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平成 28年度附属校・公立学校との連携事業成果報告会報告書の刊行にあたって～ 
 
 

地域教育支援室長   富田 晃彦 
 
 
 和歌山大学教育学部では、平成 21年度より和歌山県教育委員会との連携協議会のもとに
「実践的地域共育推進事業」を始めました。並行して、和歌山大学オンリーワン事業（当

時）として、和歌山市教育委員会、岸和田市教育委員会、岬町教育委員会との間に「大学

近隣の市町村教育委員会・公立学校との連携推進事業」、そして附属小学校、附属中学校、

附属特別支援学校との間に「附属校との連携による実践的研究・実践的教育活動」を実施

し、これらは翌平成 22 年度より「実践的地域連携教育推進事業（附属・公立）」としてま
とめました。「実践的地域共育推進事業」および「実践的地域連携教育推進事業（附属・公

立）」は、地域に根差した教育学部としての核になる活動として位置付けてまいりました。

連携の研究課題は多方面にわたり、連携先も年度を追うごとに多方面にわたってまいりま

した。これらの研究活動は、教育実習、学生のボランティア活動、学校現場での研修など

とも連携してまいりました。地域を支え、地域に支えられる大学として、こういった活動

の継続が大切であることは言うまでもありません。 
 今年度も 40件を超える研究課題が立ちました。そして共同先も、多くの学校・園・研究
会と広がってまいりました。今年度はあらためて、附属小学校、附属中学校、附属特別支

援学校との共同研究に焦点を当てた全体会を予定しております。後半は教科や分野・領域

別の分科会を予定しております。この成果報告会の機会を利用し、教育や研究のための新

しい基盤が芽生えてくるのなら、報告会をお世話する側として大変うれしいことです。 



  

和歌山大学教育学部 

平成28年度附属校・公立学校との連携事業成果報告会実施要項 

（案） 

 

和歌山大学教育学部は和歌山県教育委員会との連携協議会、そして和歌山市教育委員会

との包括的な連携協定、さらに多くの教育委員会との連携を充実させ、学校課題の研究や

教育実習・ボランティア派遣・現職研修などで、幅広く連携協働を深めてきました。この

度、下記の通り、今年１年の大学と学校などとの連携活動について成果報告会を開催しま

す。前半の全体会では、今年度は特に附属校との共同研究に焦点を当てての講演となりま

す。後半は9つの分科会にわかれて深い議論をいただきますが、分科会間の連携・つながり

も忘れるわけにまいりません。分科会の時間の後半は、互いに分科会間を自由に行き来し

て、この成果報告会で、新しい連携・つながりを作っていただければと思います。皆様お

誘い合わせの上、多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

１ 日  時  平成２９年２月１８日（土）13時30分～16時30分 

２ 会  場  和歌山大学教育学部 講義棟 Ｌ－１０１教室（第一部） 

                     Ｌ－１０１～Ｌ２０３教室 他（第二部） 

〒640－8510 和歌山市栄谷９３０ 

TEL：073（457）7239 FAX：073（457）7452 

 

３ 受入人数  約200名 

４ 参加対象  和歌山大学教育学部教員、連携公立学校教員、附属学校教員、和歌山県教

育委員会、和歌山市教育委員会、岸和田市教育委員会、岬町教育委員会、

和歌山大学教育学部学生、和歌山大学大学院教育学研究科大学院生、 

各幼・小・中・高等学校・特別支援学校、その他教育関係者 

５ プログラム 

 

13：00 受付（教育学部講義棟 Ｌ－１０１教室前） 

 

      第一部 会場（Ｌ－１０１教室） 

      （司会：和歌山大学教育学部教授 富田 晃彦） 

 

13：30 開会挨拶   和歌山大学教育学部長   永井 邦彦 

13：30 来賓挨拶   和歌山大学理事      池際 博行 

 

13：40 全体会代表口頭発表（予定） 

 

(1) 連 携 学 校：和歌山大学教育学部附属小学校 

口頭発表者：則藤 一起（附属小学校） 

研究代表者：林 修 

テーマ「小学校体育科におけるボールゲームの授業改善による取り組み」 

―高学年「ボール運動」領域を対象として― 

 

(2) 連 携 学 校：和歌山大学教育学部附属中学校 

口頭発表者：山口 康平（附属中学校） 

研究代表者：谷口 知美 

テーマ「一日授業研究プラン」による即日の授業改善 



(3) 連 携 学 校：和歌山大学教育学部附属特別支援学校・小学校・中学校

口頭発表者：一ツ田 啓之（附属特別支援学校）

研究代表者：武田 鉄郎

テーマ「附属三校のクラスターの活用と合理的配慮に基づく支援について」

14：40 来賓挨拶 和歌山県教育委員会教育長 宮下 和己 

（来賓挨拶は、予定変更となることもございます） 

14：50　休 憩 

第二部 会場（Ｌ－１０１～Ｌ２０３教室 及び 成形実習室） 

15：00 各研究テーマ別９分科会（41テーマ） 

１ 国語教育 ４ 保健体育教育  ７ 家庭科教育 

２ 社会科教育 ５ 音楽教育 ８ 特別支援教育 

３ 算数・数学・理科教育  ６ 美術教育 ９ 授業づくり・協同学習 

16：30 終了 

６ 参加申込み等（研究代表者の先生方へのご連絡） 

○参加申込み

・申 込 先    

  和歌山大学 教育･地域支援部門 地域教育支援室 

 FAX：（073）４５７－７４５２ 

Ｅ-mail：rietana@center.wakayama-u.ac.jp 

・申込期限：平成２９年２月８日（水）

※いずれも、所属先、役職名、氏名、参加希望分科会をご記入の上、ＦＡＸまたは

電子メールでお申し込みください。

○参加費：無料

○お問い合わせ先

〒640-8510 和歌山市栄谷９３０ 和歌山大学 教育･地域支援部門 地域教育支援室

TEL  073-457-7239 FAX  073-457-7452 

７．その他 

○各実践研究課題の活動概要報告書をまとめた報告書集を当日配付します。

主催： 和歌山大学教育学部

共催： 和歌山県教育委員会

和歌山市教育委員会



研究代表者名 実践研究課題 連携先 新・継 頁

第1分科会 国語教育　分科会

菊川　恵三
百人一首カルタ「セレクト20」を用いた小・中学校の実践的国語授業研究
小・中学校の実践的国語授業研究　連携事業報告書

*1：有田川町立吉備中学校
*2：和歌山市立藤戸台小学校
*3：和歌山市立高松小学校
*4：和歌山市立浜宮小学校
*5：附属小学校

継 1

須佐　宏 児童の特性を生かした児童が主体的に学ぶ国語科単元の開発 附属小学校 新 3

須佐　宏 国語科授業充実のための学校図書館活用 和歌山市立四箇郷小学校 新 8

丸山　範高 高等学校国語科授業改善のための、現職教員・大学教員・大学学生の学び合いに関する研究 和歌山県立和歌山北高等学校 新 13

第2分科会 社会科教育　分科会

岩野　清美 「中学校社会科授業の改善　～思考力の育成を目指して～」

海草地方中学校社会科教育研究会
*1：海南市立第三中学校
*2：海南市立海南中学校
*3：海南市立亀川中学校
*4：海南市立巽中学校
*5：海南市立東海南中学校
*6：海南市立下津第一中学校
*7：海南市立下津第二中学校
*8：紀美野町立野上中学校
*9：紀美野町立美里中学校
*10：紀美野町立長谷毛原中学校

継 17

岩野　清美 「中高連携に基づく中学校社会科の授業改善　～アクティブ・ラーニングを通して～」 和歌山県立日高高等学校附属中学校 新 20

海津　一朗 「和歌山らしい学び」のための地域教材の開発と活用
－歴史探訪フィールドワークの創設－

*1：和歌山市立和歌山高等学校
（定時制）
*2：附属中学校

継 24

島津　俊之 「ヒト・モノ・コト」の視点からみた高校生の地域問題探究手法の開発 和歌山県立熊野高等学校 継 29

山口　康平
（※附属中学校教員）

「1日授業研究プラン」による即日の授業改善 附属中学校 新 35

第3分科会 算数・数学・理科教育　分科会

石塚　亙 インクルーシブ教育を視野に入れた特別支援学校における理科実験の授業 附属特別支援学校 継 41

片 岡  啓 「中学校数学授業研究」平成28年度概要

*1：有田市立保田中学校
*2：有田市立箕島中学校
*3：有田市立文成中学校
*4：有田川町立吉備中学校
*5：有田川町立金屋中学校

継 43

片 岡  啓 子どもの思考を深める算数教材開発の研究 附属小学校 継 45

富田　晃彦 校内研、小大逆転 附属小学校 新 47

富田　晃彦 天文教育、小大連携 岬町立多奈川小学校 新 54

第4分科会 保健体育科教育　分科会

林　　修
小学校体育科におけるボールゲームの授業改善への取り組み
ー高学年「ボール運動」領域を対象としてー

附属小学校 継 55

村瀬　浩二
内発動機付けを高める戦術学習の授業実践
ーハンドボールを教材として－

和歌山市立藤戸台小学校 新 60

本山　貢 附属学校における保健室の役割と効果および課題について
*1：附属小学校
*2：附属中学校
*3：附属特別支援学校

継 62

本山　貢 子どもの体力評価および体力向上支援に関する研究

*1：岬町教育委員会
*2：岬町多奈川小学校
*3：岬町深日小学校
*4：岬町淡輪小学校

新 67

矢野　勝
お互いに教え合える柔道授業の実践的研究
－斜め後受身と横転受身学習プログラムからの検討－

附属中学校 継 72

第5分科会 音楽教育　分科会

大元　和憲 学校教育に於ける声楽的発声の有効性と模索 和歌山大学教育学部附属中学校 新 75

小寺　香奈 小学校における金管楽器指導法の開発 海南市立加茂川小学校 継 77

山名　敏之 チェンバロを用いた小学校鑑賞教育研究 和歌山市立藤戸台小学校 継 82

目　 　次



研究代表者名 実践研究課題 連携先 新・継 頁

目　 　次

第6分科会 美術教育　分科会

永守基樹 [絵画･以降]の時代における絵画教育カリキュラムの開発

*1：和歌山県立田辺高等学校
*2：和歌山県立粉河高等学校
*3：和歌山市立雄湊小学校
*4：和歌山市立有功中学校
*5：附属小学校
*6：附属中学校

新 85

第７分科会 家庭科教育　分科会

赤松　純子
レジリエンスを育む授業実践
－日常における個人的ストレスへ適応について－

和歌山県立南紀高等学校 新 89

今村　律子
生活に生かせる力をつける授業の創造
－衣生活授業の構築及び他領域との関連づけ－

智辯学園和歌山中学校 継 90

村田　順子 中学校家庭科授業研究
*1：新宮市立光洋中学校
*2：新宮市立緑丘中学校
*3：太地町立太地中学校

継 91

山本　奈美 温熱環境に着目した小学校家庭科の授業研究 岸和田市小学校教育研究会家庭部会 継 93

山本　奈美 「清掃」を題材とした授業づくり 東牟婁地方小学校家庭科研究会 継 94

山本　奈美 附属学校と連携した被服製作実習における学生の指導力向上の取組 和歌山大学教育学部附属小学校 新 95

第8分科会 特別支援教育　分科会

赤松　純子
特別支援学校における食と健康に関する指導の工夫
―外部講師との効果的な連携のための打ち合わせシート作成―

附属特別支援学校 継 97

上野　智子 中学校特別支援学級における音楽療法的視点を取り入れた「自立活動」の展開 有田川町立吉備中学校 継 100

菅　道子 特別支援学校における音楽科授業の工夫と改善 附属特別支援学校 継 103

武田　鉄郎
附属三校のクラスターの活用と合理的配慮に基づく支援について
－附属三校コーディネーターの会を通して－

附属特別支援学校
*1：特任助教附属三校相談
*2：附属小学校
*3：附属中学校
*4：附属特別支援学校

継 105

武田　鉄郎 軽度の知的障害や発達障害のある生徒の内面を重視した指導法に関する研究
和歌山大学教育学部附属特別支援学
校

継 107

林　　修 知的障害のある生徒への性に関する個別指導用教材作成の試み 附属特別支援学校 継 111

山﨑　由可里 生徒の自立心の育成を主眼とした高等部カリキュラムの改善 附属特別支援学校 継 114

第9分科会 授業づくり・協同学習　分科会

江利川 春雄 協同学習を取り入れた中学校英語科の授業改善 和歌山大学教育学部附属中学校 新 117

尾上　利美 小学校外国語活動の充実－小中連携・接続、教科化を視野に入れて- 和歌山市立城北小学校 継 121

越野　章史 高等学校での「学びの共同体」方式による授業改革の課題と展望 和歌山県立南部高等学校 継 126

谷口　知美
教員の授業力の育成と学校づくりに関するコンサルテーション
　「授業づくり」を基盤とした「学校づくり」
　〜生徒が中心の授業づくりを目指して〜

紀の川市立貴志川中学校 継 128

丁子　かおる
語り合いから和歌山における保幼小をつなぐ
－保育実践からの検討－

*1：和歌山市立加太小学校
*2：和歌山市雑賀崎小学校
*3：和歌山市立高松小学校
*4：和歌山市立紀伊幼稚園
*5：和歌山中央幼稚園
*6：じろうまる保育園
*7：かぜの子保育園
*8：児童発達支援センター　ひまわり園

継 132

（ ）
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2017.1.30 
平成 28 年度 百人一首カルタ「セレクト 20」を用いた 

小・中学校の実践的国語授業研究 連携事業報告書 

和歌山大学 菊川恵三 

【ねらいと背景】 
この事業は、和歌山大学国語教室で開発した百人一首カルタ「セレクト 20」を、実際の

学校現場で活用することで、授業の活性化をはかることである。これまで石垣中学（今年

から吉備中学）の石原由起子教諭を中心に進めてきたが、今年からは小学校 4 校（附属、

藤戸台、高松、浜の宮）を加え、一気に量的拡大を図った。 
これは、これまでの経験を通して「カルタ実践・カルタ作り＋色紙作り＋カルタ大会」

の３回（3 日合計 6 時間）というパターンが定着してきたこと、児童教育と国語のゼミ生が

協力して各学校で実践できる力量がついてきたことによる。 

【実施状況】 
 本年度の参加校と実施状況については、以下に一覧表として示した。 
平成 28 年度百人一首カルタ実践校一覧 

学校名 担当教諭 

学年･ｸﾗｽ 

主担当学生 

と協力者 

実施日時と内容 特徴・反省 

１ 附属小 中岡先生 

4年Ａ組 

渡邊＋菊川 ① 11.1：カルタ実演と

製作

② 11.15：色紙

・昨年の経験者多し

・都合によりＡ組の

み 

２ 藤戸台小 藪脇先生 

3年 5 ｸﾗｽ 

廣田＋児童

教 3回生 

① 11.8：カルタ実演と

製作

② 11.18：色紙作り

③ 11.21：カルタ大会

・キット 180組

・国語Ｂ学生の参観

・カルタ大会は要検

討 

３ 高松小 3年 2 ｸﾗｽ 

4年 2 ｸﾗｽ 

井上＋国語

3回 

① 12.8：カルタ実演と

製作

② 1.12：色紙作り

③ 1.19：カルタ大会

4年は昨年ｾﾚｸﾄ 20経

験。今年はｾﾚｸﾄ 40

とし 2年で一回。 

４ 浜の宮小 福本先生 

4 年 3 クラ

ス 

黒崎・渡邊

小崎・廣田

＋菊川・�

回生 

① 1.13：カルタ実演と

製作

② 1.20：色紙作り

③ 1.27：カルタ大会

・今年初めて
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５ 四ヶ郷北

小 

増田先生 

3 年２クラ

ス 

廣田＋菊川 ① 12.13：カルタ実演

と製作

② 1.19：色紙作り

・今年初めて

６ 吉備中 三木先生 

1.2 年全 10

クラス

植村＋国語

3.4回 

① 10.26/10.27 カ ル

タ実演と製作

②   

・大量のキット 250

組 

・いろはうた・平家

物語の群読 

（注）５「四ヶ郷北小」は今回の連携事業の締切ののちに要請があり参加した。 

○参加校

小学校５校、中学校１校 
○クラス数と児童・生徒数

小学校 15 クラス 約 450 名  中学校 10 クラス 約 300 名 
○学生参加者

小学校延べ 20 名（7 名×２回～４回） 中学校延べ 5 名 

上記のように、実施クラス数が最大になり、延べ 700 名を越える児童・生徒に「セレク

ト 20」によるカルタを実施した。

浜の宮と四ヶ郷北は今回初めてだったが、カルタ・色紙・大会を終えることができ、現

場の先生方から好評だった。藤戸台は学年全体で取り組むのは昨年に続き 2 年目で、担任

団は全く違うが、前年度の経験が生かされておりスムーズに対応できた。 
高松小学校は昨年度実施の 3 年生が好評だったので、3 年と 4 年で実施した。連続になる

学年は「セレクト 40」とし、百人一首に加え「和歌の浦に潮満ちくれば」の赤人歌を採用

した。これは、地元の万葉名歌なので、やがてふるさと学習につながっていく可能性も出

てきた。 

【学生の成長】 
大きな問題がなく無事に実施できたのは、現場の先生たちの協力と共に、3.4 回生の学生

たちが上級生から下級生への受渡しがうまくいっていることによる。 
現場教員と協力するだけでなく、学生を積極的に授業に出すことで、自分の授業として

しっかり準備するとともに、現職教員との打ち合わせなどを通して、社会人としての振る

舞いができるようになった。これは３・４回次の教育実習をとおして身につけたコミュニ

ケーション力が一層磨かれているといえる。

ちなみに、これに参加したゼミ 4 回生 5 名は教員採用試験（小２、中１、高２）に合格

している。 
以上 



─ 2 ─ ─ 3 ─

５ 四ヶ郷北

小 

増田先生 

3 年２クラ

ス 

廣田＋菊川 ① 12.13：カルタ実演

と製作

② 1.19：色紙作り

・今年初めて

６ 吉備中 三木先生 

1.2 年全 10

クラス

植村＋国語

3.4回 

① 10.26/10.27 カ ル

タ実演と製作

②   

・大量のキット 250

組 

・いろはうた・平家

物語の群読 

（注）５「四ヶ郷北小」は今回の連携事業の締切ののちに要請があり参加した。 

○参加校

小学校５校、中学校１校 
○クラス数と児童・生徒数

小学校 15 クラス 約 450 名  中学校 10 クラス 約 300 名 
○学生参加者

小学校延べ 20 名（7 名×２回～４回） 中学校延べ 5 名 

上記のように、実施クラス数が最大になり、延べ 700 名を越える児童・生徒に「セレク

ト 20」によるカルタを実施した。

浜の宮と四ヶ郷北は今回初めてだったが、カルタ・色紙・大会を終えることができ、現

場の先生方から好評だった。藤戸台は学年全体で取り組むのは昨年に続き 2 年目で、担任

団は全く違うが、前年度の経験が生かされておりスムーズに対応できた。 
高松小学校は昨年度実施の 3 年生が好評だったので、3 年と 4 年で実施した。連続になる

学年は「セレクト 40」とし、百人一首に加え「和歌の浦に潮満ちくれば」の赤人歌を採用

した。これは、地元の万葉名歌なので、やがてふるさと学習につながっていく可能性も出

てきた。 

【学生の成長】 
大きな問題がなく無事に実施できたのは、現場の先生たちの協力と共に、3.4 回生の学生

たちが上級生から下級生への受渡しがうまくいっていることによる。 
現場教員と協力するだけでなく、学生を積極的に授業に出すことで、自分の授業として

しっかり準備するとともに、現職教員との打ち合わせなどを通して、社会人としての振る
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附属校・公立学校との連携事業活動概要報告書 

【実践研究課題】児童の特性を生かした、児童が主体的に学ぶ国語科学習単元の開発 

【研究代表 者】須佐 宏（和歌山大学教職大学院） 

【協同研究 者】湯浅明菜（附属小学校）、中村正雄（附属小学校） 

【活動の概 要】 

附属小学校の国語科部では、「つながり」を研究のキーワードとし、言葉のつながり，他

者とのつながり，学習のつながりを意識した学習になるよう研究を続けてきている。今年

度は、特に子供のたちと学習のつながりに重点を置いて研究を進めており、導入段階で「知

りたい」「読みたい」「伝えたい」と思えるような教材、課題に出合い、本時や単元の終わ

りまで、その意欲を持ち続けられるような学習を展開したいとの思いをもって取り組んで

いた。そこで、児童の実態を的確に捉え、児童が主体的に学びへと向かえるような学習単

元を一緒に構築していくことにした。ここでは、5年生担任の湯浅明菜教諭の取り組みと中

村正雄教諭の取り組みを取りあげて報告することにする。 

【活 動 報 告】 

 湯浅教諭は、和歌山市の小学校で新規採用され、教職５年目に附属小へ赴任して 6年目。

国語科の授業づくりにも慣れ、少し余裕も感じられるようになってきた中堅教員。中村教

諭も湯浅教諭同様に教職 5 年目に附属小へ赴任し、附属小では 2年目の若年教員。キャリ

アの違いはあるが、二人とも熱心に教材研究に励み、須佐研究室や附属小学校の教室、学

年ブース等で単元構想や教材についての相談を重ね、メールや電話でのやり取りもしなが

ら単元開発に取り組んだ。二人に話してきたのは、子供の実態と教材の魅力をつかみ、教

材を自分のものにしてから子供たちを教材と出会せること。そうすることによって子供た

ちが持った興味・関心をそのまま主体的に活動できる「言語活動」へと誘うことができる

からである。以下に今年度、湯浅教諭、中村教諭が取り組んだ授業実践と授業後の振り返

りの一部を紹介する。

《湯浅実践について》 

[単元名] 「古典を読んで『イイね！』あなたは共感できる？共感できない？」 

[教材名] 声に出して楽しもう 古典の世界（一）（光村図書 5年） 

[単元の概要] 

「イイね！」というのは５A で使っている言葉であり、自分が「いいな」と感じることや、

共感できることに対して使っている。自分と教材、自分と友だちとを比べながら、その根

拠について考え、伝えようとする力を育てていきたい。 

授業では、「イイね！」を合言葉に、清少納言が言う春、夏、秋、冬の良さに共感できる

かできないかを考えることから始める。その中で、歴史的仮名遣い、「やうやう」「をかし」

のような古語など、現代文との違いにも気づくことができるであろう。また、思わず声に

出して読んでみる姿も見られるであろう。そのような“子どもの言葉”をとらえ、古典作

品の大きな魅力である言葉やリズム、響きの楽しさへとつなげたい。 

本単元の前に、「季節の言葉１」の学習として、春らしいと感じるものや様子について考

え、春から初夏についての俳句を読んだり、詠んだり（自分で作ったり）した。俳句を扱 

ったのは、自分がいいなと感じる四季の風景を切り取ることをたくさん経験させたいと考

えたからである。 

春らしいものを挙げた時には、植物、行事、気候など、自分たちの経験を呼び起こしな

がら言葉を挙げた。そして、「どうぶつ俳句」や小林一茶の「雪溶けて 村いっぱいの 子

どもかな」の俳句を読んだ。子どもたちは、自分のもつ春へのイメージと重ねたり、筆者
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が動物であるという設定や、小林一茶が

長野出身であることを根拠にしたりしな

がら、俳句の中身を予想することを楽し

んだ。さらに、学校の屋外や和歌山城へ

出て俳句を詠んだ。学習を始めた頃は「難

しそう」と創作に対して後ろ向きであっ

た子も、いくつかの俳句を読み、自分で

詠み、友だちの俳句を読む経験を重ねる

ことで、和歌山城へ出かける際には「俳

句作るのが楽しみ」と言うまでになって

いた。単元計画は次の通りである。 

 

[単元計画]※第 2単元 

第１時 夏・秋・冬のいいなと思うところを考える。 

第２時 「枕草子」で清少納言の季節の感じ方を読む。（本時） 

 第３時 「枕草子」「竹取物語」「平家物語」「徒然草」「おくのほそ道」から、音読した

いものを選ぶ。 

第４・５時 選んだ作品の中から共感したところについて話し合う。 

 [実践の振り返り] 

年間を通し、「イイね」という言葉を用い、共感できるかどうかを考えてきた。それによ

り、その教材や人物について理解を深めようと読んだり、自分の考え方に照らし合わせた

り比較したりしながら学習しようとする姿が見られた。 

｢枕草子｣を読む時間には、意味について話す時間をとりすぎた。子どもが言葉に敏感に

反応していたためでもあるが、細かい意味について話しすぎないようにするべきであった。

音の響きに楽しむことも古文の魅力の一つであり、声に出すことをもっと多く経験させて

おきたい。音読に自然につなげる課題が必要である。 

子どもたちは、「枕草子」を読んで分かる言葉や、挿絵を頼りにしながら話し合って想像

をふくらませ、「やうやう」など言葉の響きによって、自分が「イイね」と思う部分を選ん

だ。授業では、古典と自分という遠く

離れていたように思えるものが、授業

で想像をふくらませながら話し合い、

自分が共感できる部分はないかと考え

た。そのようにすることで、「枕草子」

という古典作品を自分に引き寄せて読

むことができた。学習を通し、子ども

たちは作者清少納言、「枕草子」で使わ

れている古語、歴史的仮名遣いに興味

をもつことができた。子どもと「枕草

子」や清少納言との距離は縮まったと

感じられた。 

 

単元を終えた際の子どもの感想の一部である。 

・昔の人みたいにかいたことがおもしろかったです。また「いとをかし」をたくさんい

れるようくふうしました。手くびが少しいたくなりました。 

・私はこの「もこゆ草子」を作るとき、清少納言さんみたいに、上手に書けるかなあと

思っていたけど、後で読んでみて、けっこういい感じに書けて、少しは満足しています。

清少納言さんの枕草子を、私はすごいと思います。なぜなら、私にはできないような表

現の仕方をしているからです。 

 私は、自分が書いた春夏秋冬をうまく書けていると思います。理由は、自分が思って

いるように書けたからです。 

・自分でマイ枕草子を作って、少し作るのがむずかしかったけど、自分ではけっこうい
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たちは作者清少納言、「枕草子」で使わ

れている古語、歴史的仮名遣いに興味

をもつことができた。子どもと「枕草

子」や清少納言との距離は縮まったと

感じられた。 

 

単元を終えた際の子どもの感想の一部である。 

・昔の人みたいにかいたことがおもしろかったです。また「いとをかし」をたくさんい

れるようくふうしました。手くびが少しいたくなりました。 

・私はこの「もこゆ草子」を作るとき、清少納言さんみたいに、上手に書けるかなあと

思っていたけど、後で読んでみて、けっこういい感じに書けて、少しは満足しています。

清少納言さんの枕草子を、私はすごいと思います。なぜなら、私にはできないような表

現の仕方をしているからです。 

 私は、自分が書いた春夏秋冬をうまく書けていると思います。理由は、自分が思って

いるように書けたからです。 

・自分でマイ枕草子を作って、少し作るのがむずかしかったけど、自分ではけっこうい

い枕草子ができたかなと思います。 グループの子にも、これけっこういいねと言って

もらえたから、こういうふうに作ればいいんだなと思いました。清少納言はこんなにた

くさんよく作れたなとびっくりしました。また、もっとつくりたいです。 

・夏がとくに風景をひきだせたと思います。すごく春夏秋冬のいいねがいっぱいでてき

たので、すごいなと思いました。昔の言葉をいっぱい書きました。 

・かいてみて、思った以上に書くのがむずかしかったです。でも、文が出来上がって、

見て見ると、思った以上にうまくできていて、すごくうれしかった。 

 ほかにも「家での休日」のこととか、「学校のこと」とか、いろいろなことを書いて、

家でマイ枕草子だい２だんをつくって、また友だちに見せたいと思いました。 

創作に対して「何書いたらいいか分からない」「むずかしい」「はずかしい」と言って敬

遠していた子どもたちが、進んで創作しようとするようになった。見たことを５・７・５

音や文章で表現することを楽しむ姿が見られた。自分の心が動いた景色や一瞬を切り取る

ことの楽しさを味わっていた。書く活動に苦手意識を持つ子が、俳句作りやマイ枕草子づ

くりには進んで、かつ楽しそうに取り組んだ。身近なこと（季節、校外学習）を題材とし

たことも、全員が意欲的に取り組むことができた要因の一つであると考えられる。 

第１単元と第２単元を設定、関連させ、子どもの意識の流れをつなげ、自然な流れで第

２単元に入ることができた。しかし、子どもの意識としては、ずっと同じことをやってい

る感じもあった。 

単元計画段階で、第１単元と第２単元をつなげようとしたため、本実践では、第２単元

で「枕草子」のみを扱うよう、学習を展開した。教科書には「平家物語」など他の古典文

学作品もいくつか掲載されている。それらの教材については、５年生での学習が古典文学

との入口であるととらえていることからも、別の単元として機会を設けて学習したい。 

 

《中村実践について》 

[単元名]がまくんとかえるくんの世界を楽しもう こだわり２Ａ音読たい 

[教材名]『お手紙』（アーノルド＝ローベル作・絵 三木卓訳 光村図書 2年下） 

[単元の概要] 

本単元では「並行読書した作品について音読劇をする」という目標を子どもたちに意識

させた上で本教材「お手紙」を扱う。音読劇の設定には以下の理由がある。１つ目は音読

劇を通して学習意欲を高めることである。今までも宿題としてほぼ毎日の音読を通し、中

にはこだわりを持って読む子や何回も繰り返して読む子どももいる。｢こんな風に読んだ

よ。｣｢こんなに頑張ったよ。｣｢もっと読みたいよ。｣という子どもたちの気持ちを授業につ

なげていきたい。２つ目は音声言語化することでイメージしやすくなり、がまくんやかえ

るくんの様子や心情を確認することが出来ることである。大事に音読するところを意識す

ることで文章に戻り、思考を深めることが出来ると考える。 
今回の単元では｢選りすぐり｣という言葉を子どもたちに親しみやすい｢こだわり｣として

扱う。音読劇では子どもたち一人一人にこだわりをもって取り組ませたいと考えている。

こだわりを持つことで物語に寄り添いながら学習することができると考えるからである。

ここで子どもたちに持たせたいこだわりは、大事にしたい文を決めるこだわり、決めた文

を工夫するこだわり、シリーズの中から好きな作品を選ぶこだわりである。 
大事にしたい文とは｢お手紙｣の中で心に残ったところ、がまくんやかえるくんの気持ち

がよくわかるところである。２年Ａ組ではこだわりポイントとして取り扱っている。｢こだ

わりポイント｣を選ぶには登場人物に着目し、想像を広げていく必要がある。また、『こだ

わりポイントを３つ選ぶ』ことによって、より焦点を絞って場面の様子や登場人物の心情

に着目することができると考える。 
決めた文を工夫するこだわりでは、こだわって決めた文をどのように工夫して音読する

のかという事に焦点をあてていく。単に全文を音読するだけでなく、自分がこだわって選

んだところには場面の様子やがまくん、かえるくんの気持ちが表れる。音読を通して｢○○

だから△△読んだよ｣と根拠を持って音読できるように指導していきたい。 
シリーズの中の好きな作品を選ぶこだわりとは、並行読書する中で自分がもっとも好き

な作品を選ぶことであることである。全２０話ある中から教師による読み聞かせや読書を
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していく中で音読劇をしていきたい作品を選ぶ。事前に読み聞かせを数話しておき、好き

な話を選んでおく。読み進めていくうちにより好きな作品に出会うかもしれない。子ども

たちが「このお話を音読したい」とこだわりをもって作品に触れる姿を願っていた。 
子どもたちが考え、選んだこだわりは掲示物を通して視覚化した。視覚化することで教

材とのつながりや友だちの考えとつながりが広がっていき、新たな問いの創出に繋がる。

そして、教師が子どもたちの考えや変化をみとっていく。そうすることによって、子ども

たちの交流の中で新たなこだわりや広がり、深まりが出てくると考えた。１人１人のこだ

わりを見出し認めていくことで、子どもの「もっと読みたい」「うまく音読したい」を引き

出したいと考えていた。 
 

[単元計画] 

   主な学習活動 主な留意点と評価 

学
習
の
見
通
し
を
も
と
う 

第
一
次 

第１時 教師が｢お手紙｣を音読し、音読

劇への興味を持たせる。 

感想を交流し合う。 

【関】音読劇を行うことに感心を

もち、音読の工夫を考えながら学

習に取り組もうとしている。（発

言・ワークシート） 

第２時 学習課題を設定し、学習の見通

しを立てる。 

【読】物語の内容について想像

し、学習の見通しを立てている。

（発言・ワークシート） 
【関】自分のお気に入りの話を選

んでいる。 

｢

お
手
紙｣

の
こ
だ
わ
り
ポ
イ
ン
ト
を
交
流
し
よ
う 

第

二

次 
 

第３時 ｢お手紙｣クイズを通しておおま

かな内容をつかむ。 

【読】場所、登場人物、出来事な

どに注意して物語の大筋を読み

取っている。 
（発言・ワークシート） 
 
 

第４時 登場人物の気持ちが伝わるよう

なこだわりポイントを探す。 
【読】人物の様子や気持ちが想像

できるところを探している。 
（発言・ワークシート） 

第５時 がまくんが不幸せな気持ちで待

っている場面のこだわりポイン

トを交流する。 

【読】がまくんやかえるくんの様

子や行動、会話などから物語を想

像して音読している。 
（発言・音読・ワークシート） 

第６時 
 

かえるくんがかたつむりくんに

お手紙を出す場面のこだわりポ

イントを交流する。 

【読】がまくんやかえるくんの様

子や行動、会話などから物語を想

像して音読している。 
（発言・音読・ワークシート） 

第７時 
【本時】 

がまくんとかえるくんがお手紙

について会話のやり取りをして

いる場面のこだわりポイントを

交流する。 

【読】がまくんやかえるくんの様

子や行動、会話などから物語を想

像して音読している。 
（発表・音読・ワークシート） 

第８時 ２人が幸せな気持ちで座ってい

る場面のこだわりポイントを交

流する。 

【読】がまくんやかえるくんの様

子や行動、会話などから物語を想

像して音読している。 
（発表・音読・ワークシート） 

音読劇をしよう 

第

三

第９時 自分が選んでいる音読劇をした

い作品について登場人物の気持

【読】人物の様子や気持ちが想像

できるところを探している。 
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していく中で音読劇をしていきたい作品を選ぶ。事前に読み聞かせを数話しておき、好き

な話を選んでおく。読み進めていくうちにより好きな作品に出会うかもしれない。子ども

たちが「このお話を音読したい」とこだわりをもって作品に触れる姿を願っていた。 
子どもたちが考え、選んだこだわりは掲示物を通して視覚化した。視覚化することで教

材とのつながりや友だちの考えとつながりが広がっていき、新たな問いの創出に繋がる。

そして、教師が子どもたちの考えや変化をみとっていく。そうすることによって、子ども

たちの交流の中で新たなこだわりや広がり、深まりが出てくると考えた。１人１人のこだ

わりを見出し認めていくことで、子どもの「もっと読みたい」「うまく音読したい」を引き

出したいと考えていた。 
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感想を交流し合う。 

【関】音読劇を行うことに感心を

もち、音読の工夫を考えながら学

習に取り組もうとしている。（発

言・ワークシート） 

第２時 学習課題を設定し、学習の見通

しを立てる。 

【読】物語の内容について想像

し、学習の見通しを立てている。

（発言・ワークシート） 
【関】自分のお気に入りの話を選

んでいる。 

｢

お
手
紙｣

の
こ
だ
わ
り
ポ
イ
ン
ト
を
交
流
し
よ
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第

二

次 
 

第３時 ｢お手紙｣クイズを通しておおま

かな内容をつかむ。 

【読】場所、登場人物、出来事な

どに注意して物語の大筋を読み

取っている。 
（発言・ワークシート） 
 
 

第４時 登場人物の気持ちが伝わるよう

なこだわりポイントを探す。 
【読】人物の様子や気持ちが想像

できるところを探している。 
（発言・ワークシート） 

第５時 がまくんが不幸せな気持ちで待

っている場面のこだわりポイン

トを交流する。 

【読】がまくんやかえるくんの様

子や行動、会話などから物語を想

像して音読している。 
（発言・音読・ワークシート） 

第６時 
 

かえるくんがかたつむりくんに

お手紙を出す場面のこだわりポ

イントを交流する。 

【読】がまくんやかえるくんの様

子や行動、会話などから物語を想

像して音読している。 
（発言・音読・ワークシート） 

第７時 
【本時】 

がまくんとかえるくんがお手紙

について会話のやり取りをして

いる場面のこだわりポイントを

交流する。 

【読】がまくんやかえるくんの様

子や行動、会話などから物語を想

像して音読している。 
（発表・音読・ワークシート） 

第８時 ２人が幸せな気持ちで座ってい

る場面のこだわりポイントを交

流する。 

【読】がまくんやかえるくんの様

子や行動、会話などから物語を想

像して音読している。 
（発表・音読・ワークシート） 

音読劇をしよう 

第

三

第９時 自分が選んでいる音読劇をした

い作品について登場人物の気持

【読】人物の様子や気持ちが想像

できるところを探している。 

次 ちが伝わるようなこだわりポイ

ントを探す。 

（発言・ワークシート） 

第１０時 
第１１時 

ペアでこだわりポイントを話し

合い、音読劇の練習をする。 

【言】友達の紹介を聞いて、適切

な言葉を用いている。 
（発言・ワークシート） 

第１２時 グループ同士で音読劇を発表

し、アドバイスする。 

 

 

【読】友だちの読み方のよさを取

り入れたり、自分の読み方を改善

したりして、読み方を工夫してい

る。 
（観察・音読） 

第１３時 音読劇を発表し、振り返りをす

る。 

【読】場面の様子や登場人物の行

動に合った読み方を考えて音読

している。 
（音読・ワークシート） 

 

[実践の振り返り] 

本研究の成果としては以下の点がある。

まず自分が大事に音読したいところを明

確にすることで子どもたちの意欲に繋げ

ることができたことである。「自分だった

らこのように音読する」ということについ

て根拠をしっかり伝え合う活動がこだわ

りの音読に結びついた。次に、子どもたち

の音読への取り組みや工夫である。低学年

の読むことの目標は「語のまとまりや言葉

の響きなどに気を付けて音読すること」で

あるが、登場人物のことを考えて音読の表

現を工夫する姿が目立った。根拠を持つこ

とが音読の工夫へと繋がったことは大き

な成果であると考える。また、授業中、何人かに音読させることで、友だちとの音読を比べたり、

本文に戻ってがまくんやかえるくんの心情をおさえたりすることができた。この活動は並行読書

を活用することで「お手紙」以外のアーノルド＝ローベル作品にも目を向け、進んで読書をした

り、音読したりする姿を見ることが出来た。 
 課題としては、子どもたちが考えたこだわりポイントを授業の中で交流しきれなかったところ

にある。子どもたちが音読するために大事だと思ったところを授業の冒頭で前に視覚化したのだ

が、登場人物の心情面の読み取りに時間がかかりすぎて取り上げることができなかったところも

あった。子どもたちの意見を視覚化したところまでは良かったのだが、その後に共有化ができず、

深めることが出来なかったのは大きな反省である。せっかく自分のこだわりに根拠を持って選ん

だからこそ、もっと授業の中で紹介させてあげたかった。また、途中何人かにこだわりポイント

を音読してもらったが、もっと多くの子どもたちに音読をしてもらうことが重要だと感じた。そ

れは、友だちのこだわりポイントが音読上達のポイントになるからである。自分が選んでいない

こだわりポイントでも自ら声に出して読むことで音読上達に繋がるという切実感をもっと持た

せることが出来たのではないかと思う。個人の意見がクラス全体の学習に繋がるよう指導が必要

だと感じた。授業を振り返ってみてやはり個人の考えを全体で共有していくことの難しさを感じ

た。しかし、今回「２Ａこだわり音読たい」として音読の上達を目指すのであれば「いただきポ

イント」として友だちの意見が自分自身の上達にも繋がるというようにしていけばよいと思った。 
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附属校・公立学校との連携事業活動概要報告書 

