単元の計画に入れずに、家
庭学習や休み時間等を使い学習していくものと
している。児童が学習に対して思いや願いを
もって学習に入れるように、学習の出発点とし
て捉えるようにした。言わば、関心事の始まり
である。
②「つかむ」場面
これから解決していくべき問題を明確にする
場面である。高まった問題意識の中でこれから
解決してくべき「みんなのめあて」を考える。
この場面で出た「みんなのめあて」が学習問題
である。
また、この場面ではただ学習問題を立てるだ
けではなく、その問題に対する自分の予想を大
切にする。学習問題に対して、自分がどのよう
に考えるか予想を立てることで、これから何に
ついて調べていくべきなのかが明確になる。
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③「調べる」場面
実際に調べ学習をはじめる前に、学級全体で
予想を共有することも大切である。学習問題の
解決のために調べる内容や方法について見通し
をもって調べることができるようにするために
も、この共有の時間が重要になると考える。
調べる内容や方法が決まったら、次は、いよ
いよ自力解決の場面である。調べる際には、常
に事前に立てた学習問題を意識しながら調べて
いくことが重要である。
④「まとめる」の場面
ここの場面では、学習問題に対して自分がど
のようなことを調べてきたかを共有すること
で、学習問題に対する答えを導き出す場面であ
る。調べてきたことを共有する前に、事前に調
べたことに対する自分なりのまとめを考えさせ
るようにした。
自分なりのまとめを考えてから調べてきたこ
とを共有することで、学習問題に対してより考
えが深まるようにするための手立てである。
（2）ノートのまとめ方の例示
①ノート作りのポイント
ノートの見開き半分を例にして以下のような
資料を使い、ノートのまとめ方の例示をした。
（資料 2）

基本的なノートの使い方は、ノートを縦に 2
つに区切り、左側に「調べた事実」を書き、右
側にそこから「思ったこと・気づき・疑問」を
書くことで、ただ調べるだけでなく、そこから
考えたことを記述するようにした。
学習問題の下には、予想を書くことにより、
常に学習問題を振り返りつつ、自分が立てた予
想を確かめることができるようにする。
「予想
がこれで良いのか」
「自分が考えた予想は本当
に合っていたのか」調べていく中で解決してい
くようにする。調べることをただ箇条書きする
のではなく、見出しを書くことも大切だと考え
る。児童がどのようなことを調べているのか教
師側も把握しやすくなる。
問題解決的な学習において、新たな疑問や発
見を積み重ねていきながら、学習問題に対する
答えを導き出していくことが重要であると考え
る。そのため、右側の「思ったこと・気づき・
疑問」の部分が書けるように指導を重点的に行
うこととした。
より充実した問題解決的な学習になるよう
に、
「自力解決カード」を活用した。
（資料 3）

資料 3

資料 2

ノート作りのポイント

自力解決カード

これは児童が調べ学習をしているときに活用
するものであり、その時間が終わるごとに振り
返るものである。
「自分の予想・友だちの予想・これまでの調
べでわかったこと・もっと調べるべきこと・こ
のような資料があるとさらに調べられるという
もの」を書く欄を設けて、児童がより調べ学習
に取り組みやすいように工夫した。このシート
を活用することで、自分がどれだけ学習問題の
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解決に近づいているか把握するためのものでも
ある。
② 『社会科ノートの作り方』・『社会科ノー
ト作りのステップ』の活用
ノートのまとめ方の例示として『社会科ノー
トの作り方』を活用した。
（資料 4）この用紙
をノートの表紙内側に貼ることで、常に自分の
まとめ方が学習問題の解決のためになっている
のか振り返ることができるようにした。

資料 4

「①昔・今・未来 ②自然条件 ③人々の思い」
である。5 年生の学習の中心が地理的なもので
あり、地方の特色に応じた学習であるために、
そのように設定してある。
また、6 年生の歴史的学習においては、「①
衣食住 ②世の中の動き
（時代の流れ） ③人々
の思い」を良い視点と捉えて指導するようにし
た。歴史上の人物の考えや当時の時代を生きて
いた人々の思いに迫ることは社会科の歴史学習
において重要なことと考え、設定してある。
社会科ノート作りのステップは、調べ学習を
する時間の導入にも活用し、
「これまでは自分
がどのステップにいたか」
「今日はどこのステッ
プを目指して調べ学習を進めていくか」確認し
てから学習に入るように心がけた。

社会科ノートの作り方

『社会科ノート作りのステップ』をノートの
裏表紙内側に貼ることで、自分が今どれくらい
の力が身についているのか自己評価したり、次
にどのようなことができるとより良いノートに
なるのか考えたりできるように工夫した。
（資
料 5）
ステップとしては、
①どこを調べれば良いかわかる
②情報を集めてノートに写す
③自分の言葉にして書く
④思ったこと、疑問を書く
⑤「良い視点」で書く
⑥自分で用意した資料を活用する

資料 5

社会科ノート作りのステップ

（3）ノート指導の充実
ノートは児童の学習の足跡である。そのノー
トが充実しより学習が深められるように、児童
が書いたノートに対する指導にも力を入れた。
指導のポイントとして意識したことは以下の点
である。

である。下にいくにつれて、ステップアップ
をしていくものと捉えて指導した。上記の「良
い視点」とは、5 年生の地理的学習においては、
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・特に押させておきたい事実については、資
料をコピーする。
・文章にすると長くなるので、接続詞に当た
る部分を矢印などにして省略する。
・事実を箇条書きし、自分の考えや気づきを
ノートに書かせる。
・お互いのノートを途中で見合わせる。
・学習の視点の内容をいつも意識させる。
・良 い視点で書いてある児童のノートをコ
ピーして紹介する。
・良い調べのまとめ方をしている児童を指名
し、その児童のノートを見て回らせる。
・まとめを全体で作る時間を設定し、児童か
ら大事なキーワードを抽出して比較検討す
る。

3

実践の経過と結果

本実践は一つの単元に絞らず、社会科学習全
体において実践したものであるので、以下に、
それぞれの実践を示す。

文章にするのではなく、箇条書きにして矢印で
つないでいることがうかがえる。このように
ノートを記述することで見やすく、かつ、振り
返る時にもわかりやすい。
また、右側の「思ったこと・気づき・疑問」
に書いた内容で、良い視点で書かれていること
に関しては、朱書きをしてその考えを認めるよ
うにノートに指導した。
上記の資料 6 の場合、当時の人々の思いに
迫っていることが、児童が書いたノートからわ
かるので「人々の思い」と記述したり、矢印を
効果的に活用して時系列をまとめたりすること
ができているために、
「矢印」と評価した。
資料 7 は、同じ児童の 6 月の学習のノートで
ある。左側に調べた事実について記述している
が、調べたことをそのまま写しているので、文
章になっていて読みにくくわかりにくい。年間
を通して、指導することで児童に少しずつノー
トをまとめる力が身についてきたことがうかが
える。

6 年生「世界に歩み出した日本」での実践
学習問題を立てる場面において、ビゴーの風
刺画 2 枚を見せ、当時の日本人が海外からはど
のように思われていたのか時代によるその変化
を捉えさせて、日本の変化を学習の出発点とし
て調べ学習を進めた。児童とともに学習問題を
作り、その後調べ学習を進めたノートが以下の
ノートである。（資料 6）

資料 7

資料 6

11 月ノート

左側は調べた事実を書くことを例示した。
ノートをまとめた様子を見ると、調べた事実を

6 月ノート

資料 8 は、調べ学習を終えた後に一度自分で
まとめを考えて書かせたもの（上記のもの）と
調べたことを共有した後に、もう一度まとめを
書かせたものである。交流して自分の考えを広
げることができたために、児童のまとめの視点
が増えていることがうかがえる。
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資料 10 は、その調べ学習のノートである。
寒い地域の特徴を捉えて考えたことを記述した
り、自分が考えた予想が本当にあっているのか
確かめたりすることができている。この自分が
立てた予想を確かめて、学習問題の答えを導き
出し、考えることが社会科の問題解決的な学習
であると言える。

資料 8

まとめの変化

5 年生「寒い土地のくらし」での実践
資料 9 は、5 年生の選択教材「寒い土地のく
らし」の学習の際に活用した「自力解決カード」
である。学習問題を立てた後に、このカードを
活用して学習を進めてきた。
「自分の予想」に
は、いくつかの視点が入るように声かけをして
きた。
この場合は、「観光は、雪がたくさん降るの
でそれをいかしてスキー場だと思う。
」
「産業よ
り水産業の方が、海に囲まれているからさかん
だと思う。」などの視点で予想していることが
うかがえる。
「ここまでの調べでわかったこと」を見てみ
ると、「農産業（工夫）について」
「観光（寒さ
をいかしたもの）について」を記述しているこ
とから、自分が疑問に思い、予想をしたことを
しっかりと調べていることがわかる。

資料 9

資料 10

調べたノート

ノート指導の充実をはかるために、良い視点
でノートをまとめている児童のノートをコピー
して紹介することも行っている。
（資料 11）良
い視点とは一体どのような視点で書けているこ
とを言うのか、またそれはどのような書き方な
のか児童同士のノートを紹介することで、認識
が共通理解されると考える。
「矢印で短く」「考
え・人々の工夫」
「比較」など良い視点で書け
ていることを端的に認め、評価することを心が
けてきた。

自力解決カード
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4

実践のまとめ（成果と課題）

成果
①学習過程の明確化
本実践では、社会科における問題解決的な学
習を中心にノート指導に力を入れて、児童の考
える力を育成することを主眼に置いたものであ
る。教師側が、問題解決的な学習をどのように
展開すれば良いかを念頭に置き指導すること
で、児童も主体的に学びを進め、自分の考えを
深めることができたと考える。
児童の中には、これまで学習してきた方法と
違い少し戸惑う様子も最初は見られたが、学習
を積み重ねていくうちに、
学習の流れをつかみ、
「学習問題を立てたら、次は予想する」など学
習過程の定着化がはかれた。

資料 11

ノートのコピー

調べ学習の最後には、学習問題に対する自分
なりのまとめの言葉を考えるようにしている。
その際にも、学習問題に対するまとめの中で、
キーワードとなる言葉を選んでいる児童のノー
トを紹介したり、良い視点で書かれているノー
トを紹介したりしてきた。このノートは 5 年生
の自動車の単元のノートであるので、「安心・
安全」や「関連工場」などキーワードとなる言
葉を書き、端的に認め評価することを心がけた。

資料 12

ノートのコピー

②ノートのまとめ方の例示
ノートのまとめ方を例示しながら、学習の中
で自分のまとめ方を振り返り、見直す時間を
取ったり、どのようなことを意識してまとめれ
ば良いか考えさせたりすることで、児童にノー
トのまとめ方の力がついたことがうかがえた。
日々の指導の積み重ねをすることにより資料 6
から資料 7 のようにノートのまとめ方の変化が
見られ、
児童の考える力を伸ばすことができた。
また、調べ学習を終えた後に自分なりのまと
めを書かせ、その後調べたことの共有をするこ
とで、友達の意見も参考にしながらも自分の考
えを深める様子も見て取れた。
③ノート指導の充実
良い視点で書かれているノートを「Best ノー
ト」として、コピーをして児童に配付し紹介し
てきた。児童は、ノートが返される度にどのよ
うなコメントが書かれているか見返す姿が多く
あった。また、評価を端的に褒めることで、次
にノートをまとめる時には、どのような視点で
書けば良いか、児童に考えるように手立てを取
ることができた。
課題
ノート指導を進めていく上で感じることは、
個人差が大きく出てしまうことである。右側の
「考えたこと・気づき・疑問」がなかなか書け
ない児童に少しでも、考える力を身に付けさせ
るためにも、ノートの紹介だけでは不十分であ
ることを感じた。調べ学習をしている際に、机
間指導をしながら、どのような視点で書くと良
いかアドバイスをしたり、共通の資料からどの
ようなことが読み取れるかを考えたりする時間
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をさらに充実させるべきであると感じた。

5

おわりに

本実践は、前任校の八千代市立大和田南小学
校での実践を土台にしたものである。市外で学
ぶことができたおかげで、個人としての社会科
指導のスキルアップにつなげることができたと
感じる。学んだことを少しでも還元できるよう
に、学年の中で指導のスタイルを共有化したり、
様々な場面で紹介したりすることで、社会科に
おけるノート指導の充実を今後も図っていきた
い。
参考資料
『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説
社会編平成 29 年 7 月』文部科学省
『八千代市立大和田南小学校 H26 年～ H28 年
研究の実践』
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【実践記録】

主体的・対話的で深い学びのある問題解決的な一斉授業の展開
− ICT 機器の効果的な活用やプログラミング学習を通して−
船橋市立坪井小学校

1

はじめに

第 3 期教育振興基本計画では、2018 年度から
5 年間
 体的・対話的で深い学びの視点からの授
主
業改善に向けた各教科等の指導における ICT
活用の促進
に取り組むことが示された。
「教科指導にお
ける ICT 活用」すなわち「各教科等の目標を
達成するための効果的な ICT 機器の活用」は、
文部科学省から、教育の情報化に関する手引
（2009 年）にも示されてきたが、今回の基本計
画で、ICT 機器の活用も主体的・対話的で深い
学びの視点と関連付いていることが明確になっ
ている。
その一方で、学習指導要領では、「各教科等
の指導に当たって（中略）問題解決的な学習を
重視」
（総則）することを、
かねがね求めている。
これは、新学習指導要領でも同じである。
ウ