 
【実践研究課題】国語科授業充実のための学校図書館活用 

 

【研 究代表者】須佐 宏（和歌山大学教職大学院） 

 

【協 同研究者】湯川泰成（和歌山市立四箇郷小学校） 

米田優介（和歌山市立四箇郷小学校） 

岡 恵子（和歌山市立四箇郷小学校） 

中村成子（和歌山市立四箇郷小学校） 

寺井隆文（和歌山市立四箇郷小学校） 

野尻剛史（和歌山市立四箇郷小学校） 

 

【活 動の概要】 

学校図書館司書が学校に配置されることによって、常時開放の促進はもちろん、学校図

書館司書の協力を得ながら国語授業を充実させることができれば魅力的な国語授業が増え、

国語力の向上が期待できる。しかし、これまで、和歌山市では学校図書館司書の専任配置

はなく、予算化による学校図書館司書の配置が切望されていた。四箇郷小学校は、これま

でも国語科の授業研究を続けてきている学校であるが、湯川泰成校長の赴任後、中村成子

研究主任が、自らの授業実践によって範を示しながら、研究を進めてきたことで、若年教

員の研究意欲も高まっていた。そんな折、和歌山市で初めて専任学校図書館司書となる岡

恵子教諭が、四箇郷小学校に配置されることになった。湯川校長から授業研究への助言依

頼を受けていたこともあり、学校図書館司書の岡教諭と国語科の授業を計画する学級担任

とが連携協力しながら国語科学習の充実を図れるよう単元づくりのスタート時から複数の

学年に関わりながら研究を進めてきた。ここでは、学校図書館司書との連携協力が進むき

っかけになった 6年生の取り組みの一部と 3年生担任の米田教諭が行った授業実践を中心

に報告することにする。 

  

【活 動 報 告】 

《連携協力のきっかけとなった実践『森へ』（星野道夫著 光村図書 6年）》 

 学校図書館司書として赴任した岡教

諭は、蔵書整理はもちろんのこと、精

力的に学校図書館の環境改善に取り組

んだ。カーテンの架け替えや季節感の

ある館内掲示、カウンターの移動や座

卓スペースの拡大など、子供たちにと

って魅力ある学校図書館へと様変わり

していった。その一方で、学級担任と

の連携については、なかなか一歩を踏

み出しにくい状況があった。学級担任

も何をどこまでお願いしていいのかが

わからず、動けずにいた。互いに気遣っていた学校図書館司書と担任の関係が密になり始

めたのは、今年度の研究授業が始まった 6月であった。最初に研究授業をした 6年生は、

新規採用から 2年目の田尻剛史教諭が、星野道夫著『森へ』（6年光村図書）を扱う授業を

計画していた。6年主任の寺井隆文教諭と野尻教諭は、この授業を通して、児童に紀行文の

魅力に触れさせ、最終的には、紀行文を書かせたいと考えていた。ただ、児童が教材とし

て紀行文を読むのはこれが初めてであり、児童には馴染みの薄い文体であった。そこで寺

井教諭と野尻教諭は、この機会に様々な紀行文に出会わせたいと考えた。しかし、手元に

はこのジャンルは少なく、ともに十分な資料や情報を持ち合わせていなかった。そこで、
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岡教諭に「野口健氏や三浦雄一郎氏などの冒険家が書いた紀行文をできれば学級の児童一

人一冊ずつ手にすることができるようにしたい。」という要望を伝えた。一見、無理難題と

も思えるような希望であるが、現教主任の中村教諭はそのアクションを大いに評価し、岡

教諭もまた、それに応えようと資料集めに奔走した。結果的に一人一冊には届かなかった

が、それに近い数の書籍が 6年生の教室に並べられることとなった。このことをきっかけ

に、各学年の国語科での単元開発に岡自身も積極的にかかわるようになり、両者の連携促

進による国語科授業の充実が進んでいくこととなった。児童の学び方に学校図書館司書と

学級担任の連携の効果が顕著に見られたのが 3年生の米田優介教諭が行った説明的文章「す

がたをかえる大豆」を扱った実践である。 

 

《米田実践について》 

[単元名] 「ねらえ！説明文大賞 ９歳で書く初めての『食べ物説明文』」 

[教材名] すがたをかえる大豆 （国分牧衛著・光村図書 3年下） 

[単元の概要] 

本教材は、大豆やその加工食品について書かれたもので、子どもたちにとっても身近な

ものである。身近なものとは言え、大豆の加工食品は、見ただけでは原料が大豆とは分か

らないものも多く、子どもたちにとっても新鮮な驚きをもたらす教材である。また、「次に」

「また」「さらに」「これらのほかに」という接続語を使い、読み手に大豆の“変身”を順

に明かしていくことで、読み手を引きつける効果もあり、大豆そのものの形からかけはな

れたものへと変身を遂げる事例の配置にも、筆者の工夫を見ることができる。さらに、他

の生物の力を借りた変身や、収穫時期や育て方の違いによる他の食品への変身においても、

事例の配置が工夫されている。写真と照らし合わせて読むということもでき、国語科だけ

ではなく、他教科にもわたって必要な力を養うことが期待できる教材であるとも言える。 

１学期に学習した説明的文章「言葉で遊ぼう」「こまを楽しむ」では、「段落」というも

のを知り、「はじめ・なか・おわり」の文章構成における「なか」の部分に例を並べた構成

を学習した。調査をし、報告文を書く「気になる記号」の学習では、リサイクルマークや

道路標識などの身近にある記号について調べ、①調べたきっかけや理由 ②調べ方 ③調

べて分かったこと ④感想 という構成に沿って報告する文章を書いた。その際、書いた

ものをペアで見合い、赤の付箋には「いいなと思ったところ・まねしたいところ」などの

称賛、緑の付箋には「もっと良くなるところ」のアドバイスを書いたり、「いいな」と思っ

たところには文章中に赤で線を引いたりし、お互いに添削し合った。手元に戻ってきた友

達からの評価をもとに清書をしたときには、友達から認めてもらえたことへの喜びや、よ

り良い文章を書けることの喜びを感じながら鉛筆を走らせている様子を見ることができた。

一方で、なかなか文書を書けない子、友達が書いた文章を見ても評価をすることが難しい

子など、支援が必要な子もいる。 

そこで、本単元では、「読むこと」の指導を《第一単元》、「書くこと」の指導を《第二単

元》（※[単元計画]参照）とし、「食べ物の変身を分かりやすく伝える」という言語活動を

設定した。図書資料の中から調べた、自分だけが知っている食べ物の変身をうまく伝えた

いという目的を明確に持つことで、《第一単元》では段落相互の関係や、指示語・接続語を

より主体的に捉えることができ、《第二単

元》では図書資料から集めた材料をもと

に、読み手に伝えやすい文章を書くとい

うことにつなげることが期待できる。ま

た、「気になる記号」の学習と同様に、書

いたものを友達と見合い、相互評価・相

互添削をすることで、意味のあるグルー

プ学習・ペア学習にするとともに、共に

学ぶ楽しさも味わわせたい。このように、

「読むこと」と「書くこと」を組み合わ

せることで、それぞれの狙いをより効果

的に指導しけると考えた。 



─ 10 ─ ─ 11 ─

活動」

 

図書

校図書

内容や

動、③

くこ

本の活

スを

 

第

り身近

身食品

マト

うこ

きるの

くさん

う気持

 

書

図書館

依頼

ても

の研究

書館や

そろ

食品

見た子

した変

めよ

いった

の満足

対す

食品に

極的に

 

第

明文」

いろな

」をより意味

書館司書と連

書館で行った

や、筆者国分

③相互添削を

と」の活動を

活用がスムー

くれることは

３時で子供た

近である米か

品があるかを

・カカオなど

とを伝えた。

のかな。」と

ん変身の本が

持ちを引き出

く指導に移っ

館へ行き、事

していた変身

らった。図書

究協力費で購

や県立図書館

えてくれた変

３５冊に及ん

子どもたちは

変身食品は本

うと、本へと

た。本の中に

足そうな顔か

る子供たちの

について調べ

に調べ、黙々

7時と第 8時

」を書いた。

なすがたにな

味のあるもの

連携を図った

た。学校図書

分牧衛さんの

をもとに清書

を学校図書館

ーズになると

は子どもたち

たちは、みり

からできてい

を考え、大豆

どの変身食品

。子どもたち

という不安の

があるという

出そうとした

った第４時に

事前に図書館

身食品の本を

書館司書が、

購入したり、

館から借りた

変身食品の本

んだ。これら

は、自分たち

本当かどうか

と一直線に向

に変身を見つ

からは、この

の意欲が窺え

べたのだが、

々とワークシ

時では、変身

。説明文を書

なる米」、教師

のにしようと

た本単元では

書館で行った

の説明文、教

書をする活動

館で行ったの

と考えたから

ちにとって大

りんやおかき

いるというこ

豆や米の他に

品を出させ、

ちの表情の中

の両方が見て

う話をしても

た。 

には学校

館司書に

を紹介し

大学と

市民図

たりして

本は、７

らの本を

ちの予想

かを確か

向かって

つけた時

の単元に

えた。第 4時

図書館司書

シートに食品

身食品につい

書く上では、

師自身が書い

文

最

を

た

品

元

ん

す

書

と考えた。

は、「書くこ

た活動は、①

教師が自作し

動 の３つで

のは、図書館

らである。図

大きな安心感

きが何ででき

ことに驚く様

に、とうもろ

その変身を

中には、「や

とれた。そ

もらい、子ど

時から第 6時

書の的確な指

品の変身を書

いて調べたワ

教材「すが

いた「食卓の

また、子ど

文章を書くこ

最後に「食べ

を設定した。

た上で、学級

品を３つ選ぶ

元の学習をし

んでもらい、

「３年１組

する。同じ学

らうという相

書く楽しみを

と」の指導は

①図書資料を

した説明文教

である。子ど

司書による本

図書館司書が

感となった。

きているか予

様子が見られ

ろこし・麦・

を国分さんみ

ってみたい。

こで、学校司

どもたちの「

時でこれらの

指導や助言が

書き留めてい

ワークシート

がたをかえる

のヒーローい

どもたちが読

ことができる

べ物説明文大

できた説明

級で読み合い

ぶ。これらを

している４・

最多投票を

食べ物説明

学校の年上の

相手意識を明

を持ち、単元

は、通常の教

を選び調べる

教材をもとに

もたちが苦手

本の提示や指

が本について

 

予想した。そ

れた。そこで

魚・牛乳・

みたいな説明

。」というワ

司書から、学

「早く本を見

の図書資料か

があるため、

いた。 

をもとに、初

る大豆」、教科

もの変身」を

読み手を意識

るように、単

大賞」を選ぶ

明文を無記名

い、ノミネー

を、すでにこ

・５・６年生

を得た最優秀

明文大賞」を

の先輩に読ん

明確にするこ

元の中での

教室ではなく

る活動、②調

に説明文を書

手意識を持つ

指導がしやす

て的確なアド

そこでは、大

で、他にどん

肉・たまご

明文にしよう

ワクワク感と

学校図書館に

見てみたい。」

から自分の選

子どもたち

初めの「食べ

科書の例文

を参考にさせ

識して

単元の

ぶ活動

名にし

ート作

この単

生に読

秀作品

を決定

んでも

ことで、

「書く

く、学

調べた

書く活

つ「書

すく、

バイ

豆よ

な変

・ト

とい

、「で

にもた

とい

選んだ

は積

べ物説

「いろ

せた。



─ 10 ─ ─ 11 ─

ここでも図書館司書の指導補助があったため、クラス全員が、調べたワークシートをもとに

説明文を書くことができた。 

相互添削の後の清書は再び学校図書館で

行った。友達からの色ペンでのアドバイスや

自分の訂正メモをもとに、二度目の説明文を

書いた。さらに調べた方が良いと思った児童

は本を手に取り、必然性のある調べ学習を行

っていた。図書館司書もはじめの説明文を書

いている子どもの様子をみとった上で必要

な資料を紹介したり、児童の求めに応じて指

導に入ったりした。児童はそれぞれの説明文

の改良に取り組み、どの子も納得のいく説明

文を書き上げることができた。 

 

[単元計画] 

 
[実践の振り返り] 

  学校図書館司書と担任教員との連携による国語科授業の充実について研究を進めてき

たが、今回の実践では、両者の連携として 5 つのことを実践することができた。1 つ目は、

事前のアンケート調査による児童の実態の共有である。学級担任として、これから始めよ

うとする学習に対するレディネスをチェックすることはある。その情報を学校図書館司書

が共有することで、より児童に寄り添ったかかわりをすることが可能になった。2 つ目は、

学校図書館で学習をするまでの学習の流れを共有することである。実際、岡は、前時まで

の国語授業を見学に訪れ、授業者の意図を把握するとともに、児童の学習の様子を実際に

観察することで支援の在り方を想定することができた。3つ目は、調べ学習に必要な資料の

準備である。事前の授業を参観することで、授業者の意図がわかるため、授業者の意図を

くんだ資料選びができるようになった。4つ目は、学校図書館で行う授業の中でのサポート

である。前時までの授業の流れの中で行っている児童の活動に対し、ティームティーチン

グのＴ２のようなかかわりも可能であった。5つ目は、単元終了後に行った学びのアンケー

トの集計サポートである。児童の授業に深くかかわることで、児童の変容を見極めること

は、学校図書館司書としての関わり方の評価を得ることにもなった。 
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高等学校国語科授業改善のための、 

現職教員・大学教員・大学学生の学び合いに関する研究  

 

研究代表者：和歌山大学教育学部  丸山範高  

共同研究者：和歌山県立和歌山北高等学校 野口勇太  

授業づくりの基本方針  

●ことばの学習の確実な授業を目指す。  

●生徒の学びに依拠した授業を目指す。  

１．国語科授業実践を取り巻く課題状況  

 本研究の目的は、上述の２つの基本方針のもと、初任期高校教員・大学教員・教員志望

学生が、授業の構想と実践の評価を協同して行い、授業実践のための知見を高めることに

ある。  

 なお、上述の２つの基本方針は、熟達化研究、教育方法学研究、教育政策の動向などを

ふまえつつ導き出したものである。  

 教師の生涯発達については熟達化研究を参考にすることができる。人は経験を通して熟

達化する過程において、「初心者」→「一人前における定型的熟達化」→「中堅者における

適応的熟達化」→「熟達者における創造的熟達化」というプロセスを経る（楠見 2012）。

このうち、初心者は、「仕事の一般的手順やルールのような手続き的知識を学習し、それを

実行する手続き的熟達化が行われる」と特徴づけられている。したがって、熟達化研究に

おける初心者と位置づけられる初任期教員や教員志望学生を対象とした授業研究では、彼

らが未だ十分持ち得ていないような専門的概念や原理を積極的に取り込むことが求められ

る。そこで、本研究では、彼らにとって今後必要となる専門的概念や原理として、各教科

固有の教科内容にこだわること、および、生徒の学びを見据えること、の２つを取り上げ、

最新の知見を拠りどころとしながら研究活動を展開した。  

 アクティブ・ラーニングなど特定の教育方法にこだわるあまり、学習成果が不十分な、

授業の形骸化が懸念される中で、各教科固有の学びを基軸とした授業づくりの重要性が指

摘されている。「AL が学びの質や深まりを追求し続けるための視点として提起されている

ことを再確認し、子どもたちがまなざしを共有しつつ教材と深く対話し、教科の世界にの

めり込んでいく（没入していく）学びが実現できているかを第一に吟味すべきだろう。」（石

井 2016）というように、各教科固有の内容の確実な定着を見据えた授業づくりが求められ

る。そして、国語科の場合、「言葉を通じた理解や表現及びそこで用いられる言葉そのもの

を学習対象とするという特質を有している。」（中央教育審議会・初等中等教育分科会教育課程部会「次

期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」平成 28 年 8 月）とあるように、言葉の学習にその

固有性が見出される。以上のことに基づき、本研究における基本方針の１つを、教育方法

や生徒の活動性ばかりに目を奪われず、「ことばの学習の確実な授業を目指す」としたので

ある。  

 また、昨今の授業研究では、教師として何を教えたかを検討するのではなく、生徒はい

かに学んだかに基づいて協議することが重視されている。高校教師は「教科（学問）の専

門主義が強く」「教職専門性の未成熟」（佐藤 2013p.19.）ゆえに、多くの高校では「学び

を抑圧したまま、旧態依然とした一斉授業に固着」（佐藤 2013p.15.）するという課題があ
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る。また、「各学校において教育課程を編成するに当たっては、まず学習する子供の視点

に立ち」（中央教育審議会・初等中等教育分科会教育課程部会「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議の

まとめ」平成 28 年 8 月）などから、奈須（2016）は「今回の改訂の基調の中に、子どもの視点

に立つという価値観の存在することが明示されている」と言う。以上のことに基づき、本

研究におけるもう 1 つの基本方針を、教師が何を教えるかではなく「生徒の学びに依拠し

た授業を目指す」としたのである。  

 

２．活動の概要  

【前期研究授業】 

教材：安部公房「赤い繭」（大修館書店『精選  現代文Ｂ』所収） 

（１）研究授業に向けての教材研究  

日時：平成 28 年 5 月 18 日（水）［平成 28 年 2 月 29 日（月）・3 月 18 日（金）］  

概要： 

○ 学習指導事項相互の関係性を見落とさない。たとえば、学習目標を「①主題をつか

む」「②様々な比喩表現に注目して読む」とした場合、②を学ぶことで①に至る学習プ

ロセスを見通した授業構想が求められる。  

○ 繰り返されることばや内容を取り出すだけでは主題を捉えたことにはならない。主

題とは、ことば相互の関係・発展性から必然的に導かれるものである。  

○ 教材文を読み深めるために、分析項目を設定して、教材文の個々の表現を整理・統

合する方法は有効である。しかしながら、分析項目の立て方を誤ると、適切な教材世

界が表象できない。  

（２）研究授業  

日時：平成 28 年 6 月 1 日（水）  

内容： 

≪授業≫  

○ 多くの生徒が参加できるような工夫が随所に見出された。具体的には、学習内容の全

体像が俯瞰できるワークシート、生徒の意見（グループ活動の成果）を板書し教室で共

有する、などである。  

○ 学習環境が整えられていたため、グループ活動を含め授業時間全体にわたり、おおむ

ね、どの生徒も教材文へ意欲的に向き合っている様子であった。  

≪事後協議≫  

○ 生徒たちは、ワークシートに記入する必要な情報を抜き出せてはいたが、情報相互を

関係づけて読み深めるところまで理解が至っていたかどうか疑問が残る。情報相互を関

係づけて読み深める部分こそ、グループ活動により、生徒たちに考えさせた方が良かっ

たが、残りの時間が限られていたため、教師側からの説明になってしまった。  

○ 生徒の意見（グループ活動の成果）に教師の解答を並列すると、生徒たちは教師の解

答に引きずられ思考停止に陥るかもしれない。一方で、教師の解答を示さないと、復習

の際に支障が出る。  

○ 教材の核になる内容を確実に読み取らせ、読書経験として蓄積させるためにも、精密

すぎる読解を求め過ぎないことも重要である。  
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○ 学習指導事項相互の関係性を見落とさない。たとえば、学習目標を「①主題をつか

む」「②様々な比喩表現に注目して読む」とした場合、②を学ぶことで①に至る学習プ

ロセスを見通した授業構想が求められる。  

○ 繰り返されることばや内容を取り出すだけでは主題を捉えたことにはならない。主
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界が表象できない。  

（２）研究授業  

日時：平成 28 年 6 月 1 日（水）  

内容： 

≪授業≫  
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○ 学習環境が整えられていたため、グループ活動を含め授業時間全体にわたり、おおむ

ね、どの生徒も教材文へ意欲的に向き合っている様子であった。  

≪事後協議≫  

○ 生徒たちは、ワークシートに記入する必要な情報を抜き出せてはいたが、情報相互を

関係づけて読み深めるところまで理解が至っていたかどうか疑問が残る。情報相互を関

係づけて読み深める部分こそ、グループ活動により、生徒たちに考えさせた方が良かっ

たが、残りの時間が限られていたため、教師側からの説明になってしまった。  

○ 生徒の意見（グループ活動の成果）に教師の解答を並列すると、生徒たちは教師の解

答に引きずられ思考停止に陥るかもしれない。一方で、教師の解答を示さないと、復習

の際に支障が出る。  

○ 教材の核になる内容を確実に読み取らせ、読書経験として蓄積させるためにも、精密

すぎる読解を求め過ぎないことも重要である。  

【後期研究授業】 

教材：「姨捨」『大和物語』（三省堂『精選  古典Ｂ』所収） 

（１）研究授業に向けての教材研究  

日時：平成 28 年 10 月 13 日（木）・10 月 31 日（月）  

概要： 

○ 教材文とその類話を読み比べるという手立てを採用することにより、教材文の書かれ

方（ことばの仕組み）の特徴が浮き彫りになり、ことばの学習を確実なものとすること

ができる。 

○ ただし、読み比べをする際には、文章の内容の違いではなく、文章の書かれ方の違い

を比べることこそが、国語科＝ことばの学習であることを見失わないことが重要である。

生徒は文章の内容に傾斜して読みがちであるので、文章の書かれ方を読み比べるための

観点を教師側から提示する必要がある。 

○ 生徒の古語に対する抵抗を和らげるために、物語内容を絵画化する方法は有効である。

ただし、絵画化は解釈を決定づけることになるため、教材文のことばの仕組みを的確に

読み取ったものでなければならない。（多様な解釈が成り立つ場合は、注意が必要である。） 

（２）研究授業  

日時：平成 28 年 11 月 11 日（金）  

内容： 

≪授業≫  

○ コマ漫画作り（教師が準備した絵の内容に沿って、人物の言動や情景を書き込む学習

活動）を通して、物語の展開の理解を促す授業であった。どの生徒も前向きな態度で学

習に取り組んでいたため、古語への抵抗を和らげ、学習意欲を引き出せたはずである。 

○ 「小学生にもわかるように書く」という教師の指示があったため、どんな言葉を選べ

ば、その場面の概念を適切に表現できるかについて、生徒同士で吟味し合う場面が見ら

れた。 

○ どの生徒も積極的に学習できていたが、教科書本文（古語）ではなく、ノートにある

現代語訳を参照しながら活動する生徒が散見された。  

≪事後協議≫  

○ 概念を言語化する方法についての教師の助言が適切であった。概念を言語化するため

には、多くの人が理解しやすい簡単なことばを選ぶという方法だけでなく、具体的に描

写できることばを選ぶという方法もある、というような助言がなされていた。このよう

な言語表現方法に関する指導が適切になされていけば、生徒の言語表現の幅が広がるは

ずである。  

○ 古典の授業では、教材文中の一部のことばを取り上げて指導時間を割くことが多い。

その際、そのことばを取り上げる必然性について明確な意図を持っておく必要がある。

単に、語義が難解であるというような理由だけでなく、その語が全文の中でどんな重要

性を担っているかをも見通しておくのである。  
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３．成果と展望  

 「ことばの学習の確実な授業を目指す」「生徒の学びに依拠した授業を目指す」を基本方針

として研究を進めてきた。成果と課題は次の点に集約される。これからの国語科授業づくりに

おいては、「ことばの学習」と「生徒の学び」が重要であるという国語科教師としてのパース

ペクティヴについては、一定程度、全員で共有できたと考えられる。しかしながら、そのパー

スペクティヴを授業実践として結実させるためには、さらなる授業研究の積み重ねが必要であ

る。以上の成果と課題は、次のような教員志望学生レポート（一部抜粋）の記述から看取でき

る。（○は成果、△は課題を表している。）  

○「何を根拠にして、何が授業でわかったのか、が明確なワークシートでした。」  

○「教科書に記述されている「おれ」と「他者」の発言を区別し、抜き出すことが出来て

いた。また、単に抜き出すだけではなく、理解した上で自分の言葉で書き直すという作

業が出来ているグループも見られた。」 

 以上の記述から、教材文のことばを適切に切り分け、切り分けたことばを自分なりに意味づ

ける。さらに、それらの学習活動の成果をワークシートに書き込むことで、生徒たちは、こと

ばの学習の軌跡を俯瞰しながら学習を進めることできていたと考えられる。確かな「ことば

の学習」が「生徒の学び」として成就していたことがうかがわれる。  

△課題としては、まとめの時間が足りず、「おれ」が社会から疎外されていく過程 (プロセ

ス)についての理解が講義形式になってしまっていたことが挙げられる。  

 以上の記述は、授業の終盤「まとめの時間」における「生徒の学び」を課題視する意見

である。授業の序盤から中盤ぐらいまでは、教材研究や授業計画が緻密になされていれば

「ことばの学習」「生徒の学び」の両立は可能である。しかしながら、生徒の発言によって

展開する授業は、授業が進めば進むほど、予測不可能事象が増大する。そのため、授業の

目標とその場その場の出来事とを結びつけた柔軟な即興的対応が求められるが、教職経験

の浅い教師や学生には荷が重いため、生徒の活動ではなく教師による説明によって授業を

収束させてしまいがちなのである。事後検討会では、授業時間の配分や、指導事項の軽重

バランスを見直せば改善できるというような議論をしたが、これらの要素は事前の計画通

りになるものではなく、生徒の発言に応じた柔軟な対応によってこそ適切なものとなる予

測不可能性を含んでいる。生徒のことばの学習を確実に成就させるための教職専門知をよ

り精密なものに高めていくことが今後の課題である。 
 

引用  

石井英真（2016）「コンピテンシー・ベースのカリキュラムをどう捉えるか―知の総合化と

統合的な学びの追求へ―」日本教育方法学会第 52 回大会公開シンポジウム当日資料  

楠見孝（2012）「実践知の獲得―熟達化のメカニズム」金井嘉宏・楠見孝編『実践知―エ
キスパートの知性』有斐閣 pp.34-40. 

奈須正裕（2016）「子供の視点に立った教育課程の創造とアクティブ・ラーニング」『全国

大学国語教育学会第 131 回研究発表要旨集』ｐ.271. 

佐藤学（2013）「高校改革の課題」佐藤学他編著『学びの共同体で変わる！高校の授業』明

治図書 p.15.p.19. 
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活動概要報告書 

「中学校社会科授業の改善 ～思考力の育成を目指して～」 

海草地方中学校社会科教育研究会 

文責：和歌山大学教育学部 岩野清美 

1. はじめに 

海草地方中学校社会科教育研究会には、海草地方の中学校 10校の社会科の先生方が所属し、授業

研究をすすめている。今年度は和歌山県中学校社会科教育研究大会として、10/21（金）に紀美野町立野

上中学校で中岡研二先生が歴史的分野「古代国家の歩みと東アジア世界」（本時の学習内容は「聖徳太

子の政治」）の研究授業を行った。 

2014年度から、指導案検討にあたってあらかじめ、自分ならどのような発問・授業展開を行うのかを研究

会に所属する先生方に考えていただいている。今年度は、6/23に指導案の検討を行い、翌 6/24に海南

市立下津第一中学校で大倉志織先生が試行実践、その後、7/27、9/26、10/3、10/14 と指導案の検討を

重ねながら、県社研の本番を迎えた。 

指導案検討の様子を報告者（岩野）なりに考察するならば、そこで大きな課題となったのは、「歴史学習

における『思考力』をどのようにとらえるのか」、「歴史的事象について考えることができた姿をどのように設

定し、そのための学習活動をどう構成するか」ということであった。これらについて、項を改めて記述してい

く。 

2． 歴史学習における「思考力」について 

「思考力の育成」は海草地方中学校社会科教育研究会が長年取り組んできたテーマである。後述する

ように、指導案検討のプロセスのなかで、多様な「思考（力）観」が提出・吟味されたが、これら多様な「思考

（力）観」が、提出・討議されるということが、本研究会の充実を示すものであるといえよう。 

さて、歴史学習における「思考（力）観」であるが、大きく、「歴史を
．
考える」、「歴史で

．
考える」という二つの

立場に分けられる。「歴史を
．
考える」というのは、歴史的事象について、 

① 何を、いつ、どこで、だれが、どのように行ったのか（記述的思考） 

② 何のために行ったのか（目的的思考） 

③ なぜ行ったのか（因果的思考） 

④ 影響はどのようなものであったか  などを明らかにしたり、 

⑤ 自分ならどうするか             を考えることである。 

これら①～④は、個別的事実の解明←→事象を取りまく社会システムの解明、短期的←→長期的視点

など、歴史的事象を捉える幅の違いであると考えられる。⑤の「自分ならどうするか」については、歴史に if

がない以上、意味のない学習課題だという指摘もあるかもしれない。しかし、historical empathyを重視し、

過去の人びとの心性とそのような行動の背景にある社会システムの解明をめざすという目的に照らせば、

学習活動として成り立つものだといえよう。 

一方、「歴史で
．
考える」というのは、さらに多様な立場を含みこむ表現である。つまり、 

⑥ 史料を精読する 
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⑦ 歴史を記述するとはどのようなことかを考察する 

⑧ 自分の考えを論理的に表現する   など、目的・学習活動の両面で相当に異なるものが含まれる。 

⑥の「史料を精読する」アプローチは、授業構成としてみた場合には学習活動の中心に史料読解を据

えることになる。しかし、その目的から考えると、いわゆるdisciplinary literacyの育成をめざす純粋な歴史学

の学問志向の立場から、一般的なリテラシー育成の立場まで幅広い。⑦のメタヒストリー、⑧のコンピテン

シー育成としての歴史教育は、グローバル化が進む社会で義務教育のカリキュラムに歴史をおくことに対

する問いに対する 1つの回答として提示されている考え方である。 

急いで付言しておきたいのは、指導案検討の場でこのような抽象的な議論が行われたわけではないと

いうことである。実際に行われたのは、材（歴史史料）をもとにした学習活動の提案と検討である。そして、

子どもの実態と教師の思いこそが、材（史料）を子どもの学びのなかで生きてはたらきうる教材に変える授

業づくりのスタートであるということが、今年度の授業づくりでの確認事項であったように思う。 

3. 学習活動の構成について 

もう 1つの検討事項となったのが、「歴史的事象について考える」ことができた姿をどのように設定し、そ

のための学習活動をどう構成するか、ということであった。今回は子どもの実態を踏まえ、「歴史的事象に

ついて考える」ことができた姿を、「聖徳太子の政策（冠位十二階の制定、十七条憲法の制定、遣隋使の

派遣、仏教を広めた）の名称、内容、目的（、影響）を他者に言葉で伝えることができる」とし、そのための学

習活動を、「自分が担当した政策について、どの点が『良い！ すごい！』と思うかをグループで考えよう」、

「皆の意見を聞いて、自分だったらどの政策を推すかを考えよう」とした。 

実際の授業場面での生徒の活動のようすを、いくつか紹介しよう。（Ａ～Ｆは生徒） 

（例 1）  （例 2） 

Ｄ：冠の色。 

Ａ：「ちい」って何？ 

Ｄ：えっと、地理の地とね。…（中略）。功績を残

すと昇進できる。 

Ｂ：「こうせき」ってなに？ 

Ｄ：良いこと。それをしたら良いことがあるん。 

（発言者不明）：ほうせき？ 

Ｄ：功績。 

 Ｅ：自分やったらどうする？ 

Ｆ：自分やったら？ どないしよ。 

Ｅ：何か、嬉しいことやったら、上げてあげる。 

Ｆ：いいことやったら？ 

Ｅ：「ありがとう」と言って、上げてあげる。 

Ｆ：じゃ、みんな上がってまう。 

Ｅ：ほんまやな。みんな紫になってまう。 

…（中略） 

Ｆ：けどさ、作った意味ないんちゃう？ 

Ｅ：最初、めちゃくちゃやったからちゃう？ 

例 1、例 2 とも、「自分が担当した政策について、どの点が『良い！ すごい！』と思うかをグループで考

えよう」という課題に取り組んでいる場面での、冠位十二階についての話しあいである。例 1では、冠位十

二階の内容について、Ａ、Ｂが質問し、Ｄが答えている。地位、功績など、教師が説明するかたちの授業で

は取り上げられないような言葉について尋ねることができている。例 2は、今日の役人のイメージを投影し

た素直でありながらも本質をつく疑問であるといえよう。氏姓制度からの脱却が何を意味したのか、冠位十
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⑦ 歴史を記述するとはどのようなことかを考察する 

⑧ 自分の考えを論理的に表現する   など、目的・学習活動の両面で相当に異なるものが含まれる。 
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3. 学習活動の構成について 

もう 1つの検討事項となったのが、「歴史的事象について考える」ことができた姿をどのように設定し、そ

のための学習活動をどう構成するか、ということであった。今回は子どもの実態を踏まえ、「歴史的事象に

ついて考える」ことができた姿を、「聖徳太子の政策（冠位十二階の制定、十七条憲法の制定、遣隋使の

派遣、仏教を広めた）の名称、内容、目的（、影響）を他者に言葉で伝えることができる」とし、そのための学

習活動を、「自分が担当した政策について、どの点が『良い！ すごい！』と思うかをグループで考えよう」、

「皆の意見を聞いて、自分だったらどの政策を推すかを考えよう」とした。 

実際の授業場面での生徒の活動のようすを、いくつか紹介しよう。（Ａ～Ｆは生徒） 

（例 1）  （例 2） 

Ｄ：冠の色。 

Ａ：「ちい」って何？ 

Ｄ：えっと、地理の地とね。…（中略）。功績を残

すと昇進できる。 

Ｂ：「こうせき」ってなに？ 

Ｄ：良いこと。それをしたら良いことがあるん。 

（発言者不明）：ほうせき？ 

Ｄ：功績。 

 Ｅ：自分やったらどうする？ 

Ｆ：自分やったら？ どないしよ。 

Ｅ：何か、嬉しいことやったら、上げてあげる。 

Ｆ：いいことやったら？ 

Ｅ：「ありがとう」と言って、上げてあげる。 

Ｆ：じゃ、みんな上がってまう。 

Ｅ：ほんまやな。みんな紫になってまう。 

…（中略） 

Ｆ：けどさ、作った意味ないんちゃう？ 

Ｅ：最初、めちゃくちゃやったからちゃう？ 

例 1、例 2 とも、「自分が担当した政策について、どの点が『良い！ すごい！』と思うかをグループで考

えよう」という課題に取り組んでいる場面での、冠位十二階についての話しあいである。例 1では、冠位十

二階の内容について、Ａ、Ｂが質問し、Ｄが答えている。地位、功績など、教師が説明するかたちの授業で

は取り上げられないような言葉について尋ねることができている。例 2は、今日の役人のイメージを投影し

た素直でありながらも本質をつく疑問であるといえよう。氏姓制度からの脱却が何を意味したのか、冠位十

二階の意義に迫る問いが出されている。 

（例 3）  （例 4） 

十七条の憲法だと考えます。その理由

は、日本を初めての国らしい国をつくるため

に、決まりや国がよりよくなるための憲法を制

定したからです。 

次に重要なことは仏教を広めたことです。

今仏教は日本で主な宗教であり、その仏教

を広めた人物でもあるし、その宗教は日本に

多大な影響を与えたからだと考えます。 

  遣隋使の派遣です。そのころ最も強かった随と交流

することはとても有意義なことだったと思うし、ここから

僕の推測ですが、随と交流することによって他の国を

遠慮させる効果があったと聖徳太子は考えていたと思

います。 

 もう 1つは、冠位十二階の制定です。そう考える理由

は位の高い人が偉くなっていくだけではなく、個人の

実績次第で位を上げていくことができる。また、冠の色

や大小で位を区別できるという工夫もされている。 

例 3、4は「皆の意見を聞いて、自分だったらどの政策を推すかを考えよう」という問いに対する個人の発

言である。例3では目的（先述の「歴史を考える」の②）、後世への影響（同じく④）、例４では政策の目的に

加え、そのような政策が必要となった背景（③）にせまりうる視点が提出されているといえよう。 

このように本時では、「自分が担当した政策について、どの点が『良い！ すごい！』と思うかをグループ

で考えよう」、「皆の意見を聞いて、自分だったらどの政策を推すかを考えよう」という学習課題のもとで、子

どもたちが歴史的思考力をはたらかせながら聖徳太子の政策とその時代について追究していくことができ

た。 

4. 成果と今後の課題 

前述のように、本時では子どもたちが歴史的思考力をはたらかせながら、問いを追究していくことできた。

これが可能になったのは、ひとえに、授業者である中岡先生が子どもたちの実態にこだわり、問いや学習

活動の吟味を重ねたからに他ならない。同時に、研究授業において授業記録をとり、子どもの学びの実態

から授業を検証するという授業研究のあり方そのものが海草地方中学校社研に定着したことの成果でもあ

る。しかし、子どもの実態にこだわって授業研究を進めていこうとするならば、多くの学校で社会科の教員

が１名しかいない海草地区の学校では研究授業を実施する授業者の先生の負担が重くなりかねない。 

また、学習活動の吟味も、今後の課題としてあげられよう。子どもの学びを「わからないことからわからな

いことへ」ととらえるならば、素朴であっても自分がわからないことを出し、それに対して仮説を提出していく

例 2や例 4では、子どもの学びの芽生えが見られると評価できよう。しかし、「思考」であれ、「学び」であれ、

それを個人的なものととらえるならば、1人の教師が40人の生徒を指導する中学校の授業のなかで育てて

いくことは至難の業である。今後の課題として、学級集団のなかで思考を育てていくことの必要性を指摘し

て、本年度の報告に代えたい。 
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活動概要報告書 

「中高連携に基づく中学校社会科の授業改善 

～アクティブ・ラーニングを通して～」 

和歌山県立日高高等学校附属中学校 

平林大輔 吉見昴志 

文責：和歌山大学教育学部 岩野清美 

1. はじめに

和歌山県立日高高等学校附属中学校では、中学校 3年間と高等学校 3年間を接続し、6年間のゆとり

ある学校生活のなかで、創造性や社会性を培う教育を行っている。特筆すべきは、志学・創造・敬愛という

学校の基本理念を実現する重点目標の中核に授業が据えられていることである。これは、ＩＣＴ機器などの

ハード面での充実や卒業研究などの特定の教科・領域での話ではなく、日々の実践のなかで、論理的思

考力・判断力・表現力の育成に向けた、生徒の主体的・能動的な授業づくりが積み重ねられている。本年

度、報告者（岩野）は、日高高等学校の SGH事業の授業参観・指導助言（8/31（水）、10/6（木））を行うとと

もに、附属中学校社会科の研究授業の参観・指導助言（9/27（火））を行った。 

本研究のテーマは、「中学校社会科の授業改善」を掲げている。高度に情報化が進み、人工知能の発

達などによる産業構造の変化が現実にせまってくるなかで、「何を知っているか・何ができるか（個別の知

識・技能）」から「知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等）」へと学力観の転換は

進んできている。また、2017年 3月に告示予定の中学校学習指導要領では、教科の本質に根ざした「見

方や考え方」を成長させるという考え方が出される見通しとなっており、2008年の改訂時から「現代社会を

とらえる見方・考え方」が学習内容に入っている社会科でも、「見方や考え方が成長することにより、思考

力・判断力・表現力が育つ授業づくり」の一層の充実が求められるだろう。ところが、現場の先生方にとって

は、思考力・判断力・表現力の育成・評価だけでも手間がかかるところに、見方や考え方の育成・評価の負

担がかかってくることが懸念される。 

そこで本年度は、将来求められるであろう「見方や考え方」の育成・評価に向け、「見方や考え方を働か

せる」「見方や考え方が成長する」とはどのようなことか、実際の授業場面での生徒の話しあいをもとに、探

索的な探究を行った。 

2． 授業の概要 

中学校社会科公民的分野小単元「現代社会をとらえる見方や考え方」（4時間扱い）の第4次にあたる本

時では、「必要に応じて決まりを見直すことの必要性に気づき、決まりを評価する5つの視点に基づいて多

面的・多角的に考察する」ことを目標として授業が行われた。 

具体的な授業展開は本時のめあてを確認したあとに、教科書に掲載された架空の事例をもとに、「駐輪

場利用規則をどのような方法で決定し、どのような内容に改訂すればよいか」というテーマで、「対立と合意、

効率と公正」という社会の見方・考え方を生かしながら話しあいを行った。生徒たちが検討する事例は、以

下のような設定となっている。 

100世帯のマンション。駐輪スペースが 100台分あり、1世帯 1台分ずつ使用している。ところが、住民か
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そこで本年度は、将来求められるであろう「見方や考え方」の育成・評価に向け、「見方や考え方を働か

せる」「見方や考え方が成長する」とはどのようなことか、実際の授業場面での生徒の話しあいをもとに、探

索的な探究を行った。 

2． 授業の概要 

中学校社会科公民的分野小単元「現代社会をとらえる見方や考え方」（4時間扱い）の第4次にあたる本

時では、「必要に応じて決まりを見直すことの必要性に気づき、決まりを評価する5つの視点に基づいて多

面的・多角的に考察する」ことを目標として授業が行われた。 

具体的な授業展開は本時のめあてを確認したあとに、教科書に掲載された架空の事例をもとに、「駐輪

場利用規則をどのような方法で決定し、どのような内容に改訂すればよいか」というテーマで、「対立と合意、

効率と公正」という社会の見方・考え方を生かしながら話しあいを行った。生徒たちが検討する事例は、以

下のような設定となっている。 

100世帯のマンション。駐輪スペースが 100台分あり、1世帯 1台分ずつ使用している。ところが、住民か

ら現在のスペースでは足りないという不満が出てきた。そのため、マンション敷地内の空きスペースを活用

し、新たに 20台分の駐輪場を確保できる見通しとなった。2台目の自転車を駐輪したいと申し出ているの

は 30世帯ある。 

また、「効率と公正」については、使用している東京書籍の教科書では以下のように説明されている。 

・効率：みんなのお金や物、土地、労力などが無駄なく使われているか。

・公正：決まりを作る手続きの公正さ：決まりを作る過程にみんなが参加しているか。

   機会や結果の公正さ：決まりが適用された場合に、だれかが不利にならないか。 

3. 生徒たちの話しあいから

各班の話しあいはまず、「どのような理由であれば駐輪を認めるか」からスタートした。生徒から出された

のは、下記の規準である。（【  】は報告者（岩野）がつけた）

・ 【使用頻度】1週間に使用する回数が多いところから優先して使う。

・ 【必要度】どうしても使わないとだめという家族から優先順位を決める。（通勤通学優先）

・ 【距離】近い人だったら歩いていけばいい

・ 【代替手段】中学生や高校生を優先。大人は運転免許を取る。

授業が行われた 3年Ｂ組は 10班で構成され、各班 3－4人で構成されている。10班のうち、5班で話し

あい記録の採取を行った。うち、上記 4つの規準が全て出されたのが 3班、3つの規準が出されたのが 1

班、2つの規準が出されたのが 1班であった。話しあい記録を採取した全ての班で複数の規準が出されて

いたことから、議論を深める土台は深まっていたといえよう。 

次に、認める規準を班で話し合う場面に移った。話しあいの内容は、①駐輪を認める基準、②駐輪場利

用規則の改定方法、③駐輪場利用規則改定案の 3つだが、時間の制限もあり、3つ全てについて話し合う

ことのできた班はなかった。 

「効率」という見方・考え方をもとに考えた場合、稀少な資源（みんなのお金や物、土地、労力など）をど

のように考えるかが問題となる。つまり、「駐輪場のスペース」を資源として考えた場合には、利用希望世帯

30世帯に対して、20台分のスペースしかないことから、希望者全員が資源の分配に与ることはできない。

ところが、「自転車の利用ができること」を分配する資源として考えた場合には、2台目の自転車を毎日使う

わけではない世帯があるため、自転車を使わない日に他の人が利用することも出来、結果、より多くの人

が資源の分配に与ることができる。この点に気づくかどうかが、話しあいの 1つのポイントである。 

また、「公正」という見方・考え方をもとにした場合には、駐輪場を使用する権利を属人的なものとして考

えるのか、属性的なものとして考えるのか、そして、どのように規則を決めていくのかが問題になる。駐輪場

を使用する権利を属人的なものとして考えた場合、駐輪場使用を希望する理由として挙げられているもの

のなかには、「保育園の送迎」、「通学」など一定の期間経過後には必要でなくなる可能性があるものが含

まれている。だれ（どのような人）に、使用を認めるのか、また、その決まりについてどのくらいの頻度で見

直していくのかが問題となろう。 

これらの視点をもとに生徒たちの話しあいを分析した結果を本稿末尾の表に示した。 
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この表から、どのようなことがいえるだろうか。やや酷な表現かもしれないが、決まりを評価する基準を適

切に用いて作った決まりを評価したり、見方や考え方を成長させたりすることはできていない、と言えよう。

それは、自分たちが考えた決まりや決まりを作る方法などについてのリフレクションがなく、グループのメン

バーがもともともっている効率や公正という見方についての検討がないところに表れている。 

これは、授業構成に原因があるということではなく、下記 2点の証左となるものと判断すべきであろう。 

・ 抽象的な概念（効率、公正など）を用いて、具体的な事例について考える（応用、転移する）ことの難しさ

・ 素朴概念（日常生活で培ってきた、効率、公正、決まりのつくりかた（手続き）についての考え方）を対象化

し、吟味することの難しさ

これを克服するための手だてを仮説的に提示するならば、以下のようになろう。 

・ 生徒たちに、自分の見方・考え方を対象化し、吟味させるメタ認知の過程を授業構成に取り入れること

・ 提案された解決策を比較、検討し、それぞれの解決策の背後にある見方・考え方を対象化、吟味させる過

程を授業構成に取り入れること 

・ 具体的な事例（社会問題）について調査し、それについての解決策（政策）を競うなかで、抽象的な見方・

考え方を成長させる単元と、見方・考え方を働かせて具体的な社会問題について考える単元を適宜配置す

るなど、カリキュラムマネジメントに努めること。 

ともあれ、「見方や考え方の育成」は、その必要性がいわれながらも、授業場面に即した実証的な研究

は端緒についたばかりである。今回の研究で得た貴重な示唆をもとに、今後も研究を重ねていきたい。 

4． おわりに－高等学校への接続を見据えて－ 

中学校社会科公民的分野と高等学校公民科との接続を考えたとき、2018 年に学習指導要領の発表

が予定されている公民科の新設科目「公共（仮称）」への接続は重要な課題となろう。「人間と社会の在り方に

ついての見方・考え方」を働かせて、現代社会の諸課題を捉え考察し、それについて議論することを通し

て、持続可能な社会づくりへの主体となる自覚を育むという理想を掲げるこの科目の理念を実現するため

には、中学校段階で、何を、どこまでできるようにしておくべきか。また逆に、現在の中学生が、高校生にな 

ってどのような学びを積み重ねていくのか。これらについての理念的／実証的な研究の、より一層の積み

重ねが求められている。 
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この表から、どのようなことがいえるだろうか。やや酷な表現かもしれないが、決まりを評価する基準を適
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平成 28年度 附属校・公立学校との連携事業成果報告書

「和歌山らしい学び」のための地域教材の開発と活用－歴史探訪フィールドワークの創設－

研究代表者 海津一朗（和歌山大学教育学部）
共同研究者 山口康平（附属中学校）

坪井拓也 和田涼平 小泉優太
西谷和由 渡邊翔太 竹内宥介（教育学部３回生６名）

【活動概要】
第 12 回をむかえる附属中学校社会科歴史探訪フィールドワークを、本年度も海津ゼミと共同で企
画した。今回は御坊市をフィールドとし、２つの寺院（本願寺日高別院と道成寺）の歴史を中心に、
「御坊のフィールドワーク～２つの寺院からたどる町の歴史～」を開発した。2016 年 12 月 17 日に
フィールドワークを実施し、中学生 21 名、保護者 3 名が参加した。

１．準備・企画
平成 28年 11月 8日（火）から 12月 16日（金）の日程で、紀州経済史文化史研究所の 2016年度 特別

展「道成寺の縁起 伝承と実像」が開催された。この特別展には、『道成寺縁起絵巻』（重要文化財）をは
じめとして「安珍・清姫伝説」に関わる道成寺所蔵の宝物が展示され、展示の一部に海津ゼミの学生が関
わっていたことから、本年度のフィールドが道成寺を中心とする御坊市にすることが決定した。
11 月 14 日（月）に山口と坪井、和田、小泉の４人で現地の下見を行い、フィールドワークの大まかな

行程を確定した後、12 月上旬にかけて、現地案内役をつとめた３回生の６名が追加の下見を行うなどし
て情報収集を行った。12 月 11 日（月）には、坪井とともに本年度附属中で教育実習を行った地理ゼミの
竹内も参加し、各担当者が集まって資料づくりの打ち合わせを行った。
当初は、紀州経済史文化史研究所の特別展を見学することを事前学習に予定していたが、あいにく予定

していた日が休館日であったため断念することになった。しかし、展示物の貴重な写真を提供して頂き、12
月 16 日（金）に附属中学校で実施した事前学習会（担当：坪井、和田、山口）では、スライドで写真を
提示しながら御坊市とその歴史についてのガイダンスを行った。

２．実施行程および担当者 総括＜山口＞ 連絡係＜坪井＞
7:30 集合 附属中学校職員駐車場／日赤会館前でバス乗車
9:00 岩内古墳 フィールドワーク開始＜小泉＞
10:00 御坊の地形＜竹内＞

寺内町のフィールドワーク①環濠と遠見遮断について＜竹内＞
寺内町のフィールドワーク②茶免の地蔵堂と昭和 28年の大水害について＜坪井、和田＞

10:30 日高別院 拝観／菅原吉人副輪番より日高別院の歴史について講話＜小泉＞
11:00 寺内町のフィールドワーク③近世から近代にかけての街並をめぐる＜坪井、和田＞
11:40 紀州鉄道（日本一短い鉄道）で御坊駅へ移動
12:00 昼食 いきいきうどん御坊駅前店＜西谷＞
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12:45 湯川氏と小松原館・亀山城＜西谷＞
13:00 美人の里（宮子姫生誕地）＜西谷＞
13:25 海士王子（熊野古道九十九王子の１つ）＜西谷＞
13:35 清姫蛇塚＜渡邊＞
13:40 道成寺／道成寺絵解きを拝観／境内散策＜渡邊＞
14:55 門前茶屋で釣鐘饅頭を食す
15:15 出発
16:25 附属中学校帰着

３．フィールドワークの概要とおもな学習活動
（１）岩内古墳群
・日高川の南側、御坊市岩内にある７世紀後半～８世紀前半に築かれたと考えられる古墳群。
・現在まで６基の古墳が発見されているが、その内２基の古墳しか原形をとどめていない。
・政争により、藤白坂（現在の海南市藤白）で処刑された有間皇子の墓とも伝えられる。

①岩内古墳１号墳に登り、観察してスケッチし、大き
さや形を確認する。

②岩内古墳１号墳から発見された副葬品を手がかりに
埋葬された人物はＡ～Ｄのどれだろう？
・銀線蛭巻太刀：宝物としておさめられた立派な太刀
・花形の飾金具：花の形をしたはなやかな飾り物
・大きなお皿 など
Ａ 古代の天皇 Ｂ 位の高い皇族・貴族
Ｃ この地域を治めていた豪族 Ｄ この地域の農民

（２）御坊の地形
「日高川平野」
・低地で水が得やすい→水田が広がっている／かつて水田だったところが市街地になっている
・御坊大橋を渡って右の地点
→堤防上の道路を歩きながら、左右のその「低さ」「平坦さ」に注目させる。

（３）寺内町の環濠と遠見遮断について
①寺内町の防御的機能
・「下川」が町場を「環濠状」に囲んでいる
・「遠見遮断」（三差路や道路交差の「歪み」）
②寺内町としての「御坊」
・戦国時代末期から近世に形成された「寺内町」
・「南北を堅とし東西を横とす堅三筋あり東町中町西町と
云ふ 横二筋横町南横町と云う」（『紀伊続風土記』）
→南北は「東町・中町・西町」が、東西は横町「横町・南町」がメインストリート
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・豊臣秀吉の紀州攻めによる「湯河氏」の没落
→吉原坊舎の消失→薗浦の地に坊舎再建（古寺内）→現在の日高別院の地へ

・寺内領の「地子免除」
→商工業者が集住して「町場」が形成される
「商戸軒を連ね、市街をなして、郡中にてはこの邊を繁盛の地とす」（『紀伊名所図会』より）

①寺内町の防御！！三方を囲む「下川」に沿って歩け！！

②近世には大繁盛！？古い軒並みが残る地区を探せ！！

③敵も戸惑う！？遠見遮断を探せ！！

（４）茶免の地蔵堂と昭和 28年の大水害について
・茶免の地蔵堂のそばにあるものとは？
→昭和 28年の水害の碑
死者 70名、流失家屋 300戸超の記録を残す
もとは茶免橋のたもとにあったが、河川改修
工事により現在地に移転

（５）御坊市発展の礎－本願寺日高別院－
①電柱や街角の建物にある地名に目をむけてみよう！
→「御坊」＝浄土真宗の寺院や僧侶に対する尊敬
→ 1954（昭和 29）年、市町村合併で「御坊市」誕生

②【？】エリアの拡大地図を読み取ろう！
→日高別院を中心とする寺内町

③日高別院・菅原さんのお話を聞こう！
→特別に湯川直光の肖像画（掛軸）を出し、日高別院の歴史について説明して下さった。

（６）近世から近代にかけての街並をめぐる
①寺内町にはどんなお店があるのだろう 金物店 薬局 神具店 呉服店 酒屋 酒造屋
②お店の建物はどんな構造だっただろう？ 和菓子店 味噌・醤油屋 医院 材木屋 など
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（７）湯川氏と小松原館・亀山城～美人の里～海士王子
①湯川氏の拠点
→小松原館・亀山城跡を確認

②交通の要所「小松原」
→江戸時代には宿場、伝馬所

③宮子姫（髪長姫）伝説
→当時のこの辺りの地形は？

④熊野参詣道と九十九王子

（８）清姫蛇塚
①「きよひめしやつか」
→この石碑、何と読む？

②蛇塚とは？
→なぜ、ここにあるのか？
→道成寺との関係は？

（９）道成寺
①石段の途中に、明治 22年の大水害の浸水を示す石刻
②道成寺の歴史

697 文武天皇、藤原宮子（宮子姫）を夫人とする
701 文武天皇、紀州行幸→勅願により道成寺創建
928 安珍と清姫の事件→仏教説話集等に収録される

1394頃 絵巻物『道成寺縁起』が作られる
1500頃 能楽『道成寺』が作られる

1585 秀吉の紀州侵攻→戦乱で寺産を失う
1719 琉球組踊『執心鐘入』が初演される

③「道成寺７不思議」を探し、境内散策 1753 歌舞伎『京鹿子娘道成寺』が初演される
④宝仏殿・縁起堂拝観／絵解き説法 1821 絵巻物『宮子姫伝記』が作られる
⑤道成寺で絵解きや開帳、出開帳が行われてきたのはなぜ？
→寺領、寺産を失った道成寺の再興、建物の修築費を集めるため

（10）ふりかえり
「生活に根ざした真の宗教活動を重んじる寺院」「観光でたくさんの日本人が参詣する寺院」
２つのタイプの寺院を訪れて、あなたは何を感じ、どのようなことを考えましたか？
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４．成果と課題
（１）参加した保護者の皆さんより

せまい町の中に２つの寺院があり、それぞれに歴史があることを実感できました。歩くスピード感がよかったです。

普段だと気づかないような町の魅力が、たくさん見ることができ、私も楽しませてもらいました。学校の中では勉強

できない経験をさせてもらっていたのはありがたいですね。最後にバスの中で感想を一言ずつ話す機会をとられてい

たの、もいいなぁと感じました。インタラクションをするっていうのは、これからの時代に必要な能力だと思います。

私は小学校４年生の社会見学で訪れて以来の道成寺でした。その時には説法の意味が分からなかったのですが、今日

改めて聴いてみてよく分かりました。大学生の皆さんが、細かい所まで丁寧に教えて下さっていて、ありがとうござ

いました。私たち保護者が「あれ何かしら？」と話していたら、近くにいた大学生の方が説明してくれて、やっぱり

専門に勉強されている方と一緒に来ると、いろいろと教えてもらえて「納得」できました。

本当に大学生の皆さんの説明がお上手で感心しました。丁寧に準備してくださっていて、本当にありがとうございま

す。私は大阪出身なんですけど、歴史が好きで、有間皇子にも興味があったので、和歌山へ来た時に藤白神社へ行っ

たりもしたんですよ。でも、今日の岩内古墳が有間皇子の墓だという伝説があるということは全く知らなくて、最後

にこの墓の主は？と看板を見にいったときに「え？有間皇子だったの」と驚き、とてもうれしかったです。２つのお

寺でお話を聞きましたが、別院さんの方が難しかったですね。やっぱり一般大衆は道成寺さんの方が面白く、興味が

ひかれるんでしょうね。歩きながら学べるのはなかなか滅多にない機会で、貴重な機会をつくってくださりありがと

うございました。

（２）生徒のふりかえり（帰りのバスの車内でインタビュー）
・参加生徒 21名（１年生男子 17名、女子４名）のうち「とても良かった」20名「良かった」１名
Ｑ 一番良かったことは？ →ほとんどの生徒が「ランチがおいしかった」

「ランチのボリュームが少なかった」から減点
Ｑ 今日のフィールドワークで学んだことは？

→「歩いて、いろんな歴史があると分かった」など。具体的な返答がほとんどなかった。

課題①資料を見て説明を聞く活動が多く、生徒に発見させたり、考えさせたりする学習活動が不十分
→受動的な体験では印象に残らない
→何がわかったか、何ができるようになったかを意識させる学習活動の工夫を！

課題②資料づくりが遅れ、ガイドや学習活動のリハーサルができなかった
→午前中の大幅な遅れ、予定していた活動の省略
→時間不足が、調べたことや作成した資料の説明をするだけの活動を招いた

課題③「歴史を教える」から「歴史を見つけ、思考や気づきを生む」フィールドワークへ
→現地を普通に見たのでは分からないことを発見させる、気づかせる仕掛け、問いかけ
→じっくり観察させる／資料をもとに比べて見る／ヒントをもとに地域の変化を見つける
「なぜ？」に対する「考え」を発表させ、共有する機会を設ける など
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「ヒト・モノ・コト」の視点からみた高校生の地域問題探究手法の開発 

 

島津 俊之（和歌山大学教育学部地理学教室） 
田城 賢司（和歌山県立熊野高等学校） 

 

Ⅰ 研究の背景・意図・経過 
 

 小文は，和歌山県教育委員会・和歌山大学教育学部連携協議会の地域連携事業の一つである「実践的地域共育

推進事業」において，平成28年度に採択された実践研究課題“「ヒト・モノ・コト」の視点からみた高校生の地

域問題探究手法の開発”の報告である。この実践研究課題は，平成 27 年度の同事業で採択された実践研究課題
“高大連携に基づく高校生の地域理解深化に関する研究”で生じた反省点を踏まえて立ち上げられた。後者では

地域を「多種多様なヒト・モノ・コトが重層的に絡まりあった高度な複合体」（島津ほか 2016: 16）と捉え，同
じ地域連携事業に含まれる「高大連携事業」の一つである「出前講義」（島津 2016）と連動させつつ，「ヒト・
モノ・コト」の視点を，フィールドワークを通じた高校生の地域理解の深化に生かす方途を模索した。その結果，

①出前講義の時期を早めてフィールドワークの前に実施すること，②フィールドワークの対象地域を工夫し，聞

き取り調査項目を簡略化すること，③必要に応じて調査先との事前連絡を行うこと，④調査結果の集計に際して

の指導を工夫すること，⑤「ヒト・モノ・コト」の視点を高校生に分かりやすく伝えること，の5つが，反省点
（今後の課題）として残されるに至った（島津ほか 2016: 19）。 
「ヒト・モノ・コト」の視点は，近年，初等教育に地域素材を導入する際の理論的枠組みとして注目されだし

ており，この視点は中等教育においても同様に有効性が期待される。初等教育の段階では，この視点は，マクロ

な教科レベルの指導理念，あるいはミクロな授業づくりの指針として，専ら教員の心のなかに留め置かれる傾向

にある（杉澤 2009; 小川 2012）。しかし，とくに後期中等教育の段階では，この視点を，教員側のものとする
に留まらず，むしろ生徒たちが自ら地域（の諸現象）を理解するための視点として用いることも考慮されてよい。

なぜならこの視点は，漠然と《地域》と一括りにされてきた対象が，実際には何からどのようにして構成されて

いるのかを解きほぐす役割を果たすからであり，何よりも「ヒト・モノ・コト」というのは指し示す対象がイメ

ージしやすく，中等教育段階の生徒であれば充分に理解可能な概念であるからだ。かかる問題意識の下で本共同

研究では，上述の反省点を踏まえつつ，研究分担者の田城が和歌山県立熊野高等学校（以下「熊野高校」とする）

で担当する「現代社会探究」（総合学科の学校設定科目で2単位，履修者は3年生23名）の授業実践の一部を通
じて，高校生が地域問題を探究するための手法を開発することを試みた。具体的には，熊野高校の所在地である

上富田町が抱える課題を高校生自らが探究するというテーマを設定し，フィールドワークに入る前に出前講義を

行い，地域の課題を「ヒト・コト・モノ」の視点から捉えることの有効性と，統計分析からわかる上富田町の課

題について認識・理解させ，その後にフィールドワークを実施し，最後にフィールドワークの成果を発表しあう

という計画を立てた。地域の課題（地域問題）を取り上げることにしたのは，「現代社会探究」の授業それ自体が，

主権者教育や租税教育を重要な柱としていたためでもあった。平成28年8月の参議院議員通常選挙における18
歳選挙権制の導入を踏まえ，高校生が自ら地域の課題を探究することで，地域に暮らす主権者としての態度形成

に資する効果をも狙ったというわけである。 
 共同研究の具体的な経過としては，2016年4月7日に島津が熊野高校に赴いて打合せを行った。「現代社会探
究」は水曜日の3・4時限（場合によっては5・6時限）に2時限連続でなされる授業であり，スケジュール調整
の都合上，上述の反省点①と⑤を踏まえつつも，島津の出前講義は1回目のフィールドワーク（6月15日）と2
回目のフィールドワーク（11月16日）の間（6月22日の5・6時限）に行われた。フィールドワークの立案に
当たっては，上述の反省点②と③を踏まえることを念頭に置いた。島津はフィールドワークそれ自体には参加し

なかったが，上述の反省点④を踏まえ，9月 28日の授業（3・4時限）に参加して調査先や調査項目の検討過程
に関与するとともに，11月30日の授業（3・4時限）にも参加して，フィールドワークで得られた情報をポスタ
ーにまとめる作業に対して助言を行った。発表会は 12月 21日に 2時限連続（3・4時限）で行われた。以下Ⅱ
章では，主に1回目のフィールドワーク・出前講義・グループワークについて記し，Ⅲ章では主に2回目のフィ
ールドワークと発表会について記す。Ⅳ章では，反省点と今後の展望について述べる。 
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Ⅱ 1回目のフィールドワーク・出前講義・グループワーク 

 

 「現代社会探究」を履修する 23名の生徒たちは，地域の課題を探究するに当たって，予め 8つの班にグルー
ピングされ，班単位で活動を行うことになった（1～7班は 3名ずつ，8班のみ 2名）。そして，1回目のフィー
ルドワークに先立って，6月1日と8日の授業では，全国紙の地方版や，地元紙である『紀伊民報』の紙面から，
地域の課題を見つけ出して分類する作業を行った。これを受けて，6月15日の1回目のフィールドワークでは，
生徒たちが熊野高校から JR朝来駅までの片道 1.5㎞程度の通学路を徒歩で往復する中で，彼ら彼女ら自身の観
察眼で課題と感じる場所を写真撮影し，なぜそこが課題だと思うのか，その課題を解決・改善するにはどうすべ

きか，を考えさせることを試みた。そして，翌週（6月 22日）の 2時限分（5・6時限）を出前講義とグループ
ワークに充て，これには23名の履修者が全員出席した。当日は，13:25～13:30の5分間で田城が全体的な説明
を行い，島津の出前講義は13:30～14:20の50分間を使って行った。14:20～14:30の10分間は休憩とし，14:30
～14:35の 5分間で田城がグループワークの説明を行った。14:35～14:45の 10分間は，8つの班ごとにそれぞ
れ発表内容を決めるディスカッションを行う時間に充て，14:45～15:10の 25分間を使って班ごとに発表を行っ
た。15:10～15:15の最後の5分間は，島津が手短に全体の講評を行うとともに，予め配付しておいたコメントシ
ート記入の時間に充てた。 
 出前講義は「数字でみる上富田町の課題」と題して，パワーポイント資料を映写・配付して行った。内容の詳

細は島津（2017）に譲るが，前半では，①地域の様々な《事象》のうち，改善が必要とみなされた《事象》が《課
題》となること，②《地域の課題》は「ヒト・モノ・コト」にそれぞれ関わって存在し，「ヒト・モノ・コト」が

相互に結び付きあっているように，「ヒト・コト・モノ」に関わる《地域の課題》もまた相互に結び付きあってい

ること，③《地域の課題》を探究するには，自らの主観的な体験のみならず，客観的な統計資料やフィールドワ

ークによる現場のデータに基づくのが望ましいこと，について述べた。後半では，④様々な統計資料を調べてみ

ると，上富田町の「ヒト・モノ・コト」に関わる《課題》が意外に多く見つけ出せること，について，具体的な

データを挙げながら説明した。 
 グループワークでは，発表に際して 1班当り 3～4分の時間をとり，各班の代表者が，ディスカッションの結
果として《課題》とみなされた《事象》をそれぞれ口頭で発表した。生徒たちが発表した地域の課題は，空き家

が多いこと，交通量が多い割に道幅が狭くて危険なこと，側溝や用水路に溝蓋がないこと，耕作放棄地があるこ

と，ゴミ箱の付近が汚いこと，ゴミが集積した家屋があること，等々，多岐にわたっていた。いずれも目視で確

認できる事象であり，逆にいえば，生徒たちにとっては，目視による観察が，地域の課題を見つけ出す第一歩と

なりうることが示された発表であったといいうる。最後に島津が，これらの観察から見出された《課題》は全て

《モノに関わる課題》であること，しかし実はそれらは《ヒトに関わる課題》や《コトに関わる課題》とも結び

付いていること，を講評に代えて話し，前半の出前講義と後半のグループワークの両方を含めた本日の授業に対

する感想を自由に書いてもらった。23名の生徒たちのコメントは島津（2017）に全文掲載される予定であるが，
以下に3名分のコメントを抄録する。 
 
・地域の課題は，「ヒト・モノ・コト」からできていると言われて，先日調べた，上富田町の課題を調査する野外授業を思い返すと，

ああ確かにと思いました。統計を見ると，上富田の課題が少ないらしく，驚きました。調査したとき意外と課題が多いように感じ

たので，他の市町村は，一体どれだけの課題があるのだろうと思いました。 
・ヒト，モノ，コトの関係が互いに深く結びついていて，どれか一つがダメだったら他の二つにも問題があるという考え方は，上富

田町の課題を考えるだけではなく，身の回りにある様々な問題を解決していくのに役立つんじゃないかと思った。後半のディスカ

ッションでは，みんな同じところに行ったのに発表内容が全然違うことにびっくりした。人口が多いのに空き家が多いのは不思議

だった。 
・地域の事象は必ずしも，課題ではなくその事象に対して改善が必要と考える人々がいて事象は課題になるというのはとても納得す

ることができた。すべてをヒト・モノ・コトで考える事で解決方法がとても考えやすくなると思いました。 
 

 生徒たちのコメントは総じて授業内容に肯定的であり，上記のコメントのように，「ヒト・モノ・コト」の視点

の有効性を彼ら彼女なりに理解してくれた生徒たちも一定程度みられた。また，《事象》は課題意識を経てはじめ

て《課題》として立ち現われるという構築主義的な物言いに，賛意や理解を示してくれた生徒がかなりいたこと

も併せて記しておくべきであろう。 
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Ⅲ 2回目のフィールドワークと発表会 
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① 上富田町は他の町よりも平和で暮らしやすい町だと思っていましたが，役場には，さまざまな問題が寄せられており，驚きました。
どの問題をとってみても「人」が関わっており，その問題が悪化するのも，解決するのも「人」が重要になってくることが分かりま

した。もっと自分の町をより良くする方法を考えていこうと思いました。 
② 色々な課からの上富田の課題が知れて良かったです。一つひとつの課題がヒト，モノ，コトに分けられていて何が何に分けられる
か知れました。人によってどれを課題にするか，どういう風な課題にとらえるかが違ってくるんだなと思いました。 
③ 上富田町の知らない課題を色々知れて良い機会だったと思います。モノ・コトの課題であってもヒトにつながるということが今日
でよくわかったと思います。まだまだ上富田もヒトとお金の問題がたえないけれど，誰かが動かなければならない，町民が動かなけ

ればならない，ということが大事で大切なことだと思いました。 
④ 人によって問題をとらえ方とか解決方法の考え方が違うのにとてもおどろいた。人・物・事の3つに分類することによって，問題
が見つけやすくなったので，これからの生活でも使っていきたいと思った。 
⑤ みんなそれぞれ違う場所にインタビューに行っていろんな課題が出ていてそれを自分達で様々な解決策がでてきていてすごいと
思いました。「ヒト」を動すためにはいろんな「モノ」・「コト」を動かさなければならないと言う事に対して，すごく共感を覚えま

した。逆を言えば誰かが動けば「モノ」・「コト」が動くということだと思います。なので「誰かが」ではなく「自分が」という気持

ちでいろんなことに取り組んでいこうと思いました。 
⑥ ヒト・モノ・コトはヒトを中心に起こる事象であることがわかった。大きくでたのは，お金の問題や，ルールを守らない人が多い
ということ。お金の問題は，熊野古道を武器にするべき，ヒトがルールを守れば，モノとコトの問題も変わっていくと考えられます。 
⑦ 人・物・事の課代について考える授業内容だったと思います。人によってそれらを課題か，課題ではないかを見極めて，なおかつ，
選挙権を得た僕達は議員や町長を選出しないといけないと島津先生がおっしゃられていた通り，その通りだなと思いました。 
⑧ 人や物，事の問題点が上富田町にあふれていることを知ることができました。一番印象に残ったのはどの班をも言っていた予算が
少ないと言っていた事です。福祉施設が充実していると思います。それが上富田の良さが出ている所であると感じました。この発表

を通じて上富田の悪い所と良い所がたくさん見えたためとてもよかったです。 
⑨ 今回は，皆が調べてきた役場の課のことを発表した。課によって，課題や，目的が全く違くて，そして，たくさんの仕事や役目が
あることに驚いた。私達は発表はもちろん，他の班の課題と解決法をメモし，さらに質問もした。こんなことをする機会はなかなか

ないので，たくさん勉強になった。いろんな課題があることを知って，町全体で改善しなければいけないことがたくさん見つかり，

もっと良い町になればいいなと思いました。 
⑩ 今日の役場インタビューでの課題の発表を聴いてみて，僕は全ての課で出た課題はかならずどこかの課での課題につながっている
ことが聴いていてきづきました。課題はどこか1つが解決されれば，全てが解決の方行で進んでいくと僕は考えています。そのため
に今できることをしていくことが大切だと僕は思いました。 
⑪ 今日のさまざまな上富町での課題が出てきて，自分達の知らないことが多々ありました。健康診断など面倒くさいと言って来ない
人が上富田町民はいるようです。このような課題がこれから時間はかかるかもしれませんが改善できたらいいなと思いました。 
⑫ 上富田町についてこんなに深く考えた事がなかったので，色んな事を知りました。各課にはたくさんの課題があり，そこの人達は
その事を考えながら毎日仕事しているんだなと思うと，本当にすごいです。課題を解決するために取りくみがされていると思うと，

自分達もその課題のために協力したいと思いました。 
⑬ 私は上富田町民ですが，上富田がさまざまな問題をもっていたのでおどろきました。初めて知ったことが多く，考えさせられる授
業でした。上富田の課題が分かったので少しでも町の力になれたらなと思いました。ありがとうございました。 
⑭ 今までこんな本格的な発表をしたり質問したりするのは多分初めてだったので，自分的には難しかったけど，色々な見方や考え方
が先生たちによって分かったのでおもしろかったと思いました。自分たちの知らない仕事を少しでも知れたと思います。これからも

たくさんの課題がでてくるんだろうなと思いました。たくさんの課題がこれから解決していけばいいと思います。貴重な時間をあり

がとうございました。 
⑮ 自分は上富田町ではなく，田辺市に住んでいるので上富田のことをあまり考えたりしなかったので，多くの課題があることに驚い
た。田辺ではあまり無いようなことも課題になっているのがあって町それぞれの課題があり自分の町でも考えてみようと思った。 
⑯ 今回の授業で，町中での課題がどのようなものなのかが分かった。予算の問題で出来ないことが多かったので，むずかしいところ
もあるなと思った。また，南海地震の対策がまだ進んでいないことにおどろいた。 
⑰ どの課でも色々な課題があり，それを解決する予算があまりないことがわかった。自分たちが考えた解決方法もみんなよくできて
いて，よかったと思う。全部そろってみると上富田にも多くの課題があって，困っている人がいることがわかった。とてもためにな

る話を聞けて大人になった時にもおぼえておきたいと思った。 
⑱ 役場については全くの専問外で，何も知らなかったが，今回の授業で役場にも色々な課題があること，こういった課題があるとい
うことなど，役場のことを知れたので，知識が少し増えた。 
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⑲ 僕は今回の発表を聞き，調べた感想は，上富田にも問題，課題点がたくさんあることが分かりました。僕は上富田がいい町になる
ように，出た課題に協力できるようがんばっていきたいと思います。 
⑳ 上富田町にはたくさんの課題があった。たくさんの課題の中で1番目立っていたのはやはり予算の問題だった。やりたいこと，し
たいことがあってもお金が足りずできないことが多く感じた。また，ゴミの分別問題では，人によって課題だと思うところは違うの

だと思った。 
 

 結果的に，20名中 8名（40%）の生徒たちが，「ヒト・コト・モノ」の視点の意義を理解するコメントを寄せ
てくれた。出前講義で事前に「ヒト・コト・モノ」の視点を伝えた後に，生徒たちが自ら地域の課題を探究する

という今回の試みは，限定的ではあるが，一定の成功を収めることができたのではないかと考えている。 
 

Ⅳ 反省点と展望 
 

 本年度の共同研究は，前年度もそうであったように，研究代表者と研究分担者のスケジュールの調整や，共同

研究の舞台であった熊野高校の学校設定科目の年間授業スケジュールとの調整という制約の下に進められた。こ

の種の制約は，異なる校種の教員が学校現場で共同研究を進める場合，ある意味で逃れられないものであって，

かかる制約の網の目をかいくぐりつつ，いかなる実践がどの程度まで可能なのかを模索するプロセスそれ自体が，

さしあたっては重要であると考えている。とはいえ，このことは，本共同研究における反省点を列挙することを

妨げるものではない。一つ目の反省点として，出前講義は可能ならば1回目のフィールドワークの前に実施した
ほうが，より効果的であったのではないか，ということが挙げられる。このことは，1 回目のフィールドワーク
の段階から，生徒たちに「ヒト・モノ・コト」の視点を持たせて目視による観察を行わせることで，より効果的

なフィールドワークとなったのではないかという，二つ目の反省点につながってゆく。三つ目の反省点として，

行政側の関係者のみならず，民間側の関係者にも聞き取り調査を行うことができれば，より広範なデータを収集

できたのではないかと思われる。四つ目の反省点として，最後の発表会の時に，6 月のインドアワーク（新聞記
事から課題を見つける）の成果と，1 回目のフィールドワークの成果を盛り込む形でポスターを作らせることが
できれば，より良い発表ができたのではないかと思われる。さらに五つ目の反省点として，ポスターの記載内容

それ自体に，「ヒト・モノ・コト」の視点を加えさせることができれば，より良かったのではないかと考えられる。 
なお，2 年間に亘った今般の共同研究の成果と課題に関しては，インドアワークとフィールドワークの接合と
いう側面に焦点を当てて，本年 3月 28～29日に筑波大学で開催される日本地理学会 2017年春季学術大会で発
表する予定である（島津・田城 2017）。同学会では高校生のポスターセッションの枠を設けており，今回の生徒
たちのポスターも，出来栄えによってはこれに申し込むことを密かに目論んでいたが，叶わなかった。これも反

省点の一つである。 
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実践研究課題 「１日授業研究プラン」による即日の授業改善

報告者 山口 康平（附属中学校）
共同研究者 谷口 知美 岩野 清美（和歌山大学教育学部）

伊藤 誠 福田 修武（附属中学校）

【活動概要】
各学年４クラス編成であることを活用し、１日に授業を４回実施する途中で研究協議を行うことに
より、即時的に授業の改善をめざした。中学校の当該教科担当教諭及び管理職、教育学部教員と大学
院生などが授業参加及び研究協議に参加した。取組の成果を、夏季中学校教育実践交流会や教育研究
協議会で紹介し活用した。

１．授業を見取る限界
附属中学校では、毎年、学校全体の研究主題に基づき授業実践研究に取り組んでいる。５月から７月に

かけて行う校内授業研究会（中研１回、大研１回）で授業づくりの方向性を確認し、夏までに行った各自
の実践を持ち寄り、夏季中学校教育実践交流会で成果を交流する。さらに９月から 10 月にかけて校内授
業研究会（中研１回、大研１回）を行い、秋の教育研究協議会で研究授業を発表して得られた成果と課題
をもとに、研究報告集『いとなみ』にまとめるのが１年間の研究サイクルである。
最近 10年間の研究では、「協同学習」をベースに「言語活動の充実」や「仲間とともに育む柔軟な思考
力」、「21 世紀型能力の育成」などをめざした授業づくりに取り組んできた。学校全体の研究主題に基づ
いて全教員が授業づくりを行い、学級担任だけではなく、学年全体で総合的な学習の時間や道徳の授業を
行うことなどを通して、学校としてまとまりのある授業実践を行うことができている。
しかしながら、2014（平成 26）年度以前の授業研究会では参観者による見取りが中心で、授業記録に

基づいた具体的な生徒の学びをもとに研究協議されていないという大きな課題があった。授業の発話記録
を作成することがなく、生徒のワークシートやその他の成果物をもとに、成果と課題を協議することも十
分に行われてこなかったのである。協議方法については、授業づくりに熱心な一部の教員だけが議論を進
めていくことを防ぎ、参観者が意見交流して全員参加で授業改善案をつくるスタイルとするために、2011

（平成 23）年度からＫＪ法を使ったワークショップ型の研究協議会を行ってきた。しかし、この方法で
は参観者から様々な意見が寄せられるものの、やはり授業者と参観者の観察からしか授業分析が行われず、
授業改善の限界があることも否めない。ほんの一例の一部分ではあるが、これまでの『いとなみ』にまと
められている成果と課題には、次のようなものがよく見られる。

・生徒たちはとても楽しそうに、そして真剣に話し合っていた。
・ワークシートに自分の考えを一生懸命書いていた。しかし、考えをまとめるのに時間がかかり、発
表の時間がおしてしまったため、時間配分に注意したい。

これでは、生徒が何をどう学んだのか、何ができるようになり、何ができていないのか明らかにされて
おらず、授業改善の手立てとして「時間配分を気をつける」ことしか言及されていない。授業者としての
目線で授業を見ていたのでは、有効な授業改善策を導き出せないことは明らかである。そこで、附属中学
校では平成 27（2015）年度より、授業記録に基づいた授業改善を校内研修のテーマに掲げることにした。
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２．附小の授業研究会に学べ！
ここ数年、５月に附属小中の授業交流週間を設けて、互いに授業参観することが定着している。交流し