問題発見・解決能力
各教科等において、物事の中から問題を見い
だし、（中略）振り返って次の問題発見・解
決につなげていく過程を重視した深い学びの
実現（新学習指導要領総則）

未知の問題を、既習の知識を用い、仲間と協
力することで、解決していこうとする態度や解
決する経験を重視している、と言える。
つまり、問題解決的な学習において、効果的
な ICT 機器の活用を求められると同時に、主
体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善
も求められている。
そこで、ICT 機器の効果的な活用を通した、
主体的・対話的で深い学びの視点による、問題
解決的な一斉授業の改善を、実践的に探ること
にした。
加えて、プログラミング学習についても実践
した。現在、教材化したビジュアル型プログラ
ミング言語もある。しかし 1 人で取り組めるよ
う自学自習形態を想定した、言わばドリル教材
であったりする。実際、利用者は個々に教材を
進めてしまう（進めたくなる）ため、進度の差

教諭

糠塚

淳一

が大きく開き、一斉授業による指導には向かな
い。
そこで、ドリル教材となっているビジュアル
型プログラミング言語を、一斉指導による問題
解決的な授業展開を試みた。これは、小学校プ
ログラミング教育の手引第二版（2018 年）に
ある
 −② 各教科等におけるプログラミングに
C
関する学習活動の実施に先立って、プログラ
ミング言語やプログラミングの技能の基礎に
ついての学習を実施する例
に該当する授業でも、主体的・対話的で深い
学びの視点から授業改善できることを示すこと
になる。
本校では、2015 年度より「主体的に学ぶ児
童の育成 ～効果的な ICT 機器の活用を通し
て～」を主題とした研究を行っている。その中
の、主体的に学ぶ児童は、
「自分ら考え、自分
から表現する子供」ととらえている。
本実践記録は、本校の研究を通じて行った授
業実践をまとめたものである。

2

目的

3

実態

4

実践の手立て

・ICT 機器を効果的に活用しながら、児童が主
体的になり、対話を通して深く学んでいく一
斉授業を展開し、実践から主体的・対話的で
深い学びにつながる要素を整理する。
・プログラミング授業において、問題解決的な
授業展開を実践する。

本校の児童は、学力は比較的高い。しかし、
それに比べて、授業中に発表しようとする意欲
が低いことに課題がある。
つまり、
答えが分かっ
ていたり、正解を知っていたりしても、挙手や
発表を避ける。実践を紹介する学級も、同様で
ある。

本校の研究では、
「自分ら考え、自分から表
現する子供」は、問題解決の各様相になぞらえ
て、授業の様々な場面で例えば下記のようなこ
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・視覚化（見せる、消す）
・焦点化（アップとルーズ）
・共有化…無 線 LAN（ 写 す、 映 す、 移 す、
とばす）
・理想化・仮想化（視点や視野を制御する）
・再現性（再生する）
・フィードバック・確認（重ねて、続けて再
生して比較する）
・繰り返し（リピート）
・加工（形を変える、色を変える）
・試行錯誤の容易さ（ 書き込む、色を塗る、
消す）

とができる、あるいは身についている、とした。
・与えられた素材をもとに、自ら疑問や問題
を見つけ、これに関わろうとする。
・試行錯誤を楽しみながら、見通しをもって
粘り強く解決しようとする。
・場面や状況に応じて自分の考えを伝えよう
とする。
・友達や教師との多様な考えを交流する中
で、考え方の相違を理解し、自分の考えを
深めながら、共に解決を目指そうとする。
・学んだことを日常生活に生かし、またさら
に追究しようとする。


（本校研究紀要）

これを本実践記録では、以下、児童の姿 A、B、
C、D、E とする。
この中で特に重要なのは、
「主体的に問題を
考える」部分である。この、物事の中から問題
を見いだす主体は、児童である。児童自ら問題
を見いだすことが、授業展開において主体性を
発揮する始まりであり、問題解決への原動力で
あり、その結果が深い学びとなる。
ここでの「問題」とは、教師から与えられた
素材や課題など、形式的なものではない。児童
が本当に解決したいと自らが持つ問い（問題意
識）のことである。
そこで、何よりも、児童が思わず話したくな
る、考えたくなるような瞬間を、意図的に展開
に仕組むこととする。そうすることで、内発的
な問いを児童に持たせることを目指す。
次にある「見通し」は、児童が始めから持っ
ているものではない。例えば、友達との対話を
通して、徐々に見通しを持つかもしれない。
デューイやポリアの問題解決の各様相につい
て、盛山（2015）が
「必ずしもこの順番で進むわけではない。と

きには行きつ戻りつしたり、1 つの授業の中
でそれらの循環が何度も起こったりすること
もあり得る。
」
と指摘している。本校の上で挙げた 5 項目も
同様で、この順に授業が展開することを意味し
ない。
一方で、筑波大学附属小学校の実践（2016）
によると、
「ICT が備え持つ効果・特性」として、
例えば次に挙げるものがあるとされている。

本実践では、その特性に留意して活用した上
で、ICT 機器が主体的・対話的で深い学びに寄
与するか考察する。

5

実践の内容

（1）4 学年総合的な学習の時間
「コンピューター
に命令しよう」
①本時について
本時は、ビジュアル型プログラミング言語の
一つである米 NPO "Code.org" の運動 "Hour of
Code"（アワーオブコード）を用いた。初めて
の児童が、その名の通り「1 時間」で取り組め
るスモールステップ化された課題群である。そ
の中で、初学者向け教材 "Angry Birds"（以下、
古典的な迷路）を基に、教材化して用いた。古
典的な迷路は、低中学年でも取り組み可能なほ
ど易しいが、構造化プログラミングの構成要素
である「順次」
「分岐（もし A なら B する）」
「反
復（繰り返し A する）
」を網羅している。本時
では、小学生に難解な「反復」を取り上げるこ
ととし、そのために必要な「順次」も先に扱
う。古典的な迷路は、
全 20 ステージから成るが、
順次・反復の学習に最低限必要な 5 個のステー
ジを抽出して本時で扱った。
②本時の概要
まず、英語の既習活動である命令ゲームに取
り組み、本時のめあて「コンピューターに命令
しよう」を知らせた。
次に、簡単な課題を 2 つ提示し（図 1）
、タブ
レット端末で試行錯誤させた。初めて触れる教
材の為、1 人ずつ課題に取り組み、課題の目的
を理解させ、操作方法や命令の意味を慣れさせ
た。
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並べる操作活動を行う（図 6）
。

［図 1］課題 1

そして、3 つ目の課題に取り組ませ、複数の
命令を組み合わせる場合を扱った。ここまでで
順次処理を体験的に理解させた（図 2 − 3）
。

［図 2］課題 3

［図 3］解

4 つ目の課題として、反復処理が好ましい場
面を取り上げた（図 4）
。児童から「
『まえにす
すむ』× 20」という命令が欲しいと発言した
ところで、反復命令を教えた（図 5）
。

［図 4］課題 4

［図 5］課題 4 の解

③児童の姿 A について
ア 揃えることでずれが生じ問いが生まれる
本時ではまず、タブレット端末は、2 人で 1
台用意した。初めて触れる教材のため、1 人ず
つ操作させた。しかし、1 人に 1 台配らなかっ
たのは、対話を意図するためと、次の課題に勝
手に進めないようにさせるためである。
その上で、3 つめの課題を取り上げた。ここ
で、自習教材から問題解決的な応答を引き出す
必要がある。そこで一斉授業で児童個々の進度
をコントロールできるよう、課題の提示とプロ
グラムの実行は、教師のみが行うことにした。
代わりに児童は、命令が書かれた紙片を机上で

［図 6］自力解決で紙片を並べる

教師は、机上の短冊を見て、誤答児童を意図
的に指名して、黒板で発表させた。
ここでの意見の「ずれ」
、思考の「ずれ」を
顕在化させた。つまり、ずれを教師が全体で共
有した。すると、つぶやきが生まれる。
児童 えっ
児童 あれっ
児童 同じです
児童 えっ！？違うと思います
このずれが、
「何で自分と違うの？」
「聞きた
い」
「話したい」という主体的な対話への関心
を生んだ。
イ

隠すしかけが主体的にさせる
本時は「反復」処理を扱う。しかし、その発
想は、あくまで児童の側から引き出したい。
4 月のわり算の学習で、234 ÷ 9 の答えを 234
− 9 − 9 − 9 − 9... と同数累減で求めた際、
「ま
とめて引く」意見により 234 − 180 − 54=0 とわ
り算の筆算を導くなど、他教科ではあるが素地
となる経験は、既習である。
この算数での発想を引き出す為に、オリジナ
ルにない、同じ命令が極端に延々と繰り返され
る課題に改題をした。
さらに、与えられるばかりではなく、自ら課
題に働きかけさせ、
「やりたい、考えたい」と
いう主体的な参加を引き出す為に、課題の途中
部分を折りたみ、
「隠した」状態で提示した。
関心が高まったこと、発言からもわかる。
児
童 先生、何か挟んでるでしょ
児童多数 隠してる！
児童多数 クリップ外して。広げて。
（図 7）
児童多数 えーっ……！
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イ

意図的に不親切にする
児童は、課題 4 を、配布された紙片で解決し
ようと試みる。しばらくして、手元の紙が足り
ないことに気付く。やがてある班から、
「班で
やっていいですか？」と質問が出た。
実は、手元には課題 3 におおむね必要な 5 枚
しかないが、4 人で協力すればちょうど足りる
ように配布したのである。児童の側から協力し
て解きたいと言い出すのを待った。こうして、
見通しを持って、主体的に動き出したくなるよ
うにした。

［図 7］しかけに気付く児童

課題を目にすることで、
「面倒臭い」という
動機を十分に持たせることにした。
そのために、
巻物のように長いステージ図を提示して、視覚
的な効果から引き出した。また、こうすること
で、与えられた課題ではなく、自分から課題に
関わろうとする姿勢を引き出すことができた。
課題図は、視覚的な長さや開いて広げる演出
（図
8 − 9）の為、紙による課題提示が効果的となり、
結果的にデジタルとアナログの混在する授業展
開となった。

［図 8］

⑤児童の姿 C、D について
ア 意図のあるペアトーク
課題 3 では、2 つの意見を前で発表させた（図
10）
。そして、ここで、教師が「その子は、ど
うしてそんな命令にしたんだろう。隣の子に予
想、言える？」とペアトークを指示した。
ここで、単に誰かに発表させ、そのほか全員
がただ聞いているだけの状況を作るのではな
く、相手の立場に立たせて説明活動をさせる。
出力機会を保障することで、理解が図られる。
何のためにペアトークをさせるのかという意図
を意識することが、
意味のある「対話」となる。

［図 9］開いて広げる演出

④児童の姿 B について
ア 変化のある繰り返し
課題 4 を目にした児童は、解決への意欲も高
まり、主体的に取り組もうとしていた。それは、
発言からわかる。
教
師 これを解いて
児
童 無理
教
師 無理かなぁ、これは
児
童 できるよ
児童多数 できます。できます。
この後、児童は命令を 20 個も並べることに
なる。それでも見通しを持って取り組めたのは、
課題 3 が布石となっていたからである。もちろ
ん課題 3 も、課題 1、2 が基礎となる。この必然
的な授業展開が、児童の試行錯誤や見通しを支
える。

［図 10］友達と異なる意見

イ

児童の発言を別の児童が解釈する
課題 3 のペアトーク後に、全体の場の発表で
確認した。
児童「右に曲がる」は、
「右に進む」だと思っ
たけど、ボクの予想だと「右に曲がるだけ」
この発言を解釈する発言が続く。
児童多数 向くだけだから
児
童 もう 1 回進まないといけない
児
童 方向を変えるだけ
ここでの対話は、一方通行ではなく、常に別
の児童が応答に参加している。そして、表現の
言い換えが進むことで、周りで聞いていた他の
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児童の理解が進む。
ウ

教師によるゆさぶり
解釈活動の続きである。対話は、児童同士だ
けではなく、教師対児童もある。ゆさぶり発問
は、その一つである。
教師 でもみんな普段「右に進む」って言う
よね
この否定的な発問により、児童の反論が促さ
れる。
児童 機械には伝わらない
児童 詳しくしないといけない
児童 あぁ……。細かく。
児童 機械はまがるだけ。
児童 正確に進む
順次処理の理解として、
「詳しく」
「正確に」
は、
子供らしい表現である。
こうして、つまずきを取り上げ全体に返す、
全員を立ち止まらせ共有させることで、思い込
んでいた曲がると進むの峻別について、みんな
で考え解決できた。
エ

対話による表現の洗練
課題 4 で、かけ算の考え方に結びつけて話し
始めたところで、教師が「どういうこと」と問
い返し、焦点化した。
児
童 そう、前に 20 回進むとか
児
童 あぁ
児
童 前に× 20
児童多数 「前に進む× 20」
児
童 「前に進む×

20」とか、できない
のかな？
かけ算というアイデアを、別の児童が具体的
に「前に 20 回」と言い換えて説明した。その
言い換えを聞いていた児童が「あぁ」と納得し
ている。ここでは、1 人の児童が全てを説明す
るのではなく、多くの児童が発言に参加し、多
様な表現で言い換えていく中で、聞いている児
童に意味理解が浸透していっていることが分か
る。それと共に、かけ算としての表現も、徐々
に洗練されていっている。これは、急に誰か 1
人から「前に進む× 20」という表現が現れる
のではなく、始めは断片的な表現だったものが、
対話によるやりとりを往復する中で、たどり着
いたものである。
対話を組織する上で、思考がたどたどしく稚
拙で中途半端な表現から始まることを考慮する
と、挙手発表方式で形式を求める方法では、交
流が生まれにくく思考には適さない。