てみて分かったことは、小中で研究授業の取り組みに大きな差があることである。前述のように、中学校
では参観者の見取りだけで研究協議を行うのに対し、小学校では授業の発話記録を取り、生徒目線で学び
の筋を大切にした研究協議が行われていた。また、研究協議会で出された意見はホワイトボードに板書し
て可視化され、明らかになった成果と課題が１年間の研究の中にしっかりと位置付けてまとめられていた。
2015（平成 27）年度の研究を始めるにあたり、例年の小中交流の取り組みを一歩進め、合同授業研究会
を行うことで、こうした授業研究のあり方を附中の教員が学んでいくことをねらった。

2015年 6月 24日（水）は附小の校内授業研究会に中学校の全教員が参加し、翌週の 7月 1日（水）は
附中の校内授業研究会（中研１）に附小の全教員が参加する形で、２回の合同授業研究会を行った。附中
の教員は、附小教員の研究協議の熱さに衝撃を受けるとともに、発話記録をとって研究協議で活用するこ
と、研究協議の内容も含めて様々な可視化をはかることの有用性を実感することになった。とりわけ、附
小が講師で招聘した慶應義塾大学の鹿毛雅治教授が話された「思考の可視化・共有化・焦点化」は、授業
づくりにも研究協議会の持ち方にも通ずるもので、これまでの自分の授業を根本から考えさせられる貴重
な機会となった。
本校でもワークシートや感想を集めたり、授業の様子を写真に撮ったりするという授業記録を取っては

いたが、発話記録を中心とした授業記録の作成するとなると、すぐに実践できる状況ではなかった。そこ
で、附小に学ぶことと並行して、教育学部の谷口知美准教授に「授業記録に基づいた授業分析とその方法
と授業改善」についての指導を依頼した。指導を受けるにあたって、一般的な話として授業記録の取り方
や授業分析の方法について指導を受けただけでは、なかなか実践にいかされにくいのではないかと考えた。
そこで、6 月 30 日（火）に実施した３年生数学科の校内大研（１）を題材に、実践的な研修を行うこと
を提案した。これが、本報告の「１日授業研究プラン」である。

３．「１日授業研究プラン」の開発
この企画は、本校で授業研究を行うことに関する、次の課題解決をめざして開発した。
①研究授業の発表・研究協議を行っても、その授業を改善して実施するのは、次にその学年を担当し
た時になる。少なくとも１年後、場合によっては３年以上期間が空いてしまう場合がある。
②研究協議で出された改善案は、本当に有効なのか、なかなか検証される機会がない。長期間空いた
後で授業を行っても、出された改善案をそれほど覚えておらず、根本的な授業改善がされないこと
が多い。
③それは、せっかく研究協議を行っても、改善案（あるいは授業改善の営み）の有効性を授業者本人
が実感しなければ、授業改善が行われにくいからであろう。その結果、研究授業を行ったとしても、
教員としての成長や授業力の向上は限定的になると考えられる。
④多くの若手教員は、研究授業の発表で精一杯になっている。本校の若手教員に聞くと、「研究協議
で質疑応答する時、必死のあまり頭の中が真っ白になり、何を聞かれ、何を答えたかあまりよく覚
えていない」という声があった。
⑤そもそも、現場の教員の多くは、研究者のように緻密な授業設計・記録・分析を行うノウハウを持
っておらず、それらを行う余裕もない。

これらの課題を解決するうえで、オランダの教師教育学者であるＦ・コルトハーヘンの『教師教育学～
理論と実践をつなぐリアリスティック・アプローチ～』（学文社、2010 年）を参考とした。「リアリステ
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ィック・アプローチ」は、教師が日々行っている「行為」（Action／実践や授業）を取りかかりとし、「行
為の振り返り」（Looking back on action）を行うことで「本質的な諸相への気づき」（Awareness of essential

aspects）を導きだし、「行為の選択肢の拡大」（Creating alternative methods of actions）をはかり、新たな選
択肢による「試み」（Trial）をするというサイクルを回していくことで、教師の成長をはかる考えである。
近年、この「リアリスティック・アプローチ」の翻訳だけでなく、Ｆ・コルトハーヘンを紹介する本が相
次いで出版されており、「省察」から授業改善の手立てを見いだしていくことが注目されている。
「１日授業研究プラン」では、本校が１学年４クラスあることをいかし、１日のうちに授業実践、研究

協議、授業改善案に基づく再実践を行うようにした。実際の展開は次の通りである。
ただし、2015 年度の実践では昼食なし、昼休

2015年度の「１日授業研究プラン」実践日程 み返上で授業改善案づくりを行うことになった
ので、2016 年度の実践では１・２限に授業、３

２限 担当教諭が授業を行う 限に研究協議、４限に授業改善の作業、５・６
３限 教諭自身が修正を行って次のクラスで授業 限に再実践、と日程変更して実施した。谷口准
４限 参観者と研究協議 教授には、午前・午後を通した４時間の授業記
５限 授業改善案をもとに授業 録の作成と分析を依頼した。また、その結果を
６限 授業改善案をもとに授業 もとに、2015年 7月 29日（水）に開催した「和
※２・３限と５・６限の授業記録を比較し、「１日授 歌山大学教育学部附属中学校教育実践交流会
業研究プラン」による授業改善の成果を分析する。 2015」での講演「授業記録に基づいた授業分析

とその方法と授業改善」も依頼した。
この「１日授業研究プラン」は平日の授業と並行して行っているため、授業参観者は本校の数学科教員

と研究主任、校長、副校長および谷口准教授と授業記録を担当した大学院生であった。

４．授業改善の実際～ 2015年度の実践を事例に～
３年生数学科で行った 2015年度の実践は、「平方根」について学習する単元の終末部分で、これまで学

習してきた平方根を用いて、身のまわりにある事象を考えさせる授業であった。題材は「B5 の用紙に印
刷されたドラえもんを B4 の用紙に拡大するには、拡大倍率を何倍にすればよいか」というもので、白銀
比を利用し、用紙の拡大倍率を求めさせるという課題である。コピー機で用紙を拡大コピーするという
身近な事例を紹介し、中心発問に対して個人考察の後、グループで話し合った結論を発表し、まとめと
振り返りをするという授業展開であった。
授業後の研究協議で、参観者からは次のような意見が出された。紙面の都合で、抜粋して紹介する。
・面積と長さの関係がわからないと言っていた。／どの辺とどの辺が１：√２なのかが理解できず、
４人とも「わからん」と言っていた班があった。
・本時を難しくしているのは、先生だと思う。／白銀比・拡大・紙のサイズという３つの話がバラバ
ラに展開された。／ドラえもんの１：√２は最後に言ったほうがいいのではないか。紙の大きさな
のかドラえもんの大きさなのか、視点がずれる。
・生徒が発言する場が少ない。／先生が、自分の発問に答えている。／最初の 18 分間ずっと先生が話
し、後半の話し合いに至るまでに先生が 35分間主導し、授業を混乱させた。
・200%のつまずきをもっと大事にすればいい。縦２倍、横２倍で４倍になるというのをおさえる。前
半をスリムにして、まちがいを引き出し、「200%だと思わんかった？」と生徒に返す。
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これらの意見をもとに、昼休みに授業者と報告者（山口）、
谷口准教授の３人で話し合い、授業改善案を右の写真のよ
うにまとめた。１つめのポイントは、すべての生徒が正確
に本時の課題を理解できるようにすることである。まず、
Ａ１、Ｂ１の大きな用紙から、どのようにしてＢ４やＢ５
の大きさが決められているのかを説明した後、Ｂ５からＢ
４に拡大コピーするには何％に拡大すれば良いかを問うよ
うにした。ここで、ほとんどの生徒が「200 ％」とつぶや
くので、「どうしてそう考えたの？」と問い、その理由を
みんなに説明することを求める。この時点では、よく分からないけれども、「それでいいんじゃないの？」
「ぜったい正しいよ」という雰囲気になるので、「じゃあ、実際に 200 ％でやってみたよ」とコピーを提
示する。ところが、200 ％で拡大したドラえもんは、顔や体が切れてしまっていて用紙の中に収まってい
ないため、多くの生徒が「えぇ！」と驚きの声を上げることになる。このように、「何で？？？」という
状態にしたうえで「なぜ、ちがうのか、もう一度考えてみよう！」と返すことで、生徒たちは真剣に学習
課題に取り組んでいくであろうと想定した。このように、生徒に発言させながら、生徒のつまずきをいか
すことで、生徒の学びの筋を大切にした授業展開を組み立てるようにしたのである。また、午前中の授業
では、後半の話し合いのところで、Ｂ５からＢ４に拡大する時に辺の長さがどれだけ長くなるのか、縦と
横の辺の関係（用紙の向き）がどのように変化するのかがつかめず、混乱してしまう班がいくつか見られ
た。そこで２つめのポイントとして、困っている班に何で困っているのかを説明させたうえで、「拡大す
る時に辺の長さと面積を区別する」ということをヒントとして出すようにした。このように、授業のうま
くいかなかったポイントを分析し、説明や発問の仕方、ヒントの出し方、学習展開の変更を試したことで、
授業者は「こんなにも自分の授業が変わるとは…」と授業改善の成果を実感していた。

５．授業記録に基づく授業分析を行うための研修
谷口准教授の講演で、授業記録に基づく授業研究の意義やその方法について学んだ後、夏休み明けの 8

月 28日（金）の大研（２）を利用して、実際に全教員で授業記録を取り、研究協議を行う研修を行った。
授業は２年生歴史「江戸時代の学びをふりかえろう」を題材とし、報告者（山口）が行った。
この授業では、江戸時代の学習の最後に、江戸幕府の歴代の将軍や代表的な政治家が行った政治や当時

の主なできごとから幕府権力の盛衰を評価し、グラフ化することで、この時代の特色やターニングポイン
トをつかませることをねらいとした。生徒はまず各個人で解釈してグラフを作成し、なぜその評価にした
のかを班のメンバーに説明した。そして、これまでの学びをふりかえりながら解釈の相違を議論し、班と
してのグラフを作成して学級全体に発表するという展開とした。授業者としては、これまでの既習事項を
活用し、根拠に基づいて論理的思考を働かせ、課題解決させることをねらった。
そのねらいが達成されたかどうかを見取るために、参観者は３人１組となり、「グループでの発話記録」

「メンバーの発話回数」「生徒の態度・様子の観察」の３役を分担して授業記録を作成した。また、授業
後には参観者が生徒に「この時には何を考えていたの？」などとインタビューする機会を設けたり、授業
後にまとめた生徒のふりかえりと、制作したグラフをそのまま各班の机上に残したりすることによって、
参観者がこの授業で生徒が何を考え、何を話し合った結果その結論に至ったのかを協議分析できるように
した。

2016（平成 28）年度は、6 月 30 日（木）に行った大研（１）を「１日授業改善プラン」で実施し、昨
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年に引き続いて授業記録に基づいた授業研究のあり方を追究した。題材は報告者（山口）が提案した３年
生歴史の「大正時代の新しい生活と文化」で、ジグソー法による情報の読解と統合で生徒の論理的思考力
を育成することをねらいとした。この授業を行うにあたって、これまでの実践成果をふまえて、生徒につ
かませたい歴史の内容を整理し、細心の注意を払って４つのジグソー資料を作成した。しかし、実際に授
業を終えてみると、生徒たちが出した結論は不十分かつ非論理的な内容に止まる班が多かった。そこで、
谷口准教授と大学院生が作成した授業記録を分析すると、生徒たちは情報の関連づけができていない話し
合いをしており、資料づくりの課題が明らかになった。なお分析の詳細は、現在投稿中の『教育学部紀要』
および編集中の『いとなみ』第 55 集で述べる。谷口准教授には、8 月 3 日（水）に開催した「和歌山大
学教育学部附属中学校教育実践交流会 2016」において、この授業に基づいた講演「授業記録に基づいた
授業分析と授業改善Ⅱ～資質・能力の育成と評価を一体にした授業づくり～」を依頼し、全体での研修を
行った。

６．成果と課題
以上のように、２年間にわたって授業記録に基づいた授業改善の取り組みを行ってきたことにより、授

業記録をとることの有用性が校内に浸透してきている。
「１日授業研究プラン」の成果としては、次の３点を挙げることができる。

①授業改善案を即時に試し、授業者は授業が変わる有効感を得られる。
②とくに若手教員にとって、発問や授業の流れの変更は有効感を実感しやすい。
③グループでの話し合いの分析により、資料内容の見直しまで踏み込んだ授業改善ができる。

一方、課題点は次の３点である。

①資料をつくりこんだ授業では、大幅な修正がしにくい。
②全教員で授業参観、研究協議ができない。
③大学の先生、大学院生のサポートがあってこその授業記録になっており、本校の教員が個人で
記録を取るにはまだハードルが高い。

学校全体で授業記録を分析して成果と課題を明らかにしていくには課題を残しているが、この２年間の
取り組みを通して、少なくとも報告者（山口）は授業に対する意識を大きく変えられた。自分で授業記録
を取り始めると、授業改善の面白さが格段に増してくるとともに、教育実習生の授業を何となく見るので
はなく、授業記録を取りながら見るようになったことは、自分の中での一番大きな変化である。授業記録
をもとに指導することで、実習生の授業の課題を明確化できる上に、日頃自分が授業しながらでは気づい
ていなかったこともたくさん見えてきた。このことを職場で話題にしたところ、何人かの教員が「自分も
実習生の授業の見方が変わった。記録を残して、具体的に指導するようになった」と述べていた。このこ
とから、実習指導に授業記録を活用することが、指導教員の授業を見る眼を鍛える貴重な研修の機会とな
ることを感じた。教育学部および教員養成系の大学の存在意義が問われているいま、授業記録に基づいた
授業研究を行う風土を教育学部全体で築いていくことで「附属三校の研究推進」「教員の研修」「実習生の
指導」がつながり、実践的教育研究を推進できる教員を輩出する和歌山大学教育学部へと進化することを
展望したい。





 
 
３．算数・数学教育・理科教育 
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研究課題： インクルーシブ教育を視野に入れた特別支援学校における理科実験の授業 
研究者：  石塚 亙、富田 晃彦 
連携学校： 附属特別支援学校 
連携学校担当者： 一ツ田啓之 教諭、谷 重男 教諭 
 
【活動概要】 
 平成２１年度から継続して行っている、感覚的に生徒が容易に理解できる事象を手掛か

りにして高度な思考が必要な段階に進めようとする試みである。対象は中等部の生徒であ

り、生徒たちにはこの取り組みを楽しみにしてもらっている。 
 今年度は２９年１月２４日に行い、昨年までと同様に特別支援学校の多数の教員もこの

「理科実験授業」を参観された。研究者が引率した大学院生１名、学部生１名に加えて、

２８年度に和歌山県教育委員会から長期社会体験研修員として派遣されている藤木育久桐

蔭高等学校教諭の参加を得て、ペットボトル水ロケットの打ち上げを生徒たちとともに行

った。ペットボトル水ロケットは、理科教材として優れている上にそれ自体が生徒たちの

興味を惹きつけることが期待され、実際に好評であった。藤木教諭は、ペットボトル水ロ

ケット全国大会で過去に２度、指導された桐蔭中学生を優勝に導き、シンガポールとマレ

ーシアで開催された世界大会に参加されている。 
 特別支援学校のグランドで実際に打ち上げを行う前に、ペットボトル水ロケットの構造

と性能、打ち上げに必要な器具などを生徒たちに説明し、藤木教諭からは世界大会に繋が

る大会について紹介していただいた。打ち上げは数回行い、失敗も成功もあり、生徒たち

に楽しんでもらうことができた。 
 また、別に、夜間に光源を観察するとおもしろい発見があることを伝え、回折格子シー

トを生徒たちに配布した。 
 
【成果】 

 大学院生と学生はペットボトル水ロケット本体および打ち上げランチャーの製作等の

事前の準備と予行を行い、この過程で教材としてのペットボトル水ロケットに関する知見

を深めることができた。 

生徒たちの感想と当日の活動の様子を記録した写真の一部を以下に載せる。理科実験...

【中学部】2015 

【生徒の感想】 

 ロケットの実験を５・６時間目にロケットの実験をしました。さいしょは、二回三回してもとびませんでしたがさい

ごぐらいに谷先生のところまでとんですごい長くとんでいってすごかったです。楽しかったです。（中１） 

 

 すごくびっくりしました。とんだときはたのしかったです。（中２） 
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 飛ばなかった時、ペットボトルロケットってこんなものかな～と思いました。飛んだ時、２回目より飛んだので、び

っくりしました。（中２） 

 

 ペットボトルロケットをとばすのが楽しかったです。ロケットがとばなかった時くやしかったです。ロケットがとん

だ時うれしかったです。ロケットをもっととばしたかったです。ペットボトルロケットをつくりたいです。世界大会に

でたいです。そして、ゆうしょうしたいです。世界チャンピオンになりたいです。自分でペットボトルロケットをいっ

ぱいつくっていっぱいとばしたいです。（中３） 

 

今年の理科の実験は、ペットボトルのロケットと光の三げん色、光の屈折で、虹に見えるヤツです。ペットボトルの

ロケットは、「空気だけでなく、水も、一緒に入れて、飛ばすんだな」と思いました。ロケットの世界の全国区の人の話

では、第一審査が作文で、ロケットや宇宙で、何をしりたいか、何かやりたいかで、私は、「国語能力もいるな」と思い

ました。実際に自分がやると、ちょっと打ち上げる時が、少し、恐かったです。感想は、このロケットを作った人、考

えた人、すごいなと思いました。物理能力があると思いました。（中３） 

 

 

【当日の様子】 
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「中学校数学授業研究」平成 28年度活動概要 
 
１．研究代表者・共同研究者（下線は代表者） 

今年度は以下のメンバーで活動を行った。 
保田中学校（小池亨、石井麻友） 
箕島中学校（丸谷昌校長、江川裕章教頭、上田千都世， 
      中西友紀子、渋谷成哉、亀井謙四朗） 
文成中学校（小林紘平、永田崇、室宗介） 
金屋中学校（宮﨑正和、楠畑香奈） 
吉備中学校（宮崎俊和、宮本綾、田口智香子、貴志康平） 
和歌山大学（片岡啓，北山秀隆，西山尚志） 
 
２．研究授業・研究協議会 

第１回 

○研究授業 
 実施日： 平成２８年 ９月２３日（金） 
 実施場所： 有田川町立吉備中学校 

 学年・学級： ２年Ｅ組 
 単元：  「一次関数」 
 指導者： 宮崎俊和 
 学年・学級： １年Ｄ組 
 単元：  「方程式」 
 指導者： 貴志康平 

 ○研究協議会： 大学より片岡啓，北山秀隆，西山尚志も参加して１時間余り実

施。２年生ではオリンピックの男子 100m の記録の変化を一次
関数とみなして，「９秒を切るのはいつか」をグラフ屋敷から考

察する。１年生では，先に出発した弟を姉が遅れて追いかけた

とき，追いつくのか，いつ追いつくのかを図や表で考えるもの。

いずれも実生活上の課題を数学の多様な表現で検討するという，

生徒の数学的活動を重視した実践となっており，その意義につ

いてあらためて議論となった。 
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第２回 

○研究授業 
 実施日： 平成２９年 １月１８日（水） 
 実施場所： 有田市立文成中学校 

 学年・学級： １年Ｂ組 
 単元：  「空間図形」 
 指導者： 小林紘平 
 学年・学級： ３年Ａ組 
 単元：  「円の性質」 
 指導者： 永田 崇 

○諸般の事情により大学から参加することができず，大変申し訳ないこととなった。 
 
 
熱心な活動を継続されている有田地域の数学授業研究の活動を，大学のスタッフが減少

する中でどのようにサポートし，有意義な共同研究を発展させられるか，来年度の課題と

して検討していきたい。 
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する中でどのようにサポートし，有意義な共同研究を発展させられるか，来年度の課題と

して検討していきたい。 

子どもの思考を深める算数教材開発の研究 
 

附属小学校 小谷 祐二郎，吉久 寛郎 
教育学部  片岡 啓 

 
新しい学習指導要領に向けて 2016年 12月に出された中教審の答申では，算数・数学の
教育内容として統計分野の改善とプログラミング教育を取り上げている。その他に詳細な

記述は見当たらないが，現状分析の項で，「小学校では，『基準量，比較量，割合の関係を

正しくとらえること』…に課題が見られた。」ことを指摘している。割合の指導の難しさを

指摘する声は以前から上がっていたが，現行の学習指導要領に先立つ，2008年 1月の同様
の答申では特に触れられていなかったことから，次期改訂で一定の整理がなされることも

予測される。 
中村(2002)は割合が難しいを言われる要因を，次の三つにまとめている。 

（１）2 量の関係を表すために数の相対的な見方が必要（「2 をもとにすれば 5 は 2.5 と
見ることができる」） 

（２）割合の表し方が多様（小数，分数，百分率，歩合など）。 
（３）割合が乗除の意味付けや，速さなど異種量を数値化する際にも用いられる。 

（１）は割合の定義にかかわる本質的な理解の問題，（３）は「同種量」と「異種量」の

割合の異同とその理解にかかわる点である。ただ，中村は割合の定義自体が長く定まった

ものがなく，日常語を種々の意味で算数に取り入れてきたことも指摘している。今日でも

教科書では「倍」と同義語として一般的な意味での「割合」を多用する一方，学習指導要

領にはその意味での割合が登場しないことにも表れている。 
本研究では，昨年に引き続き教材づくりに焦点を当て，大学院教職実践研究Ｂの取り組

みもかねて，「割合」を中心として子どもたちが活動を通じて考えを深める教材の工夫を，

小谷（６年），吉久（２年）の実践授業とその振り返りを通じて検討した。 
 
 

5月 13日「なんばんめ」吉久（附属小学校校内研修会） 
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10月 20日「単位量あたりの大きさ」小谷 

 

 
11月 1日「割合」小谷（大学院教職実践研究Ｂを兼ねる） 

 

 
11月 24日「割合の活用」（大学院教職実践研究Ｂの院生による実践授業） 

 
 
注

中村享史（2002）「割合指導に関する研究の動向と今後の方向」『日本数学教育学会誌』，84
巻 8号 
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校内研、小大逆転 

 

富田晃彦、石塚 亙（和歌山大学教育学部） 

中西 大、馬場敦義（和歌山大学教育学部附属小学校） 

 

 

研究のねらい 

 大学教員が、附属小学校等の学校に出向いて、研究授業の指導助言をすることが多々ある。こ

れを逆にして、大学教員が大学の授業の指導案を書き、授業として振り返りたい点を事前に検討

した上で研究授業を行い、その授業のビデオを資料として、学校の教員から指導を受けるという

ことをやってみるのは、どうだろうか。大学の教員の自主的な授業改善、また、FD活動として大

学教員間の授業参観での意見交換だけの場合と違って、大学の授業の改善への、より大きな力と

なるだろうか。これがこの研究を始めた背景である。 

 

研究の方法と成果 

富田が今年度から担当となった、中学・高校の理科の免許の必修科目の一つ、物理学概論 A の

2016 年 4 月 21 日の授業で研究授業を行った。事前に指導案を書き、その日の授業のワークシー

トとその評価方法を用意し、授業風景をビデオ撮影した。授業での富田と学生の発言の記録、板

書の写真、授業後の富田の振り返りを用意し、附属小学校の教員から意見を出してもらう形を取

った。 

富田にとって一番大きい変化は、学生観の変化である。そんなに物理が嫌いなら、理科の先生

を目指すことをやめればいいではないか。それなのに、なぜ理科の先生になることを目指すのか。

この授業の機会を使い、別に、これを学生に問いかけた。学生は、物理は苦手だが、科学は全体

として好きであり、子どもたちに、この科学の世界を案内したい、という強い気持ちを持ってい

ることがわかった。苦手、苦手と逃げ回るだけでなく、子どもたちになんとか科学の世界を案内

したい、という先生の卵たちの気持ちがあったことを認識できたことは、大きな成果だった。附

属小学校の先生方との意見交換でも、この点への評価をいただいた。 

 

指導案等の資料 

次ページ以降に、指導案（研究授業とした 2016 年 4 月 21 日と、その翌週の 4 月 28 日の 2 回

分）、ワークシート（4 月 21 日と 28 日の分）、授業終了時の、自己採点する小テスト（4 月 21 日

と 28日の分）を添付した。 

 

 

 

学習指導案 

 

作成日：2016年 4月 8日 
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作成者：富田晃彦 

 

日時：第 1時：2016 年 4月 21日（木）3限目、第 2時：2016年 4月 28日（木）3限目 

場所：L201 

授業名：物理学概論 A（受講者数、受講者層は、後日記入） 

授業者：富田晃彦 

単元名：力・仕事・エネルギーとは何か 

単元目標：力とは何か、仕事とは何か、エネルギーとは何か。これらの概念を復習するとともに、

数学的表現、特に微分、積分を用いた表現の必要性を理解することを目標とする。 

教材観：物理学は、自然の見方・考え方の基盤を与える科目である。また、現象について、数学的

な表現を多用して記述する。物理学は小さな子どもでも経験する日常的な事柄や現象から極

限的なものまで扱い、その上で、統一的視野を大切にする。力学は、物理学で見る自然界の

理解の入口になる分野である。力学の勉強を通して、多くの現象を統一的にみる視点、数学

的な表現を駆使して理解する方法を学んでいってほしい。富田の担当は力学の勉強に本格的

に入る前の 2 回の導入部分なので、統一的にみる視点を持つことや、数学的な表現の有用性

をなんとなく感じる、という程度を目標としたい。 

学生観：理科（科学教育領域）を専攻、さらには物理学を専攻しているとしても、学生は物理学

分野を非常に苦手にしている（何をどのように苦手にしているのか、あらためて調査の必要

はある）。高校の時に科目として物理を選択していなかったこともあるが、それ以前に、最初

から苦手感が強く出ている。物理学は、数学的表現、特に微分や積分を使った表現を多用す

る。これが苦手感の原因の一つではないかと考えられる。そのために数学的表現の必要性や

有用性をよく理解しておく必要がある。数式を使わずして説明するのが人にやさしい、数式

を使えば過度に専門的という見方が根強いのではないかと想像する。微分や積分の表現を、

より身近に感じてもらうことを具体的目標のひとつとしたい。また、物理学の学習の入口の

力学のところで、多くの学生は学習がつまずいている感がある。力学の具体的な問題演習の

前に、そもそも力、仕事、エネルギーといった基礎となる概念があやふやではないかと考え

られる（このあたりは確固たる根拠があるわけではないので、機を見て調査する必要がある）。

まず、力、仕事、エネルギーは何を指しているのか、小中高での学習を総合する形で復習す

る必要がある。これらは日常で普通に使う語であるだけに、科学的にはあいまいな理解で終

わっている可能性がある。力、仕事、エネルギーについて、科学的な理解に近づくことを具

体的な目標のひとつとしたい。 

指導観：学生は物理学に対して嫌悪感まで持っている可能性がある。まず、学生からの発言を促

したい。これまでの日常経験や学習を掘り起こし、ある程度の見方は身についていることを

自分で見つけてもらう。ここで、物理学的な見方は、日常生活と大きくかい離していないこ

とを感じてもらいたい。その上で、より科学的な理解に案内できるよう、学生の想像できう

る例をできるだけ使うことを念頭に、説明を重ねたい。 

単元の評価基準：力・仕事・エネルギーとは何か、数学的な表現も使いながら科学的に説明でき

るか。 

単元計画： 

校内研、小大逆転 

 

富田晃彦、石塚 亙（和歌山大学教育学部） 

中西 大、馬場敦義（和歌山大学教育学部附属小学校） 

 

 

研究のねらい 

 大学教員が、附属小学校等の学校に出向いて、研究授業の指導助言をすることが多々ある。こ

れを逆にして、大学教員が大学の授業の指導案を書き、授業として振り返りたい点を事前に検討

した上で研究授業を行い、その授業のビデオを資料として、学校の教員から指導を受けるという

ことをやってみるのは、どうだろうか。大学の教員の自主的な授業改善、また、FD活動として大

学教員間の授業参観での意見交換だけの場合と違って、大学の授業の改善への、より大きな力と

なるだろうか。これがこの研究を始めた背景である。 

 

研究の方法と成果 

富田が今年度から担当となった、中学・高校の理科の免許の必修科目の一つ、物理学概論 A の

2016 年 4 月 21 日の授業で研究授業を行った。事前に指導案を書き、その日の授業のワークシー

トとその評価方法を用意し、授業風景をビデオ撮影した。授業での富田と学生の発言の記録、板

書の写真、授業後の富田の振り返りを用意し、附属小学校の教員から意見を出してもらう形を取

った。 

富田にとって一番大きい変化は、学生観の変化である。そんなに物理が嫌いなら、理科の先生

を目指すことをやめればいいではないか。それなのに、なぜ理科の先生になることを目指すのか。

この授業の機会を使い、別に、これを学生に問いかけた。学生は、物理は苦手だが、科学は全体

として好きであり、子どもたちに、この科学の世界を案内したい、という強い気持ちを持ってい

ることがわかった。苦手、苦手と逃げ回るだけでなく、子どもたちになんとか科学の世界を案内

したい、という先生の卵たちの気持ちがあったことを認識できたことは、大きな成果だった。附

属小学校の先生方との意見交換でも、この点への評価をいただいた。 

 

指導案等の資料 

次ページ以降に、指導案（研究授業とした 2016 年 4 月 21 日と、その翌週の 4 月 28 日の 2 回

分）、ワークシート（4 月 21 日と 28 日の分）、授業終了時の、自己採点する小テスト（4 月 21 日

と 28日の分）を添付した。 

 

 

 

学習指導案 

 

作成日：2016年 4月 8日 
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作成者：富田晃彦 

 

日時：第 1時：2016年 4月 21日（木）3限目、第 2時：2016年 4月 28 日（木）3限目 

場所：L201 

授業名：物理学概論 A（受講者数、受講者層は、後日記入） 

授業者：富田晃彦 

単元名：力・仕事・エネルギーとは何か 

単元目標：力とは何か、仕事とは何か、エネルギーとは何か。これらの概念を復習するとともに、

数学的表現、特に微分、積分を用いた表現の必要性を理解することを目標とする。 

教材観：物理学は、自然の見方・考え方の基盤を与える科目である。また、現象について、数学的

な表現を多用して記述する。物理学は小さな子どもでも経験する日常的な事柄や現象から極

限的なものまで扱い、その上で、統一的視野を大切にする。力学は、物理学で見る自然界の

理解の入口になる分野である。力学の勉強を通して、多くの現象を統一的にみる視点、数学

的な表現を駆使して理解する方法を学んでいってほしい。富田の担当は力学の勉強に本格的

に入る前の 2 回の導入部分なので、統一的にみる視点を持つことや、数学的な表現の有用性

をなんとなく感じる、という程度を目標としたい。 

学生観：理科（科学教育領域）を専攻、さらには物理学を専攻しているとしても、学生は物理学

分野を非常に苦手にしている（何をどのように苦手にしているのか、あらためて調査の必要

はある）。高校の時に科目として物理を選択していなかったこともあるが、それ以前に、最初

から苦手感が強く出ている。物理学は、数学的表現、特に微分や積分を使った表現を多用す

る。これが苦手感の原因の一つではないかと考えられる。そのために数学的表現の必要性や

有用性をよく理解しておく必要がある。数式を使わずして説明するのが人にやさしい、数式

を使えば過度に専門的という見方が根強いのではないかと想像する。微分や積分の表現を、

より身近に感じてもらうことを具体的目標のひとつとしたい。また、物理学の学習の入口の

力学のところで、多くの学生は学習がつまずいている感がある。力学の具体的な問題演習の

前に、そもそも力、仕事、エネルギーといった基礎となる概念があやふやではないかと考え

られる（このあたりは確固たる根拠があるわけではないので、機を見て調査する必要がある）。

まず、力、仕事、エネルギーは何を指しているのか、小中高での学習を総合する形で復習す

る必要がある。これらは日常で普通に使う語であるだけに、科学的にはあいまいな理解で終

わっている可能性がある。力、仕事、エネルギーについて、科学的な理解に近づくことを具

体的な目標のひとつとしたい。 

指導観：学生は物理学に対して嫌悪感まで持っている可能性がある。まず、学生からの発言を促

したい。これまでの日常経験や学習を掘り起こし、ある程度の見方は身についていることを

自分で見つけてもらう。ここで、物理学的な見方は、日常生活と大きくかい離していないこ

とを感じてもらいたい。その上で、より科学的な理解に案内できるよう、学生の想像できう

る例をできるだけ使うことを念頭に、説明を重ねたい。 

単元の評価基準：力・仕事・エネルギーとは何か、数学的な表現も使いながら科学的に説明でき

るか。 

単元計画： 

作成者：富田晃彦 

 

日時：第 1時：2016 年 4月 21日（木）3限目、第 2時：2016年 4月 28日（木）3限目 

場所：L201 

授業名：物理学概論 A（受講者数、受講者層は、後日記入） 

授業者：富田晃彦 

単元名：力・仕事・エネルギーとは何か 

単元目標：力とは何か、仕事とは何か、エネルギーとは何か。これらの概念を復習するとともに、

数学的表現、特に微分、積分を用いた表現の必要性を理解することを目標とする。 

教材観：物理学は、自然の見方・考え方の基盤を与える科目である。また、現象について、数学的

な表現を多用して記述する。物理学は小さな子どもでも経験する日常的な事柄や現象から極

限的なものまで扱い、その上で、統一的視野を大切にする。力学は、物理学で見る自然界の

理解の入口になる分野である。力学の勉強を通して、多くの現象を統一的にみる視点、数学

的な表現を駆使して理解する方法を学んでいってほしい。富田の担当は力学の勉強に本格的

に入る前の 2 回の導入部分なので、統一的にみる視点を持つことや、数学的な表現の有用性

をなんとなく感じる、という程度を目標としたい。 

学生観：理科（科学教育領域）を専攻、さらには物理学を専攻しているとしても、学生は物理学

分野を非常に苦手にしている（何をどのように苦手にしているのか、あらためて調査の必要

はある）。高校の時に科目として物理を選択していなかったこともあるが、それ以前に、最初

から苦手感が強く出ている。物理学は、数学的表現、特に微分や積分を使った表現を多用す

る。これが苦手感の原因の一つではないかと考えられる。そのために数学的表現の必要性や

有用性をよく理解しておく必要がある。数式を使わずして説明するのが人にやさしい、数式

を使えば過度に専門的という見方が根強いのではないかと想像する。微分や積分の表現を、

より身近に感じてもらうことを具体的目標のひとつとしたい。また、物理学の学習の入口の

力学のところで、多くの学生は学習がつまずいている感がある。力学の具体的な問題演習の

前に、そもそも力、仕事、エネルギーといった基礎となる概念があやふやではないかと考え

られる（このあたりは確固たる根拠があるわけではないので、機を見て調査する必要がある）。

まず、力、仕事、エネルギーは何を指しているのか、小中高での学習を総合する形で復習す

る必要がある。これらは日常で普通に使う語であるだけに、科学的にはあいまいな理解で終

わっている可能性がある。力、仕事、エネルギーについて、科学的な理解に近づくことを具

体的な目標のひとつとしたい。 

指導観：学生は物理学に対して嫌悪感まで持っている可能性がある。まず、学生からの発言を促

したい。これまでの日常経験や学習を掘り起こし、ある程度の見方は身についていることを

自分で見つけてもらう。ここで、物理学的な見方は、日常生活と大きくかい離していないこ

とを感じてもらいたい。その上で、より科学的な理解に案内できるよう、学生の想像できう

る例をできるだけ使うことを念頭に、説明を重ねたい。 

単元の評価基準：力・仕事・エネルギーとは何か、数学的な表現も使いながら科学的に説明でき

るか。 

単元計画： 

第 1時：力とは何か。微分と積分の考え方。 

第 2時：仕事とは何か。エネルギーとは何か。微分方程式の考え方。 

第 1時の目標： 

(1) 物体の運動の変化量から、かかった力を測ることができる、ということを復習する。こ

の概念が十分でない学生には、この概念を持つことを助ける。 

(2) 物体の運動の変化量は、加速度として表現される。これは速度の時間微分として表現さ

れる。微分とはどのような作業か、復習する。この概念が十分でない学生には、この概

念を持つことを助ける。また、速度の時間積分が移動距離である。積分とはどのような

作業か、復習する。この概念が十分でない学生には、この概念を持つことを助ける。 

第 2時の目標： 

(1) 力の距離積分が仕事である、ということを復習する。仕事をする能力としてエネルギー

を考える、ということを復習する。この概念が十分でない学生には、この概念を持つこ

とを助ける。 

(2) 保存力を念頭に、ポテンシャルを説明する。微分方程式を具体的に解くところまではし

ないが、微分方程式という形で運動を記述できることを説明する。 

第 1時の展開： 

数人でグループになり、話し合ってもらい、発表してもらい、それをみんなで吟味する、と

いう活動を時々入れる。その活動を●で示す。説明の部分を○で示す。 

● 力とは何ですか？ 

○ 力について、科学的な説明を行う。 

● 運動しているのなら力を加え続けないといけないはず。どう考えたらいいのか？ 

○ 力積の説明を行う。 

○ 𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 の関係の説明を行う。 

○ 微分と積分の説明を行う。 

第 2時の展開： 

● 仕事とは何ですか？ 

○ 仕事について、科学的な説明を行う。 

● 物体を移動させられなければ、力をかけていても、仕事は 0 か。どう考えたらいいの

か？ 

○ エネルギーについて、科学的な説明を行う。 

○ 微分方程式の形で運動を記述することを説明する。 

○ 保存力を念頭に、ポテンシャルについて説明する。これは時間がなければ、省略する。 

 

 

 

 

物理学概論 A 2016年 4月 21日 ワークシート （板書例） 

 

話し合ってみよう：力とは何だろうか？ 

校内研、小大逆転 

 

富田晃彦、石塚 亙（和歌山大学教育学部） 

中西 大、馬場敦義（和歌山大学教育学部附属小学校） 

 

 

研究のねらい 

 大学教員が、附属小学校等の学校に出向いて、研究授業の指導助言をすることが多々ある。こ

れを逆にして、大学教員が大学の授業の指導案を書き、授業として振り返りたい点を事前に検討

した上で研究授業を行い、その授業のビデオを資料として、学校の教員から指導を受けるという

ことをやってみるのは、どうだろうか。大学の教員の自主的な授業改善、また、FD活動として大

学教員間の授業参観での意見交換だけの場合と違って、大学の授業の改善への、より大きな力と

なるだろうか。これがこの研究を始めた背景である。 

 

研究の方法と成果 

富田が今年度から担当となった、中学・高校の理科の免許の必修科目の一つ、物理学概論 A の

2016 年 4 月 21 日の授業で研究授業を行った。事前に指導案を書き、その日の授業のワークシー

トとその評価方法を用意し、授業風景をビデオ撮影した。授業での富田と学生の発言の記録、板

書の写真、授業後の富田の振り返りを用意し、附属小学校の教員から意見を出してもらう形を取

った。 

富田にとって一番大きい変化は、学生観の変化である。そんなに物理が嫌いなら、理科の先生

を目指すことをやめればいいではないか。それなのに、なぜ理科の先生になることを目指すのか。

この授業の機会を使い、別に、これを学生に問いかけた。学生は、物理は苦手だが、科学は全体

として好きであり、子どもたちに、この科学の世界を案内したい、という強い気持ちを持ってい

ることがわかった。苦手、苦手と逃げ回るだけでなく、子どもたちになんとか科学の世界を案内

したい、という先生の卵たちの気持ちがあったことを認識できたことは、大きな成果だった。附

属小学校の先生方との意見交換でも、この点への評価をいただいた。 

 

指導案等の資料 

次ページ以降に、指導案（研究授業とした 2016 年 4 月 21 日と、その翌週の 4 月 28 日の 2 回

分）、ワークシート（4 月 21 日と 28 日の分）、授業終了時の、自己採点する小テスト（4 月 21 日

と 28日の分）を添付した。 

 

 

 

学習指導案 

 

作成日：2016年 4月 8日 
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力とは 

 

物体が運動を変化させる時、そこに力が働いている。そうやって、力が「見える」。 

  運動の変化 → 速さの変化、動く向きの変化 

  広く考えれば、それだけではなく、物体の形状の変化、温度の変化なども含まれる。 

 

物体の運動の変化の量から、かかった力の大きさを測ることができる。 

  だから、力の大きさを定量的に知るために、運動の状態を数学的に記述する必要がある。 

 

 

話し合ってみよう：日常経験では、一定の速さ、向きの運動をし続けているということは、力を

加え続けないといけないはず。力を加えているのに、運動の状態が変わっていないのはおかし

いではないか？どう考えればいいのだろうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こう考えよう：かけた力は、周囲との摩擦による減速を打ち消すため、また物体のわずかな変形

や温度上昇に使われるから。摩擦や、物体の変形や温度上昇がないとする理想的な条件下であ

れば、かけた力は、そのまま速さや向きの変化となって見えるはずであろう。 

物理学概論 A 2016年 4月 28日 ワークシート （板書例） 

 

話し合ってみよう：仕事とは何だろうか？ 

第 1時：力とは何か。微分と積分の考え方。 

第 2時：仕事とは何か。エネルギーとは何か。微分方程式の考え方。 

第 1時の目標： 

(1) 物体の運動の変化量から、かかった力を測ることができる、ということを復習する。こ

の概念が十分でない学生には、この概念を持つことを助ける。 

(2) 物体の運動の変化量は、加速度として表現される。これは速度の時間微分として表現さ

れる。微分とはどのような作業か、復習する。この概念が十分でない学生には、この概

念を持つことを助ける。また、速度の時間積分が移動距離である。積分とはどのような

作業か、復習する。この概念が十分でない学生には、この概念を持つことを助ける。 

第 2時の目標： 

(1) 力の距離積分が仕事である、ということを復習する。仕事をする能力としてエネルギー

を考える、ということを復習する。この概念が十分でない学生には、この概念を持つこ

とを助ける。 

(2) 保存力を念頭に、ポテンシャルを説明する。微分方程式を具体的に解くところまではし

ないが、微分方程式という形で運動を記述できることを説明する。 

第 1時の展開： 

数人でグループになり、話し合ってもらい、発表してもらい、それをみんなで吟味する、と

いう活動を時々入れる。その活動を●で示す。説明の部分を○で示す。 

● 力とは何ですか？ 

○ 力について、科学的な説明を行う。 

● 運動しているのなら力を加え続けないといけないはず。どう考えたらいいのか？ 

○ 力積の説明を行う。 

○ 𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 の関係の説明を行う。 

○ 微分と積分の説明を行う。 

第 2時の展開： 

● 仕事とは何ですか？ 

○ 仕事について、科学的な説明を行う。 

● 物体を移動させられなければ、力をかけていても、仕事は 0 か。どう考えたらいいの

か？ 

○ エネルギーについて、科学的な説明を行う。 

○ 微分方程式の形で運動を記述することを説明する。 

○ 保存力を念頭に、ポテンシャルについて説明する。これは時間がなければ、省略する。 

 

 

 

 

物理学概論 A 2016年 4月 21日 ワークシート （板書例） 

 

話し合ってみよう：力とは何だろうか？ 
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力とは 
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こう考えよう：かけた力は、周囲との摩擦による減速を打ち消すため、また物体のわずかな変形

や温度上昇に使われるから。摩擦や、物体の変形や温度上昇がないとする理想的な条件下であ

れば、かけた力は、そのまま速さや向きの変化となって見えるはずであろう。 
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話し合ってみよう：仕事とは何だろうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事とは 

 

物体に力 F が加わっており、その物体が、加えられた力の方向に s だけ移動した場合、 

F と s の積を、仕事 W という。 

 

人間には、周囲の物体の配置を積極的に変えて生きていきたいという本能があるのだろう。 

  どのくらい大きな力が要るのか？ 

  どれだけの距離を動かすのか？ どれだけの高さまで持ちあげるのか？ 

両者の積で、仕事の量を評価する。 

 

話し合ってみよう：日常経験では、いくら力をかけてもビクともしない、ということが多々ある。

それでも W = 0 なのか？業績主義すぎて殺生ではないか？どう考えればいいのだろうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こう考えよう：かけた力は、物体のわずかな変形や温度上昇に使われたに違いない。物体の変位

として見えてくる仕事としては、確かに 0である。しかし、別の種類の、状態変化に対しては、

確かに仕事をしている。そこまで含めて考えれば、仕事は 0ではない。 

 

物理学概論 A 2016年 4月 21日 小テスト 

 

学籍番号            氏名                  
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１．力とは何か、どのように説明しますか。 

 

（１） 物体が運動を変化させた時、そこに力が働いていると知る。 

（２） 運動の変化として、注目している物体の速さの変化、動く向きの変化を見る。 

（３） 運動の変化として、もっと広く考え、物体の形状の変化、温度の変化なども含まれる。 

（４） 運動の変化として、注目している物体の速さの変化や動く向きの変化を考えれば、その変

化は、加速度のことである。 

（５） 加速度を a、物体の質量を m とすれば、かかった力は F は、F = m a と表現される。 

 

上記のうち、3つは記述できていることを期待したい。 

 

 

２．物体が運動しているということに対して、その物体に力が働いているといえますか。それは

なぜですか。 

 

（１） 物体が運動を続け得ているというだけで、その物体に力がかかっているかどうかはわから

ない。 

（２） 物体が運動しているとしても、（摩擦や物体の変形を無視して）加速度が 0 であれば、そ

の物体に力は働いていない。 

 

上記のうち、1つは記述できていることを期待したい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事とは 

 

物体に力 F が加わっており、その物体が、加えられた力の方向に s だけ移動した場合、 
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天文教育、小大連携 

富田晃彦（和歌山大学教育学部）、嶋坂美和（和歌山大学教育・地域支援部門） 

竹内敦子（岬町立多奈川小学校） 

 岬町立多奈川小学校には、本格的なプラネタリウム室が設置されている。理科室の天井か

ら吊るす大きな傘に投影するものや、簡易組み立て式のドームではなく、専用の本格的な丸

天井室と、高性能の投影機からなる、非常に高水準のものである。 

1クラスが一度に入る座席もある投影室 投影室外側の壁は、科学館の展示のよう 

 高水準の専用プラネタリウム室が小学校に設置されていることだけでも驚きではあるが、本当

の驚きは、以下の点である。 

(1)現場の小学校の先生方によって投影、教材開発、機器の点検等が行われてきたこと。業者任せ、

また、特定の先生任せではなく、学校全体で主体的に運用してきたこと。

(2)投影や教材開発が、理科教育に熱心な一部の先生だけによるものではなく、多くの先生方によ

る、多種多様な力の結集によって行われてきたこと。

(3)以上のことが、設置されて 30数年間、変わらず継続されてきたこと。近隣の小学校、幼稚園、

保育所等とも共同で運用され、地域全体で支えてきたこと。

(4)プラネタリウム設置検討の際、古来、この地が良質の瓦の生産地で、その運搬のために星空を

見て航海したといういわれから、とのことであった。そういった、地域の生活の文化的背景か

ら出発して、科学教育のための高度な機器の導入、そして継続した教材開発へと発展したこと。 

これらは全国でもほとんど例のないことだと思われる。(1) (2) (3) は、プラネタリウムの学

習投影を学校で真に活用してほしいが、なかなか浸透しないという全国的な悩みを乗り越えてい

るという驚きでもある。(2) は、理科の教材開発に閉じ込めず、様々な専門を持つ教員の力を総

合させうる、プラネタリウムという機器そのものが持つ力を示している。(4) は、天文という分

野が持つ、生活、地域、社会、歴史、文化との関わりの力を示している。岬町、そして多奈川小学

校で、なぜこのような豊かな展開が可能だったのか、来年度以降も、先生方や地域の方々の聞き

取りを進めたい。また、新しい教材開発での資料提供や助言で、今後の協力を考えている。 



─ 54 ─

天文教育、小大連携 

富田晃彦（和歌山大学教育学部）、嶋坂美和（和歌山大学教育・地域支援部門） 

竹内敦子（岬町立多奈川小学校） 

 岬町立多奈川小学校には、本格的なプラネタリウム室が設置されている。理科室の天井か

ら吊るす大きな傘に投影するものや、簡易組み立て式のドームではなく、専用の本格的な丸

天井室と、高性能の投影機からなる、非常に高水準のものである。 

1クラスが一度に入る座席もある投影室 投影室外側の壁は、科学館の展示のよう 

 高水準の専用プラネタリウム室が小学校に設置されていることだけでも驚きではあるが、本当

の驚きは、以下の点である。 

(1)現場の小学校の先生方によって投影、教材開発、機器の点検等が行われてきたこと。業者任せ、

また、特定の先生任せではなく、学校全体で主体的に運用してきたこと。

(2)投影や教材開発が、理科教育に熱心な一部の先生だけによるものではなく、多くの先生方によ

る、多種多様な力の結集によって行われてきたこと。

(3)以上のことが、設置されて 30数年間、変わらず継続されてきたこと。近隣の小学校、幼稚園、

保育所等とも共同で運用され、地域全体で支えてきたこと。

(4)プラネタリウム設置検討の際、古来、この地が良質の瓦の生産地で、その運搬のために星空を

見て航海したといういわれから、とのことであった。そういった、地域の生活の文化的背景か

ら出発して、科学教育のための高度な機器の導入、そして継続した教材開発へと発展したこと。 

これらは全国でもほとんど例のないことだと思われる。(1) (2) (3) は、プラネタリウムの学

習投影を学校で真に活用してほしいが、なかなか浸透しないという全国的な悩みを乗り越えてい

るという驚きでもある。(2) は、理科の教材開発に閉じ込めず、様々な専門を持つ教員の力を総

合させうる、プラネタリウムという機器そのものが持つ力を示している。(4) は、天文という分

野が持つ、生活、地域、社会、歴史、文化との関わりの力を示している。岬町、そして多奈川小学

校で、なぜこのような豊かな展開が可能だったのか、来年度以降も、先生方や地域の方々の聞き

取りを進めたい。また、新しい教材開発での資料提供や助言で、今後の協力を考えている。 

 
 
４．保健体育科教育 
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小学校体育科におけるボールゲームの授業改善への取り組み 

－高学年「ボール運動」領域を対象として－ 
 

                               本学教育学部  林   修 
                                       村瀬 浩二 
                               本学附属小学校 渡辺  圭 
                                       則藤 一起  
 

Ⅰ はじめに 

 体育科では，「体育の好きな子(体育授業に対する愛好的態度の高い子)」を育てていくことが授業の

基底である．そのためには，仲間とともに運動に取り組み，「あっそうか，わかった！」「やったあ，

できた！」という創発的な体験を積み重ねていくことが必要である． 
過去 3 年間，本学附属小学校高学年の体育科の授業を対象に，それぞれ 1 年間に亘って態度測定に

よる体育授業診断（子どもの体育授業に対する愛好的態度の測定）を実施し，この点から授業改善に

向けた取組みを継続してきた．その結果，平成 25 年度と 26 年度では担任教師が異なっていたにも関

わらず，学年前半は態度得点が著しく向上したにもかかわらず，学年後半では態度得点の向上が抑え
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3．資料の収集 
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(2)単元期間中の子どもの思考・認識の把握 
 単元期間中の子どもの学習の過程を把握するため，高田・小林 2)の「よい授業」への到達度調査を

実施した．この調査票は，「精いっぱいの運動」，「技や力の伸びの自覚」，「新しい発見」，「仲間との協
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 今回 2 度の実践をお願いした N 教諭に，今回の授業を振り返っていただき，授業の工夫・改善を中

心にインタビューを行った． 
 

Ⅲ 結果と考察 

1．態度測定の診断結果からみた授業の特徴 

 表 1 は，平成 26 年度と平成 28 年度の態度測定の診断結果をそれぞれ示したものである． 
 各実践後の態度スコアならびに授業の成否をみてみると，男子は「やや高いレベル，成功」→「や

や高いレベル，成功」→「高いレベル，成功」，女子は「かなり高いレベル，アンバランス」→「やや

低いレベル，成功」→「やや高いレベル，成功」となり，診断結果は男女とも向上した．態度得点は

学習形態（教材編成・教授活動・学習集団）の中でもとりわけ教授活動の影響が強い 3)4)．加えてこの
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態度測定は，子どもからみた授業評価であり主体的態度形成を示していることから，上記の結果は，

実践を積み重ねる過程で N 教諭の教授活動が高まり，その結果として，子どもからみた「よい授業」

へと近づいてきたものと考えられる． 
次に，授業の特徴を態度測定の各意見項目の診断結果から検討する．図 1 は，本年度に実施した実

践において，意見項目の得点が「標準以上の伸び」もしくは「標準以下の低下」を示したものを取り

出したものである．図中の   は男女共通して向上あるいは低下した項目を，それ以外は，男女い

ずれかで向上した項目を，さらに網掛け内は低下した項目をそれぞれ示したものである． 
まず，男女共通して向上した項目は，6 月実践ではよろこび尺度の「3.生活のうるおい」，評価尺度

の「11.キビキビした動き」，「14.精神力の養成」，「15.堂々がんばる習慣」，「18.深い感動」，価値尺度

の「21.チームワークの発展」の 6 項目であったが，11 月実践ではよろこび尺度の「5.集団生活の楽

しみ」，「8.自主的思考と活動」，評価尺度の「11.キビキビした活動」，「15,堂々がんばる習慣」，「18.
深い感動」，「19．授業のまとまり」，「20.授業の印象」，価値尺度の「21.チームワークの発展」，「25.
永続的な仲間」，「27.理論と実践の統一」，「28.授業のねらい」，「30.体育科目の必要性」の計 12 項目

へと倍増した．これらの結果から，6 月実践では，ボールゲームの授業で，正々堂々とゲームに臨み，

作戦・戦術行動が上手になり結果的にチームワークの発展に繋がったものと考えられた．その後 11
月実践では，6 月実践での成果に加えて，子どもたちが授業の目標を明確に捉えるとともに授業のま

とまりや印象が好意的に変容し，結果的に体育科目の必要性まで感じとっていたものと考えられた．

さらに平成 26 年度の結果を振り返ってみると，男女共通して得点が向上した項目は 3 項目に過ぎな

かったことを考え合わせると，Ｎ教諭の授業の向上がうかがい知れる． 
 

2．学習行為としての子どもたちの思考・認識の流れ 

毎授業後に実施した「よい授業」への到達度調査の記述内容から．子どもの思考・認識の変化につ

いてみることにした． 
6 月実践では，単元序盤の「新しい発見」項目への記述は「パスをたくさんできた．」，「最初から遠

くにパスをするとカットされるから，近くの人からパスを繋いでいく．」など，パスの仕方やその成功

に関するものが多かった．それが単元中盤になると，「２メンで相手が見えないときは，ふんわりパス

をすると取られずに通った．」，「パスをもらったらすぐにシュートかパスをする．そうでないと相手に

つかれてしまうとできなくなる．」など，自チームだけでなく，防御者の動きやゲームの状況に応じて

パスをすることの必要性についての記述が増加した．さらに単元終盤では，「パスをたくさん回して，

その中でパスするかシュートするかを判断するとディフェンスが動きにくい．」，「ゴールキーパーを引

き寄せたらシュートしやすい．」など，攻撃者が防御者を意図的に引き付けたり，かわしたりすること

で得点しやすくなるといった気づきへと変化した．また，単元終盤の「技や力の伸びの自覚」項目で

は，「みんなでパスが通った．」，「自分たちの目標を達成できた．」，「〇〇君がシュートし，僕もシュー

トできた．」など，作戦の成功や仲間のプレイの成功についての記述が増加した． 
これらのことから，子どもたちは「パスからシュート」の流れに即して学習を展開し，単元終盤で

はその成功を自覚できていたものと捉えられた．こうした実感が結果的に 6 月実践において態度得点

を向上させたものと考えられた． 
次に 11 月実践についてみると，「腰を落として投げるとまっすぐ飛ぶ．」，「最初は良く落としてし

まうから,すぐに動くこと．パスをもらうとディフェンスが来る前に投げる．」など，個人のディスク

の投げ方とパスの仕方に関わる記述が多く取り出された．これは，ディスクを初めて手にする子ども

たちにとって，意図通りに投げることの難しさを感じたことによるものと考えられる．それが単元中

盤になると，「もらった流れでパスをするといい．」，「ディスクを出すフリをして，フェイントをかけ

てからパスをしやすくなる．」など，ゴール前にディスクを運ぶための上手なパスの仕方に関する記述

が増加した．さらに単元終盤では，「コートの中央あたりではもらいにくいので，コートの両端を使う

といい．」，「上手にパスを繋ぐにはディスクを飛ばす高さを工夫するといい．〇〇さんと〇〇君がやっ

ていたように，守る人によってパスを使い分けるといい．」など，コートの使い方や防御者の動きに応

じた作戦の重要性を記述するようになった． 
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表 1．態度測定の診断結果 
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図 1．態度得点の「標準以上の伸び(↗)」もしくは「標準以下の低下(↘)」を示した意見項目 

  注）      男女共通して向上もしくは低下した項目 
          男女それぞれにおいて向上した項目 
          男女それぞれにおいて低下した項目 

 平成 26年度 平成 28年 6月 平成 28年 11月 
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この 11 月実践の終了後の作文をみると，「〇〇君が今まで一度もシュートできなかったのに，最後

は 2 点も入れることができた．」，「〇〇さんがパスカットしたりパスを通せるようになったりして女

子の活躍がすごかった．」，「チームワークを大切にした．」，「リーダーとしてがんばろうと思った．」な

ど，仲間（どちらかといえば苦手な子や女子）のプレイの上達を認め合ったり，チームとしてまとま

っていくことの大切さに気づいたりする内容が多かった．これは，ボールゲームの学習を通して，互

いの上達やよさを認め合ったり，仲間同士のつながりの重要性に気づいたりしたことを示すものであ

り，これが学級の人間関係の高まりをもたらした可能性が考えられる．こうした人間関係の高まりが

結果的に態度得点，とりわけ学習集団に関わる質問項目が大半を占める価値尺度の著しい向上をもた

らしたものと考えられた． 
 
3．Ｎ教師へのインタビューにみる授業改善の足跡 

 Ｎ教諭には，今回の授業を振り返っていただき，授業の工夫・改善を中心にインタビューを行った． 
 その結果，6 月実践(ハンドボール)については次のような回答を得た． 
 
 
 
 
 
 
 
 このように，Ｎ教諭は 6 年生という学年にこだわることなく，子どもたちの現実の姿から授業づく

りを始めている．つまり，子どもたちの「シュートしたい」という願いを汲み取りつつ，どの子にも

そうしたよろこびを味わわせられるように，片手で操作できるボールを用いるとともにキーパーを左

右に振りやすいように横幅の大きなゴールを設定したのである．加えて，ボールタッチチェック表を

作成することで，ゲーム中に作戦･戦術行動に参画しない，いわゆる「お客さん」を見つけ出す工夫を

取り入れたのである．こうしたことが，「全員シュート」につながったのであろう． 
 こうした授業の積み重ねが，態度測定の結果に見られるように，チームワークの発展に繋がったり，

上手になったことを自覚したりすることができたものと考えられた． 
 続いて,11 月実践（アルティメット）については次のような回答を得た． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このように，このゲームではパスの成功を「心の通じ合い」と捉えた発言が認められた．こうした

教師の思いが，子どもたちからパスが通らなかった時には即座に「ごめん」と言える雰囲気を醸し出

したのであろう．さらに，6 月実践で用いたボールタッチチェック表に触球数だけでなく，パスの繋

がりを捉えられるようにしたことで，子どもたちはパスの重要性をより自覚できたように考えられる．

こうした教師の考え方と手だてが相まって子どもたちはチーム練習の時間を活用して，どの子にもパ

スがつながるような練習活動を工夫することに繋がったのであろう． 

こうした授業の積み重ねが，態度測定の結果に見られるように，チーム内の仲間との繋がりが強く

なるだけでなく，それが集団生活の楽しみにつながったことで体育授業の価値を実感するまでに至っ

たものと考えられる． 

小学校体育のまとめである６年生という学年ではあった，子どもたちのボール操作や戦術行動の実態に合わ

せて，スポンジドッジボールや広いゴールを使い，どの子にも「シュートの決まる爽快さ」を味わわせたいと

考えた．そこで，ボールを片手で操作しやすいように，スポンジドッジボール１号球を使用するとともに，ゴ

ールの大きさを，正規の「300cm×200cm」ではなく，「190㎝×340㎝」として，両サイドの幅を広くした． 

また，ボールタッチチェック表を作成し，一人ひとりの触球数をカウントすることにした．これにより，シ

ュート本数が少ない子を把握できるため，その子へ重点的に声をかけるように配慮した．こうした取組みの結

果として，全員がシュートできたことが成果である． 

アルティメットゲームと初めて出会った子どもたちは，ディスクを飛ばしたりパスしたりすることに魅了さ

れた．その一方で，その操作の難しさに苦労することもあった．そこで，ディスクの操作に関わるドリルエク

ササイズを取り入れた．その結果，お互いに思いが通じてパスが繋がるととても気持ちよさそうだった．こう

したパスの成功体験を積み重ねるうちに，子どもたちはパスが通らなかった時には即座に「ごめん」といった

言葉が自然に発せられていた．こうした言葉をしっかりとほめることで学習集団の向上に繋がると考えた．作

戦･戦術的には，ボールタッチチェック表に触球数とパスが繋がった順番を書き加えるようにすることで，“ど

の子からどの子へのパスが少ない・失敗がある”といったことを客観的に捉えられるようにした．この結果に

もとづいて，子どもたちはチーム練習の時間をつかって，苦手な子を中心にしたパス回しやフォーメーション

の動きの練習に取り組んでいた． 
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私は，どの子にも「できた」が実感できる体育の学習をめざして取り組んできた．とくにゲーム・ボール運

動領域では「バディチーム」を設定することで，子どもたちの学び合いを根幹に据えて，その上で作戦・戦術

行動を高め，結果的に「やった～，できた！」といった経験を積み重ねたいと考えて取り組んできた． 

そのために，「技能アップのために考える→考えて上手くなる→また技能を上げたい」といったサイクルで

学習を展開した．ここでいう「考える，考えて」という場を設定するために，昨年度までは運動量確保のため

に最低 3コートを用意してきたが，今年度は 2コートに限定して，「バディチーム」をつくって互いのプレイ

を観ることでプレイの成功や失敗の理由を考え合い，教え合うことができる場を設定した．また，毎授業での

課題は，教師の考えを押し付けるのではなく，前時の学習カードに記入した子ども言葉から思いを汲み取り，

両者の内容を擦り合わせて設定していくようにした． 
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内発動機づけを高める戦術学習の授業実践―ハンドボールを教材として― 
 村瀬浩二（和歌山大学教育学部准教授） 

和歌山市立藤戸台小学校 横町真紀校長 永井邦泰教諭 
小坂竜也（和歌山大学大学院） 

【目的】 
体育科の目標は、生涯にわたって運動に親

しむ資質や能力の基礎を育てることとされて

いる。この資質・能力として、子どもたちの

内発的動機づけを高めていく必要がある。内

発的動機づけは有能感、自律性（自己決定）、

関係性欲求（デシ・フラスト，1999）の 3つ
の人間の内在的な欲求から成り立っていると

される。 
この内発的動機づけを評価する視点として

岡澤ら（1996）は「運動有能感尺度」を作成
した。運動有能感は、運動に対する自信を評

価したものであり、運動技能に対する自信で

ある「身体的有能さの認知」、努力すればでき

るようになるという自信である「統制感」、教

師や仲間から受け入れられているという自信

である「受容感」の 3つの因子により構成さ
れる。 
また、村瀬ら（2017）は内発的動機づけ、

特に自律性を評価する視点から「体育勤勉性

尺度」を作成した。勤勉性は、運動への努力

過程における働きかけに関する自己評価であ

り、課題に対し継続的に取り組む「勤勉さ」、

課題解決に向け様々な方法を考える「挑戦機

会の発見」、課題を解決しようと周囲に働きか

ける「積極的発言」、仲間の行動に関心を持つ

ことで自我関与を深めようとする「仲間との

共感」の 4因子により構成される。これら 2
尺度はともに内発的動機づけを測定しようと

したものであるが、前者は主に有能さを測定

し、後者は主に自律性を測定している。 
ところで、Griffinら（1997）は、技能では
なく、技能にたどり着く過程を中心課題にお

いた、戦術学習を提案した。これは、従来の

ボールゲーム学習が、パスドリブル、シュー

トといったボール操作の練習に焦点が当たっ

ており、ゲームにおいてそれらが活かされて

いない状況に対して問題提起したものである。

戦術学習の授業は、実際に競技として行うフ

ルゲームではなく、人数やコート、用具を工

夫し、「どう動くのか」という戦術的課題を明

確にできるようゲームの修正を行う。 
本研究では、この戦術学習を用いて、比較

的ボール操作が簡易であり、ゴールが入りや

すいハンドボールを教材として授業実践を行

い、内発的動機づけの変容を検証することを

目的とする。 
 
【方法】 
和歌山県立藤戸台小学校6年生33名を対象
とした。大学教員と大学院生が指導内容を作

成し、クラス担任が実践した。毎授業の課題

は、児童に必要感を感じさせるように、前時

において児童から出た課題から設定した。 
ゲームの修正については、岩田ら（2006）

の行った、V字型ハンドボールに若干の修正
を加えた台形型ハンドボール（岡田ら、2013）
を全 8時間行った。このゲームの主な特徴は、
ドリブルを禁止し、パスまたはシュートにて

ゲームが展開されることである。このゲーム

では、シュートできる有効空間にいかに速く

攻め、フリーでシュートを決めることがねら

いとなる。そのため本単元の前半は、3vs3の
攻守専任型ゲームを行い、はやい展開、サイ

ド攻撃を中心的課題に設定した。その後、単

元後半は攻守切替型ゲームとし、単元を展開

した。この単元の前後に運動有能感尺度、体

育勤勉性尺度を実施し、対応のあるｔ検定を

用いて比較した。 
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ゲームが展開されることである。このゲーム

では、シュートできる有効空間にいかに速く

攻め、フリーでシュートを決めることがねら

いとなる。そのため本単元の前半は、3vs3の
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元後半は攻守切替型ゲームとし、単元を展開

した。この単元の前後に運動有能感尺度、体

育勤勉性尺度を実施し、対応のあるｔ検定を

用いて比較した。 

【結果・考察】 
 運動有能感について、受容感が事前 2.91点
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ンゲームにおいて反映できるよう、応援やア
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的な関わりが増えたことが、受容感に影響を

与えたと考えられる。 
 一方で身体的有能さの認知、統制感は高ま
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ールの特性として向上しなかったと解釈でき
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どもに成功の実感を与えづらいと解釈できる。
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表 1．単元前後の運動有能感の比較

 
 一方で体育勤勉性について、勤勉さは事前

2.93点から事後 3.16点で 0.23点の向上
（p<0.01）し、挑戦機会の発見は事前 2.48点
から事後 2.85点で 0.37点の向上（p<0.001）
した。また、積極的発言は事前 1.91点から事
後 2.22点で 0.21点の向上（p<0.01）し、仲
間への共感についても、事前 3.15％から事後
3.30点で 0.15点向上（p<0.05）した。この
結果、体育勤勉性 4因子全てについて向上が
認められた（表 2）。 
 本実践は、児童の必要感を高めることを重

視し、従来の戦術学習で多く行われるような

タスクゲームを設定しなかった。攻守専任型

ゲーム、攻守切替型ゲームと単元を進めるな

かで、前時の子ども達からで高台を中心的課

題として設定した。このことが、児童の必要

感を高め、学習に向かう自律的態度を生み出

したと言えよう。そのことが 4因子全てを向
上させたと解釈できる。 
 特に、このゲームでは様々な課題の解決方

法が想定できた。それは速攻やサイド攻撃な

どであるが、前時にこれらを積極的に用いた

チームの動きを取り上げ、発問によって本時

の課題として共有した。この様に子どもによ

って発見された内容を課題とすることで、子

どもは押しつけられた課題ではなく、自ら探

そうとする意欲を持ったと考えられる。この

様な営みが、「挑戦機会の発見」を高めた。さ

らには、課題を解決しようと周囲に働きかけ

ることが「積極的発言」を、チームメイトの

応援によって自我関与したことが「仲間への

共感」を高めたと解釈できよう。またこれら

の自律的な働きかけが、子どもをゲームへと

没頭させ、「勤勉さ」を高めたと解釈できる。 
表２．単元前後の体育勤勉性の比較 

 
 
【まとめ】 
本実践において、運動有能感のうち受容感

について、勤勉性ついて 4因子全てが有意に
向上した。つまり本実践は、内発的動機づけ、

特に自律性や関係性欲求を高めたと捉えられ

る。このことは、ボール運動により有能感を

向上させることが難しいことと、必要感を高

める単元構成によって子どもの自律性を育む

ことを示唆している。 
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実践研究課題：附属学校における保健室の役割と効果および課題について 
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共同研究者：和歌山大学教育学部附属小学校 森本孝子（養護教諭） 
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              和歌山大学教育学部附属特別支援学校 鶴岡尚子（養護教諭） 

 

１．はじめに 

学校教育では、社会環境や生活環境が目まぐるしく変化するなかで、子どもの生活習慣の乱れが生じ、

様々な健康問題が表面化している。こうした現状のなか、教諭が子どもの日常生活全般において安全で

健康的な生活を過ごせるように支援することが重要である。また養護教諭との連携が欠かせない。連携

のためには教員養成を担う大学教育において、事前に現場で勤務する養護教諭の実態を直接授業等で理

解させておくことが重要となる。 

 和歌山大学附属養護教諭研究グループは、近年５年間にわたり、和

歌山大学教育学部の 2・3年生を対象とした「初等体育科教育法」の 90

分授業において、「和歌山大学附属学校における保健室の役割と効果お

よび課題について」というテーマ・内容で附属学校養護教諭３名をゲ

ストティーチャーとして招き、養護教諭の仕事を深く理解してもらう

連携授業を行っている。平成 28年度は授業後にアンケート調査を行い、

学生の理解度と今後の講義で期待する内容についてまとめた。 

 また附属小・中学校、特別支援学校では、教育実習に参加した学生を対象として教育実習期間の睡眠・

起床時間、朝食の有無、個人のコンディションの状態などを毎日記録してもらい、実習の健康状態を確

認し実習の充実につなげる対策を行った。 

 さらに附属小学校では全校の学生を対象にして 8 月の夏休み明けの生活リズムを確認し、子どもの生

活リズムや健康状態を把握する目的で 10 日間の記録を付ける試みを行った。内容は食事、歯磨き、排便

の状態などである。附属中学校では１年生を対象にして夏休み期間（7月 20日から 8月 29日）の生活記

録（運動・食事・睡眠）を記載するようにした。また小学校・中学校ともに保護者から子どもの様子な

どのコメントを記載してもらった。特別支援学校では小学部の児童を対象に万歩計を装着してもらい、

肥満解消や体力づくりを目的にして行動観察を行った。 

 

２．和歌山大学教育学部附属小・中学校・特別支援学校における養護教諭の役割 
（１）授業で行った内容について項目は以下のとおりである。 

小学校・中学校：①保健室って何するところ？  ②「ほけん」の先生って何しているの？ 
③「養護」とは・・・  ④養護教諭の職務  ⑤子どもの現代的な健康課題 
⑥健康課題の解決に向けて  ⑦学校保健の活用を  ⑧健康観察をする  
⑨健康観察で子どもを知る  ⑩健康観察の結果  ⑪あれっ？と感じるこどもの姿  
⑫学校での救急処置  ⑬学校・保健室では ⑭処置方法の判断 
⑮食物アレルギー  ⑯保健室・養護教諭と仲良く ⑰子どもたちに輝く笑顔を！！ 
特別支援学校：①特別支援学校の児童・生徒の実態  ②保健管理いろいろ 
③健康診断の場面で・・・  ④具体的な工夫他にも…  ⑤保健指導  ⑥最後に･･･ 
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（２）養護教諭の業務と役割についての理解度のアンケート調査 

授業後に受講生 116名を対象に授業アンケートを実施し、回答を得た。回答には、（１．よくわかった、

２．わかった、３．わかりづらかった、４．わからなかった）の４選択とした。その結果、１．よくわ

かった（61％）、２．わかった（39％）の順で授業評価が高く、「わかりづらかった」、「わからなかった」、

に該当する学生はいなかった。感想として「保健室の業務や内容、責務などがよく理解できた」、「保健

室の業務は忙しいけどあえて暇なそぶりをすることが子供にとって保健室を利用してもらうために重要

だという話に感銘を受けた」、「教師にとって子供の健康を維持するためには保健室の業務や指導内容を

深く理解することが重要であることがわかった」など多くの学生が現場の実情や課題などを聞くことが

でき理解度がさらに深まったという感想が多くみられた。 

 

（３）授業後の保健室の役割や養護教諭の職務について知りたいこと 

以下の回答を得た。保健室の環境つくり、担任教師との連携の取り方、アレルギーがある子どもの給

食メニューの立て方、児童・生徒が保健室に来やすくする工夫、保健指導の在り方（歯磨きや食事バラ

ンスなど）、保健室に頻繁にくる子どもの特徴と対応、子どもに話しかけられやすい雰囲気づくり、学校

教育での応急処置の範囲、病気やけが以外の理由で保健室にくる子どもの数は近年増えているのか、ス

クールカウンセラーとの連携について、授業をさぼりに来た生徒の対処方法、保健体育の教諭との連携

はあるのか、大災害（地震・火事など）が起きた時の養護教諭の役割について、保健組織活動について、

いつもと子どもの様子が違うと気付くコツについて、養護教諭になるためにはどの程度の医療知識が必

要なのか、学級閉鎖の指示について、保健室に子どもがいないときは何をしているのか、特別支援学校

での保健室の現状について、保健室に来る子どもの接し方で心掛けていることは何か、保健室登校して

いる子どもとどのように一緒に過ごしているのか、養護教諭は女性の先生しかなれないのか、養護教諭

は、「ほけん・保健」の授業も担当するのか、などであった。 

 
３．教育実習時のコンディショニングチェックシートの利用と評価 
（１）教育実習生の生活チェックシートの取組報告（小学校担当：森本孝子, 中学校担当：花野真弓） 
 実施期間：8/30（火）～9/26（月）の 28 日間    
 生活チェック後の自己評価や感想をみると、約１ヵ月の実習期間中、指導案作りや教材研究等で睡眠

時間が削られ、生活リズムが整わないことは予測できた中で、体調を崩さずに教壇に立って指導し、子

どもたちと一緒に、元気に活動していくことが容易でないこと、また、健康の自己管理が如何に大切で

あるかを実感し、意識して生活していく経験を積めたのではないかと感じる。 
個人を振り返ると、実習中生活チェックをしながら起床・食事時刻を一定にすることで、体が慣れて

楽になっていくことを体感し、食事・運動・睡眠のバランスが大事であることに気付くことができた学

生がいた。その反面、体調を崩した学生数名は、睡眠不足や不十分な食事が体調不良に繋がることを体

感したり、日を追って疲労が蓄積したのは自身の生活習慣の悪さが原因だと分析したりして、各々今後

の生活の課題を見つけていた。近い将来学校現場に出たときに、規則正しい生活習慣を子どもたちに指

導するうえで、今回の取り組みを活かすことができるものと思う。 
〔小学校実習生の生活チェック感想 一部抜粋〕 
A:「睡眠時間を決めて生活していたので、体調をくずすことなく児童と一緒に元気に過ごすことができ

た。また、朝早く起きることで朝食をしっかり摂ることができた。」（目標 12 時に寝る） 
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B；「慣れない下宿で適当な物ばかり食べ、度々体調をくずした。食事が粗末になりダメだった。」 
C；「疲れを増やしているのは、自分自身の生活習慣の悪さかもしれない。」（土日朝食なし） 
D；「食事・運動・睡眠のバランスが大事。実習中は起床時刻が一定で、バランス良い食事と一定時刻に

とることで体が慣れ楽になっていった。」 
E；「指導案作りで夜遅くまで起きてしまった。計画を立てて行うことが重要だと感じた。」 
F；「授業の準備を前もってしていたので、睡眠はとれて、目標の 6 時起床を達成できた。」 
G；「睡眠不足が続くとスポレクなどそとでの活動時に体調を崩しやすいと分かったので、今後の生活で

は気をつけて過ごしていきたい」 
H；運動と睡眠の目標達成度が３、食事が４だが、そもそも食事の目標が「２食は食べる」で期間中朝食

をとったのは３日だけだった。健康度は３ 
 
（２）教育実習生の生活チェックシート等の取り組み報告（特別支援学校担当：鶴岡尚子） 

実習期間（調査期間）平成 28年 10月 12日～11月 1日 対象 実習生 30名（28名より回収） 

食事よりも睡眠時間の確保に課題があったと、実習後に自己評価する学生が多かった。例年、実習期

間中に数人の学生が体調不良を訴えて来室するが、今年、来室者はいなかった。本校では今年度から学

生の負担軽減の為、主指導を担当する授業時間数を一人当たり 2 時間程度減らしている。このような中

でも学生の記録から、自宅で睡眠時間を削って課題に取り組まなければならない状況には変わりないこ

とが読み取れる。しかし、授業時間数減という、学校としての学生に対する過度な負担の防止策や、自

宅での作業を明確化してから帰宅させるという指導者の配慮が影響し、来室者なしという結果に繋がっ

たと推察した。また、学生が初めて授業の主指導を担う際の心理的な負担を軽減することを目的として、

最初は指導者が主指導、学生がサブティーチャーを担うという段階を経た上で主指導に臨むこととした。

このことも学生の負担軽減の一要因となったと考える。 

他方、実習中の睡眠時間が少ないと感じていたある学生は、常に眠く、アレルギーもひどくなったと

記述していた。学生の性格は多様であり、それぞれが感じているストレスや生活リズムにも注意しつつ、

指導者による柔軟な指導が求められると言えよう。実際にはこれまでも、配慮事項等実習生に関する情

報提供が大学からあった場合、その学生のクラス配属や周囲の環境調整を行う等の配慮を行い、実習中

の様子も教員間で気にかけるようにしている。今回の実習においても、そのような配慮が概ね有効であ

ったことが考えられるが、大きな負担感を感じた学生にとっては、指導者による、より柔軟な対応と積

極的な介入の必要性が示唆された。 

指導者は、学生にとって教育実習が教師への志を高める経験となって欲しいと願っている。大学との

情報共有、具体的にはゼミ担当教諭や保健センターから学生に関する情報を得ることで、学生への合理

的な配慮と有意義な実習の提供に繋がるものと考えられる。 

 
４．小学校児童の生活チェックシート活用の取組報告（小学校担当：森本孝子） 
 実施期間：8/31（水）～9/9（金）の１０日間   対象児童：全校児童 
 小学校児童には規則正しい生活習慣をつけること、特に睡眠と休養、及び一日三度の食事は疲労を回

復させ、運動や勉強をしっかりできる健康な体づくりが必要である。そこで、夏休みの生活リズムから

学校生活にあったリズムに早期に切り替えることにより、２学期早々に始まるスポレクの練習や本番、

様々な行事に向けて、暑さに負けず体調を整えて元気に臨めるのではないかと考え、全校での生活チェ
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B；「慣れない下宿で適当な物ばかり食べ、度々体調をくずした。食事が粗末になりダメだった。」 
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５．中学校児童の生活チェックシート活用の取組報告（中学校担当：花野真弓） 
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 その結果、１年生という事もあり、概ね丁寧に毎日チェックできていた。また個人差はあるが、「運動」
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振り返りからは、初めは規則正しく生活できていたが夏休みの後半にかけては生活リズムが崩れたこと