⑥児童の姿 E について
ア 面倒臭さの反動で主体的に工夫する
課題を、代表児童に発表させた（図 11）
。

［図 11］課題 5 の発表

その黒板に貼られた 20 枚の短冊を、教師が
眺めていると、誘発されるように、考察するつ
ぶやきが始まった。
「長い……」と。
「面倒臭いことを工夫して簡単に処理したい」
と思えることが鍵であるこの授業にとって、
「長
い」という発言は、必ず引き出したいつぶやき
であり、すかさず全体の場で共有した。
このつぶやきを引き出す目的で、命令数が
20 個に上る問題を創作した。また 20 枚の短冊
を黒板に全て並べると、その長さはちょうど黒
板の縦幅と一致する。
つまり視覚的に、
黒板いっ
ぱいに命令の短冊が並んで見えるようにした。
この長い = 面倒臭さから、次の問いが児童か
ら生まれた。
児童 もうちょっと短縮……
児童 かけ算とか、ないの？
児童に「同じです」と安易に言わないように
指導している。ここでも、
「長い」から、別の
児童が「短縮」
「かけ算」と自分なりに言い換
えて表現し始めた。形式的な話形を廃して、多
様な表現を認めて初めて、対話が機能する。
イ 必要感
「かけ算」という言葉により、児童の中に反
復命令への必要感が生まれた、この段階で、教
師から反復命令を提示した。
反復命令の存在は、最終的には教師から教え
ることである。だからといって、単に提示して
は、
受け身の学習である。反復命令が欲しいと、
児童の側から思わなければならない。そのため
に、この授業では、面倒臭さを実感させ、その
反動で工夫しようとする姿を引き出した。
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（2）ICT 機器の効果的な活用を通した実践
①児童の姿 A について
ア 4 年生社会 郷土をひらいた人々
本時は、第 1 時として「なぜ印旛沼の形が変
わったか」を考えさせる。ここで、児童は、形
が過去と現在とで変わった理由を知りたいだろ
うか、と考えた。みんなが気になって知りたく
て解決したいと思わなければ、主体性が引き出
せたとは言えない。
そこで、児童が持つ生活経験上の誤概念を利
用した。つまり、素朴な考えとして持つ、山や
川は形が変わらないという、自然な思い込みで
ある。
まずは、一般的な湖である「北浦」の現在の
写真を提示した。次に 100 年前の地図を提示し
た。このとき、プレゼンテーションソフトの
フェード機能で切り替えて、焦点化した。形が
変わっていないことを視覚的に印象づけた。
次に、
「十和田湖」でも同様の提示をして、
やはり形が変わらないことを確認した。
その上で、
「印旛沼」を提示した。100 年前
の地図を見て、児童は驚いた。現在は 2 つの沼
が水路でつながれた形だが、昔は 1 つの大きな
沼だったからである。
予想外の驚きから、児童は自然となぜだろう
という興味関心が高まった。ここまで、教師の
側から、形のことは一切触れていない。それで
も、形の変化に焦点化して、誤概念を利用して
意外性を演出したことで、児童の側に「なぜ」
という問いが生まれた。この「なぜ」が、1 時
間の主体性の源泉となった。
イ

3 年生算数 表とグラフ
遊びアンケートの結果をパワーポイントで間
髪入れずに表示していった。児童は
「速すぎる」
と反応したが、話し合ううちに印をメモしてい
けば良いことに気付く。速すぎるアニメーショ
ン表示が、児童を解決しようと主体的にさせた。
 年生社会 しょう油づくりがさかんな野
4
田市
導入で、150 年前の醤油造りの絵を提示した。
しかし、材料を混ぜている部分と説明書きを黒
塗りにして提示した。児童は、ほかの部分を読
み取るが、黒塗りが気になる。黒塗りを取り除
いた瞬間、資料のその部分へ焦点化される。児
童は、説明書きから、醤油造りの話であること
を読み解いていった。

②児童の姿 B について
ア 3 年生算数 分数
授業終盤の適用問題で、量分数の絵が描かれ
たマス目をたどって、決められた量の分数を作
る課題を出題した。マス目は、プログラムで命
令したロボットがたどる。算数としての答えは
どれか、どのような命令にすべきか、班で協力
して、何度も挑戦して、正解にたどり着いた。
イ 3 年生算数 あまりのあるわり算
「2 桁÷ 9 であまりが 7 だったらラッキー」と
いう課題に取り組ませる。2 桁をスロットマ
シーンにして偶然性を演出し、何度も取り組め
るようにすると共に、規則性の不思議さを考え
させる。

［図 11］スロットマシン

ウ

4 年生国語 一つの花
タブレット端末に本文を用意して、児童は
マーカー機能で本文を塗る。教師は、巡回機能
で児童の解答を把握しながら、指名計画を立て
る。

ウ

［図 12］マーカー機能
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［図 13］途切れた三角形

③児童の姿 C、D について
ア 4 年生理科 物のすがたと温度
水が沸騰や凝固する際の温度変化を測定す
る。誤差が大きく、解釈が難しい場面である。
各班の実験結果を集約し、折れ線グラフにする
ことで、全体の傾向から考察ができる。
④児童の姿 E について
ア 2 年生算数 三角形と四角形
三角形の定義の学習。児童は、一見定義通り
の三角形をタブレット端末で受け取るが、わず
かに辺が途切れている。ピンチイン機能で拡大
して気付く児童をきっかけに、途切れていても
三角形と呼べるか、新たな問題が生まれた。
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おわりに（成果と課題）

これらの実践から、深い学びを実現する授業
展開には、
・予想外の驚きがある
・意図的に困らせる
・意見のずれを仕組む

場面が見えてきた。これが、児童の主体性を
引き出し解決に向かわせるための、方法の一つ
である。
それにより、発表に対して消極的な児童が、
思わず話し始め、つぶやき続け、対話した。そ
して、
主体的に問題を見つけ解決しようとした。
ここまでの事例を分類すると、表 1 ようにな
る。主に主体性に関わる視点である姿 A、E 及
び B は、教師の提示上の工夫によるところが大
きい。一方、対話に関わる視点である姿 C、D
は、ゆさぶりなどの働きかけを伴う。ICT 活用
は、この両者にまたがる。このしかけとゆさぶ
りが、授業改善のかぎになるといえる。
また、プログラミングの技能や基礎を学習す
る授業でも、問題解決的な展開が可能であるこ
とを実践的に示した。その際、結果として機器
を用いずアナログな手法で展開した方がよいこ
ともあることも分かった。だからといって、紙
を使うのが効果的だと決まったのではなく、そ
の時々の機器環境を勘案して、児童の自然な思
考の流れに即して判断されるべきことである。
今後は、まだ不十分な、一斉授業で対話を構
成する為の方法を整理していきたい。
【参考文献】
・盛山隆雄『問題解決学習とは何か−その歴史
に学ぶ−』
、筑波大学附属小学校算数教育研
究部編「筑波発問題解決の算数授業−変わる
自分をたのしむ算数授業づくりへの転換−」
東洋館出版社、2015 年
・筑波大学附属小学校 情報・ICT 活動研究部
編『筑波発 教科のプロもおすすめする ICT
活用術−「ちょっとしたこと」から「こんな
ときこそ」まで事例 36 場面−』東洋館出版社、
2016 年

〔表 1〕各実践の分類（記号は本文中の章番号）
しかけ

児童の姿 A

児童の姿 B

③ア、③イ

④ア、④イ

①ア、イ、ウ

②ア、イ、ウ

児童の姿 C

ゆさぶり
ICT
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児童の姿 D

児童の姿 E
⑥ア、イ

⑤ウ

⑤ア、イ、エ

②ウ

③ア、④ア

④ア

【実践記録】

子供たちの笑顔を保つには
－

命を守る安全教育

－

船橋市立大穴北小学校

1

はじめに

「これさえあれば、児童の命は守ることがで
きる。」
紙ベースのマニュアルに、その保障はない。
平成 29 年 4 月、校長より安全主任という校務
分掌を任命された。この時、
「北小健児の笑顔
と命を預かるのだ。
」と強い使命感に燃えたこ
とを記憶している。
本校の学校教育目標は、

である。
よく学ぶ子を育てるには、
「物事の “理屈”
を考えさせることが重要だ。
」と、常日頃校長
から指導を受けている。
安全教育に置き換えると、
「避難訓練はなぜ
必要で、何のために行うのか」この理屈を子供
自身に考えさせることである。これが、学校教
育目標の達成の一端につながるのではないか。
そこで、本校の安全教育の根幹を、
事件・事故・
災害の「リスクマネジメント（未然防止）
」と「ク
ライシスマネジメント（対応措置）
」の 2 つとし、
その理屈を大切に扱った指導を行っていく。

2

実践の目的

3

実践の方法

（1）本校児童の笑顔を保ち、
命を守り抜くため、
「リスクマネジメント」及び「クライシス
マネジメント」を実践する。
（2）本校の実践の成果、課題を広めることで、
船橋市全体の児童の命を守るきっかけとす
る。

学校安全には、
「生活安全」
、
「交通安全」
、
「災
害安全」の 3 つの柱がある。事件や事故、災害
に対して、リスクマネジメント及びクライシス
マネジメントを本校の実態に即したものとして
提案し、実践を行う。

教諭

長尾

岳

4 本校の実践－リスクマネジメントー

（1）児童昇降口のスナップである
防犯上のリスクマネジメントとして、正門、
職員玄関、児童昇降口を常時閉扉している。
「なぜ、扉を閉めるのか。
」
この理屈を、年度当初に給食中の放送や全校
朝会、朝の会の時間を活用し、児童に考えさせ
た。
児童が防犯の観点を持つことによって、進ん
で閉扉する姿が定着するようになった。
その手立ての一つとして、児童が積極的に閉
扉を行えるよう絵合わせを取り入れた。
（2）全校の共有により、児童の命を守る
全校が取り組みの理屈や意図を共有していな
ければならない。管理職と安全部だけが理解し
た行事・取り組みを実施したところで、成果が
見られないのは前任校で幾度となく経験した。
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職員室背面に掲示している言葉である。

ポーツクラブ）独自の講習を年間 4 回行ってい
る。
地域とともに安全教育を行える環境を今後も
大切にしていきたい。

凡事徹底
率先垂範
初期対応
報連相報

どれも安全教育に直結するキーワードであ
る。
安全部は、学校安全のすべてを共有し、行事
等、各部の提案にも安全部としての視野をもち、
意見を述べる。実働部隊の筆頭としても教職員
をリードする。
安全教育で、活きた取り組みを行うには、そ
の意図を管理職、安全部、教職員、児童、保護
者、即ち全校が理解している必要がある。児童
にも理屈を考えさせられる手立てを講じられる
ように共有している。また、校外では、地域と
ともに児童を見守ることも重要である。

（3）交通安全指導
上記のグラフは、警視庁より公表された平成
30 年度上半期「小学生の事故発生状況」を示
している。
本校では、“登下校指導”、“パトロール” を日
常的に実施し、交通安全指導を行っている。そ
の際、スクールガードの皆様から、日頃の児童
の様子をうかがうことを忘れない。

また、大穴地区の児童は、自転車の活用が多
いことから、自転車安全運転マナー推進会が
主催する自転車講習会や大穴 JSC（ジュニアス

（4）黄色の防犯ベスト作製
地域の方々の協力により、登下校時には、緑
色のベストを着用したスクールガードの方々に
児童は見守られている。
防犯パトロールを行う教職員の姿を目にした
保護者から、パトロール中の教職員であること
を一目で判別できるようにしたらどうかと要望
があった。その必要性を校長が話し、PTA か
らその費用を出していただいた。
この黄色い防犯ベストは、パトロールや登下
校指導、観光バスの誘導、家庭訪問などで校外
に出る際に着用し、防犯力のさらなる向上を目
指している。
登下校中は、保護者と教職員の目が離れる時
間である。交通事故や「千葉小 3 女児殺害・死
体遺棄事件」のような悲惨な事件の未然防止に
努めている。
（5）交通安全指導の再考
交通安全指導の範囲は、登下校中や放課後、
休日の過ごし方だけではない。
教務部が、校外学習マニュアルを作成し、教
職員で共有している。車内では、シートベルト
の着用、原則窓の開閉禁止の他に、児童が椅子
から立ち上がらない手立てとして、バスレクリ
エーションを行う際は、前を向いて座ったまま
行える活動にすることと明記している。
ただ、冒頭でも述べたように、マニュアルに
明記したからといって、命が守られるわけでは
ない。
「なぜバスの窓の開閉が禁止なのか」
「どうし
てバスレクに工夫が必要なのか」その理屈を教
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え、考えさせることが活きた安全指導の実践だ
と考える。
そして、校外学習当日は、これらの当たり前
のことを当たり前に行えるように指導、支援を
繰り返す。
これらのリスクマネジメントを行うことで、
万が一事故が発生しても、被害を最小限に抑え
られると考える。
坂井市高椋小学校の「観光バスと軽自動車の
衝突事故」のように、学校側の過失がなくても
事故に巻き込まれてるケースは容易に考えられ
る。“備えあれば患いなし” である。

（6）防災教育授業
3 月に行う防災教育授業の一コマだ。
昨年度からの新たな取り組みとして、防災教
育授業を開始した。全学級が、3 月 11 日に学級
活動の時間を活用し、防災授業を行う。災害に
ついての知識を身につけ、身の守り方や防災に
ついて考えることを目的としている。
この授業は、各担任のアイデアや工夫により
行う。東日本大震災の災害の内容を扱う、被災
した児童の作文や詩を資料とし災害への理解を
深める、さまざまな場面を想定し身の守り方を
考える、避難所運営ゲームを行うなど、学習内
容はさまざまである。当日は、教職員間でも授
業を見合えるように授業の内容を事前に知らせ
て公開したり、次年度に向けて資料を保管し防
災授業の効果向上を図ったりしている。

（7）学校行事の警備
全校児童が集まる朝会や行事では、安全部が
警備を行っている。特に、出入り口には男性職
員が「さすまた」を持って立つ。外部からの不
審者の侵入を許さないためだ。ただ出入り口に
立つだけでなく、周辺の外の様子をうかがうよ
うに警備している。
平成 13 年 6 月 8 日、大阪教育大学付属池田小
学校で発生した「小学生無差別殺傷事件」では、
犯人は、閉扉されている門を避け、無施錠の自
動車専用門及び校舎出入り口から侵入した。
開かれた学校づくりを目指す昨今ではある
が、文部科学省「学校施設の防犯対策に関する
調査研究報告書」に “児童生徒等の安全を第一
に確保すること。
” とあるように、侵入の可能
性がゼロでない限り、不審者の侵入を未然に防
ぐ手立てを講じる必要がある。
（8）敷地内への車両乗り入れを原則禁止に
今年度より、学校敷地内への車両乗り入れを
原則禁止にした。これは、敷地内で起こりうる
交通事故をシミュレーションした結果、事故の
発生を防ぎ、児童の命を守るためである。
これまで、児童の送迎のために保護者の自動
車の乗り入れが頻繁に見られる現状があった。
さらに、自動車の速度や運転マナーに問題が
あった。
交通事故を絶対に引き起こさないため、
リスクマネジメントとして “安全部だより” を
発行し、運転マナーの注意喚起と学校敷地内へ
の車両乗り入れを原則禁止にするという通知を
行った。 その後、保護者の車両の乗り入れは
激減し、改善された。
（9）敷地内に看板設置と一時停止線作成
上記のように敷地内への車両乗り入れを原則
禁止にしたが、社会体育解放団体や放課後ルー
ムの利用者は車両の乗り入れを行うため、2 つ
目の交通事故の未然防止策として、校長の指示
により、
児童が車の死角になりやすい場所に “一
時停止” の標識看板を設置した。
〈標識の看板〉

〈一時停止の白線〉

そして、国土交通省令に則った一時停止線を
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作成した。これらの取り組みにより、危険な運
転は少なくなったものの、引き続き教職員も含
め、指導を繰り返す。
また、正門付近で児童の飛び出しにより自動
車と接触しそうになった事案を受け、
正門に “最
徐行” “飛び出し注意” の看板を設置するため、
PTA 予算で業者に発注した。

③北 島先生、教育委員会よりお電話が入っ
ております。内線 11（1 年 1 組）をお取
りください。
 これは、合言葉の一つである。不審者侵入
時にその発生場所を教職員に知らせるための
校内放送の合言葉である。
この合言葉を合図に、男性職員はさすまた等
を持参し、不審者発生場所に向かうことにし
ている。男性職員の出動により、担任不在と
なった学級は、学年や隣接学級の担任が掌握
を行う。また、不審者に余計な刺激を与えな
いことこそが、児童の命を守ることに直結す
ると考えているため、原則として笛を使用し
ない。

〈現在作製中の最徐行看板〉

④「8190（バイクオー）
（はちいちきゅうぜ
ろ）
」

5

 ③同様、緊急放送の合言葉である。児童に
余計な心配を与えず、且つ、迅速に教職員を
集合させるために活用している。児童の捜索
や緊急パトロールの際には、
安全部を中心に、
自転車・バイク通勤の教職員が迅速に出動で
きるように心がけている。インカム同様、児
童の命を守るために PTA 予算で学校用の自
転車を購入。現在 5 台もの自転車を稼働する
ことができている。

本校の実践
－クライシスマネジメント－

（1）迅速な対応を講じるために
事件・事故・災害への対応措置においても校
長の強いリーダーシップのもと迅速に対応でき
る指揮系統を整えている。また、
全教職員が
「報
告・連絡・相談・報告」を徹底している。その
ための手立てを下記に記す。
①昨年度、児童が敷地外に出たことがあった。
その対策として、捜索の際に迅速に連絡を取
り合う手段であるインターカム（以下「イン
カム」という。
）を校長が PTA にかけ合い、
導入した。インカムとは、一斉指令が可能な
構内電話である。インカムは校外学習、パト
ロール、行事の進行や警備の際に活用してい
る。インカムを導入する前と比較すると、連
絡や相談をタイムラグなく迅速に行えるよう
になった。管理職と直接連絡を取り合える環
境を作っておくことは、初期対応を迷わずに
済む。インカムは、7 台保有している。
②児童が校内にいる時間帯は、校内放送を原則
使用しない。緊急放送に耳を傾けさせるため
の手立てである。これにより、休み時間に地
震が発生した際、
廊下にいた低学年の児童が、
放送の指示で姿勢を低くして身を守る姿が見
られた。有事をシミュレーションした日常的
な指導である。

〈職員室での自転車鍵置き場〉

（2）学校行事の提案と実施
〈校庭〉

〈教室〉

①安全に関わる学校行事をどのようなものにす
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るか、安全部で十分に議論し提案している。
行事のみならず、一日の多くの時間を過ごす
教室では、常に整理整とんを行い、環境を整
えておくことが迅速な避難につながることを
共有している。机やイスの整頓は、児童の逃
げ道をつくる。
逆に障害物にもなるからこそ、
日頃が大切なのである。
“ 凡事徹底” 当たり前の事を当たり前にでき
るように。小さなことをこつこつと実践する
ことが必要である。
②不審者対応訓練
毎年、船橋東警察署と連携を図り、
シミュレー
ションの視点を変えて訓練を行っている。今
年度は、2 部構成で行った。
1 部では、体育館で全校集会を行っている時
に不審者が侵入したことを想定した。日頃の
警備の方法に問題点はないか検証できるよい
機会となった。
2 部では、新たな試みとして “パネルディス
カッション” と “体験活動” を取り入れた。
〈パネルディスカッション〉
〈体験活動〉

「防犯力を高めよう」をテーマに、警察官と
安全部の教師をパネリストに、防犯対策につい
て学んだ。登下校中、放課後の公園、自宅に一
人でいる時に不審者や空き巣に遭遇したら、な
ど身近な例を取り上げた。
次に、児童が登下校中不審者に遭遇した際、
重いランドセルを背負ったまま逃げるべきか否
かを体験した。
教職員だけでなく、児童にもシミュレーショ
ンの大切さ体験させるよい機会となった。

6

予期せぬ実践
～大穴南殺人未遂事件～

まだ記憶に新しい平成 30 年 8 月 25 日、本実
践最中に、隣の大穴小学校近隣で大穴南殺人未
遂事件が発生した。現場は、本校学区から目と
鼻の先である。容疑者は、40 日という長期間
に渡り逃亡し、地域住民は通り魔という恐怖に
さらされた。
安全部では、これまでに述べた実践をベース
に下記のクライシスマネジメントを講じた。

基本的に、これまでの取り組みと変わらない
対応であった。登下校指導と防犯パトロールに
ついては、時間を延長して強化し、犯人が逮捕
されるまで行った。
緊急事態の連絡手段として、
インカムを携帯した。
校内では、夏季休業明けだったこともあり、
給食中の放送で登下校中や放課後の過ごし方、
戸締りの確認などを一斉指導した。
全校朝会などの行事では、これまで同様の警
備を行い、不審者の侵入を許さない体制を整え
た。
日頃より、防犯の観点で学校メール配信を
行っていたことで、混乱や焦ることなく、普段
と同様の取り組みを行うことができた。

7

成果と課題

（1）成果
実践の方法を
・リスクマネジメント
・クライシスマネジメント
この 2 つとして取り組んだことで、やるべき
ことが明瞭になり、教職員にも児童にも実践の
意義が伝わりやすく、実践方法として適してい
た。
①理屈を考えること
学校教育目標の具現化するため、“理屈” を
児童自身に考えさせた。安全に関わる学校行事
に真剣に取り組む姿が定着してきたことは成果
である。
②マニュアルと非マニュアルの重要性
本校では、安全に関わる全てのマニュアルを
毎年修正し、より有用性・実効性の高いものに
した。それだけでなく、マニュアルの存在に安
心することなく、事件や事故・災害の事例をも
とに常にシミュレーションし、全ての安全教育
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を計画したことで児童の笑顔と命を守ることが
できた。
③パトロールの重要性
年間を通して、安全部を中心に防犯パトロー
ルを行ったことで事件・事故を防ぐことができ
たことは成果である。地震発生後の学区パト
ロールを行った。
教職員が校外へ出かける際に、
保護者からの要望で作製した教職員用のベスト
を着用したことは、地域防犯に繋がった。
④大穴南殺人未遂事件
本校の強みである、日頃的に防犯に努めてい
たため、本実践中に発生した殺人未遂事件では、
焦ることなく普段通りの対応を講じることがで
きた。それは、日頃から安全教育に重き置き、
実践してきたからだ。
シミュレーションの重要性を体感した事件で
あった。
（2）課題
①三校大穴連合
地域とともに児童の命を守るため、本校と地
域の安全を含め、各校で協力体制を構築できな
いか。本校の校長より、中学校区二校に呼びか
けた。
②集団登校
本校では、必要に応じて集団下校を行ってい
るが集団登校は行っていない。児童の登下校中
のさらなる安全を考えた時に、本校の実態に
合った集団登校の方法はないものか、また必要
であるのかを今後考えていきたい。
③避難所としての機能
発達段階に応じて避難訓練の事前・事後指導
と防災教育授業の中で避難所について学ばせて
いる。教職員には、震災時マニュアルの提案時
に避難所として機能について共通理解を図った
り、参集時間を確認したりしている。有事の際
には、地域との連携により避難所を運営してい
かなければならい。毎年 8 月に行われる市内防
災訓練に加えて、地域との連携を取り入れた何
らかの訓練を行っていく必要があると感じてい
る。
④事件・事故の未然防止の徹底
事件・事故に児童が巻き込まれないように防
止するための対策に万全はないのかもしれな

い。特に、
「千葉小 3 女児殺害・死体遺棄事件」
は、誰もが衝撃を受けたと言わざるを得ない。
本校、そして本市から絶対に被害児童を出さぬ
よう、さらなる研究を進めていく必要がある。

8

おわりに

児童の命を守るため、昔から安全教育の充実
に取り組まれ、試行錯誤されてきたことであろ
う。
これからも毎年マニュアルを修正し、避難訓
練を実施していくことになる。このサイクルを
疎かにすることはできない。
冒頭で述べた
「これさえあれば、児童の命は守ることがで
きる。
」
その答えは、校長と安全に関する話し合いを
する中で、“非日常を如何に日常化するか” だ
と気づくことができた。
安全教育において、シミュレーションは重要
な要素である。だが、今回の実践を今後も続け
ていかなかったとしたら、それは非日常となっ
てしまう。
当たり前が当たり前にできるようになれば、
学校教育目標の具現化に一歩近づくことができ
ると考える。
東日本大震災の時、当時教頭だった校長は、
校長の居場所を探すのに苦労したことを話し
た。その経験により、本校着任の際、校長は市
役所から配布の物ではない自前の黄色のヘル
メットを被って現れた。その理屈は、今、この
時も有事に見舞われる可能性があることを考え
たからだと聞いて、大きく頷いたことを今でも
覚えている。現在、校長の強いリーダーシップ
のもと、児童の安心安全な生活に努めている。
今後、安全主任としての力を高めていきたい。
安全主任としての実践をまとめたが、ほとん
どは校長からの指示を受けたものであった。校
長からの提案・指示を受け、学んだことを継承
者としてこれから出会う教職員、そして児童に
伝えていくことをここに約束する。
今日からの子供の命と安全を守り抜く所存で
ある。
【参考文献】
・文部科学省「学校施設の防犯対策に関する調
査研究報告書」
（2004）
・警視庁「小学生の交通事故発生状況～平成
30 年上半期～」
（2018）
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【実践記録】