が意識できたり、部活があれば規則正しく過ごせていること、授業内容で取り扱った睡眠のリズムを取

り入れ過ごせた様子が伺えた。また、保護者からの一言という欄を設けていたため、家庭での様子を知

らせてくれたり、一緒に取り組んでくれた様子、また、中学生として自立した生活を望む姿などを知る

ことができた。特に夏休みの最後は、また始まる学校生活にむけて、生徒自身も、保護者も生活リズム

の立て直しに力を入れてくれていた。 
 今回は授業を行ってからの、目標設定であったため、長い夏休みのチェックであったが、継続的に取

り組み、振り返ることができ、また、生徒の夏休み中の生活の様子をかいまみることができ、非常に有

意義であった。 

６．特別支援学校小学部児童を対象とした万歩計装着による活動量アップに向けた取り組み  

調査期間 平成 28年 12月の 2週間 対象 小学部全児童 16名 

本校小学部では数年前から児童の肥満への対策が課題となっている。16 名中 6 名が肥満傾向にあり、

その他にも肥満度の急激な増加が見られる児童もいる。小児肥満指導において運動は極めて重要とされ

ており、また肥満やメタボリックシンドロームの予防という観点からも基礎体力づくりや運動習慣をつ

けるための取り組みを小学部全体で行いたいと考えた。 

そこで、小学部の全児童に 12月の 2週間程度万歩計を装着して学校教育活動内における活動量（歩数）

の実態を把握すること、加えて活動量を増加させるための工夫について探ることを目的として取り組み

を行った。この期間はマラソン大会に向けたマラソン練習をしていたため歩数が増えやすく、それが児

童の励みになってより運動しようという気持ちが高まるのではないかという考えもあった。 

しかし、万歩計を長時間、または毎日装着することが難しい児童もいる中で、正確に測定することは

できなかった。加えて万歩計への興味の持ち方も様々で、継続して興味を持っていた児童、最初だけ興
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味を示した児童、万歩計と運動の繋がりの理解が不十分であった児童等がいたため、全児童にとって万

歩計がモチベーションをアップさせるツールとはなり得なかった。しかし、ある程度毎日決まった時間

装着できた児童の記録からは、木曜の活動である「生活」が活動量の確保に繋がっていることが推察さ

れた。マラソン練習をしている日と同程度の歩数が記録されていたからである。また低学年など、マラ

ソン練習で短い距離を走る児童に関しては、木曜の「生活」※の方が、歩数が多かった。本校小学部の 1

週間の教育課程（時間割）においては、「生活」が活動量の確保に重要な役割を果たしていることが示唆

された。 

今回の調査期間は体育の授業に関してはマラソン練習を行っていたため、歩数が増えやすい活動内容

であり、通常体育がある日の歩数については調査できていない。ただ、通常体育はマラソン練習中より

歩数は少ないと予想されるため、今後は通常体育でも活動量を確保できるよう、授業内容を工夫するこ

とが課題である。 

加えて、休憩時間における活動量を増やす工夫が必要であると考える。集団で遊ぶことが難しい児童

もいるが、中庭に設置されたお気に入りの遊具で思い思いに遊ぶ様子も見られる。また、児童の中で室

内遊びと外遊びの流行期があり、室内遊びの流行期には活動量が少なくなっていることが予想される。

外遊びの推進に向けては、児童の安全管理のために見守る教師が必要であるため、人員配置の面での難

しさもある。そのような中で児童自ら体を動かしたくなるような安全な遊び環境の工夫を考えていく必

要があり、今後の課題としたい。 

また、厚生労働省は「健康日本２１」の「身体活動・運動」において、身体活動をともなった遊びの

時間を増加させる必要性と共に、「不活動な時間を減少させる」という視点の重要性を述べている。本校

の児童に関しても、休み時間にパソコンで動画を見たりゲームをしたりすることを好む児童は多い。集

団遊びで体を動かすことを目標にした環境対策には課題が多くとも、この「不活動な時間を減少させる

こと」を目標にした取り組みから着手したいと考えている。 

※「生活」とは：1日を通してクラスで計画された活動を行う日であり、調理実習を行ったり、公共の交

通機関を使って校外に出かけたりして、生活力を付けるための取り組みを行っている。 

 
７．まとめ 

現場で勤務する養護教諭の先生をゲストティーチャーとして招き、講義の充実を試みることの重要性

が確認できた。また、養護教諭が中心となって教育実習中の学生のコンディションを把握するとともに、

学生自身の生活を自ら振り返らせる目的で毎日記録させたことは、教育実習の充実につながっているこ

とがわかった。さらに附属小中学校の生活記録では、夏休みの生活習慣の乱れや夏休み後の子どもの健

康リズムの調整に役立っていた。また保護者の理解や関心が高かったことは大変有意義な対策であった。

附属特別支援学校での万歩計装着では生活習慣の見直しに役立っていた。今後も様々な課題を見つけ、

大学と付属校養護教諭との連携を強化していきたい。 
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団遊びで体を動かすことを目標にした環境対策には課題が多くとも、この「不活動な時間を減少させる

こと」を目標にした取り組みから着手したいと考えている。 

※「生活」とは：1日を通してクラスで計画された活動を行う日であり、調理実習を行ったり、公共の交
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７．まとめ 

現場で勤務する養護教諭の先生をゲストティーチャーとして招き、講義の充実を試みることの重要性

が確認できた。また、養護教諭が中心となって教育実習中の学生のコンディションを把握するとともに、

学生自身の生活を自ら振り返らせる目的で毎日記録させたことは、教育実習の充実につながっているこ

とがわかった。さらに附属小中学校の生活記録では、夏休みの生活習慣の乱れや夏休み後の子どもの健

康リズムの調整に役立っていた。また保護者の理解や関心が高かったことは大変有意義な対策であった。

附属特別支援学校での万歩計装着では生活習慣の見直しに役立っていた。今後も様々な課題を見つけ、
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実践研究課題：子どもの体力評価および体力向上支援に関する研究 

 

研究代表者：本山貢（和歌山大学教育学部） 

共同研究者：嶋坂美和（和歌山大学 教育･地域支援部門）,廣田節子,保田智子（岬町教育委員会） 

  竹内敦子（岬町立多奈川小学校）,西泰亨,長根わかば,岡田良平（岬町立深日小学校） 

北浦米造（岬町立淡輪小学校）,寺井弾（和歌山大学教育学部大学院） 

 

１．はじめに 

 平成 28 年度は和歌山大学と岬町教育委員会との連携事業として「子どもの体力評価および体力向上支

援に関する研究」を行った。特に「子どもの体力づくりサポート事業」の取り組みとして（１）新体力

テストの実施方法と実践、（２）全国体力・運動能力テストの結果と岬町立３小学校（多奈川小学校、

深日小学校、淡輪小学校）との比較、（３）大阪府サポート事業としての取り組み等について報告する。 

 

２．「子どもの体力づくりサポート事業」の取り組み 

（１）岬町 3小学校の教員を対象として新体力テストの意義と方法についての研修会を実施した。 

（２）全国体力・運動能力の結果と岬町３小学校の現状と比較 

平成 27年度と平成 28年度に実施した体力測定の結果を全国平均値、大阪府平均値と比較した。 

【岬町町３小学校：市区町村と表記】平成 27年度の結果（男子） 

 

平成 28年度の結果（男子） 
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平成 27年度の結果（女子） 

 

平成 28年度の結果（女子） 

 

 

 

 

平成 28 年度（5 年生）は平成 27 年度（5 年生）と比較して男女ともに大幅な改善がみられた。男子

では全国平均を上回り、女子では全国平均に近似し、男子で 14.5％、女子で 5.2％の高くなっていた。 

また平成 27年度 5年生の体力と平成 28年度 6年生の体力を経年的に、1年後比較した。その結果、大

幅な改善がみられた。 



─ 68 ─ ─ 69 ─

平成 27年度の結果（女子） 

 

平成 28年度の結果（女子） 

 

 

 

 

平成 28 年度（5 年生）は平成 27 年度（5 年生）と比較して男女ともに大幅な改善がみられた。男子

では全国平均を上回り、女子では全国平均に近似し、男子で 14.5％、女子で 5.2％の高くなっていた。 

また平成 27年度 5年生の体力と平成 28年度 6年生の体力を経年的に、1年後比較した。その結果、大

幅な改善がみられた。 

教員の体力測定方法の理解と充実、さらに子どもへの事前練習などの指導によって大幅な改善がみら

れた可能性が考えられる。ただし、体力測定方法の見直しのみならず、運動習慣の改善や授業改善によ

る効果も含まれての評価である。 

 

 

（３）大阪府サポート事業としての取り組み（深日小学校） 

①概要：和歌山大学と岬町教育委員会・深日小学校との連携によって大阪府サポート事業の取り組み

を行った。内容は小学校 3・4年生を対象に「体つくり運動」として「深日小サーキットトレーニングプ

ログラム」を創作し、11月 1日から 12月 13日までの期間、毎回の体育の授業で 5分から 10分間、この

プログラムを連続的に行った。また和歌山大学は期間内に 6 回の授業補助と 1 回の体力測定補助を行っ

た。期間内の授業では、単元「マット運動」と組み合わせて「体ほぐし運動」、「多様な動きをつくる運

動」の授業を和歌山大学と教員とが一緒に授業展開をした。3回目の授業ではバランスボールを使用した

運動を 1時間行った。期間中、2時間目と 3時間目の大休憩の時間には、体力つくりを目的としてドッジ

ボールや鬼ごっこなどを全校一同で行った。最後 7 回目では体力測定を行い、体つくり運動の効果を判

定した。 

②深日小サーキットトレーニングプログラム 

深日小学校教員が考案した「深日小サーキットトレーニングプログラム」を使って体力つくりを行っ

た。運動は、動物歩き（あざらし）、ゆりかご、逆立ち、ジャンプ、手押し車、ペア回転、ラダー、スキ

ップ、カエルの足うちの 9種目を組み合わせて 5分から 10分間連続して行うサーキットトレーニングで

ある。 
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③「マット運動」（１・２回目、４～６回目） 

サーキット運動の後、マット運動の授業を展開した。前転、後転、開脚前転、開脚後転を段階的に技

術の向上を目指し、特に大学生が見本を示すなど教員と一緒に行った。6回目の授業では側転の授業を加

え段階的にきれいな動きができるように指導した。また、マット運動が上手にできた、喜びや楽しさが

体感できたと子どもから高い評価があった。 

④「バランスボールを使った運動」（３回目） 

バランスボールを転がして歩く運動、走る運動・ボールをドリブルしながら歩く運動・走る運動を行

った。また転ける練習、バウンドキャッチボール、ドリブルをする、ボールに上に乗る、2～4人組でバ

ランスをとるなどの運動を行った。 

 

⑤大休憩の遊びによる体力向上 

２時間目と３時間目の間の大休憩の時間（20分）を活用して、ドッジボールや鬼ごっこを１年生から

６年生まで全員が運動場に出て行った（快晴時）。５・6回目にはバナナ鬼（児童会考案）、手つなぎ鬼（大

学生考案）を大学生との競い合いを行った。 

⑥体力測定（７回目） 

握力、立位体前屈、上体起こし、反復横飛び、立ち幅跳び、シャトルランの体力測定を行い、体力の

評価を行った。今回の事業評価として「反復横とび」と「立ち幅跳び」の 2種目で測定値を比較した（事

業前 5月と事業後 12 月）。その結果、「反復横とび」の平均値が有意に高くなっていた。立ち幅跳びは有

意ではなかったが増加傾向にあった。   
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３．その他の取り組みについて 

（１）運動会に大学生が参加し連携強化 

 和歌山大学と小学校が連携して、大学生（保健体育専攻学生：17 名）が運動会に参加し子どもと一緒

に競技に参加するなど行った。運動会の一部の競技については、和歌山大学大学院生が企画から参加し

た。 

   

（２）和歌山大学見学会開催 
子どもの体力づくりサポート事業から発展して、小学校 5 年生が和歌

山大学を訪問し、大学生が授業を行っている講義風景や保健体育実技授

業の見学、図書館、体力評価の実験風景などを見学することで、学力向

上と体力向上の両面でしつかり勉強することの重要性を学ぶ機会を提供

した。子どものみならず、保護者の理解と評価が高かった。 
 
４．まとめ 

平成２８年度は和歌山大学と岬町教育委員会の連携事業で子どもの体力評価および体力向上支援を行

った。その結果、連携強化による子どもの体力改善と教員の体力テストの関心や指導法の理解が高まっ

た。平成２９年度は、大学と岬町教育委員会、小学校の連携強化によって岬町３小学年の子どもを対象

とした新体力テストの実施、またすべての３小学校で体力サポート事業を実施していくこと、生活習慣

と体力づくりについての課題に取組む予定である。今後、計画的・系統的な学習指導の充実や「楽しい」

体育の授業づくりなど、大学と継続した連携を強化していきたい。 
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お互いに教え合える柔道授業の実践的研究 

－斜め後受身と横転受身の受身学習プログラムからの検討－ 
 

矢野 勝（和歌山大学）川嶋優花（和歌山大学大学院） 
溝渕 俊二・流川 鎌語・西脇 公孝（附属中学校） 

１． はじめに

これまでも、附属中学校の柔道授業においては、時代の先を行く取り組みを行ってきている。男女共習の

柔道授業、和大方式の受身学習の授業、柔道と JUDOの違いにアプローチした授業、そして、2011年以降、
附属中学校の研究主題とリンクさせながら、お互いに教え合える柔道授業を研究テーマに掲げ授業研究に取

り組んでいる。昨年度は、和大方式の受身学習と「自分を相手に伝え、相手を感じる」ことを学習する授業

というテーマで報告した。そこで今年度は、その和大方式と従来型の二つの受身学習プログラムにおける受

身学習の効果の違いについて検討する。 
２．二つの受身学習プログラムの意味 

 文部科学省発行の柔道指導の手引きによると、柔道の受身学習は、「後受身・横受身・前回り受身」を行

った後に投技に移行していくような指導順序になっている。しかしながら、前回り受身については、「その

習得は難しく初心者においては、初歩の段階では、前回り受身の習得の必要はない」と尾形は報告している。

また、初心者柔道指導において前回り受身学習の有無による投げられた際の衝撃力に差異がないとの報告も

ある。これらのことから、前回り受身を省き、横受身の代わりに「斜め後受身」を学習する、「後受身→斜

め後受身」の和大方式の受身学習を考案した。これまでにも、この受身学習プログラムを用いて、大学の授

業。附属中学校の授業で安全に、かつ効率的に柔道授業を実施してきている。さらに、斜め後受身とほぼ同

様な受身学習を、鹿屋体育大学の濱田も応用後受身と呼んで、その受身の有効性を述べている。 
 また一方、柔道の安全指導の中核となる受身は、「受身三年」と言われたようにしっかりと習得しなけれ

ばならない。しかしながら、学校体育授業においては、学習時間に限りがあり、受身学習の効果的で系統的

な指導が必要である。最新の文部科学省の柔道指導手引きによると、初心者指導において習得が難しいとさ

れる前回り受身は、ある程度学習が進んだ段階で実施するという指導順序が例示されている。また、前回り

受身の学習の困難さを考慮して、横転受身という前回り受身の簡易タイプの受身も考案された。そこで、従

来型の受身学習プログラムの前回り受身の代わりに横転受身を用いた「後受身→横受身→横転受身」のプロ

グラムと和大方式の「後受身→斜め後受身」の二つの受身学習プログラムを用いて、それぞれの受身学習の

効果の違いを検討していくことにした。 
３．目的 

本研究の目的は、「後受身→斜め後受身」の受身プログラム（以下、斜め後群）「後受身→横受身→横

転受身」の受身プログラム（以下、横転群）それぞれの受身学習プログラムの学習効果を受身の動作分

析から検討するものである。 
4．方法 

A中学校の１年生の体育授業、単元「柔道」を対象とした。4クラスを斜め後群（A,B組）、横転群（C,D
組）に分け、15 時間の授業を行った。柔道有段者によって、7 時間目に支釣込足、11 時間目に大腰で投げ
られた時の受身動作を「EXLIM PLO EX-F1」というカメラでHSモードに設定し、秒速 300コマで撮
影をした。二次元動作分析で「支釣込足」「大腰」ともに 5 観点のチェックリストにおける得点化を行
った。また、投げられた時の受身における所要時間、接地順の分析をした。同時に学習ノートを用いて、

毎時間の形成的授業評価の推移と安全面における自己評価から検討を加えた。 
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表 1．支釣込足における受けの動作に関する評価観点

観点1 技を受けたとき

3点 支えられる足がピンと伸び、前傾姿勢で腰が伸びている。

2点 支えられる足が伸び、腰が曲がっている。

1点 両足に体重が乗っていて、崩されていない。体を反転させ技を受けている。

観点2 投げ出されたとき膝が伸びているか

3点 両膝が伸びている。

2点 片方は曲がっている。

1点 両膝とも曲がっている。

観点3 どこから畳に接地するか

3点 腕全体→脚の順で畳に接地している。

2点 腕全体と脚がほとんど同時に畳に接している。

1点 お尻から畳に接地している

観点4 はじめに畳に衝突する脚が，伸びていて面であたっているか

3点 伸びた状態で、側面全体があたっている。

2点 曲がった状態で、側面全体があたっている。

1点 かなり曲がって、両足がほぼ同時にあたっている。

観点5 両脚が重ならないように操作できているか

3点 脚の弾み上がりを邪魔しない程度に開脚している。 

2点 はじめに当たった脚の上に落下する。

1点 クロスして落下する。  
 

 
表 2．大腰における受けの動作に関する評価観点

観点1 取に引き出されたとき

3点 足を動かさず、前傾姿勢になって受けている。

2点 足を一歩出して、前傾姿勢になり受けている。

1点 体を反転させ技をかわすように受けている。

観点2 投げ出されたとき膝が伸びているか

3点 両膝が伸びている。

2点 片方は曲がっている。

1点 両膝とも曲がっている。

観点3 どこから畳に接地しているか

3点 腕全体→脚の順で畳に接地している。

2点 腕全体と脚がほとんど同時に畳に接地している。

1点 足やお尻から畳に接地している

観点4 はじめに畳に衝突する脚が，伸びていて面であたっているか

3点 伸びた状態で、側面全体があたっている。

2点 曲がった状態で、側面全体があたっている。

1点 かなり曲がって、両足がほぼ同時にあたっている。

観点5 両脚が重ならないように操作できているか

3点 脚の弾み上がりを邪魔しない程度に開脚している。 

2点 はじめにあたった脚と重なっている。 

1点 クロスして落下する。  
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５．音楽教育 
 
  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

受身の学習をし
よう

受身を習得しよ
う

相手の技を受け
て転がろう
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図 2．横転受身を学習した単元計画 

 
5．結論 
形成的授業評価、単元前後の上体起こし測定の結果から全クラスで効果的な授業が行われたことが確認できた。

支釣込足ではチェックリストの得点から「両脚が重ならないように操作できているか」の観点で 2群間に有意差
が見られたものの、その他の観点では両群において有意差は見られなかった。所要時間については「左上肢が接

地してから止まるまで」「畳に接地してから止まるまで」の時間で 0.1％水準の有意差が見られた。斜め後受身に
おける学習で「手で畳をたたいてから足を落としてくる」とくり返し指導した結果であると考えられる。接地順

では、両群において「左上肢→腰→下肢」の理想的な受身ができている生徒がわずかだった。大腰では、両群に

おいてチェックリストの得点に有意差は見られなかったものの、全ての観点で斜め後群の方が高得点を示した。

所要時間については、支釣込足と同様に 0.1％水準で有意差が見られた。接地順では、両群において「左上肢→
腰→下肢」の理想的な受身ができている生徒が多く見受けられた。 
以上のことから、斜め後受身の学習により、「手で畳をたたいてから足をコントロールして置く」という受身

動作の習得ができたことが伺える。このことは、受身のメカニズムに大きく関連するエネルギーを分散・変換さ

せるための重要な動作であり、受身学習の効果が見られた。しかしながら、受身の前段階である、相手の技をし

っかり受けるという動作に関しては、大きな課題が残った。一人で行う受身学習の次ぎの段階である、相手に投

げられる対人的技能としての受身という観点からの検討の必要があろう。 
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学校教育に於ける声楽的発声の�効性と�� 
研究代表者：大元和憲 

連携校：和歌山大学教育学部附属中学校 
共同研究者：馬場美加 

はじめに 
中学の３年間は変声期と重なるため声が不安定であり、この間、男子生徒の多くは音程認識が出来

ていない。そのため、男声の発声指導は女声教諭にとっては難しく感じる傾向にあるようで、必要に

応じて男声による歌唱指導が入ることにより、変声期後の声の出し方(ゴール)を見据えた「声」を意識

出来るのではないかと考えた。一方、女子生徒は男声による指導により、いつも授業で聞いているで

あろう歌唱時の注意事項を、他者の口から聞くことで学習効率が上がると考えられる。 
 

本研究の�� 
・附属中学校の音楽「歌唱」の現状を把握する

・歌唱授業のサポート 
 
学校行事との関�り 

音楽会に向け、必要に応じて歌唱のアドヴァイスを行う

 
授業の�� 
 ��学年に於ける音楽会に向けた課題曲「心の中にきらめいて」（田崎はるか／橋本祥路作曲）の学習。 
 附属中学校は一学年４クラスあり、それぞれに於いて補佐的に授業に立ち会った。 
音とりは各声部のパートリーダーを中心に進める。基本的にパート練習用 CD の反復による。 
 

 授業参観で気づいた点 
①ピアノの周りに集合した男子について、ピアノで苦手箇所を先唱し反復練習を行ったところ、声 
が出るようになった。人数の関係上、ピアノの周りに一列で並ぶのは難しく前後列に分かれた場 
合、後列の生徒はサボりがちである。前後の入れ替えが必要である。 

②男性パートがヘ音記号で書かれているため、階名唱が出来ない。 
③ピアノを活用しない場合、CD を繰り返し流しているだけ。数人の生徒だけが歌っている。 

 
 全体の印象としてパート練習で移動する際、特に午後のクラスは時間がかかった。移動準備の早さ

と、歌唱時の出来が比例しているように感じた。また、中心となる生徒の影響が全体に拡がる場合と、

CD 機器の周りの生徒だけ頑張っていて、少し離れると口を動かすものの小声だったり、練習の輪から

外れてふざけ合っている姿も見受けられた。また練習中、見るに見かねて「音取れた？」と声掛けし

た際、「取れました！」と即答するも、他のパートと一緒に歌うと全く音が取れておらず、声がなくな

る場面もあった。生徒の主体性も大切ではあるが、不具合箇所の学習助言(教諭)と、それを受け入れる

(生徒)体制をつくることの必要性を感じた。今後の課題としては、次の３点が挙げられる。 
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・階名唱で音の幅をしっかり体得し、音程及び音の調和を意識する。 
・反復練習 (最初から最後まで流すだけの繰り返しではなく、苦手箇所の確認と反復・前後の繋がり)
・生徒の主体性に委ねるのではなく、教員の指導も重要。 

 
第３学年に於いては、表現のための表情や音高に応じたポジショニング、「言葉・音楽」について作

曲者の想いと自分の気持ち、それをどう聴き手に届けるかについてお伝えした。残念ながら２クラス

のみの助言となってしまった。 
 

��音楽会(����)：平成 28 年 11 月 29 日(火) 和歌山県民文化会館大ホール 
 ブロック発表の後、各学年のクラス発表が行われた。 
 第１学年の印象は体が十分に使えず、響きの薄い喉声のため広い会場では物足りなさを感じた。特

に男子は声をぶつけるように発している箇所もあり、今後の課題として体と連動した声と響き、ハー

モニーの交わりが挙げられる。 
  第２学年は、変声期後の生徒も増え、また体型も成長し、歌唱時のスタイルは第１学年とあまり変

わらないにも拘らず、声の厚みや響きが出て来ているように思う。クラスによってはハーモニーの調

和が感じられたが、男声パートの音程が不明・男女問わず地声など課題の残る発表も見られた。 
  第３学年は、さらに変声期後の声が落ち着き、大人の声に近づいた為か声の質や響き、声量などの

向上が見られた。しかし、声量が増すほど喉声が気になるクラスもあった。 
 
今回の音楽会で以下の５点が課題として挙げられる。 

・成長に応じた、体と連動した効率的な発声法の追究 
・音程・リズム・発語 
・表現のための歌唱テクニックの確認  
・ハーモニーの充実 
・聴き手に届ける歌声 

 
まとめ 
 通常の授業で気になったことは、発声練習にしても本時の目標にしても目的がはっきりしていない。

発声ではただ声を出すにとどまっており、例えば声掛けで「息のスピードを考えて」「お腹から」「やわ

らかい声で」など毎時ワンポイントに意識するだけでも単純な声出しとは異なる結果に繋がるのではな

いだろうか。「これをするとどうなるのか？」「これをするためには何が必要なのか？」を確認するだけ

でも有効的と考える。歌唱は目に見えない部分を繊細かつ時に大胆に活用するため、イ�ージ的に捉え

る部分と物理的に何をすべきか客観的に分析することの双方からどう表現に活かせるか、大きな意識改

革が必要であると感じた。但し、変声期と重なるため過度な負担とならないよう注意(配慮)が必要であ

る。今後は、正しい音程のために階名唱、明瞭な母音・適切な子音、リズムや声の大小、声質など物理

的なことを基に、より良い表現に展開出来るよう体と連動した声づくりを目指したい。今回は第２学年

を中心に参観及び助言を行ったが、第１学年から第３学年まで生徒の成長に応じた「�階的な指導」と

「��的な指導」について、有効的な指導法を追及し、更に連携を深めていく必要があると感じた。 
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小学校における金管楽器指導法の開発 
 

研究代表者：和歌山大学教育学部 小寺香奈 

共同研究者：海南市立加茂川小学校 岡畑加奈子 

 

 

1．研究の趣旨 

 本研究は、未だほとんど行われていない小学校段階における金管楽器の指導法を開発するこ

とを目的としている。実際の指導を通して、児童の発達段階に応じた有効な指導法を探る。 

 戦後、我が国ではアマチュア層を中心に吹奏楽が盛んに行われてきた。吹奏楽は、木管楽器、

金管楽器、打楽器より成る合奏体であるが、特に、中・高等学校の部活動における活動は、現

在非常に活発に行われている。また地域差はあるものの、小学校でのクラブ活動でも吹奏楽部

を設けている学校もある。しかし、小学校では吹奏楽よりむしろ金管バンドの活動が多くみら

れる。金管バンドは、サクソルンの同族楽器（コルネット、フリューゲルホルン、バリトンな

ど）と打楽器により編成される合奏体で、イギリスの炭坑労働者の余暇活動を出発点として発

展してきたが、現在では芸術的価値の高い作品が多く書かれるようになり、アマチュア、プロ

フェッショナルともに世界中で多くのバンドが活動を行っている。 

 全国の小学校において金管バンドが活発に行われてきた理由としては、楽器の取り扱いが比

較的容易であること、B♭管または E♭管の楽器で編成されていることにより、読譜指導が行い

やすい、金管楽器は発音原理が同一であるため、奏法の指導がしやすい、といった理由が挙げ

られるであろう。これらの指導上の理由から小学校では積極的にクラブ活動に取り入れられて

いる金管バンドだが、その指導法については未開発のままである。同じ管楽器の合奏体である、

吹奏楽の分野には、指導書や教則本は多く、特に中・高校生向けのものは非常に多い。しかし

小学生を対象とした管楽器の教材はほとんどないのが現状である。小学校のクラブ活動で金管

楽器を開始した子どもにとって、導入期の指導方法が未開発であることは正しい奏法を学ぶ機

会を逸してしまうことに繋がり、大きな問題である。 

 

2．加茂川小学校の特徴ある取組み 

 加茂川小学校は平成 22年 4月の統廃合により設置された学校で、金管バンドの活動は加茂

第一小学校の時代に遡る。昭和 41年に加茂第一小学校で鼓笛隊が編成された。そして昭和 44

年の黒潮国体に備えてトランペット隊が編成され、以後、楽器を増やして現在の金管バンドの

活動へと移行していった。加茂川小学校では、「総合的な学習の時間」及び「特別活動」の時

間を利用して、週に 2回バンド活動を行っているが、これは全国的にみても大変ユニークな取

り組みである。7年前に 3校（加茂第一小学校、加茂第二小学校、仁義小学校）が加茂川小学

校へと統廃合された際、加茂第一小学校で伝統的に続いてきた金管バンドの継続には反対意見

はなく、当然バンドをやるものだという意識が地域にも育っていたことも後押し、加茂第一小
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学校で継続してきた金管バンドは、加茂川小学校でも継続されることとなった。 

 また、保護者の期待も大きく、以前は高学年の児童は運動会で組み体操と金管バンドの両方

を発表していたが、現在では金管バンドのみの発表をしている。運動会で運動ではなく、演奏

を披露するという伝統が根付いているのである。 

 さらに、地域に根ざした活動も特徴で、毎年地域の演奏団体「加茂ウイングロード」、下津

第二中学校の音楽部をゲストに招き、「たそがれコンサート」を開催している。これは加茂川

小学校の体育館で、地域の方を招いて行われている。10月末に行われる海南市民交流センター

の「下津文化祭」にも出演し、学校外での演奏発表も活発に行われている。 

 

3．これまでの現状と今年度の指導 

 本連携は平成 24年度から開始、途中 1年の中断を経て 4年目である。加茂川小学校に初め

て訪れた時の状況は、ほとんどの児童が不安定なピッチで演奏しており、楽譜を吹くことに注

意の多くが向けられていて、美しい発音や音色を作る練習が十分ではなかった。また、ユーフ

ォニアムなど大きな楽器においては、構え方が間違っていたりすることもあり、まずは正しい

姿勢と構え方の指導から行った。しかし近年、楽器の扱い、指導内容の理解など格段に良くな

ってきており、美しい音色を出そうとする意識も定着してきたようで、指導が年々スムーズに

なってきている点を強調しておきたい。 

 昨年度は、バズィング、ロングトーン、リップスラー、音階など金管楽器演奏に必要不可欠

である基礎的な技術をまんべんなく指導することを試みたが、今年度は基礎的な指導を継続し

ながら、基本的に毎回トランペットの学生と一緒に指導を行い、全体での曲の演奏指導も行っ

たことが特徴である。筆者のスケジュールなどとの兼ね合いで、年間の指導回数は少なかった

ものの、トランペットの学生との協同により、毎回の指導での手応えは十分に感じられた。ま

た、同行の学生（音楽専攻、管楽器 3、4回生）からの意見も取り入れ、毎回の振り返りも指

導に活かすことができた。 

 

・指導の記録と振り返り①（学生の記録より） 

6月 13日（今年度初回の指導） 

■：指導者 伊東 真吾 △：見学者 竹下 瑞希 

【呼吸練習】 

■「隣の人より大きな音を出して」と言いながら人差し指を立てて口に当て、「ほ」の口で息

をたっぷり吸う練習。 

△ 子どもたちは負けたくないという気持ちからやる気になっていた。 

■ 口の中を少し開けるよう指導。 

△ 開けたとき・閉じたとき２通りの音を聞かせることで違いが分かりやすそうだった。 
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【フリーバズィング】 

■ 唇だけで音を出す。お手本を示しながら指導。 

△ 子どもたちの反応がよかった。実際に音を出すことで、よりきれいな音、大きい音を出し

たいという気持ちになっていた。しかし、大きな音を出したいという気持ちから力みすぎてい

る子どもが何人かいた。 

 

【マウスピースでバズィング】 

■ 音程を狙ってロングトーンをする、音程を上げたり下げたりする練習。「先生の音を真似

してください」とお手本を示しながら指導 

△ 指導者が初めに吹いて、そのあとに子どもたちが吹く。音程が取れていない子が多かった

ので、みんなでハミングをした。ハミングで正しい音程が取れた後、マウスピースで演奏する

と、音程のイメージがつかめたようで、初めよりも随分良くなった。 

 

【楽器でロングトーン、リップスラーなど】 

■ 楽器の持ち方、構え方について指導。「テニスボールが１個入るぐらいに、指は軽く曲げ

る。」という説明を加えながら。 

△ 具体的な大きさを示したので子どもたちが構え方を意識するようになった。 

■「周りの友達と確認しましょう。」 

△ 友達と見比べることで、指の間違いに気付いたり、曲げ具合を気にしていた。 

■ 音を出す（ド→ソ）お手本を示しながら。 

△ 姿勢がとても悪い。力みすぎて肩に余計な力が入ってしまう。その結果、背中が反ってし

まう。女の子は楽器がすぐに下がってくる。足が地面についていない子が多い。注意してもま

たすぐに浮いてくる。 

 

【指使いを確認しながら曲の練習】 

■ エヴァンゲリオンの Eの 2小節前のグリッサンドの方法、エヴァンゲリオンの冒頭の旋律

を中心に指導。お手本を示しながら。 

△ 高い音を吹くときに顔全体に力が入ってしまう。１回目より２回目、２回目より３回目と

吹けるようになっている。息が最後まで入っていない子がいる。１ページ２段目Ａ１拍前の休

符を確認。指導者が前で吹いているときに、音を出さずに指を動かして確認している子がいた。 

 

・指導の記録と振り返り②（学生の記録より） 

10月 7日 

【ウォーミングアップ】 

・フリーバズィングで唇の両端を引っ張り、下唇から顎の先までを伸ばして「口の周りの三角

形（唇の両端、顎の先）」を意識して唇を振動させるよう指示した。昨年度指導を行なったが、
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忘れていたり、まだできていない児童がいるため、指導に行く際は必ず児童に伝えている。 

・マウスピースで広い音域をグリッサンドでバズィングする（低音から高音へ上がり、低音に

戻る）とき、戻ってきた低い音が空気の多く混じった音がしているため「低い音に戻るときに

も上と下の唇は合わさったままで」と指示したところ、低い音も唇がよく振動している音にな

った。 

 

【基礎練習】 

・「楽器を吹くときはあったかい息を使って吹く」と指示したら音色が柔らかくなった。 

・リップスラーで《ロウ B→F→ロウ B》の音域（5度）から始め、ロウ B→F→チューニング B

→d→f→d→チューニング B→F→ロウ B（12度、小文字はチューニング Bよりも高音域を意味

する）まで少しずつ音域を広げていくと、dや fを鳴らすのに苦戦する児童が多くみられた。

そのため、「一番高い音に向かってクレッシェンドし、低い音に戻ってくるときはデクレッシ

ェンドするように」と指示したところ、高音域が鳴るようになった。 

・楽器を構えた時の姿勢について、脇を閉めていたり（女子児童に多い）、肩が上がったりし

ている児童が多くみられた。「自分の体を大きく見せてごらん」と指示したところ、脇が広が

り、肩も下がるようになった。 

 

【曲練習】 

・「新世紀エヴァンゲリオンのテーマ」ではサウンドのバランスがとれていない箇所があり、

伴奏が旋律を消してしまっているところがあった。伴奏を担当する児童には「少し音量を落と

すこと」と「メロディを聴きながら吹く」ように指示したところある程度旋律が浮き立ってき

た。しかし今度は旋律が不安定で籠ったような音色である、細かい音の動きが曖昧であるとい

った課題が浮き彫りになった。そこで、旋律を担当する児童に「遠くに向かって吹くこと」を

指示したところ、明るくよく通る音色になった。一方で細かいリズムが苦手で曖昧になってい

る児童にはその部分 1拍だけを吹かせたり、アクセントをつける音を指示したりすることで改

善が見られた。 

・「アフリカン・シンフォニー」はロングトーンが多い。児童は全音符などの長い音をテヌー

ト、且つ全力で吹こうとしていたため、「ブレスをする回数を減らすこと」と「長い音は吹い

たら抜く」といった指示をした。すべての音を全力で吹いている感じは減ったが、「長い音は

吹いたら抜く」という指示は児童には理解できていなかったため、小寺先生の「楽に吹く」と

いう表現が適切だと感じた。 

 

【この日のまとめと今後の課題】 

 積極的に大きな音で吹いている児童は多くみられるが、なかには曲を演奏する際「大きな音

で吹いたもの勝ち」という認識で吹いていたり、自分をアピールしたいという気持ちを強く持

つ子もいる。そのため、楽曲の演奏では丁寧に演奏することや自分の役割を理解して吹くこと
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が重要であることを伝えた。児童らは弱音で吹くこともできるため、テクニックが不足してい

るわけではない。したがって、児童のモチベーションを下げず、プライドを傷つけずに楽曲の

演奏するときの注意点や意識をリードしていけるような指導を心掛ける必要がある。 

（大学院 1回生・伊東 真吾） 

 

 前半のトランペット、トロンボーンのレッスンでは、全体的に最初から音がよく出ていたと

思います。しかし、一度楽器を置き人差し指を口に当てた呼吸練習をしたあとは、音がよりク

リアになり子どもたちも楽に音を出せているように感じました。特に楽器を始めて間もない児

童は、何とかして音を出そうとするために変な癖がついてしまったり肩に力が入ったりしやす

いと思うので、全体で基礎的な練習をすることには大きな意味があると思いました。また楽器

をつけての練習の際は、指導者が良い吹き方と悪い吹き方の両方を示していたので子どもたち

はわかりやすかったと思います。中には何が良くて何が良くないかがわかりにくい児童もいる

と思うので、指導者が近くで実際に音を鳴らしながら説明をすることはとても効果的だと思い

ました。ほとんどの児童が指導者のほうを見て大変集中して説明を聞いており、「今よりも上

手になりたい」という向上心がうかがえました。 

 全体でのレッスンでは、だんだんと子どもたちが合奏の中での自分の役割を理解できてきた

ように感じました。まずは自分のパートを演奏できるようになることが大切だと思いますが、

ある程度吹けるようになってくると、次の目標は目立ったほうが良いところや他のパートを支

えたほうが良いところなど全体のバランスがわかるようになることだと思います。打楽器パー

トも含め、「自分がもう少し抑えると全体が良くなる」ということにこの日の練習で初めて気

付いた児童も多かったのではないかと思います。単に「もう少し小さく」という指導をするの

ではなく、「ここはもう少し小さくするとこのパートが生きてくる」と子どもたちに実感を持

たせながら指導をすると効果があるのだと感じました。自分だけでなくまわりの仲間のことも

考えながら演奏するというのは小学生にとっては少し難しいことかもしれませんが、これは学

校生活にも通じることであり、ひとつのバンドとして曲を演奏するためにはとても重要なこと

だと感じました。（4回生・尾崎 綾） 

 

 今年度は管楽器の学生と一緒に指導や振り返りを行ったことで、筆者自身学ぶところが大き

かった。特に、ことばのかけ方一つで子どもの演奏が良くも悪くも変化することが多く、改め

て小学生にとってイメージし易い「ことば」の選択の重要性を感じた。また、今年度は、一度

だけではあったが、筆者のアルト・ホルンを使用して実際にお手本になる音を演奏しながらパ

ート指導を行うことができたことが収穫であった。 

 来年度以降の課題としては、基礎練習に加えて曲の演奏の上達に繋がるような全体指導につ

いて考えていきたい。引き続き実践から得られた結果をもとに、小学校の導入期における総合

的な金管楽器指導の開発に取り組みたい。 
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公立附属校・公立学校との連携事業活動概要報告書 

    

チェンバロを用いた小学校鑑賞教育研究 
       和歌山市立藤戸台小学校: 高木視帆                

和歌山大学教育学部：山名敏之  

 