中学校通級指導教室における教育支援
～特性のある子どもたちと寄り添った 7 年間～

船橋市立船橋中学校

1

はじめに

「通級指導教室」とは、どのような教育支援
を行う場か、どれくらいの人がご存じだろう
か？
私自身、特別支援学校で勤務経験はあったが、
通級指導教室については、恥ずかしながら、全
くと言っていいほど知らなかった。
通級による指導は、学校教育法第 81 条第 1 項
並びに学校教育法施行規則第 140 条及び第 141
条に基づき、小・中学校において、各教科等の
授業は通常の学級で受けつつ、障害による学習
上又は生活上の困難を改善・克服するための指
導を特別の指導の場（通級指導教室）で受ける
教育の形態である。
しかし、実際にどのような特性をもった生徒
たちが通ってくるのか、その子たちにどのよう
な教育支援を行うのか、わかるはずもなく、指
導書を読んだり、前任の先生や小学校の通級指
導教室の先生、特別支援教育班（船橋市教育委
員会）の先生に指導を仰いだりと混迷する日々
が続いた…。
そのような折、船橋市教育事情調査研究事業
のことを、当時の管理職の先生に教えていただ
き、今後の通級指導教室の在り方を確立してい
きたいと考え、その事業に、両教室（船橋中学
校、習志野台中学校）
の担当教諭で参加した。
（平
成 25 年度教育事情調査研究協議会）
また、平成 29 年度文部科学省委託事業等を
推進している 5 地域・1 中学校、及び、平成 29
年度、30 年度千葉県教育委員会研究指定校と
して本教室が指定され、支援内容の充実を図っ
ていった。（特別支援教育における「通級によ
る指導」の推進）
ここでは、通級生徒、保護者、在籍校と共に
歩んだ 7 年間の実践記録を報告する。

2

実践の方法

本通級指導教室の概要説明（7 年間を振り返っ
て）
《中学校通級指導教室の設置》
平成 18 年度 船橋市立船橋中学校（県内最初）
平成 24 年度 船橋市立習志野台中学校（2 校目）

教諭

平石

弘

《設置の目的》
・小学校情緒障害通級指導教室の受け入れ先
・要配慮生徒の増加
《支援内容》
前例がなく、手探り状態でスタート
↓
船橋市教育事情調査研究へ参加する。
（両教室）
↓
先進校の参観や、国立特別支援教育総合研究所
にて全国の状況、通級の役割を調査、研究する。
↓
支援内容や一定カリキュラムを設定し、支援の
充実を図る。
《指 導 者》教諭 2 名、指導員 1 名
《指導時間》50 分～ 1 時間 40 分
《生 徒 数》18 名
《指導形態》
・個別指導…刺激の少ない個別学習室（防音）
を利用し、集中して学習できるようにする。
また、
落ち着いた雰囲気の中で相談等を行う。
・グループ指導…コミュニケーション能力の向
上や、社会性の向上を目指し、小集団でルー
ルのあるレクリエーション活動や運動、SST
等の活動を行う。

3

実践の経過と結果

（1）一定のカリキュラム
《支援内容の充実》

一定のカリキュラム
①トーク （ホワイトボード使用）
② SST
③教科支援
④進路学習
①トーク
学校生活での出来事やトラブル、悩みなどに
ついて、ホワイトボードを使用し、対処方法を
確認し合う。必要に応じて担任と連絡を取り具
体策等を検討する。
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② SST（ソーシャルスキルトレーニング）
ワークシートや SST カード等を使用し、正
しい知識や行動の仕方を学習して、社会性を身
に付ける。また、生徒たちの興味・関心がある
活動を用意し、共に活動する中で身に付けた知
識をより一般化させる。運動に関しては、内容
によって活動場所を設定し安全面に留意しなが
ら、体力を付けたり、身体の使い方を覚えたり
する。
・制作活動や農作業、ゲーム、各行事に向けて
の取組等、生徒のニーズに応じて活動内容を
設定する。
・運動は、スポーツ（バトミントンや卓球等）
を通して、ルールや競技方法を学ぶと同時に
友達同士とコミュニケーションを図る練習を
する。
③教科支援
各校で使用しているワーク（提出物）や PC
の学習ソフトを使用し、認知特性に応じて、定
期テストの範囲や得意分野の学習をする。
また、
テスト計画等も一緒に行う。
④進路学習
進路指導については、中学校で義務教育が終
わるため、自分自身で進路を決定しなければな
らない。在籍校が責任をもって進路指導を行う
が、通級指導教室でもその補充に力を注いでい
る。船橋地区中学校進学指導連絡協議会から情
報や資料を提供してもらい、本人及び保護者へ
の入試相談に活用している。本人が自分自身の
特性や得意な部分を自己理解し、それに基づい
て活動することで、自分に合った進路が選択で
きるように支援している。
・面接練習…ビデオを活用し、客観的に自分の
姿勢や声の大きさ等をチェックする。
・作文練習…作文や自己アピール文等の書き方
を学習する。
・出願書類の記入練習…事前に記入内容を一緒
に確認し、繰り返し記入の練習をする。
★生徒たちの特性に応じて、興味・関心を大切
にしながら授業内容を決定する。
（2）小学校から中学校への引き継ぎ
2 月中旬 就 学 指 導 委 員 会 に て 通 級 指 導 教 室
【適】となった児童が決定
3 月上旬 小学校の通級の様子を見学に行く。
小 学 校 の 通 級 担 当 と 引 き 継 ぎ を 行
う。
3 月下旬 小 学校卒業後、本人と保護者が中学

校の通級指導教室を見学する。
※新 しい環境が苦手な生徒が多いた
め、中学校入学前に本教室にて三
者面談を実施し、共通理解を図る。
4 月中旬 在籍校訪問
4 月下旬 通級にくる曜日・時間帯が決定
※本 日課が決まらないと時間割を組
めないため
5 月初旬 通級スタート
（3）実際の支援内容
《特性のある生徒に、どう寄り添うか》
小学校（通級指導教室）の引き継ぎ資料や中学
校での様子を基に実態把握をする。
↓
得意分野 苦手分野を整理する。
↓
身に付けたい力
支援内容
↓
支援方針（手だて）を決定する。
※興味・関心のあるもの、得意分野の中で題材
を設定し、自己肯定感を上げていく。
（4）通級における指導計画の作成
「個別の指導計画」では書ききれない一つひ
とつの活動内容に対し、指導の意図・支援方法
を記したもの。
診断名、特性、得意、苦手
↓
目標、活動内容、具体的な支援、指導の意図・
目的
「通級による指導」の実践例
診断名

学習障害（読字・書字障害）

特

・自分の思いで、一方的な関わりをする傾向
にある。
・漢字がなかなか覚えられない。文章を書く
性
ことが苦手である。
・読みと書きを同時にすることが苦手である
（聞きながらメモをとる等）

得

意

・パソコン全般
・創作活動

苦

手

・文章を構成することが苦手である。
・友達との距離感がうまくとれない。

－ 132 －

授業時数計

目

標

自立活動関連
区分 ･ 項目

2 単位時間（週）
、76 単位時間（年間）
集団生活における基本的な生活習慣を
身につけ、苦手な学習の対処方法を学
び、SST を通して自己理解、他者理解
のスキルアップを図り、進路の自己決
定を目指していく。
活動内容

2−
（3） ・作文を作成
（
4 1）
（2）
（3） する。
6−
（3） （ 読 書 感 想
文・ 各 行 事
の 作 文・ 面
接練習時の
志望理由な
ど）

具体的な
支援

指導の
意図・目的

・パソコンや ● 書 字 や 読
スキャナー 書に困難さ
を 用 意 し、 を 抱 え て い
学 習 意 欲 を る の で、 得
高める。
意なパソコ
・ 学 級 担 任、 ン を 代 替 え
教科担任か 手段として
ら パ ソ コ ン 活 用 し、 苦
使用の許可 手なことに
をもらう。 チ ャ レ ン ジ
する力を養
う。

（
4 1）
（2）
（3）・社会の単語 ・パソコンで ● 代 替 え 手
（
4 1）
（2）
（3） カ ー ド を 作 カ ー ド を 作 段 を 使 用 す
2−
（3） る。
成 で き る 環 る こ と で、
4−
（2） ・DVD を 見 境を用意し、 成 功 体 験 を
る。
視覚的に覚 増やし自尊
（社会・面接） え ら れ る よ 心 を 高 め て
うにする。 い き、 自 ら
2−
（3） ・デイジー教 ・デイジー教 困 難 さ を 改
（
4 1）
（2）
（3） 科 書（ 通 常 科 書 の 登 録 善、 克 服 す
の教科書と 方法を伝え る能力を身
につけてい
同 様 の テ キ る。
く。
ス ト に、 音
声をシンク
ロさせたも
の）を使用
し学習する。

2−
（3） ・パソコン学
4−
（1）
（2） 習 に 取 り 組
2−
（1） む。
・タイピング
練習に取り
組む。

・ゲーム形式
で学習でき
るソフトを
使 用 し、 意
欲的に取り
組めるよう
にする。

・想起しやす
いように物
事を関連づ
けて記憶す
るよう支援
する。

活動内容

・苦手な教科
のテストで、
少しでも点
数をとるこ
と で、 困 難
に立ち向か
う姿勢を育
てる。

具体的な
支援

指導の
意図・目的

2、6

・面接練習を ・志望動機等 ・進路の自己
する。
を一緒に考 決定に向け
え、 本 番 と て、 自 己 理
同じような 解のスキル
形 式 で、 繰 ア ッ プ を 図
り 返 し 練 習 る。
を行う。

3、6

・トーク
（相談、問題
行動の振り
返 り、 各 行
事の見通し
等）

・ ホ ワ イ ト ・記憶の補助
ボードを使 を行いなが
い、 考 え を ら、 行 動 を
言 語 化、 文 調 節 す る 力
章 化 で き る を 養 う。（ 補
ようにする。 足 説 明 す る
ことが効果
的）

1、2、3、・SST ワーク ・行事や問題 ・ 自 分 の 特
4、6
シート
行 動 に 合 わ 性を理解し、
（ 思 春 期 編・ せ た 内 容 を 対 処 法 を 学
社 会 的 行 動 用 意 し、 実 ぶ。
編）
施後に振り
返りを行う。
3、6

・論理トレー ・自由記述を ・必要な提出
ニ ン グ プ リ 促 し、 発 表 物（ 作 文・
ント
しやすい状 進路に関わ
況を作る。 る 文 章 ） を
出せるよう
にする。

3、6

・ディスカッ ・様子を見な ● 小 集 団 の
シ ョ ン（ グ が ら、 問 題 中 で 他 者 を
ループ）
提起する。 気 遣 う 気 持
ちを育てる。

3、6

・ 日 本 地 図 ・ グ ル ー プ ・自分の考え
カ ー ド（ グ 活動の時は、 を 表 出 し た
ループ）
始 め に ル ー り、 他 者 の
ルを確認し 意見を聞い
あうことを たりする力
伝える。
を育てる。

1、
3−
（1）
、・卓球、バト
5−
（1）
（5） ポ ン（ 卓 球
6−
（5） と バ ト ミ ン
トンを合わ
せたスポー
ツ）

4−
（1）
（2）・進路先を調 ・進路調べの
べる。
ポイントを
伝える。
2 −（3） ・ワークプリ
5 −（5） ン ト に 取 り
2 −（3） 組む。
5 −（5） ・テスト直前
に 漢 字、 英
単語を覚え
る。

自立活動関連
区分 ･ 項目

・基本のルー ・基礎的な身
ルを押さえ 体能力を高
つ つ 実 態 に め、 体 力 の
合 わ せ て 変 向上を図る。
更 し、 全 員
が楽しめる
ようにする。

2 −（1） ・プリンター ● 興 味 関 心 ● 得 意 分 野
を修理する。 の あ る 題 材 の 活 動 を す
2 −（1） ・PC 内 の を 準 備 し、 る こ と で、
データを整 気持ちが落 自尊心を高
ち 着 く 時 間 め、 気 持 ち
理する。
を確保する。 の 安 定 を 図
2 −（1） ・ 創 作 活 動
り、 現 実 と
に取り組む。
向き合う力
（ビーズアー
を蓄える。
ト、 ブ ロ ッ
ク、工作）
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1．健康の （1）生活のリズムや生活習慣の形成に関す
保持
ること ｡
（2）病気の状態の理解と生活管理に関する
こと。
（3）身体各部の状態の理解と養護に関する
こと。
（4）健康状態の維持・改善に関すること。
2．心理的 （1）情緒の安定に関すること。
な安定 （2）
状況の理解と変化への対応に関すること。
（3）障害による学習上又は生活上の困難を
改善・克服する意欲に関すること。
3．人間関 （1）他者とのかかわりの基礎に関すること。
係の形成 （2）他者の意図や感情の理解に関すること。
（3）自己の理解と行動の調整に関すること。
（4）集団への参加の基礎に関すること。
4．環境の （1）保有する感覚の活用に関すること。
把握
（2）感覚や認知の特性への対応に関すること。
（3）感覚の補助及び代行手段の活用に関す
ること。
（4）感覚を総合的に活用した周囲の状況の
把握に関すること。
（5）認知や行動の手掛かりとなる概念の形
成に関すること。
5．身体の （1）姿勢と運動・動作の基本的技能に関す
動き
ること。
（2）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の
活用に関すること。
日常生活に必要な基本動作に関すること。
（3）
（4）身体の移動能力に関すること。
（5）作業に必要な動作と円滑な遂行に関す
ること。
6．コミュ （1）コミュニケーションの基礎的能力に関
ニケーション
すること。
（2）言語の受容と表出に関すること。
（3）言語の形成と活用に関すること。
（4）コミュニケーション手段の選択と活用
に関すること。
（5）状況に応じたコミュニケーションに関
すること。
【表 1】自立活動の関連区分・項目



参考：特別支援学校学習指導要領

（5）在籍校との連携
・在籍校訪問（4 月）
・毎週の連絡票ファイル
・電話連絡…保護者と学級担任
（場合によっては、特支 CO や管理職）
・保護者面談（7 月・12 月）
・通級指導教室への訪問（3 月）
訪問者：在籍校の特別支援教育コーディネー
ター
通級生徒の学級担任