【研究の趣旨】 

 バロックおよび古典派のレパートリーは、小学校音楽科鑑賞教育において主要な位置を占めている。こ

れはポピュラー音楽をも含めていわゆる今日の西洋音楽の基礎がこの 18世紀に確立されたことと深く関係

している。つまり「音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわりを感じ取って聴き、言葉で説明

するなどして、音楽のよさや美しさを味わう」ためには特にバロックおよび古典派のレパートリーへの理

解が基礎となるのだ。今日その鑑賞教育におけるピリオド楽器による演奏の採用が目立って来た。「音楽

の特徴をその背景となる文化・歴史や他の芸術と関連付けて、鑑賞する」ためには当然のことと考えられ

る。 

 バロックおよび古典派初期の鍵盤楽器といえば今日のような黒塗りのピアノではなく、チェンバロであ

ったことは周知の事実である。本連携では、強弱の変化をつけることの不可能な発音構造を持つ楽器であ

るチェンバロの全盛期に、「音楽を形づくっている要素」の中でももっとも基本的な要素といえる拍子が

高度に発達したという逆説的な歴史的背景を踏まえ、①拍のながれを表現する為には強弱法によるのでは

なく長短法を主体とすべきであること、②長短法は音色、リズム、旋律、テクスチュア、強弱、形式、構

成などの音楽を形づくっている諸要素の感受および表現に大きく関わっていることという２点について、

大学内に設置されているチェンバロによって実践的に鑑賞教育を行う方法について共同研究する。 

【研究内容の概要】 

 初年度である今回の共同研究では、目的を以下の 3点に絞って教材開発を試みた。 

1. チェンバロと現代のピアノとの発音原理の違いについて知る。 

2. チェンバロからピアノへと移り変わっていった歴史的経緯を知る。 

3. チェンバロに触れ、バッハやハイドンの作品を鑑賞し、目と耳で歴史を直に感じる。 

 

【表】藤戸台小学校との連携事業の取り組み経過 

 取り組みの内容 日時   場所 

1 高木先生とチェンバロを教材とする鑑賞授業の実施に関する協議を行う。 7/12 教育学部 

2 高木先生担任クラスの高木先生自身による音楽の授業を参観する。高木先生の

授業力が高いことと、音楽の素養のある児童が多いためか、拍節感への理解と

いう難易度が高い音楽概念について、一定の理解が得られているように見受け

られ、授業のレヴェルは一般の小学校の３年生よりも高いように感じられた。

授業後クラスの特徴等について説明を受けた。 

10/14 藤戸台小

学校 

3 高木先生と協議を重ねながら、授業案を作成。チェンバロによる授業実践者は山

名が担当。この授業の前に対象者である第３学年の各担任が、チェンバロとピア

ノの歴史に関する事前説明を行うことを決めた。その上で授業本番のワークシー

トにおいて、○ピアノとチェンバロの発音原理/○チェンバロの発音に使われる素
材/○チェンバロにおける弦を撥く素材/○タングの動作を可能にしているタング
の形状、仕組みおよび発条の素材/について児童に問いかけることとした。 
演奏曲目は、現代のピアノとの音色の比較材料として、○ペツォールト作曲メヌ

エット、心の暗部を抉る○J.S.バッハ:イギリス組曲第 3番より、プレリュード、
サラバンド、児童に好まれると予想された明るく楽しい○ハイドン：カプリッチ

ョ、とした。 

10 月から 11

月中旬にか

けて 
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公立附属校・公立学校との連携事業活動概要報告書 

    

チェンバロを用いた小学校鑑賞教育研究 
       和歌山市立藤戸台小学校: 高木視帆                

和歌山大学教育学部：山名敏之  

 

【研究の趣旨】 

 バロックおよび古典派のレパートリーは、小学校音楽科鑑賞教育において主要な位置を占めている。こ

れはポピュラー音楽をも含めていわゆる今日の西洋音楽の基礎がこの 18世紀に確立されたことと深く関係

している。つまり「音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわりを感じ取って聴き、言葉で説明

するなどして、音楽のよさや美しさを味わう」ためには特にバロックおよび古典派のレパートリーへの理

解が基礎となるのだ。今日その鑑賞教育におけるピリオド楽器による演奏の採用が目立って来た。「音楽

の特徴をその背景となる文化・歴史や他の芸術と関連付けて、鑑賞する」ためには当然のことと考えられ

る。 

 バロックおよび古典派初期の鍵盤楽器といえば今日のような黒塗りのピアノではなく、チェンバロであ

ったことは周知の事実である。本連携では、強弱の変化をつけることの不可能な発音構造を持つ楽器であ

るチェンバロの全盛期に、「音楽を形づくっている要素」の中でももっとも基本的な要素といえる拍子が

高度に発達したという逆説的な歴史的背景を踏まえ、①拍のながれを表現する為には強弱法によるのでは

なく長短法を主体とすべきであること、②長短法は音色、リズム、旋律、テクスチュア、強弱、形式、構

成などの音楽を形づくっている諸要素の感受および表現に大きく関わっていることという２点について、

大学内に設置されているチェンバロによって実践的に鑑賞教育を行う方法について共同研究する。 

【研究内容の概要】 

 初年度である今回の共同研究では、目的を以下の 3点に絞って教材開発を試みた。 

1. チェンバロと現代のピアノとの発音原理の違いについて知る。 

2. チェンバロからピアノへと移り変わっていった歴史的経緯を知る。 

3. チェンバロに触れ、バッハやハイドンの作品を鑑賞し、目と耳で歴史を直に感じる。 

 

【表】藤戸台小学校との連携事業の取り組み経過 

 取り組みの内容 日時   場所 

1 高木先生とチェンバロを教材とする鑑賞授業の実施に関する協議を行う。 7/12 教育学部 

2 高木先生担任クラスの高木先生自身による音楽の授業を参観する。高木先生の

授業力が高いことと、音楽の素養のある児童が多いためか、拍節感への理解と

いう難易度が高い音楽概念について、一定の理解が得られているように見受け

られ、授業のレヴェルは一般の小学校の３年生よりも高いように感じられた。

授業後クラスの特徴等について説明を受けた。 

10/14 藤戸台小

学校 

3 高木先生と協議を重ねながら、授業案を作成。チェンバロによる授業実践者は山

名が担当。この授業の前に対象者である第３学年の各担任が、チェンバロとピア

ノの歴史に関する事前説明を行うことを決めた。その上で授業本番のワークシー

トにおいて、○ピアノとチェンバロの発音原理/○チェンバロの発音に使われる素
材/○チェンバロにおける弦を撥く素材/○タングの動作を可能にしているタング
の形状、仕組みおよび発条の素材/について児童に問いかけることとした。 
演奏曲目は、現代のピアノとの音色の比較材料として、○ペツォールト作曲メヌ

エット、心の暗部を抉る○J.S.バッハ:イギリス組曲第 3番より、プレリュード、
サラバンド、児童に好まれると予想された明るく楽しい○ハイドン：カプリッチ

ョ、とした。 

10 月から 11

月中旬にか

けて 

 

4 演奏会場の選定と搬入、搬出、調律時間の確保等の事前打合わせ。 11/23〜25 藤戸台小

学校 

5 「耳で知る歴史、チェンバロを聴こう！」の授業実施。 11/30 藤戸台小

学校 

 

【取り組みの成果（アンケート調査をもとに）】 

 ワークシートの最後には、「一番心に残った曲はなにかな？演奏を聴いて思ったことを書こう。」と問い

かけた。 

○ハイドン作曲カプリッチョの演奏は、明るく楽しい曲の性格から、多くの児童にとって大変魅力的だっ

たようである。「明るく楽しい曲だった」、「リズムがおもしろかった」、「豚の気持ちがわかった」、「豚が逃

げていったのが分かった」、「豚が大暴れしているのがすごかった」といった感想とともに、曲の構成によ

り深く言及した「明るく楽しい部分と悲しい部分とがあって面白い曲だった」、「リズムが変化していくの

がおもしろかった」といった感想も散見された。 

○カプリッチョ大好き派が多数を占める一方で、ピアノの音色との比較がもっとも印象的だったとの感想

を書いた児童は、メヌエットを主に選んでいた。 

○極少数ながら、とりわけバッハのサラバンドをお気に入りに選んだ児童もいた。悲しみ、悔恨の感情を

曲から汲み取ることができたようだった。 

○問いかけ内容とすこし離れたピアノとの音色の違い、外装、鍵盤の配置、カプラーによる上下鍵盤の同

時動作といったことに触れた感想が相当数あった。 

 

【今後の課題】 

○「取り組みの成果」の最後の項にあるように、児童の感想に相当数ピアノとの相違への言及があった。

感想の問いかけ方が「一番心に残った曲はなにかな？」と限定的であったことは反省点である。児童の興

味は実は音楽と歴史という深いテーマに最も興味があった可能性が否定できないからだ。知的理解が高い

と判断される場合は、自由記述とするのが良かったと考えられる。 

○昨年度までの感想と比較すると記述内容が減ってしまっている。授業終了までの感想を記述する時間が

短かったこともあるが、これも問いかけが限定的であったことが影響していたと考えられる。 

○評価の方法を共同研究者の高木先生と検討し、児童から多様な考えを引き出すための問いかけ、鑑賞

教材の選択、提示方法を検討する。 

○今回は藤戸台小学校という和歌山大学と隣接している学校での実践であり、また共同研究者の高木視

帆先生はチェンバロの搬入搬出およびチューニングに関して深く理解されている方であったことから、

前述に関する障害は起こらなかった。しかし今後、この鑑賞教室を他校においても実践していくために

は、搬入の時間帯と鑑賞教室の開始時間の打合わせ、チューニング時間の確保、チューニングのための

静穏な環境の確保といったことへの実践先への理解が求められるであろう。今回の共同研究はこのよい

シミュレーションとなった。 

 

 





 
 
 
６．美術教育 
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2016 年度和歌山大学教育学部 附属・公立学校との連携事業：研究成果報告 
 

[絵画・以降]の時代に構想する絵画教育カリキュラムの開発 
―2010-2016年度研究を踏まえて 

 
研究代表者：永守基樹（和歌山大学） 

共同研究者：飯村浩晃（和歌山大学教育学部附属中学校）、西原有香莉（和歌山大学教育学部附属小学校） 
中土井亮（和歌山大学教育学部附属小学校）、西井惠美子（和歌山市立雄湊小学校） 

森脇礼子（和歌山市立有功中学校）、保富仁之（和歌山県立田辺高等学校）、南洋平（和歌山県立粉河高等学校） 
鷹木 朗（京都造形芸術大学）、湯川雅紀（関西福祉科学大学） 

	 	 	

1．研究プロジェクトの全体構想 
■「絵画の終わり」以降に  
	 モダニズム絵画の歴史は、フランスにおけるロマ

ン主義に始まり、戦後のアメリカ絵画史の展開のなか
でミニマル絵画などが浮上した 1970 年代後半に、そ
の平面性と視覚性への還元の最終地平を見出したとさ
れることが一般的である。 
 このようなフォーマリズムの革命的史観の正当性に
ついては多くの論議があるとしても、1970 年代に絵
画のモダニズムが対象化される歴史的段階に至り、そ
のアヴァンギャルディズムの終わりを迎えたことは、
多くが同意できよう。 
 フォーマリズムの史観が端的に示す進化と還元の歴
史のなかに、近代美術の創造とオリジナリティ（個性）、
変革と新しさへの意志などの強力な神話的理念が生ま
れた。そして、それらの価値が美術教育の言説に「転
写」されたのである。その転写は、１世紀以前のウィ
ーンでのチゼック・スクールでのゼセッション美術と
の「児童画」の出会いに始まり、日本での「具体」や
「モノ派」などに代表される半世紀ほど以前の現代ア
ートの諸潮流と子どもの「造形的活動」の出会い（造
形遊び）に至る幅を以て示されている。それは、創造
と変革に関する近代の物語に神話性を与え、美術教育
における子ども中心主義とロマン主義的教育観の核心
を形成したのである。これらが示す教育的ビジョンと
思想的パラダイムは、近代の美術̶のみならず創造性
と美的な陶冶に関する̶教育を支えるものであった。 
■モダニズムを遡行すること 
これらの諸価値とパラダイムが 1970 年代の「絵画

の終焉」以降に急速に力を失い、モダニズムの美術教
育は、その求心力を失っていった。ミニマリズムの文
脈でオブジェを制作するジャッドにせよ、一種破壊的
なパフォーマンスを行った「具体」の作家達にせよ、
1960～70 年代アートの脱絵画の動きの担い手たちは、
その芸術的実践を絵画から始めたように、この時代の
前衛的な美術はその多くが絵画の展開として見ること
ができる。『美術史の終焉？』（H・ベルティング）
という問題意識は、「絵画史の終焉」を核とし、その
終焉は、絵画の歴史のなかに生まれた言説で縫い合わ

された「美術＋教育」のあり方に、解体と溶解をもた
らすことになるのである。 
この「近代・以降（ポスト／レイト／オルター）」

の大きな変化のなかで、美術教育は、その理念・内容・
方法を更新していく必要がある。そして同時に、自ら
を貫いているモダニズムの再把握を迫られており、そ
の作業が 21 世紀の美術教育のコアを形成することに
なるのであろう。 
このような史的認識と前提に基づいて、2011 年度

からの研究プロジェクト「[絵画･以降]に構想する絵画
教育」では、ミニマル絵画という終着点からモダニズ
ム絵画を[遡行]することによって、近代美術の形成し
た諸価値を、21 世紀の地平に題材群とカリキュラムと
して、批評的に再構成することを目指している。 
 
２．研究の経緯と本年度研究の目的 
 本研究プロジェクト「[絵画･以降]の時代における絵
画教育カリキュラムの開発」は、平成 22（2010）年
度の本連携事業での研究主題「絵画教育カリキュラム
の開発」から発展的に継続してきたものである。また、
「和歌山大学美術教育研究会」の研究主題（2012～）
と科研プロジェクト（永守,2014～16）等と平行して
進められた。 
 外部での成果発表としては、「美術科教育学会地区
会 in 大阪」2012 年 12 月）に「[絵画･以降]の時代に
構想する絵画教育」での３件の基調発表に始まり、
2016 年度までに美術科教育学会等において、プロジ
ェクトメンバーによって、本研究に関連して、約四十
本の研究発表（論文・口頭発表・著作等）が行われて
いる（文末に 2012～16 年の成果一覧を示す）。 
 その間、基軸を為す研究として、Ｆ・ステラ(201

３)、Ｇ・リヒター（201３）、Ｅ・ケリー（2014）、
Ｂ・マーデン（2014）、Ｐ・モンドリアン(2015)、
Ｈ・マティス（2016）等にそれぞれ焦点化した題材開
発を、メンバーが所属する和歌山県（一部大阪府）下
の小・中・高等学校において試み、適宜発表を行って
いる。 
以上の経緯を踏まえ、本年度研究では、それらの研

究を通底し支える絵画教育の基本的ディシプリンとし
て[図と地]の構造と、[ドローイングとペインティング]
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の相互媒介的関係の二者について探求するとともに、
カリキュラムの全体像の呈示を目指した。 
３．絵画の基本構造としての[図]と[地] 
■[図]と[地]のダイナミズムへ 
フォーマリズムが示す絵画の進化論的道筋を、平面

性と視覚性に向けての還元化と純粋化であるとするな
らば、その認知～知覚論としての基本的な構造として、
[図と地]の構造を措くことができる。 
 [図と地]はいうまでもなくゲシュタルト心理学の

概念である。それはＭ・ポンティが身体～知覚構造を
『知覚の現象学』として語り、『眼と精神』で画家の
視知覚のあり方を語るときに援用した概念でもある。
いわば意味論的なフロイト心理学に対して、知覚認知
に基づく理論は、その成立がほぼ抽象絵画の成立と同
時期であることが示唆的であるように、「平面」にお
ける造形とその認知を語るには、いまのところ（いま
だに）最も適した理論であろう。 
だが、「視知覚の創造性」を示すというゲシュタル

ト心理学での[図と地]の図式は、実のところ、[図]の理
論であり、[図]の視覚的なありようを示すには魅力的
であるが、[地]のあり方を示すものとしては無力に見
える。[部分と全体]を語ることには成功しても、[図と
地]の関係を語ることは出来ていないのである。 
また同時に、[図と地]を援用した構成教育の言説も、

[図]を語っても[地]を語ることはできず、[図]と[地]の
ダイナミックな関係性を語ることは出来ていないので
ある。昭和 33 年の中学校美術科学習指導要領に登場
した「色や形の基礎練習」という汎領域的な構成教育
が多くの批判を受けて、デザイン領域に限定した「基
礎デザイン教育」へと転落したことの理由は、この[地]
を語り得ない̶造形における創造のダイナミズムを示
し得ない̶理論の限界にあったと思われる。 
■創造の基盤としての[図]と[地] 
本研究では、[地]としての絵画を見せる抽象表現主

義絵画、そして[図]のみで成立している絵画としての
ミニマル絵画という還元的地平から、この[図]と[地]
の構造を新たなかたちで絵画（あるいは平面造形）の
教育（カリキュラム）のなかに再把握することを試み
るものである。 
「ある秩序で集められた色彩で覆われた平坦な表面」

という、モーリス・ドニによる絵画の定義によるなら
ば、絵画は意味論的なイメージの構造ではなく、先ず
は知覚論の立場からのイメージの形成と構成の原理に
よって語られるべきことになる。20 世紀の前半に美術
を先導した、キュビズムにせよ、抽象絵画にせよ、絵
画の形式面での冒険的変革を目指したものは、その運
動と創造の基盤に[図]と[地]による平面的構造を持っ
ていたと見ることができる。 
そして 20 世紀の後半、[図]を消去して[地]が浮上す

る抽象表現主義絵画、そして[図]だけの絵画とも見え
るシェイプト・キャンバスによるミニマル絵画などへ
と展開し、19 世紀中葉に始まったモダニズム絵画は、
自らの解体と還元の歴史を終えたとされる。 
美術教育者が、近代美術の文化を正統的に受容し継

承していく作業のためには、近代美術を牽引した絵画
史が生み出した諸理念とともに、その創造の形式的基
盤を、その教育の基軸に埋め込む必要があるだろう。
モダニズム絵画に関する言説の基軸であるフォーマリ
ズムが示す絵画の歴史を、その形式的な基本構造であ
る[図]と[地]に基づいて批評的に遡行することが本研
究の内容となる所以である。 
そして 1970 年代に、Ｆ・ステラは絵画の再生の作

業を、「ミニマル・以降」の絵画の再生を、[図]と[地]
が反転しつつ重なり合う最も単純な構造において自己
言及的に呈示された「ブラック・ペインティング」か
ら始めたのだが、私たちの「遡行」の背後には、この
ステラの目論見と共振がある。 
４．[図]の絵画、[地]の絵画、そして[図]と[地]
の絵画 
■遡行と発達 
 上述のように、現在、ミニマル絵画からマティス絵
画へと遡行するプログラムを構想している。ミニマル
な[図]、オールオーバーな[地]という還元的地平から抽
象絵画を経て、高度に成熟した[図]と[地]の関係性を見
せるマティス絵画への遡行である。 
 この遡行̶マティスを終着点とする̶は、遠近法的
空間（地）に人体（図）を表象するルネサンス絵画を
帰結点とする一般的な絵画の「発達段階」観に対する
オルタナティブを示すものである。映像メディアに端
的に現れているように、視覚イメージに関するメディ
アの多様な発展は、古典的な絵画リテラシーの教育的
意味を大きく減少させており、絵画教育のプログラム
を「スクリブル→客観的再現描写（ルネサンス絵画）」
というローウェンフェルド以来の発達段階に沿って構
想することについても、ラディカルな批判が求められ
ていよう。以下は、そのカリキュラム構想のための試
案である。 
■ミニマル絵画からマティス絵画への題材群＝カリキ
ュラム 

(1) (1) 図だけの絵画＝Ｅ・ケリーのシェイプト・キ
ャンバス絵画 

 色面のオブジェとも呼ぶべき絵画は、その意味論的地平が
ミニマルであるが故に、感覚的なレベルでの造形世界を美術
教育に与えることができる。 
(2) 図＝絵画のミニマルな構成＝Ｂ・マーデンのスト
ライプ絵画 
ひとつの長方形の色面は何枚かが並べられるとミニマルな色
価の構造をつくる。ある色面は他の色面との関係によって
[図]にも[地]にも反転する。色彩のオブジェ性を感受し、その
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関係性のミニマルな形成（創造）へと導く。 
(3) 図＝絵画の重なり＝Ｆ・ステラのレリーフ絵画。 
ステラのレリーフ絵画には[地]の意識はなく、[図]がレリーフ
状に重なって絵画世界を構築する。形＝色を重ねていくこと
が、そのまま絵画になる。感覚の戯れから絵画的構成を導く。 
(4) 地の絵画＝Ｂ・ニューマンの色面＋zip 絵画 
ニューマンのいう「崇高」など、色彩の広がり（面）は感情
や直観的世界を呼びおこす。刷毛によるドローイング([図])
が重ねられていくことでペインティングの作業へと変質して
いくなかに[地]へと変容し、何ごとかを表象しはじめる。[図]
と[地]の生成に関わる深い体験を目指す。 
(5) 地の絵画に曖昧な図＝Ｍ・ロスコの色面絵画 
 ロスコの深い味わいのある色面を、布や画用紙の裏からの
色材の染み込みや重ね塗りで追探求し、その色彩世界から浮
き出すように「ぼんやりとした図」を形成する体験。[図]と[地]
の双方に関する生成を通じて、その構造の根本的で直観的な
理解を得ることが目指される。 
(6) 地の絵画＝Ｊ・ポロックのポーリング絵画 
 ポーリングによる痕跡の[図]。その[図]の集積が[地]を生成
する。「行為」が「痕跡」と化し、その集積が「面」となり、
「全面（all over）」へと広がり、生を受けとめる[地]と化す。
制作過程での心身への揺さぶりと、画面との行為を介しての
対話を求めて。 
 (7) [地]に直線ドローイング（[図]）＝モンドリアン 
 モンドリアン絵画を直線のドローイング（図）とによる色
面（地）の形成と捉え、緊張性のなかに[図]と[地]の関係を探
求する。いくつかのヴァリエーションを開発。抽象絵画にお
ける「零度のタブロー」とでもいうべき[図]と[地]の構造にお
ける創造的な絵画実践を典型的なかたちで探求。 
(８) [地と図]の成熟＝マティス絵画 
眼と手が応答するドローイングの行為と、その描線が生成す
る[図]と[地]の関係。その関係の成熟を絵画創造の本質と捉え、
絵画教育のひとつの到達すべき地点を示す題材。 
 
4．課題と展望 
  [図と地]の構造は、静的ではなく、相互に関連

した動的な生成の過程によって形成されるものである。
また，絵画と身体知覚の相互媒介的なはたらきのなか
に現れるものであり、絵画（[図]と[地]）が立ち現れる
過程での[手]と[眼]の相互作用が深く関わるものであ
る。 
 上記(1)～(８)の題材群は、カリキュラムとしては

未だ探求途上のものであるが、この題材群は、単なる
並列でも段階でもない。ドローイングとペインティン
グという絵画を生成する所作（行為）が生み出す平面
の論理なのであり、同時に身体の構造の生成の筋道と
して探求されたものである。 
このドローイングとペインティングの関係性を、上

記の[図]と[地]の論理を基盤にしたカリキュラムに組
み込むことが大きな課題であろう。「図の構成」とし
て「流布されたかつての構成教育」の陥穽を免れて、
美的創造のディシプリンを示すためには、第一に[図]

と[地]のダイナミックな関係性の中にイメージ創造を
語ることが求められる。そして第二に、そのダイナミ
ズムを生み出すちからは、身体・知覚と絵画平面との
深い対話と、眼と手と絵画の相互媒介的な関係性から
生み出されるものであること、の認識が求められる。 
このカリキュラムは、一方ではモダニズムの美術の

エッセンシャルな価値を体験的に理解するためのプロ
グラムであり、他方では汎用的な創造性の教育の基礎
的プログラムとして機能することが期待される。 
それは、21 世紀の後半に向けてアートが大きく変容

し、多様なコミュニケーション実践に拡散していくな
かで、アートの教育のハードコアとして位置づけられ
るものであろう。 
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以上 
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７．家庭科教育 
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平成 28年度実践的地域連携教育推進事業報告書 

レジリエンスを育む授業実践 
― 日常における個人的ストレスへの適応について ― 

 
                        和歌山県立南紀高等学校  森本 庸司 

                             和歌山大学教育学部 赤松 純子 
 
１ はじめに 
家庭科の学習内容には、衣食住等に関する基礎的な内容だけでなく、住生活における防災をはじめ、職業

生活、育児、多重債務なども含まれ、大きなストレスがかかる場面を扱っている。実際の暮らしの中におい

ても、このような逆境に陥る可能性は誰にでも考えられ、家庭科の授業の中で、生徒に困難な状況（逆境）

の中で働く力について考えさせ、身につけさせることで、実生活の中のストレスによる落ち込みからいち早

く回復し、さらにその経験を元に成長していくことが期待される。 
 
２ 研究のねらい 
南紀高等学校は、和歌山県南部の定時制高校である。現在、勤労生徒は少なく、不登校経験者や生活環境

に恵まれないなどのハイリスクな生徒が多くを占める。現在もなおストレス状態の生徒もおり、授業中に注

意されただけで教室を出て家に帰ってしまうなど、ストレスへの耐性が低い生徒が少なくない。 
このような状態にある本校の生徒へ、困難な状況（逆境）から立ち直らせる力をつけるため、基礎的なレ

ジリエンストレーニングを授業の中へ取り入れ、ストレスへの適応力を高める授業実践を検討した。 
 本研究を行うにあたり、心理分野の専門家として、医師の和大保健センター 山本朗准教授と学校心理士の
和大教育学部 藤田絵理子特任助教の指導助言を得ることができた。あらためて感謝申し上げたい。 
 
４ 授業実践 
今回の取り組みでは、生活設計を行うための、ワークライフバランスについての学習の中で、共働き夫婦

が暮らしの中で経験するストレス時の思考を分析し、感情と思考との関係、人の考え方のクセや、ネガティ

ブ感情をコントロールする方法を考えさせ、レジリエンス要因である「自己理解」及び「他者理解」を促す

取り組みを行った。さらに、自分自身の力で立ち直りが困難なときのために、「サポーター」の必要性につい

ても考えさせた。 
 
５ 実践の成果と課題 

 高校生ともなると、様々なストレスにより、苦しい思いを経験しているせいか、レジリエンスについて大

変興味を示してくれた。特に「ストレスのしくみ」について説明すると、普段私語がやまない生徒も、身を

乗り出して聞き、授業後に質問に来る生徒もいた。感想などからも、授業のポイントを捉えている様子がう

かがえ、集中して理解しようとしていた。 

 課題としては、ストレスに適応していく手順が、若干複雑であるため理解しづらい面があったので、より

テンポよく学習が行えるように改善を図りたい。 また、当初の計画としては、いくつかの単元においてス

トレス対応について繰り返し考えさせ、ストレス対応のスキルを身につけさせたいと考えたが、授業の中で

あまりストレスについて扱うと、授業内容のバランスが問題となると考え、今回の単元での取り組みとなっ

た。直接的に、ストレスへの適応スキルを考えさせるより、家庭科の内容を学習する中で、レジリエンスを

機能させる力を自然に高めるための学習方法を検討していきたい。 

 

６ まとめ 
 南紀高校に多く見られがちなハイリスクな生徒は、近年の研究において、レジリエンス要因を身につける

ことは困難である可能性が高いことが指摘されている。しかし、これから社会のなかで、さまざまな逆境や

ストレスにより、挫折を経験することは必ず起きうることであり、そのときに家に引きこもらず、再び行動

するために、レジリエンスを高める可能性を探り、より効果的な取り組みについて考えていきたい。 
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平成 28年度 「実践的地域共育推進事業」概要活動報告書 
実践研究課題：生活に生かせる力をつける授業の創造 

―衣生活授業の構築及び他領域との関連づけ― 

智辯学園和歌山中学校  西岡 真弓 
和歌山大学教育学部（被服学） 今村 律子 

（家庭科教育） 赤松 純子 
（住居学） 村田 順子 

（家庭科教育・食物学） 山本 奈美 
（家族関係学） 本村めぐみ 

１．はじめに 

 高齢化がすすむ中で、中学校家庭科の学習においても高齢者の加齢に伴う心身の変化を理解し、高齢者が快

適で安全に生活できる環境について考えることが求められている。中学校家庭科の高齢者に関する内容は、本

校使用の教科書には、「家庭生活と地域」や住生活の「家庭内の安全」の部分に載せられているが、あまり詳

しい記載はなく高齢者への理解を深めるには十分とはいえない。本校中学 3年生において同居または近居する
祖父母のいる家庭の割合は 57％と比較的高く、高齢者と接する機会についても 44％の生徒が「多い」と答え
ている。その影響からか高齢者に対するイメージは、「優しい」「穏やか」などプラスイメージを持つ生徒が多

いが、中には「足腰が弱い」「話が長い」といったマイナスイメージしか持っていない生徒もいる。そこで、

高齢者の体と衣服の関係や衣服が高齢者の心理に及ぼす影響を学ばせ高齢者の理解を深めることを目的とし、

衣生活と高齢者の学習を融合した「高齢者にとってふさわしい衣服」について考えさせる授業を計画した。 

２．指導計画 

 授業に入る前に、冬休みの課題「高齢者へのインタビュー」に取り組ませ、聞き取らせた質問のうち「高齢

者が生活で困っていることや不自由を感じていること」の内容をプリントにまとめて授業で活用できるように

した。「高齢者にふさわしい衣服をデザインしよう！」（全 4時間）のうち前半 2時間は絵本や体験を通して高
齢者の体と心の特徴を理解させ、後半 2時間は高齢者にふさわしい衣服を考えさせる授業展開とした。                            

題材名「高齢者にふさわしい衣服をデザインしよう！」（全 4時間） 

小題材名 時間 学習内容 衣生活学習との関連 

１．高齢者を理解 

しよう① １ 
高齢者へのイメージを絵本から考える。 

高齢者の体と心の特徴を知る。 

 

２．高齢者を理解 

しよう② 

 

１ 

高齢者体験をする。 

・黄色いセロファンで白内障体験 

・軍手をはめて箸で小豆をつかむ体験 

・利き手と反対の手で文字を書く体験 

 

３．高齢者の衣生活

を知ろう 

 

１ 

高齢者にとって快適で安全な衣服を考える。 

・高齢者の加齢に伴う体の変化と衣服 

・高齢者の安全と衣服 

着脱（着脱のしやすさ） 

・布の伸縮性（織り・編み） 

・衣服の構成（あき・そでの形） 
着心地(体型の変化や体温調節との関連) 
・ゆとり ・繊維の性質 
安全（事故の防止） 
・衣服の形 ・防炎加工 
衣服のはたらき（心理面に及ぼす影響） 
・色、デザイン ・着装することの意義 

４．高齢者にふさわ

しい衣服を考え

よう 

 

１ 

前時学習した高齢者にふさわしい衣服をもと

に、グループで考えをまとめ発表する。 

・高齢者向き衣服にワイシャツをどう変える

か（デザイン、色、素材等）を考える。 

・衣服の心理に及ぼす影響を知る。 

 
３．成果と課題 

 社会の変化に伴い、高齢者理解は家庭科において今後重要な位置づけになっていくものと思われる。今回は

題材として「高齢者にふさわしい衣服」を取り上げ、中学生に高齢者の体の変化や心理面の特徴を理解させや

すい授業を計画した。衣生活と高齢者の学習を融合した本授業は、家庭科の限られた授業時数を有効に活用で

きるだけでなく、中学校家庭科の学習目標である「自立」と「共生」を同時に学習させることのできる教材と

して意義があると考える。授業実践後の取り組みとしては、高齢者向けのシャツという課題設定がよかったか、

衣生活学習内容を効果的に取り入れた授業展開ができたか等について検証し、改善を加えていきたい。 
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 社会の変化に伴い、高齢者理解は家庭科において今後重要な位置づけになっていくものと思われる。今回は
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平成 28年度 実践的地域連携教育推進事業（附属・公立） 

中学校家庭科授業研究 

 

新宮市立光洋中学校 松本年絵 

新宮市立緑丘中学校 榎本由香 

太地町立太地中学校 浜 敬子 

和歌山大学教育学部 村田順子、赤松純子、今村律子、山本奈美 

 

1．はじめに 

本連携研究は、2014年度から授業づくりに関する連携研究を行ってきたメンバーにより、引き

続き実施されたものである。東牟婁地方では免許外で家庭科を担当している教員が多く、家庭科

教員による「東牟婁地方中学校技術・家庭科研究会 実技講習会（以下、研修会と略す）」を実施

し、家庭科の教員免許状を有する教員が中心となり授業づくりのヒントを得たり、情報交換を行

ったりする貴重な場となっている。今年度は、平成 30年度に開催される近畿地区技術・家庭科研

究大会での研究発表に向けて「家族・家庭と子どもの成長」分野における研究テーマを設定する

ことを目的に東牟婁地方の中学校に対しアンケート調査を実施した。 

 

2．活動概要 

(1)研修会(2016年 8月 24日) 

8 月 24 日に今年度の研修会を太地中学校で行なった。免許外の教員も含め 10 名の参加があっ

た。午前中は、裁縫の実技講習を行なった後、教材業者「クロッサム」から講師を招き、2 種類

の教材の指導の仕方、および授業で使える教具の紹介をして頂いた。午後からは 30年度の研究発

表に向けて、「家族・家庭と子どもの成長」分野の授業に関し情報交換を行った。研究内容を絞り

込むことが出来なかったため、アンケート調査を実施し、各学校の実習の現状や困りごとについ

て把握した上で、研究方向を決めていくこととした。 

 

(2)技術・家庭科研究会（2017年 1月 20日） 意見交換およびアンケート調査結果報告 

東牟婁地方（近畿大学付属新宮中学校を含む）の 19 校に対し、「家族・家庭と子どもの成長」

の授業実施に関してアンケート調査票を送付し、18校から回答を得た結果を報告した。調査項目

は、主に幼児と接する体験の実習実施の有無、実施方法・内容などである。以下に結果を記す。 

①家庭科の授業担当の実態：家庭科免許保有者が授業を行なっているのは 3校のみと少なく、技

術科教員が担当している学校も 1校あった。 

②幼児と接する体験実習：体験実習を実施している中学校は 12校で、保育所訪問が 10校である。

総合学習でも避難訓練を幼稚園と合同で行なっている学校もあった。実施学年・時期は、ほとん

どが 3 年生の 9 月～2 月である。実施に際し、事前指導で接し方等の諸注意、遊具作り、読み聞

かせの練習、遊びの計画について、事後指導でお礼状作りや感想まとめの指導を行なっている。 

③実習の評価：生徒からは、「楽しかった」、「また行きたい」という評価が多く、教員からは「生

徒達の違った一面を見ることが出来た」、「体験することでより授業内容を実感させることが出来

た」など、幼児との関わり方を学ぶにあたり効果的であったという意見がほとんどであった。 

④課題：職業体験もあり学校行事と園の行事とのすりあわせが難しい、冬場は風邪等で日程変更

を余儀なくされた、遊具作りに時間が掛かる・制作技能が低い、実習時間が短すぎた などがあ

げられた。 

⑤（実習をしていない学校に対し）実施しない理由：生徒指導上の問題、実習時間・時期の確保

のため、移動手段の難しさ、などが理由にあげられていた。 
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⑥現在の社会状況の取り扱い：家庭・家族関係を授業で取り上げる際、6 校が新聞記事の切り抜

きやインターネットでの調べ学習を実施していたが、家庭環境が複雑な生徒も多く、育児の虐待

やネグレクトに関するものなどは扱いづらいため記事の内容を精選、生徒の心情に配慮しないと

いけないとの意見がみられた。 

 以上の結果を参考に、研究内容の方向性を再検討することとした。 

作品展示会の後で 7名の教員が集まり、保育実習に関して具体的に意見交換(名札、移動手段、

遊びなどについて)を行った。 

 

3．今後の予定と課題 

平成 30年度の研究発表に向けて、平成 29年度初旬には内容を決めて、各学校で修正等を加え

ながら実践研究を行う。そして、平成 30年の 1学期中に課題等のまとめを行い、8月の研修会で

プレ発表を行ない、意見交換を元に修正し、11月の発表に備える。 

内容については、幼児との関わりの辺りで考えているが、免許外の先生方が多数受け持たれて

いることや、それに伴い年度が変わる毎に担当の先生が替わること、また、生徒指導上、保育実

習が困難な場合も含め実施が難しい点も多い。今後、各校の事情も踏まえた上で、授業内容を検

討していくこととする。大学教員は、免許外の教員が家庭科を担当する際の困難さを把握し、そ

れぞれの専門的な立場から助言を行っていければと考えている。 
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平成 30年度の研究発表に向けて、平成 29年度初旬には内容を決めて、各学校で修正等を加え
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平成 28年度 附属校・公立学校との連携事業活動概要報告書 

実践研究課題：温熱環境に着目した小学校家庭科の授業研究 
岸和田市立城内小学校 内田 克美 
岸和田市立浜小学校 三輪谷 香 
和歌山大学教育学部 山本 奈美 

同    今村 律子 
同    村田 順子 
同    赤松 純子 

    
はじめに 
岸和田市小学校教育研究会家庭科部では、研究主題を「学んだことを生活に生かそうとする子

どもの育成をめざして」として、実践的、体験的な活動や問題解決的な学習を通して、生活場面

で実践できるような教材を研究してきた。その中で、「C 快適な衣服と住まい」の(1)のアと(2)の
イの内容を関連づけて、衣服の着方について、家庭科部メンバーと大学教員が連携して研究を進

めている。これまでの実践と研究を踏まえ、平成 28年度も引き続き同テーマにて取り組んだ内容
を報告する。 
 
1. 活動概要 
○日時：平成 28年 9月 21日（水） 場所：岸和田市立山直南小学校 
小学校家庭科「C 快適な衣服と住まい」（1）衣服の着用と手入れ（ア）衣服の働きの内容と
して、題材名「寒い季節を快適に～あたたかい着方をくふうしよう～」の指導案の検討を行っ

たほか、デジタル教科書の活用法について実物を見ながら意見交換を行った。また、小学校家

庭科での「清掃」を題材とした授業の実際について、本部会参加者が実践している授業内容や

地域の研究会における実践報告の事例など、大学教員からの希望により情報提供を受けた。 
 

○日時：平成 28年 11月 16日（水） 場所：岸和田市立朝陽小学校 
部会で検討を重ねている指導案に基づいて行われた、題材名「寒い季節を快適に～あたたか

い着方をくふうしよう～」（授業者：山本真子教諭）の授業を参観し、研究協議を行った。1時
間の授業に盛り込むべき内容がよく整理され、効率よく授業が展開できるよう工夫されていた。

課題として、実験結果を踏まえた暖かい着方をまとめる際に児童の考えを深めるための手立て

が不足していることが挙げられ、前時の内容を含めて題材の計画と時間配分を見直すことにな

った。 
 
○日時：平成 28年 12月 7日（水） 場所：岸和田市立城内小学校 
  前回の公開授業及びその後の研究協議を踏まえ、題材の計画と本時の展開を練り直した指導

案について検討した。評価場面の設定と本時の展開につなぐための前時の活動内容の見直しが

課題となり、引き続き指導案を検討することとなった。なお、来年度小学校教員として採用予

定の学生が 1名参加し、大いに刺激を受けた様子であった。 
 

2. 成果と課題 
昨年度に続き、寒い季節の着方学習について協議を重ねた。部会参加者がそれぞれの立場で授

業を練ることにより、授業の目標や内容として押さえるべき要点についての共通理解が深まって

きたように思う。今年度は学生 1 名が参加することができた。現職教員による具体的な児童の活
動や反応を想定した授業づくりの場面に触れ、大学のなかだけでは経験することが難しい実践的

な授業研究の機会を提供することができた。 
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平成 28年度 附属校・公立学校との連携事業活動概要報告書 

実践研究課題：「清掃」を題材とした授業づくり 

 