【図 1】在籍校、保護者との連携

（6）平成 29、30 年度の主な取り組み
①高校への引き継ぎ
H29 年度 引き継ぎ資料
・引き継ぎのための連絡票  （ 在籍校学級担任
作成）
・3 年分の個別の指導計画のまとめ（通級担当
作成）
・
「個別の教育支援計画」
（在籍校学級担任作成）
・
「個別の指導計画」
     （在籍校学級担任作成）
↓
H30 年度 高等学校での支援例
・
「個別の指導計画」の作成
・クラス分けの配慮
・必要な支援内容について職員への周知
・保護者面談（支援内容の共通理解）
※高等学校への引き継ぎは、基本的には在籍校
が行うが、依頼に応じて通級担当が同席した
り、連絡を直接取り合ったりするケースも増
えてきた。
②引き継ぎ後の生徒の実態把握
・電話で保護者、本人との聞き取り調査
・進学先への訪問
船橋市立 船橋高等学校
千葉県立 松戸南高等学校
千葉県立 船橋二和高等学校
千葉県立 八千代高等学校
千葉県立 京葉工業高等学校
※進路先に直接伺うことで、生徒の実態把握や
現在の困り感、支援の共通理解を高等学校の
先生と図れたことは、とても大きな成果と
なった。
・高等学校の通級指導教室の見学
千葉市立 稲毛高等学校
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③通級における実践の発信
《H29 年度》
・6/6 東葛飾教育事務所 視察
・通級指導教室の授業観察
・通級の概要説明、協議会
・1/24 千葉県教育委員会研究指定校 研究
成果報告会 発表
・2/1 特 別支援教育実践発表会 発表（文
部科学省委託事業を受託）
《H30 年度》
・6/1 通級指導者等協議会 発表
・6/1 高等学校における「通級による指導」
連絡協議会への参加（年 4 回）
・8/21 船橋市内中学校 全校研修会 発表
・8/22 船橋市内中学校 全校研修会 発表
・8/23 特別支援教育推進連絡会議 発表
・8/28 鎌ケ谷市教育委員会 特別な教育的
支援研究会 発表
・9/25 第 3 回通級指導教室担当者研修会
（浦
安市）
・10/20 「 特 別 支 援 教 育 フ ォ ー ラ ム 2018」
聖徳大学 発表
・10/30 中学校・高校学校の合同研修会（④）
・1/17 千葉県教育委員会研究指定校 研究
成果報告会 発表
④中学校・高等学校との合同研修会
「中・高の円滑な引き継ぎと支援の充実を目指
して」
《H29》
講師 千葉県習志野特別支援学校校長

提案 船橋中学校発達障害通級指導教室

平石 弘
提案 船橋市立船橋高等学校教諭

《H30》
講師 千葉県立生浜高等学校教諭

提案 船橋中学校発達障害通級指導教室

平石 弘
提案 船橋市立船橋高等学校教諭

対象者
・葛南地区高等学校：特別支援教育コーディ
ネーター
・葛南地区特別支援学校：特別支援教育コー
ディネーター
・船橋中学校通級指導教室在籍校：特別支援教
育コーディネーター、学級担任

・船橋市内中学校：通級担当者
・船橋市教育委員会 指導主事
・千葉県教育委員会 指導主事
研修内容
・船橋中学校発達障害通級指導教室の概要
・市立船橋高校の概要
・船橋法典高校の概要
学校紹介、引き継ぎ方法（事例を中心に）
取り組み内容等
※実際に通級指導教室から引き継ぎを行った生
徒の高等学校での様子や支援内容を高等学
校、
中学校とで共通理解を図ることができた。
（7）卒業生の進路
卒業生の進路に関しては、早い段階で進路学
習を行っていることもあり、年々、志望校に合
格する生徒が増加してきた。
その理由としては、
自己理解が進み、自分の特性に合った進路先を
決定し、合格に向けて対策を練り、課題に取り
組める時間が確保できるようになったことが挙
げられる。配慮申請については、公立高等学校
で別室受検、問題用紙の漢字のルビ振り・文字
の拡大（中学校でも配慮）の 2 件のケースがあっ
た。
≉ูᨭᏛᰯ
5㸣

බ❧㧗➼Ꮫᰯ
㸦᪥ไ㸧
38㸣

ࢧ࣏࣮ࢺᰯ
8㸣

⚾❧㧗➼Ꮫᰯ
44㸣

බ❧㧗➼Ꮫᰯ
㸦3㒊ไ㸧
5㸣

【図 2】進路状況（平成 24 ～ 29 年度：6 年間）

（8）卒業生からのメッセージ
このメッセージは、小学校、中学校と通級指
導教室に通った生徒が、
「卒業生の声を発信し
たい」という思いに賛同してくれて、作成して
くれたものである。
※実際にはパワーポイントで作成してくれたも
ので、内容の編集は一切行っていない。
僕にとっての通級指導教室
～通級指導教室に通って良かった事～
①相談できる
自校通級だと何かあったときにすぐ相談できる
② A 君との出会い
自分のような仲間が集まる事で、放課後に楽しい時
間が出来る。
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③勉強について
自分のペースで勉強でき、苦手な教科にもチャレン
ジできる。
④クラスとの距離
クラスメイトと離れる時間ができ、トラブルが減っ
た。
⑤集団での時間
集団での関わり方などが学べた。
～成長した所・学べた所～
①相 談した結果、担任の先生が注意してくれて、自
分でも我慢しようと思えた。
（集会にて）
②今 までは覚えられないからやっても意味ないと
思っていたが、「仕方ないから苦手教科にチャレン
ジするか。
」と思えるようになった。
③教 室では集団に入りたくなく、話す機会が無かっ
たけど、通級ではディスカッションを通して、人
との関わり方を学べた。
～高校での様子～
最初は、自己紹介の時に声が何回もカスれるくらい
緊張したが、自分から話しかけて仲間を作り、クラ
スの輪に入る事が出来た。また、自分の事を何人か
のクラスメイトに打ち明けたら、受け入れてくれた。
学習に関しては、苦手な教科にも積極的に取り組む
ようになった。
～高校で思った事～
先生によって変わるが、配慮してもらったテスト問
題を配る時に、気を使って他の生徒にバレないよう
に一人一人に問題を配ってくれる良い先生もいれば、
あきらかに目立つような配り方で配る先生もいるの
で、今はもっと自分みたいな生徒の事を色々な先生
に知って欲しいと思った。

4

実践のまとめ

船橋中学校通級指導教室に勤務をすることに
なってから 7 年間が過ぎようとしている。その
間、各々の特性から、学習や人との関わり方、
感情をコントロールすること、家庭以外で人と
話をすること等、様々な困り感を抱いている生
徒たちに出会った。学校生活を送る上で、自己
肯定感が下がり、自分自身に対して否定的な生
徒たちを目の当たりにしてきた。まずは、彼ら
に寄り添い、自己肯定感を育むことを第一に考
え、日々の実践に取り組んだ。得意な分野や頑
張っていること等を大人が意識的に伝え、自信
をもって、活動に取り組めるようにした。また、
グループ指導では、困り感を皆で共有するよう
にした。
その結果、活動を繰り返す中で、自己肯定感
が上がり、各活動に意欲的に取り組めるように
なり、苦手なことや問題行動にも向き合えるよ
うになっていった。制作活動や PC の活用等、
得意な分野には驚くような能力を発揮し、特性
から見た苦手なことに対しても、決してあきら

めずに一歩ずつ進むことができた。自己理解を
し、進路に向かって自己決定をしていく生徒た
ちの姿を見て、寄り添うことの大切さを改めて
感じた。
また、進学先を訪問する中で、生徒たちが生
き生きと高校生活を送る様子を実際に見て、情
報共有や支援内容の共通理解を図るための引き
継ぎが、
いかに重要か考えさせられた。小学校、
中学校、高等学校の切れ間のない支援、連携の
必要性を実感した。
今後も生徒、保護者に寄り添い、通級指導教
室の実践を発信しながら、小学校、中学校、高
等学校との連携をより深めていきたい。

5

終わりに

平成 30 年度より高等学校における「通級に
よる指導」の制度が運用開始となった。高等学
校での通級指導がいよいよスタートした。
通級指導教室での 7 年間で感じたことは、通
級指導を行うに当たって、本当に多くの方々の
協力が不可欠だということだ。
設置校は基より、
在籍校、保護者、船橋市教育委員会、千葉県教
育委員会。通級指導教室自体が、多くの方々の
支援で支えられている。現在に至るまで、教育
実践の充実を図れてきたことに、心より感謝申
し上げたい。在籍校の連携や中・高の引き継ぎ、
外部への発信と、まだまだ課題はあるが、今後
も通級指導教室の教育実践をより充実させてい
きたい。
最後に、この実践報告内で、
「生徒の声」と
して発信することを快く引き受けてくれた生
徒、保護者様に心よりお礼を申し上げ、実践報
告を終わりたいと思う。
【参考文献】
・ 文 部 科 学 省 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
mext.go.jp/）
・文部科学省（平成 24 年 3 月）
「改定第 2 版
通級による指導の手引」
・文部科学省（平成 30 年 8 月）
「改定第 3 版
障害に応じた通級による指導の手引」
・船橋市教育事情調査研究協議会（平成 26 年 3
月）
「平成 25 年度 教育事情調査研究報告書
第 43 集」
・船橋市特別支援教育研究連盟（平成 27 年 5 月）
「船橋市特別支援教育のあゆみ 第五集」
・千葉県教育委員会（平成 29 年 10 月）
「第 2 次
千葉県特別支援教育推進基本計画」
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【実践記録】

生きた英語力を育む外国語教育の実践

～既習事項の定着を目指した Speaking 活動を通して～
船橋市立葛飾中学校
教諭

伊大知由佳

1．はじめに

川崎麻美

高橋憲史

新学習指導要領では、
〔グローバル化が急速
に進展する中で、外国語によるコミュニケー
ション能力は、これまでのように一部の業種や
職種だけでなく、生涯にわたる様々な場面で必
要とされることが想定され、その能力の向上が
課題となっている。〕と示されているように、
小学校で外国語教育が始まるなど、外国語教育
の充実が求められている。近年本校に入学して
くる生徒たちの多くは、
自己紹介をはじめとし、
英語を使うことに臆することなくコミュニケー
ション活動に取り組んでいる。自分を表現する
ことに関心が高く、
「英語を話せるようになり
たい」と考えている生徒も多い。近隣小学校の
英語授業の参観をした際には、児童たちが楽し
く英語を用いて学習する姿が見られた。小学校
での学習が中学校での学習にもつながっている
と考えられる。授業を通して、他国の中学校や
ハロウィン、クリスマス等の行事を紹介し、言
語だけでなく文化の違いにも触れるよう心がけ
ている。
しかし、実際に帰国外国人生徒と海外経験の
ない生徒たちの多くの間には言語や文化、考え
方の壁があり、自分の知らない事柄や人物につ
いて理解しようという気持ちをもつことができ
ている生徒は少ない。また、外国語教育におい
て、実際に外国の方と交流したりするなど、学
習した事柄を「実践」する機会がないことを問
題視した。
外国語教育に熱が入る現在、東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催ももう間近である。
小学校での教育をつなげ、中学校でも柔軟な国
際観をもち、グローバル社会に対応できる生徒
を育成していきたいと考えている。生徒たちの
英語への意欲・関心を失うことなく、
「生きる
力を育む」ことを第一前提に、常に生き生きと
言語活動に取り組むことができる生徒の育成を
目指し、本テーマを掲げ、実践した。

英語科

吉田真知子

阿部奈那美 北河祐輔
講師 大倉喜子 高橋日花里

2．研究実践の柱

（1）授業の初めに Ice Breaking として 1minute
Chat や Hot Seat（ 4 人 1 組でその内 3 名が
質問者、他 1 名が応答する形式のアクティ
ビティー）などを行い、コミュニケーショ
ンの楽しさを体感させる。
（2）インタビューやスピーチ形式の授業を各学
年で年に数回実施し、Speaking 能力の向
上を図る。
（3）授業だけでなく、校外学習等で外国人と英
語を用いてコミュニケーションする場を設
定し、表現力を身につけさせ、積極的にコ
ミュニケーションを図ろうとする力を養
う。

3．実践の方法

「既習事項の定着を目指した Speaking 活動」
を目指し、さまざまな場面で言語活動の充実を
図った。その活動は大きく（1）継続的な活動
と （2）教科書を用いた活動の二つに分けられ
る。
（1）継続的な活動
（1）−① 1 minute chat
既習事項を使うようなテーマを用意し、そ
のテーマに沿って 1 分間の対話練習を行ってい
る。1 分間話し続けることに抵抗がある生徒も
いるが、自らの事を話しているため、ほとんど
の生徒が会話を続ける努力を行っている。日に
よってペアを変え、同じテーマで対話を行うこ
ともあるため、既習事項を繰り返し練習する良
い機会になっている。また活動の振り返りを英
語で書くようにし、
書く力の向上を図っている。
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〔図 1

1 年生の活動ワークシート〕

〔図 1 − 2

〔図 2

〔図 3

ECC カード〕

〔図 4

ALT との英会話〕

1 年生振り返りシート〕

2 年生のワークシート〕

（1）−② ECC（English Conversation Card）
授業時間外でも英語を使う場面を増やしたい
と考え、英会話シートを作成し、授業終わり
や休み時間に ALT や英語科の教員と英会話を
行っている。この英会話では、ALT と行うと
英会話シートに 2 つスタンプがもらえ、英語科
の教諭と行うと 1 つスタンプがもらえる。この
活動は、好きなスポーツや休日の過ごし方など、
簡単なトピックで会話をするものである。この
活動を通して、英語科の教諭を見つけると英語
で挨拶をしたり、英語で気軽に話しかけたりす
る場面が多く見られるようになった。また積極
的に英会話を行う生徒が増え、英語力が向上し
ただけでなく、英語を使うことに興味、関心を
もつ生徒が増えたと感じている。

（1）−③英会話テスト
継続的に 1min chat や ECC などの英会話活
動を行い、その成果を見るために生徒と ALT
と 1 対 1 で行う英会話テストを取り入れている。
初めはスポーツ、教科、音楽などの簡単な話題
を事前に設け、その話題の中から 1 つ選んで話
をする形や、フリーで話をする形でテストを
行っている。ALT にも事前に活動趣旨を説明
し、生徒のレベルに合わせて会話を進めること
ができるようにしている。2 人きりで行うテス
トは良い緊張感の中で活動でき、良い点・悪い
点の反省を生徒が自ら振り返ることでその後の
活動につなげている。生徒達は「次はこうしよ
う」という意欲で活動に取り組んだ。
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〔図 5

英会話テストの様子〕

（2）教科書を用いた活動
（2）－① T OTAL ENGLISH1 Chapter 1
Project 自分の事を紹介しよう（1
学年）
4 月の始めに英語で自己紹介を行った。小学
校での英語学習による成果により、自分の名前
や好きなものなどを臆することなく英語で伝え
ることが出来た。部活動や出身地、
「○○ファ
ン」など、使える表現も増えたことから、改め
て自分のことを伝える活動を行った。文章の作
成、発表、また、他の発表者への質問まで考え
て活動に取り組んだ。ECC などの活動も行っ
ていることから、恥ずかしがったりすることな
く、班内での発表に意欲的に取り組むことがで
きた。

〔図 6

〔図 7

英語で書いた校外学習の日記〕

（2）−③ T OTAL ENGLISH3 Talking Time
shopping（3 学年）
買い物でよく使う表現を用いて、ゲーム感覚
で活動を行った。4 人班を 9 個作り、それぞれ
にミッションシートを配った。そこに書いて
ある 6 つの物を全て間違えずに買ってくるとい
う活動をした。“May I help you ？” や “How
much is it ？” などいくつかの表現は小学校や
中学 1 年で学習済みで、スムーズに会話ができ
た。言いたいことをきちんとした文章にするこ
とが難しくても、一生懸命単語を並べ、伝えよ
うとする姿勢が見られた。1minute chat で会話
をすることに慣れ、ジェスチャーなどを交えな
がら会話をすることができた。

生徒の自己紹介シート〕

（2）－② T O T A L E N G L I S H 2 C h a p t e r 1
Project 日記を書こう（2 学年）
鎌倉市校外学習の日記を書いたものを教室の
個人フォルダに掲示し、級友の日記を読んで質
問をするという活動を行った。日記を読んでか
らの質問になる為、書いてある内容が答えにな
る質問をすることができなかったが、ECC や 1
minute chat で質問をすることには慣れてきた
ためか、Yes/No の返答で終わる質問だけでな
く、疑問詞を上手く使い質問することができた。

〔図 8

ミッションシート〕

4．実践の経過と結果

昨 年 度 か ら、 既 習 事 項 の 定 着 を 目 指 し た
speaking 活動を全学年で活動に取り組んでき
たが、今年度 ECC 活動については 1・2 学年で
行っている。1 年生は 4 月から、2 年生は昨年 4
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月から継続して会話活動に取り組んでいる。授
業の終わりや昼休みに職員室で ALT や英語科
の教諭と会話活動を行うなど、積極的に英語を
用いる姿が校内で見られる。3 年生は授業内で
の Speaking 活動になるが、ALT との英会話テ
ストでは、英語で臆することなく会話をする生
徒が多かった。
研究実践の成果を見るために、1・2 年生を
対象に、9 月に ECC 活動を主にした以下のアン
ケートを行った。また 1 学年は 4 月、2 学年は
昨年月に行ったアンケートと比較して経過と結
果を振り返る。
アンケート内容
① 4 技能中で苦手なものは何か
② 4 技能の中で好き、得意なものは何か
③ ECC 活動を頑張っているか
④ ECC 活動を通して話す力は伸びたと思うか

③ ECC 活動を頑張っているか
21%

79%

Yes

No

④ ECC 活動を通して話す力は伸びたと思うか
18%

1 学年（抽出クラス）
① 4 技能中で苦手なものは何か

82%

4%

Yes

21%

No

伸ばしたい力は何か（4 月）
9%

52%
15%

42%

23%

Wrting

Speaking

Listening

Reading

② 4 技能の中で好き、得意なものは何か

34%

15%

Writing
33%

23%

Reading

Listening

29%

Speaking

Writing

Speaking

Reading

Listening

1 学年の結果では、話す力が 2 番目に苦手な
技能として挙げられている。しかし、コミュニ
ケーション活動にとても意欲的で、楽しみなが
ら取り組んでいる様子が見られる。ECC 活動
では、
「英語で話すのが楽しいから」
、
「外国の
人と話せる機会はめったにないから」
、
「苦手だ
から少しでも話せるようになりたいから」など
の意見があった。生徒は ECC 活動を通して以
前よりも話すことができるようになったと話す
ものの、まだ言いたいことをスムーズに英語で
伝えることの出来ないもどかしさから、話すこ
とを「苦手」とする生徒が多いことが分かった。
話すことに苦手意識をもちつつも、力をつけた
いという前向きな姿勢が④の結果につながって
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いると考える。4 月に行ったアンケートでも、
「話す力」を伸ばしたいという生徒が多くいた。
話すことは、好き・得意な技能において聞く力
と同じくらいの割合を占めているので、前向き
な姿勢を大切にしつつ、生徒の話す力を伸ばし
ていきたい。
アンケート内容
① 4 技能中で苦手なものは何か
② 4 技能の中で好き、得意なものは何か
③ ECC 活動を頑張っているか
④ ECC 活動を通して話す力は伸びたと思うか
2 学年（抽出クラス）
① 4 技能中で苦手なものは何か

④ ECC 活動を通して話す力は伸びたと思うか
30%

70%

Yes

No

伸ばしたい力は何か（昨年 4 月）
11%
39%

7%
19%
24%
54%

31%
Writing

15%

Wrting

Speaking

Listening

Reading

② 4 技能の中で好き、得意なものは何か
12%

19%

Reading

44%

25%

Listening

Speaking

③ ECC 活動を頑張っているか

Writing

Speaking

Listening

Reading

2 年生は 1 年時から話す力に重点をおいてき
たためか、昨年度に比べると話すことに対して
の抵抗感が減ってきている。昨年 9 月に行った
アンケートでは、
「話す力」を伸ばしたいと考
える生徒が「書く力」の次に多くいた。コミュ
ニケーション活動に意欲的で、わからなくても
英語で会話をしようと努力する姿が見られる。
ECC 活動では、
「英語を話せるようになりたい
から」
、
「外国人と話してみたいから」
、
「自分の
思いや考えを伝えられて楽しいから」という意
見があった。
「前よりスムーズに話せるように
なった」
、
「発音が良くなった」
、など、ECC を
通して話す力が伸びたことを実感している生徒
も多くいる。逆に、
「話す時間がない」
、
「何を
話せば良いのかわからない」
、
などの意見もあっ
た。話す意欲はあるが言動にあと一歩が踏み出
せない生徒への手立ても必要である。

5．実践のまとめ（成果と課題）

39%

61%

Yes

No

意識的に英語を用いる場を多く設けたこと
で、 生 徒 が 英 語 に 触 れ る 時 間 が 増 え、 そ の
結果が生徒達の力に表れている。授業では 1
minute chat などの初めの会話活動を継続的に
行うことで Speaking 力をつけることが出来た。
また、教科書を用いた活動でもペアやグループ
での活動を増やしたため、生徒達はスムーズに
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活動に取り組み、英語で会話をすることにも慣
れてきた。校内で英語科の教員に会った時には
自ら「Hello ！」などと話しかけたり、昼休み
には ALT を訪ねて英会話活動をしたり、と積
極的に英語を用いる生徒が増えてきたと感じて
いる。
ALT との英会話テストでは、1 対 1 での会話
を通し、これまでの活動の成果を生徒が身を
もって感じることが出来る良い機会となってい
る。テスト後は、さらに頑張ろうとする姿勢や
次はこうしたい！という意欲が生徒の活動に取
り組む姿勢に表れている。その結果が生徒達の
力に表れている。まだスムーズに活動を行う事
が出来ない生徒もいるが、
「この英単語はどう
いう意味だろう」
「この場合は英語で何という
か」と関心を持ち始めたことは大きな成果であ
ると考える。
一方で、新学習指導頭領の示す『話すこと「や
り取り」
』に関しては活動を通して成果が見ら
れているが、『話すこと「発表」
』の観点に重き
をおいた活動は取り組んでいないため、課題が
残る。英語で会話をすることには慣れたが、パ
ターン化してきてしまう面もあるので、プラス
αの活動が必要である。全体の前で英語で自分
の意見を伝えたり、自分の意見をその場で整理
して、口頭で説明するような活動が不足してい
る。興味のある事柄について自分の意見を述べ
たり、社会問題やディベート形式などさらに深
く自分の意見を述べる力をつけていく必要があ
ると考える。
実践にあたり、育みたい力に効果的な活動を
考え継続的に取り組むことで、生徒の力に表れ
てくると感じた。学校や生徒の実態において、
課題を設定し、それに基づく指導法を行ってい
く必要があると考える。

ある。
また言語活動だけでなく、文化的な知識につ
いても今後さらに育んでいく必要がある。帰国
外国人生徒の経験を生かせる場を設け、海外留
学経験のある学習支援サポーターと協力して教
育にあたることでよりよい活動ができると考え
る。
結びに本校は国際理解教育の研究指定校であ
るため、さらに実態を踏まえた外国語科教育を
実践し、生徒の力を育む教育に努めていく。本
校では 4 年後に国際理解教育の研究発表がある
ため、それに向けて今回の取り組みの成果と課
題をつなげていきたいと考えている。
【参考文献】
・文部科学省 中学校学習指導要領
（平成 29 年）
・本多 敏幸著 『英語力がぐんぐん伸びる！
コミュニケーション・タイム』明治図書
（2009）
・樫葉 みつ子著『英語で伝え合う力を鍛え
る！ 1 分間チャット & スピーチ・ミニディ
ベート 28』 明治図書（2008）

6．終わりに

意識的に言語活動の場を設けたことで、積極
的にコミュニケーションを図ろうとする姿勢が
ついた。主に英語を用いて話す力を育むために
活動をしてきたので、その成果はアンケート結
果や生徒の様子から窺える。活動を振り返り、
今後はスピーチやディベートなどの取り組みを
通し、自分の意見を英語で伝える力を育んでい
く必要性を感じた。また、本校では帰国外国人
生徒も多く在籍しており、英語力保持のため
に、ALT との取り出し活動や、滞在していた
地域の紹介ポスターの作成等を行っている。し
かしそれ以上に帰国外国人生徒達の力を生かせ
る活動や場を設定していくことが今後の課題で
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【実践記録】

生徒が主体的に取り組む作業学習
−製品販売会「じまん市」に向けて−

船橋市立船橋特別支援学校

1

はじめに

本校は知的障害特別支援学校であり、小学部
から高等部までの児童生徒が通っている。小学
部が通う高根台校舎、中学部、高等部が通う金
堀校舎と二つに校舎が分かれ、全校の児童生徒
数は 324 人の大規模校となっている。学校教育
目標に「こころ豊かにたくましく生きる児童生
徒の育成」を掲げ、地域の中で活躍し、主体的
に生活を送ることができる力を身につけていけ
るよう取り組んでいる。
中学部は 64 名の生徒が在籍している。生徒
の様子は様々であり、生徒一人一人個別の教育
支援計画を作成し、生徒一人一人の様子に合わ
せた支援に努めている。
中学部の生活の特徴として、生徒が見通しを
もって自分から取り組めるように帯状の日課
（図 1）を組み、生活の流れを一定にしている。
学校生活の中心は、教科等を合わせた指導形態
で行う生活単元学習と作業学習である。
実際的、
体験的な学習に取り組み、
興味関心を広げつつ、
学校卒業後の生活も考え、働く活動にも取り組
んでいる。

鈴木

教諭

学

渡邉

教諭

美穂

開催や、学校行事として中学部、高等部合同で
の開催など、規模が異なる。それぞれの販売会
に向けてみんなで力を合わせて製品や生産物を
作り、それらを販売して多くの方々に喜んでも
らう機会を設けている。
作業班

主な製品

木工班

イス、ベンチ

生活雑貨班

アクリルたわし、動物マスコット

園芸班

パンジー、プリムラなどの季節の花

縫工班

ティッシュケース、コースター、
巾着袋

レザークラフト班

レザーキーホルダー、パスケー
ス、小物入れ

しいたけ班

生しいたけ、乾しいたけ

（表 1）作業班と主な製品
期間
① 5 月～ 6 月
② 10 月～ 11 月
③ 1 月～ 2 月

活動内容
製品販売会「じまん市」に向けた
取り組み
「いちよう祭」出店、販売に向けた
取り組み
中高合同製品販売会「市船市」に
向けた取り組み

（表 2）単元の計画

本実践記録は、年度の最初に中学部単独で行
われる「じまん市」という販売会に向けた取り
組みについてである。
「じまん市」の単元では、中学部の中で実行
委員会を発足し、実行委員会が中心となり、大
盛況となるよう準備活動に取り組んだ。各作業
班では、
「じまん市」に向けて製品作りに取り
組むと共に、実行委員会から依頼を受けたチラ
シの作成など、当日に向けた活動を各班が力を
合わせて取り組んでいった。

（図 1）中学部日課表（2018 年度）

作業学習では、木工班、生活雑貨班、園芸班、
レザークラフト班、しいたけ班の 6 つの作業班
（表 1）に分かれて活動している。各作業班の
中で、最後までがんばって自分の役割を果たし、
やり遂げた喜びを味わい、働くことへの意欲や
自信を育てることを大切にしている。また、生
徒がめあてや意欲をもって主体的に活動できる
ように単元の終盤に販売会を計画している（表
2）。販売会は年に 3 回行われ、中学部単独での

2

実践の方法

本実践記録では、実行委員会を中心として行
われた「じまん市」の単元の進め方についてで
ある。各作業班がそれぞれで取り組んでいくだ
けでなく、中学部全体の取り組みとして、目標
に向かって協力していけるよう工夫して進めた
点について経過を追いながらまとめたものであ
る。
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実行委員会

各作業班

実行委員会の発足

スローガンの決定

スタート集会
・準備活動
・ポスティング

・製品作り
・準備活動
・ポスティング
前日集会
「じまん市」当日
報告集会

（図 2）
「じまん市」単元の進め方

3

（図 3）スタート集会の様子

実践の経過と結果

単元を構想する上で大切にしたことは、生徒
一人一人が「じまん市」に向けて期待感をもち、
製品作りをしたり、準備活動を行ったりするこ
と、教師も生徒とともに活動し、中学部が一体
となって「じまん市」に向けて気持ちを高めて
いくことの 2 点である。以下は実際に取り組ん
だ内容について記載する。
（1）実行委員会を発足し、リーダー決め
「じまん市」を開催するにあたって、各作業
班から実行委員が選出され、実行委員会を構成
した。昼休みの時間に集まって活動を進め、ス
ローガンの決定や学部集会の準備、販売会場へ
の挨拶等、実行委員が中心となって活動した。
（2）スローガンを決定し、合い言葉を
開催するにあたり、スローガンの募集を行っ
た。集まった候補を基に実行委員会でスローガ
ンの決定をした。
（今年度のスローガンは「良
い品、届ける、じまん市」に決定した。
）スロー
ガンは各班、毎回の製品作りの前に唱和したり、
各集会の中で唱和したりして、当日に向けて気
持ちを高められるようにした。また、校内にス
ローガンを掲示し、中学部全体でより良い製品
を作ることを目標に取り組んだ。
（3）スタート集会で一丸となって
スタート集会では、中心となって活動する実
行委員の紹介を行ったり、スローガンの発表を
行ったりした。会の進行は実行委員が担当し、
昨年度取り組んだ様子を画像等で確認したり、
今年度取り組む内容をスライド等で確認したり
した。集会の最後にスローガンを唱和し、当日
に向けて意識できるようにした。

（4）製品作りは、できる状況作りを
各作業班で生徒が主体的に活動できるように
一人一人に応じたできる状況づくりに努めた。
生徒が自分から自分で取り組めるように活動場
所の設定や補助具の工夫を行った。活動を進め
ていく中で、
生徒の様子に合わせて随時改善し、
生徒が自分の力を存分に発揮して精一杯製品作
りに取り組めるように環境を整えた。また、十
分な活動量を用意し、生徒と教師が「じまん
市」に向けて共に活動に取り組み、やり遂げる
ことで満足感や達成感を十分に味わえるように
した。

（図 4）製品作りの様子 木工班・組み立て

木工班では、材料の切断、穴開け、組み立て、
塗装の工程に分かれて、小物が置けるベンチや
座いすなどを作った。生徒たちは、繰り返し活
動に取り組むことで、自分の担当する仕事に慣
れ、
自分から進んで取り組む姿が多く見られた。
単元の終盤では、
作業を進めるペースが上がり、
たくさんの製品を完成させることができた。
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チで花の形に抜いた色紙をチラシに貼ったり、
色を塗ったりする活動やポストに入れやすいよ
う、チラシを半分に折る活動を行った。完成し
たチラシは校内の掲示板や廊下等に掲示し、雰
囲気が盛り上がるようにしたり、生徒が当日に
向けて期待感を膨らませたりできるようにし
た。

（図 5）製品作りの様子 しいたけ班・運搬

しいたけ班では、植菌されたしいたけのほだ
木を運搬し、浸水槽へ運んだり、浸水槽から引
き上げたほだ木を運搬して、井桁に積み上げた
りする活動に取り組んだ。繰り返し取り組むこ
とで、運搬ルートを理解し、一人で行き来でき
るようになったり、一輪車の扱いに慣れて、重
いほだ木を載せても上手にバランスをとって走
行したりと、生徒たちの主体的な姿が多く見ら
れた。

（図 7）「じまん市」開催に向けたチラシ

（図 6）製品作りの様子 園芸班・苗の移植

園芸班では、移植用の土作り、ポットへの土
入れ、穴開け、花苗の移植を行った。生徒たち
は、補助具の扱い方に慣れて、時間いっぱい活
動に取り組めるようになったり、一日にたくさ
んのポットへ花苗を移植できるようになったり
と、集中して活動に取り組む姿が見られるよう
になった。
（5）準備活動もみんなで協力して
単元中の午後の時間は、準備活動に取り組ん
だ。各作業班完成した製品の袋詰めや値札貼り
の他にチラシ作りを行った。実行委員からの呼
びかけを受けて作成するチラシは、見たり手に
したりした人が「じまん市」に足を運びたくな
るような物をていねいに仕上げることを心がけ
て取り組んだ。チラシ作りでは、クラフトパン

（図 8）チラシ作りの様子

（図 9）校内の様々な箇所にチラシを掲示
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また、単元の終盤となり、販売会が近くなる
と、販売会当日に行う活動を想定して、接客の
練習に取り組んだ。
袋にていねいに製品を入れ、
来場者に両手で渡すことや
「いらっしゃいませ」
「ありがとうございました」などのかけ声や感
謝の気持ちを伝えることなどの確認を行い、当
日の活動に見通しがもてるようにした。
（6）ポスティングで期待感を高めて
単元の終盤に販売場所付近で宣伝活動を行う
「ポスティング」の活動を設定した。スクール
バスに乗り、各班 2 つの方面に分かれて「じま
ん市」のチラシを住宅のポストに入れ、販売会
が開催されることを宣伝した。

（図 11）レザークラフト班・完成した製品

（8）
「じまん市」当日、満足感一杯の一日に
新京成電鉄新津田沼駅連絡通路にて店を開
き、活動時間を二交代制で、各班前半と後半に
分かれて販売活動を行った。開店と同時に生徒
たちの「いらっしゃいませ」
「お花はいかがで
すか？」などと来場者を呼び込む元気な声が会
場一杯に響き渡り、製品を袋に入れて手渡した
り、お金を受け取ったりするなど意欲的に取り
組む姿が多く見られた。来場者から「これはあ
なたが作ったの？上手にできているね。
」
「明日
も販売してくれないかな？」などの言葉をかけ
ていただいたり、製品を手にした方が喜ぶ姿を
見たりして、生徒たちも満足した表情を見せて
いた。

（図 10）ポスティングの様子

活動の際、歩行者に直接チラシを手渡す生徒
がおり、歩行者から励ましの声をかけていただ
いたことで、さらに当日に向けて期待感を高め
ている様子が見られた。短時間ではあったが各
班で協力してチラシを配り終えることができ
た。
（7）前日集会、準備は万端に
「じまん市」の前日に集会を開き、各班が販
売する製品の紹介や完成した製品の数などを発
表した。どの作業班もたくさんの製品が完成し
ており、約一ヶ月間製品作りを毎日取り組んで
きたことで生徒たちが自信をもって自分が作っ
た製品や完成した製品数を紹介する様子が見ら
れた。各班の取り組みの様子を確認し、最後に
全員でスローガンを唱和して翌日の
「じまん市」
に向けて気持ちが高まるようにした。

（図 12）「じまん市」販売会の様子①
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振り返ったりして、単元のまとめを行った。各
班の発表では、完売したことを嬉しそうに発表
する生徒の姿が多く見られた。また、次回取り
組む販売会についての概要を確認し、見通しが
もてるようにした。

（図 13）
「じまん市」販売会の様子②

また、各班独自に店のレイアウトを工夫し、
店頭に製品を配置したり、看板を用いて宣伝し
たり、また、実際に製品を作り、完成するまで
の過程を紹介しながら販売する実演販売を行っ
たりして販売活動に取り組むことで、たくさん
の来場者に製品を手にとって見ていただくこと
ができた。
例年に比べて多くの来場者があり、大盛況と
なったため、製品が完売となる作業班が多かっ
た。

（図 14）
「じまん市」販売会の様子③

活動終了まで各班協力して販売活動に取り組
み、自分から接客に取り組んだり、来場者が製
品を購入する様子を見て喜び合ったりと生徒た
ちが活き活きと活動する姿が多く見られた。
「じ
まん市」に向けて自分たちで準備を進めてきた
ことで、その成果が存分に発揮され「じまん市」
を大成功で終えることができた。
（9）報告集会でまとめて次回に期待
単元の最終日に「じまん市」の様子を振り返
る報告集会を行った。各班が販売した製品数の
発表を行ったり、当日の様子を動画や写真等で

（図 15）「じまん市」報告集会の様子

4

実践のまとめ

（1）成果
単元期間中に製品作りだけでなく、準備活動
としてチラシやポスター作りを行ったり、販売
会を想定して接客練習をしたりと「じまん市」
に向けて期待感をもち、意欲やめあてをもって
活動することができた。また、実行委員を中心
にスローガンを決めたり、学部集会の実施や地
域宣伝活動を行ったりと単元のすすめ方を工夫
したことで、生徒が主体的に活動する姿が多く
見られた。
今回初めて作業学習に取り組んだ 1 年生の生
徒から「もっと作業学習に取り組みたい」
「販
売会楽しい」などの前向きな声を多く聞くこと
ができた。本単元を通して、生徒たちが主体的
に活動に取り組み、少しずつではあるが「働く
意欲」が身についてきたことが一番の成果であ
る。
（2）課題
課題として挙げられることは、
「生徒の様子
に合わせた活動や補助具を用意すること」や「単
元期間や単元計画の見直しを図ること」の二点
である。
一点目の「生徒の様子に合わせた活動や補助
具を用意すること」については、本単元が今年
度最初の作業学習であるため、生徒の様子を把
握するところから始まり、一から活動や補助具
を用意することから、生徒が活動に慣れて、自
分から作業を進めるようになるまで時間がか
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かってしまった。日頃から担当と担任とが情報
交換ができる機会を設けたり、作業班の中で生
徒の活動の様子について検討したりする機会を
設けたりすることで、生徒の様子を把握し、生
徒が興味関心のもてる活動や得意な活動を用意
したり、生徒の様子に合った補助具を用意した
りすることができるようにしたい。活動につい
ては、随時見直しを図り、また補助具は取り組
みの様子からより生徒の様子にあった物となる
よう改良を重ね、さらに生徒が主体的に取り組
む姿が多く見られるようになってほしい。
二点目の「単元期間や単元計画の見直しを図
ること」について、本単元では約一ヶ月間にわ
たって単元期間を設定して取り組み、比較的長
い期間じっくりと活動に取り組むことができ
た。その結果製品数が多く完成し、販売会当日
は店頭にたくさんの製品が並んだことで、見栄
えが良くなり、集客数や売り上げの向上にもつ
ながった。一方で、販売終了時間よりも数時間
早く製品が完売してしまい、生徒の活動が少な
くなってしまう班があった。生徒が存分に販売
活動に取り組むためには、製品数を多く用意す
る必要がある。作業時間の確保の検討を含めて
単元期間等の見直しが必要であると感じた。ま
た、定番の製品だけでなく、単元ごとに季節的
な製品を用意し、
製品の種類を増やすとともに、
生徒の活動内容を見直し、自分から作業を進め
やすい状況を整えられるようにしたい。生徒が
自分から取り組める作業環境を整えることで、
より多くの製品が完成できるようにしていきた
い。今後生徒の活動として単元の期間は妥当で
あったか、また、
単元計画の中で生徒たちが「じ
まん市」に向けて気持ちを高めながら取り組め
るような活動が用意されているか等の見直しを
図り、次年度につなげていきたい。

5

おわりに

作業学習は教科等を合わせた指導形態で行う
ため、活動を通して様々なことを身につけられ
る学習である。働く意欲や知識・技能を身につ
けることはもちろんのこと、製品を検品したり
製品数を数えたりする中で、数の概念にふれた
り、接客をする中で金銭のやりとりを学んだり
と、体験的な活動から、日々の生活に生かせる
ように取り組んでいる。今後も生徒一人一人の
様子に合わせた目標を設定し、生徒が自分から
自分で主体的に取り組むことができるよう、支
援に努めていきたい。
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