和歌山大学教育学部 山本 奈美 

村田 順子 

東牟婁地方小学校家庭科教育研究会 

丸本 美和（串本町立串本小学校） 

泉 一代（那智勝浦町立勝浦小学校） 

はじめに 

 東牟婁地方小学校家庭科研究会では、平成 25年度より連携事業に基づいた授業研究に取り組んで

いる。今年度は平成 29年度に予定している研究大会に向けての準備として、公開する授業の検討を

開始した。本報告では、その概要について報告する。 

 

1. 活動の概要 

（1）題材の選定 

日時：9月 27日（火） 場所：那智勝浦町立勝浦小学校 

当初は食生活を題材とした授業研究を予定していたが、11月に予定している研究授業に向けて、

「清掃」を題材とした授業づくりについて意見交換し、具体的な教材開発を進めることになった。

学校における清掃は特別活動としても日々行われており、その場合の清掃指導と家庭科での授業

内容が混同される恐れがある。家庭科の授業として扱うべき内容の要点を整理し、それをどのよ

うに授業として構想していくか、教材や授業展開を検討した。以後、授業者となる泉教諭とメー

ルや電話による打ち合わせを行い、11月の研究授業に向けた指導案や教材・教具の検討を行って

いった。 

    

（2）研究授業及び研究協議 

日時：11月 24日（木） 場所：那智勝浦町立勝浦小学校 

研究授業「物を生かして住みやすく～そうじはまかせて！クリーン大作戦～」 

参観後、研究協議を行った。1 時間の授業としては内容が多く、児童の理解を確認しながら 1

つ 1つの内容をより丁寧に扱ったほうがよいのではないかという点が課題となった。 

 

2. 成果と課題 

家庭科の題材には、生活の中で日々体験している生活事象が含まれている。授業を構想するにあ

たっては、それらを教科の内容として科学的にとらえ直す必要がある。特に「清掃」は特別活動に

も位置づけられているため、教科としての扱いを明確にしておかなければ行為そのものが同じであ

るだけに、混同されやすい。特別活動における「清掃」のねらいは「清掃などの当番活動等の役割

と働くことの意義の理解」と位置付けられるのに対し、家庭科における清掃は「住まい方に関心を

持って、清掃の仕方が分かり工夫できる」ように扱うことが求められる。その際、単に「清掃の仕

方」を指導するにとどまらず、生活の原理・原則として「なぜ清掃する必要があるのか」を理解さ

せることが重要になるだろう。そのため、構想した授業では初めに教室の汚れ調べで得られた汚れ

を発生源により分類し、人の様々な生活行為に伴って汚れが生じていることを押さえさせた。さら

に、汚れ方に応じた清掃の仕方の工夫に向かわせるため、汚れ方に応じた清掃の方法があることを

確認させた。その際、皮脂や手あかなどの見えない汚れの存在に気付かせるために、油脂の検出試

薬や電子黒板などの教材・教具を活用した。 
構想した授業は実際に行ってみると、1 時間の展開として内容を詰め込み過ぎではないかとの課
題も明らかとなった。扱うべき内容と時間配分の調整を図り、さらに検討を続けていきたい。なお、

授業の成果については児童のワークシート等を手がかりとして分析中である。 
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和歌山大学教育学部 山本 奈美 

村田 順子 

東牟婁地方小学校家庭科教育研究会 

丸本 美和（串本町立串本小学校） 

泉 一代（那智勝浦町立勝浦小学校） 
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持って、清掃の仕方が分かり工夫できる」ように扱うことが求められる。その際、単に「清掃の仕
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平成 28年度 附属校・公立学校との連携事業活動概要報告書 

実践研究課題：附属学校と連携した被服製作実習における学生の指導力向上の取組 

和歌山大学教育学部 山本 奈美 
同    今村 律子 
同    村田 順子 
同    赤松 純子 

   同   本村 めぐみ 
和歌山大学教育学部附属小学校 武友 多佳子 

1．はじめに 
  家庭科の特徴として、実習を伴う教科であることが挙げられる。安全に配慮し、児童の発達

段階に合わせた的確な指導を行う必要があるが、その実際を踏まえた指導力をつけることは大

学内の取組だけでは難しい。一方で附属小学校からは、授業者 1 名では実習の指導が行き届か
ないことが課題として挙げられた。そこで、附属小学校における生活に役立つ物の製作実習に

家庭専攻生が参加し、授業を補助する中で実習の効果的な指導について考えられるよう、その

機会を設定することとした。 
2．事前準備 
  学生を授業に参加させるにあたり、附属学校教員と大学教員で打ち合わせを行った。各学年

の具体的な製作物等の授業内容と児童の様子、指導の方針や配慮事項を聞き取り、文書にまと

めて学生に配付した。指導の方針や配慮事項は、例えば以下のような点が挙げられる。児童の

実態を踏まえた指導のコツや、安全上の配慮事項が含まれている。 
・授業の進度を調整するため、作業が遅れている児童や何をしたらいいか分からない様子の児 

  童に声をかけ、作業を促すこと。 
・代わりにやってあげるのではなく、示範して続きを促すように声掛けをする。実習が苦手な

児童は、他の人にやってもらって作業から逃げようとする傾向がある。やってみようと思え

るような指導を工夫する。 
・特につまずきが見られるのは、ミシンの下糸の付け方である。なかなか作業が始まらない児

童はそこで苦戦しているかもしれないので、手助けが必要となる。 
・児童の手は小さく、ミシンの押さえの下に入ってしまう可能性がある。よそ見をしているよ

うなら注意を促すこと。ミシンは 2 人で共有するので、設定（特にスピード設定）を勝手に
変えないように指導する。 

  参加希望者を募集し、授業日程と学生が参加可能な日程の調整を行った。9 月の実施となっ
たため、3回生は主免教育実習の時期と重なり参加が望めなかった。2回生と 4回生、さらに専
攻生以外にも範囲を広げて案内したが、参加したいとの希望はあっても日程が合わず、最終的

に参加できたのは 1名だけであった。 
3．参加の様子 
  5年生の基礎縫い、6年生の選択製作（袋物あるいはカバー）の授業に参加した。参加した学
生は 1 グループを担当し、実習台を囲んで複数の児童とかかわっていた。玉どめ・玉結びの指
導では口頭での説明が通じず、示範による指導でもすぐには実行できない児童の様子に、指導

の難しさを感じていたようであった。児童は教師の動きをまねようとするが、手指の巧緻性か

ら同じ動きをすることが難しく、児童の現状にあった指導の工夫が求められることを実感でき

ていた。 
4．成果と課題 
今年度の参加者は 1 名で、学校行事や祝日等の都合で附属小学校の授業日程が変動し、時間
の余裕をもって計画しにくいことも学生との日程調整が難しい一因となった。しかし、児童を

直接指導する機会を得ることは、実感をもって実習の大変さや準備の大切さを理解し、児童に

合った指導の工夫を考えるうえで有効である。今後も機会の確保を図っていきたい。 
  連携の取組としてはこの他、外部講師を活用した住生活の授業を参観したり、授業や教材に

関する情報交換を行ったりした。小学校における指導の実際を知ることは大学での教員養成を

考えるうえでも有益であり、今後も継続していきたい。 





 
 
８．特別支援教育 
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特別支援学校における食と健康に関する指導の工夫 

―外部講師との効果的な連携のための打ち合わせシート作成― 

 
和歌山大学教育学部（家庭科教育） 赤 松 純 子 

和歌山大学教育学部附属特別支援学校（養護教諭） 鶴 岡 尚 子 
                             （栄養士） 中 川 昌 美 

村上富美子 
１．はじめに 

 平成 17年に施行された食育基本法において、食育の担い手として教育関係者のみならず、食品関連事

業者が食育の推進に関する活動に協力することが責務として明記されている。実際、企業ごとに個性的

な出前授業のプログラムが提供されている。 
また、食品関連企業以外でも、キャリア教育の一環として様々な企業が学校と連携した出前授業を実

施し、教科書だけでは実現できない、実社会とつながりのある様々なテーマ（環境・経済・食育・福祉

など）を持つ企業のノウハウを活かした教育プログラムが提供されている。 
本校の栄養士や養護教諭が行う食育や性に関する教育においても、企業や外部講師に授業を依頼する

ことが度々ある。専門家から発展的な内容を学んだり、そのテーマへの興味・関心を高める効果を期待

してのことである。実際、外部講師による授業においては児童生徒がいつもより集中して話を聞き、積

極的に授業に参加する姿勢が見られる。その理由には、外部講師という存在に対する緊張感や、提示さ

れるクオリティの高い教材及び専門的な知識に対する興味・関心の高まりがあることが推測される。 
このような外部講師招聘による成果がみられる一方、外部講師による１回限りの授業提供による課題

もある。知的障害児に対する学習支援としては一般的に“繰り返しの学習”、“スモールステップ”、“生

活の場と関連させた学習”が定着へのキーワードとされる。また、授業を受ける側には、ある特定の分

野には専門的な知識を有していたり、他者の言葉の意図を正しく理解することが難しい子ども等が同時

に受講していることを考えると、外部講師と連携する際には特別な配慮が必要と言える。そのため、こ

れまで外部講師との事前の打ち合わせを重視してきた。授業のねらいや内容はもちろん、児童生徒の理

解の程度や、言葉遣いや家庭事情への配慮等、相互に確認することは多岐にわたる。特に、外部講師が

特別支援学校で授業をすることが初めての場合、授業の手立てや児童生徒理解に関する不安が聞かれる

こともある。 
そこで、前に述べたような外部講師との連携による効果をより引き出し、授業の目標を効果的に達成

するための“打ち合わせシート”を作成した。必要な情報を漏れなく交換することで、子どもたちの実

態に即した授業を構築したり、打ち合わせを効率よく進めるツールとなることが期待される。それに加

えて、ここでは学習効果を高めるための効果的な授業の工夫についても検討する。 
 
２．研究の目的 

企業や外部講師による授業を行う際の“打ち合わせシート”を作成し、小学部中学年を対象としたヤ

クルト提供の食育の授業実践において、その活用と改良を試みる。また、目標を達成するための効果的

な事前、事後の指導の工夫について探る。 
 

３．実践から 

【児童の実態】 

 小学部中学年は男子４名、女子１名から構成されるクラスである。活発で、自分が興味のある学習活

動には意欲的に取り組むことができる児童たちであるが、授業内容によっては教室に入ろうとしない児

童もおり、一斉授業が困難な場合もある。健康面では、家庭での食事量や食事内容に課題があり、肥満

傾向と便秘傾向児童が多いクラスである。肥満指導に関して言うと「栄養バランスを整えよう、野菜を

食べよう」と勧める従来通りの方法では、体重減少のように具体的に数値化、可視化して児童自身にフ

ィードバックできるまでの結果が出るに至らなかった。 
そのようなことから、行動の結果が比較的短期間で可視化され、児童自身が確認できることで達成感

を感じられるような取り組みをしたいと考えた。その中で、自分で見て分かる健康チェックの方法を提
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示することで、継続的な健康の自己管理につながることも期待した。 
  
【“打ち合わせシート”の作成】 

 シートの項目は、これまで行った外部講師との打ち合わせ経験をもとに必要と思われる内容を設定し

た。また、担任等関係する教師にシートのコピーを配付して、打ち合わせ内容を共有できることも想定

した。 
 
打ち合わせシートの項目 

[事前に学校側記入] 
・依頼先、氏名 ・依頼先業種 ・学校側担当者 ・授業日時 ・場所 ・対象 ・授業のねらい 
・児童生徒について（様子、理解の程度、具体的な課題、必要な配慮） 
 
[打ち合わせにて記入] 
・準備物、教材（ご持参いただく物、学校準備物） ・授業の内容について ・使用教材について 
・学校が行う事前、事後指導について ・授業場所での確認 ・安全面への配慮 ・アンケートについて 
・メディアについて ・費用、謝金 
 
【打ち合わせの実際】 

シートの中で、学校から情報提供する部分については、予め担任教師と児童の様子を確認の上、記入

しておいた。講師からは当日の授業の流れについて資料提供をいただき、使用する教材の検討を行った。

打ち合わせはシートの項目に沿って確認及び補足しながら進め、所要時間は１時間程であった。 
 

【講師から提案があった当日の授業の概要】  

①オープニング 
講師挨拶 

②話 [教材：うんちのイラスト、体の仕組みイラスト、うんち模型] 
うんちの形と、よいうんちについて  

③まとめ [教材：紙芝居] 
お腹の中でよい菌を増やすための８つの約束  

※この後、よいうんちを出すための朝ごはんを作る調理実習を行ったが、本研究では省略する。 
 

【事前・事後指導計画の工夫】 

知的障害児を対象とした学習においては、“繰り返しの学習”、“スモールステップ”、“生活の場と関連

させた学習”が重要であるため、本授業においても、１回限りのイベント的に行うのではなく、事前と

事後の指導を工夫することで、授業効果が上がるように配慮した。講師からの授業内容の提案を受けて、

事前・事後の指導について以下のような工夫を試みた。 
・ うんちという、児童にとってインパクトを与える教材を中心に、興味や知識を広げる。 
・ 良い食事をした結果が、良いうんちとして表れることで、食事とうんちの因果関係の実感につなげる。そして良いう

んちが出たことを喜んだり、他者から褒められることで、良い食事を継続しようとする意欲につなげる。 
・ 良いうんちを出すためには野菜を食べて、嗜好品に偏らないことが大事である。そのような良い食生活を送ることで、

肥満改善にもつながることを期待した。 
 

【事前指導の実際】 

出前授業の３日前、担任による、うんちを題材にした絵本の読み聞かせを行った。その中ではいろん

な動物とそれぞれに特徴的なうんちが出てくる。ある児童は、授業で“うんち”という言葉を聞くこと

や、絵などを見ることに抵抗を示した。しかし、担任の支援で何とか最後まで読み聞かせを聞くことが

できた。またこの時、講師が児童の様子を見学に来ていたため、担任から児童たちに「今度、授業に来

てくれるヤクルトさん」として講師を紹介することができた。親しみやすい呼び方をしたことで、児童

たちは“ヤクルトさん”と口にし、授業当日を楽しみにしている様子であった。 
さらに読み聞かせに加えて、出前授業の日まで“うんちチェック”プリントへ自分のうんちの状態を
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※この後、よいうんちを出すための朝ごはんを作る調理実習を行ったが、本研究では省略する。 
 

【事前・事後指導計画の工夫】 

知的障害児を対象とした学習においては、“繰り返しの学習”、“スモールステップ”、“生活の場と関連

させた学習”が重要であるため、本授業においても、１回限りのイベント的に行うのではなく、事前と

事後の指導を工夫することで、授業効果が上がるように配慮した。講師からの授業内容の提案を受けて、

事前・事後の指導について以下のような工夫を試みた。 
・ うんちという、児童にとってインパクトを与える教材を中心に、興味や知識を広げる。 
・ 良い食事をした結果が、良いうんちとして表れることで、食事とうんちの因果関係の実感につなげる。そして良いう

んちが出たことを喜んだり、他者から褒められることで、良い食事を継続しようとする意欲につなげる。 
・ 良いうんちを出すためには野菜を食べて、嗜好品に偏らないことが大事である。そのような良い食生活を送ることで、

肥満改善にもつながることを期待した。 
 

【事前指導の実際】 

出前授業の３日前、担任による、うんちを題材にした絵本の読み聞かせを行った。その中ではいろん

な動物とそれぞれに特徴的なうんちが出てくる。ある児童は、授業で“うんち”という言葉を聞くこと

や、絵などを見ることに抵抗を示した。しかし、担任の支援で何とか最後まで読み聞かせを聞くことが

できた。またこの時、講師が児童の様子を見学に来ていたため、担任から児童たちに「今度、授業に来

てくれるヤクルトさん」として講師を紹介することができた。親しみやすい呼び方をしたことで、児童

たちは“ヤクルトさん”と口にし、授業当日を楽しみにしている様子であった。 
さらに読み聞かせに加えて、出前授業の日まで“うんちチェック”プリントへ自分のうんちの状態を

毎日記入することを宿題とした。自分のうんちに関心を持ち、授業当日まで興味を持続させる目的で行

った。 
 
【当日授業の実際】 

 事前指導で“うんち”に対して拒否感を示していた児童も、離席せずに講師の話を集中して聞くこと

ができた。事前の読み聞かせや、講師の紹介をしていたことで、抵抗感が緩和されたと推測できる。ま

た、うんちのイラストや実際に触ることができる模型が提示されたことで、他の児童も興味が途切れる

ことはなかった。 
 

【事後指導の実際】 

“うんちチェック”プリントへの記入を継続して行った。そして、触ることができるうんちの模型に、

授業中の児童が大変興味を示していたことから、健康状態によって変わる３種類のウンチの模型を作成

し、保健室前の掲示板に掲示した。掲示物を介して「今日はこんなうんち出た！」と担任と会話する様

子が毎日のように聞かれることから、児童は毎朝自分の便を確認していることが窺える。しかし、食事

との因果関係の理解や、食生活の改善には至っておらず、今後の課題である。今回の実践では自分のう

んちに関心を持ち、良いうんちと悪いうんちの区別ができるようになったことが成果と言える。 
 
４．成果と課題 

 授業後に講師と授業を振り返る時間を持ち、事前打ち合わせシートについても意見を求めた。その結

果、今回においては項目、情報量、打ち合わせ時間の過不足は感じられなかったとのことであった。最

初の打ち合わせを担当した栄養士と養護教諭の実感としては、こちらから伝えておきたい情報を予め整

理することができたことに加え、コピーしたシートを後に担任に渡したことで情報共有のツールとする

ことができた。今回の使用では様式に改良すべき点は見出されなかったが、今後、他の機会においても

活用する中で、必要に応じて改良を重ねていきたい。 
 また、今回の一連の指導を通して、外部講師と連携する際のポイントと思われたことを以下にまとめ

る。 
 最初に企業の意図、目的、伝えたい事を確認し、学校側のねらいや学校が求めるものとの摺り合せと共通理解を行う。 
 事前・事後指導について計画し、一連の指導の中での本授業の位置づけを明確にする。 
 学校側が事前・事後学習によって、児童の興味・関心を高め、普段の授業からこの授業につなげる役割を担う。 
 授業当日においても、講師と担任が相互に補完し合い、専門性の調和を目指す。 
 
企業からは学校と連携して授業をするに当たり、すでにはっきりとしたねらいと、具体的な授業内容

の提案が用意されている。そこで、学校としても企業や講師の専門性を子どもたちの学びに十分に生か

すことができるよう、その授業で目指す子どもの姿について具体的なねらいを持ち、打ち合わせの段階

で擦り合わせる作業が必要であると感じられた。 
最後に、講師は「児童と一緒に活動できて楽しかった。」という感想を述べている。詳細な打ち合わせ

の中で企業と学校が主張し合い、尊重し合う関係を作ることで互いの信頼を得ることができると考える。

そこから授業中の児童への様々な配慮の実現と、講師のこのような感想につながるのではないか。講師

のそのような思いは、今後企業との連携を継続するきっかけにもなり得るだろう。よりよい連携を目指

すための１つのツールとして、打ち合わせシートを活用しながら改良を重ね、また連携のポイントを大

切にしながら、今後も効果的な連携の方法について継続して探っていきたい。 
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中学校特別支援学級における音楽療法的視点を取り入れた 

「自立活動」の展開 

有田川町立吉備中学校 ：河島幸子・松本久三・南 雄次郎 
和歌山大学教育学部  ：上野智子・菅 道子・山﨑由可里 

【研究の趣旨】 

本取り組みは、音楽療法的視点を取り入れた生活単元学習又は自立活動をとおして、特別支援学級におけ

る授業づくりの可能性や支援あり方について大学教員と公立学校教員の連携によって実践・検証しようとす

るものである。本取り組みは 2013(平成 25)年度より継続して行っている。
特別支援学級の教育課程の編成においては「学級の実態や児童の障害の程度等を考慮の上、特別支援学校

小学部・中学部学習指導要領を参考とし」（2008（H20）年『中学校学習指導要領解説 総則編』、2008、p.31）
とあるように、本中学校特別支援学級においても特別支援学校の「自立活動」の内容も踏まえて「自立活動」

が設定されている。この「自立活動」の内容「心理的な安定に関すること」「コミュニケーションの基礎的能

力に関すること」に対し、音楽療法は直接的にかかわることができる機能をもっている。

このことを活かし、本取り組みでは「自立活動」の時間（参加者たちは「音楽の時間」と呼んでいる）に

おいて、療法的視点（図 1 参照）を取り入れた音楽活動を実施し、音や音楽をとおして生徒一人一人の創造
的な探求やより自由な表現を促すだけでなく，音や音楽をとおしたコミュニケーションの中で人間関係を形

成し，生徒自身が自身や他者を必要とされている存在として認識できるような場となるよう目指している。

図 1 音楽療法的視点を取り入れた活動

【研究の経過】 

1．参加者、活動場所
本年度の常時参加者は、以下のとおりである。

◆知的障害児特別支援学級 G組：男子３名（3年生 1名、1年生 2名）
◆情緒障害児特別支援学級 J組：男子 1名（1年生 2名）
◆肢体不自由特別支援学級 I組：男子 1名（2年生 1名、1年生 1名） 計 14名
◆G組、J組、I組担任教諭、支援員 （計 4名）
◆大学教員 3名

昨年度と同じく、特別支援学級は 3 クラス（知的、情緒、肢体不自由）であり、3 つのクラスに在籍する生
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本取り組みは、音楽療法的視点を取り入れた生活単元学習又は自立活動をとおして、特別支援学級におけ

る授業づくりの可能性や支援あり方について大学教員と公立学校教員の連携によって実践・検証しようとす

るものである。本取り組みは 2013(平成 25)年度より継続して行っている。
特別支援学級の教育課程の編成においては「学級の実態や児童の障害の程度等を考慮の上、特別支援学校

小学部・中学部学習指導要領を参考とし」（2008（H20）年『中学校学習指導要領解説 総則編』、2008、p.31）
とあるように、本中学校特別支援学級においても特別支援学校の「自立活動」の内容も踏まえて「自立活動」

が設定されている。この「自立活動」の内容「心理的な安定に関すること」「コミュニケーションの基礎的能

力に関すること」に対し、音楽療法は直接的にかかわることができる機能をもっている。

このことを活かし、本取り組みでは「自立活動」の時間（参加者たちは「音楽の時間」と呼んでいる）に

おいて、療法的視点（図 1 参照）を取り入れた音楽活動を実施し、音や音楽をとおして生徒一人一人の創造
的な探求やより自由な表現を促すだけでなく，音や音楽をとおしたコミュニケーションの中で人間関係を形

成し，生徒自身が自身や他者を必要とされている存在として認識できるような場となるよう目指している。

図 1 音楽療法的視点を取り入れた活動

【研究の経過】 

1．参加者、活動場所
本年度の常時参加者は、以下のとおりである。

◆知的障害児特別支援学級 G組：男子３名（3年生 1名、1年生 2名）
◆情緒障害児特別支援学級 J組：男子 1名（1年生 2名）
◆肢体不自由特別支援学級 I組：男子 1名（2年生 1名、1年生 1名） 計 14名
◆G組、J組、I組担任教諭、支援員 （計 4名）
◆大学教員 3名

昨年度と同じく、特別支援学級は 3 クラス（知的、情緒、肢体不自由）であり、3 つのクラスに在籍する生

徒たちがこの活動に参加している。常時参加するメンバーは 14名であるが、昨年度に引き続き、大学院生、学
部生が参加し、生徒たちと積極的に関わってくれた。また、活動場所は昨年度と同じく 1階多目的室である。

2．本年度の活動
本年度は、2017年 1月末までに計 3回行っている（第 4回は 2月に予定）。表 1は参加者の内訳と、プログ
ラムの概要である。

表 1 2016年度の活動
回数 事前打ち合わせ 第 1回 第 2回 第 3回
年月日

時限

2016/7/4
10:00～

2016/7/11
第 2,3限

2016/9/27
第 2,3限

2015/12/12
第 2,3限

参加者

校長

支援学級担任 3名
大学教員   3名
      （計 7名）

生徒：3名（Gクラス）
      1名（Jクラス）
      2名（Iクラス）
   1名（通常学級）
G、I、Jクラス担任、
通常学級担任

支援員

大学教員 3名
大学院生 1名（計 16名）

生徒：3名（Gクラス）
      1名（Jクラス）
      2名（Iクラス）
G、I、Jクラス担任、
支援員

大学教員 2名
（計 12名）

生徒：3名（Gクラス）
      1名（Jクラス）
      2名（Iクラス）
G、I、Jクラス担任、
支援員

大学教員 3名
大学院生 1名
学部生 1名（計 16名）

場所 応接室 多目的室 多目的室 多目的室

プログラム

・オープニング

・リズム de introduce
・歌おう教科書の曲

・にらめっこトーナメント

・Eye コンダクター
・聴きながら動きで表現し

よう

・クールダウン 

・エンディング

・オープニング

・リズム de introduce
・歌おう教科書の歌

・第 2 回にらめっこトーナ
メント

・Body コンダクター
・《数え歌》を歌と合奏

・クールダウン

・エンディング

・オープニング

・リズム de introduce
・歌おう冬の歌

・鳴らそう小さな楽器

・動きと音楽

・ボイスリズム＆コンダク

ター

・クールダウン

・エンディング

 「音楽の時間」の進行は、これまでと同じくプログラムは始まりと終わりの挨拶の歌は固定し、それ以外の

活動は生徒たちに選んでもらいながらすすめていく方法をとっている。学校で行う活動であるため、参加でき

るのは最長 3年間であること、そして毎年メンバーが変化することは避けられない。しかし、上級生が積極的
に表現活動に参加する姿が結果的に安心して表現できる場を生み出すなど、毎年集団の中で立ち位置（下級生

から上級生へ）が変化することは、生徒たちの精神的な成長を促しているといえる。

 これまでの取り組みにおいて、個々の障害の特性などから個人差はあるものの、①英語をはじめ外国語を取

り入れた活動に興味をもって取り組むこと、②指揮や模倣の見本になるというような集団をリードする役に没

入すること、③即興表現が得意であることなどが明らかになってきた。今年度は、これら 3点を含んだ活動と
して、（1）英語をはじめ外国語を取り入れた活動、（2）指揮をする活動、を考案・実施することを目指した。

（1）英語をはじめ外国語を取り入れた活動

 参加者一人ひとりの承認として自己紹介や簡単な質問をする活動として、昨年度からは英語を用いた「リズ

ム de introduce」を行っている。この活動は、ジャンベのビートに合わせて、ファシリテーターの質問に 1人
ずつ答える部分と、参加者全員で唱えるトゥッティの部分から成る（質問文や回答例は PP を用いて電子黒板
に映している）。今年度は、簡単な自己紹介と挨拶だけでなく、「冬といえば？」など質問を広げていった。前

年度に比べ、ジャンベのリズムを感じながら回答することができるようになる、答える際の抑揚（強-弱、速-
遅など）に合わせてトゥッティの表現も変化させるなどの工夫が見られた。 
 
（2）指揮をする活動
 これまでにも音楽に合わせて 1人が考えた動きを模倣するといった活動は、生徒たちが意欲的に取り組むだ
けでなく、独創的な表現に加え、他者と積極的に関わることができることから、積極的に取り入れてきた。指

揮をする活動（○○コンダクター）は、今年度の計 3回の活動全てで行われている。活動内容や方法は異なる
が基本的には、グループごと（回によって異なるが 3～6 グループ）に演奏するリズムを決め、指揮者はグル
ープに演奏の開始と終わりを自由に指示する。複数のグループが重なって演奏されることもあれば、1 つのグ
ループのソロ演奏になることもある。また、終わるタイミングや終わり方は指揮者に任されている。 
 指揮をすることは、集団の前に立ち集団をコントロールすることでもあるため、緊張を伴う。初回は前に立

つことに躊躇する生徒もみられたが、3 回目には全員が指揮をすることができた。また、指示のタイミングを
図ることや指示と指示の間隔に配慮するなど指揮者とグループは互いを強く意識する必要がある。初めの頃は
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その連携がとれず、指揮者の指示にグループが振り回されてしまう場面が多々見られた。しかし、回を重ねる

ごとに少しずつではあるがグループ全体に意識を向けることができるようになり、グループ内のリズムも合っ

てきただけでなく、わざと指示の間隔を狭めるなどの駆け引きをする様子も見られるようになった。 
 グループごとに演奏したリズムは、音符ではなく言葉のもつリズムである。各回で用いた言葉は異なり、第

3 回では、生徒たちが描いた自画像をもとにそれぞれの名前（愛称含む）でリズムを作った。どのような方法
でグループに指示を出すかについては現在も試行錯誤しており、課題である（後述）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【成果と課題】

 本取り組みは開始から 4年を迎えることになった。開始当初は人前で指揮をするといった、生徒が 1人で他
の参加者をリードするような活動は全くできる状況ではなかったことを考えると、この 4年間で生徒と先生方
とそして大学教員・学生の参加者全員で関係性を築きながら「安心して表現できる場」を作り上げてきたとい

える。本取り組みは、年 4～5回の活動であり、生徒たちからすれば日常とは異なる特別な時間である。「次は
いつ来るの？」と生徒たちが楽しみにしてくれていることは本当に有り難く、この時間の活動が、生徒たちの

成長に関わる 1つの機会となることは願ってやまない。しかし、それ以上にこの時間は、生徒と学級担任をは
じめとした先生方の日々の積み重ねの延長線上にある生徒たちの成長を、音楽活動を通して実感できる、また

は発見できる場であると考える。今年度の 3回についても、回を重ねるごとにその変化が見て取れた。 
活動が定着してきた一方で、課題も見つかった。今年度は他の生徒に比べ動きの制限のある生徒が参加する

ことになった。これまで体全体を動かす活動も取り入れていたため、この生徒ができる方法は何かということ

が問題となり、その生徒が参加可能な方法を考案することが常であった。しかし、生徒自身が自分のできる範

囲で表現しようと試みていること、困難な活動だけではなく得意な活動があることなど、参加の在り方は 1個
人においても多様であることを生徒の姿から教えてもらった。一緒に参加できるための支援とは一体何かとい

うことを改めて考えさせられている。 
また、活動をスムーズに展開するための方法や支援に傾注するあまり、そこで奏でられる音や一人ひとりの

表現への注目が疎かになることがあった。本取り組みは生徒たちの独創的な表現と、特別支援学級担任の先生

方のあたたかいサポートがあってこそ続いてきたものであるといえる。したがって、初心に戻り音楽活動の展

開や、用いられた楽器、奏でられた音について注意を払い、フィードバックすることが必要不可欠であると考

える。 
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（図１） 

特別支援学校小学部における音楽教材の工夫と改善 

附属特別支援学校：小山典子、中村珠歌、藤﨑詩麻 

和歌山大学教育学部：菅 道子（研究代表） 上野智子 

１．はじめに（共同研究の趣旨と経過） 

 附属特別支援学校小学部の音楽は、週に２時間設定され、４つの観点（歌唱、器楽、身体表現、鑑

賞）を含む内容で構成されている。授業は、小学部１年生から６年生までの全児童 16名を対象として

いる。生活年齢の幅が大きく、興味や関心を持っている事柄には違いがある。小学部では、より「や

ってみたい」という気持ち（意欲）が高まる中で、友だちと表現する楽しさを味わいながら無理なく

基礎技能を習得していけるような授業展開を考えていくことが研究課題となっている。 

そこで、本共同研究では、児童の実態を把握する小学部教員と音楽科教育の立場から教材と授業づ

くりを見る大学教員とで連携を組み、平成 24年度から共同研究としてよりよい教材づくりを模索して

きている。 

研究経過としては、上記授業実践に結びつけるために次の日程で共同研究を実施した。 

2016年 10月 22日（土）伝統芸能のお能の授業づくり研究会 

2016年 12月 5日（月）共同授業と教材研究を目的とした共同研究会 

2017年 1月 16日（月）同上 
 

２．研究の目的 

小学部職員と大学教員が共同で授業について検討し、「音楽」の授業における教材の工夫と改善を図る。 

 

３．取り組み～授業改善にむけての大学教員とのカンファレンス～    

取り上げた題材 

「リズム打ちしよう：《クラッピング ファンタジー》」 

 基礎リズムの習得をめあてとした学習を開始するにあたり、

昨年 2015年度の取り組みである（「ボディーパーカッション

でリズムを表現しよう」）を、再度、１学期から取り組んだ。

高学年の児童については、昨年の記憶が残っており、電子楽

器の８ビートのリズムや打楽器に合わせ、身体全体を動かし

たり、左右に揺れながら身体を叩く児童等の様子が多く見ら

れた。初めて学習に取り組んだ低学年は、戸惑いながらも、

躍動感ある音楽に触発され、一部でもできる部分を叩いたり、

楽しみながら音楽活動に参加することができた。このことから、小学部全体として、ある一定のテン

ポにのり、リズム打ちすることが定着しつつあると感じた。 

そこで、小学部全児童にとって難しすぎず、少し背伸びして学べる教材を探し、教育芸術社『小学

生の音楽４』（平成 26年度検定）に掲載されている

《クラッピング ファンタジー 第 7番》（図１）を

取り扱うことにした。児童の実態から、授業では、

全曲取り扱うのではなく、一部分を取り出し、４分

音符を「トー」、８分音符を「ト」、４分休符を「ス

ン」と言葉に置き換え、低学年・中学年のＡグルー

プ、高学年のＢグループに分かれ、リズムアンサン

ブルを行った（図２）。授業を重ねることて、特に 
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（図３） 

Ａグループの児童が、模範演奏を示さなくても演奏することができるようになっていった。しかし低

学年にとって、両掌を胸の前で打ち鳴らすということは身体の発達

から難しいことも分かり、段階に応じた打ち方の工夫も必要なこと

を痛感した。 

【2016年 12月 5日（月）共同研究より】 

《クラッピング・ミュージック》（図２）の授業実施後、子どもた

ちの表現力を高めていくための工夫について討議を行い、下記 2点

が現状の課題点としてあげられた。 

①４分休符は次の 4分音符の前拍（アナクルーズ）にもなるもので、 

その休符感は、上向きに感じられることが重要。しかし、手拍子 

を打ち止めてしまうのでリズム感が止まったように、あるいは下 

がってしまったように（ダウン気味になって）感じられる。 

②演奏される個々の音符が独立し、リズムとしてのまとまりが感 

 じられる。 

 そこで、上記 2点の改善点として、リズム譜による譜面から、リ

ズムのまとまり、掛け合いを意識することをねらいとして「言葉の

リズム楽譜」に書き換え実践を行った。言葉のリズム譜とは、音符

のリズムと同等のリズムを持つ言葉を書いた楽譜である。また、ダウン気味になるリズム感をアップ

気味になるよう、浮遊感ある言葉（「やぁ！」「ほい！」）などを集め、記譜（図３）した。カンファレ

ンスをもとに授業を行うと、「やぁ！」と言葉で発音することにより、手を上に投げながら発する児童

もおり、児童それぞれから言葉が飛び出す様子が見られた。 

【2017年１月 16日（月）共同研究より】 

 この日も「言葉のリズム楽譜」を使った授業を実施し、授業後の検討会では以下のような新たな課

題が出された。 

③リズム感が落ちない（ダウン気味にならない）ようにするために、前拍をカウントする時の１２３

４の「４」をアップ気味にした方がよいのではないか。また、言葉が柔らかいリズムなので、基本

拍を刻むための打楽器（ボンゴなど）を活用した方がよい。 

④アンサンブルなので、２グループ（Ａ・Ｂグループ）の音のやり

取りは、音を相手に渡すという視覚的、身体的イメージをもって

表現できると躍動感が生まれるのではないか。例えば卓球のボー

ルを渡すように。 

以上のような討議を経て、1月 25日(水)に継続学習として「言葉

のリズム譜」を唱えながら、そのリズムを手で叩くクラッピングを

行った。教員による模範演奏を児童に聴かせた時には、「先生のクラ

ッピングは、音が下から湧いてくるような感じで回ってるんよ。盛

り上がる感じ」と、驚く発言をする児童も見られた。また成果として、言葉のリズムと手を打ち鳴ら

すリズムが同じであれば、低学年はクラッピングを幾分か簡単に行うことができていた。 

【その他の活動】 

上記 2日の授業の中間部には、小学部と大学との共同の音楽活動として、友だち個々人の承認と即

興的な音あそびをねらいとして《おんがくのおもちつき》、《そっと》（『生野里花,二俣泉編『静かな森

の大きな木』（春秋社、2001）に掲載』の 2曲の活動も実施した。 

 

４．まとめ 

 小学部教員と大学教員が共同で教材を検討することで、リズムに関する指導方法などを多角的に検

討することができ、子どもの実態に応じた教材の工夫ができた。また音楽の授業後、「楽しかった」「も

っとやりたい」という声も聞くことができ、やってみたいという気持ちの高まりを感じることができ

た。今後も、これらの活動をさらに発展させることでよりよい教材づくりを目指していきたい。 
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附属三校のクラスターの活用と合理的配慮に基づく支援について（その３） 

―附属三校コーディネーターの会を通して― 

和歌山大学：武田鉄郎（研究代表者）、舩越勝、矢野勝、林 修 
 藤田絵理子（附属三校教育相談コーディネーター） 

和歌山大学教育学部附属小学校：市川哲哉、居澤結美 

和歌山大学教育学部附属中学校：上原一弥、溝渕俊二、坂田麻紀 

和歌山大学教育学部附属特別支援学校：一ツ田啓之、中村珠歌 

１．はじめに 

平成 26 年度、附属校における合理的配慮に基づく支援や地域資源の活用、連携による実践のプロト

タイプを構築していくことを目指し、その一つの取り組みとして「附属三校コーディネーターの会」を

設置し、これまで協議会を重ねてきた。この取り組みを通して、次のことを確認することができている。 

① 協議会において、各校の特別支援教育や生徒指導の実態について情報交換をすることができたこ

と。

② 支援を要する児童生徒の実態が多様化していること。また、対人関係に課題がある児童生徒が増

加していること。

③ 附属小学校では、合理的配慮を必要とする児童に対する周囲の児童への共通理解の進め方が課題

となっていること。また、子どもの障害特性の理解ができていない保護者への対応が課題となっ

ていること。

④ 附属中学校では、不登校、または別室登校生徒の対応が必要であること。

⑤ 協議会が、附属中学校における支援を必要としている生徒（附属小学校卒業生）に関して附属小

学校からの情報提供の機会や、発達障害特性のある児童生徒への指導や支援方法について附属特

別支援学校からアドバイスの機会となっていること。

⑥ 附属三校の連携は協議会のみならず、附属特別支援学校教員が附属小学校及び中学校を訪問して

のコンサルテーションの取り組みにもつながりつつあること。

⑦ 附属小学校及び中学校が直面している課題について、校内支援システムの整備などマクロの視点

において、特別支援学校がどのように関わるかといった、附属三校の支援・連携モデルの構築が

必要であること。

 これらの成果や課題を受け、平成 28 年度においても附属三校コーディネーターの会を継続し、協議

会の中で情報交換を行うとともに、この会が有する意義について探ることとした。 

２．平成 28年度の活動 

平成 28 年度の附属三校コーディネーターの会の活動は下表の通りである。出席者は校内教頭、校内

コーディネーター、中学校の学力向上支援員、附属三校教育相談コーディネーターである。

第１回 

協議会 

日時：2016年 ７月 25日（木）11:00～13:00 

内容：情報交換（校内支援体制、支援内容、課題） 

場所：附属中学校 

出席者：８名 

第２回 

協議会 

日時：2016年 11月 15日（月）16:15～17:30 

内容：情報交換（校内支援体制、支援内容、課題） 

情報提供（「つなぎ愛シート」について） 

場所：附属中学校 

出席者：５名 

第３回 

協議会 

日時：2017年 １月 26日（木）16:15～（開催予定） 

内容：情報交換（校内支援体制、支援内容、課題） 

今年度のまとめと次年度に向けて 

場所：附属中学校 

出席者：（未定） 

※成果報告書の原稿を締切日１月 26日以前に提出したため、第３回協議会は予定である
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（１）第１回協議会 

 これまでの協議会は、放課後に開催していたために一時間という時間の制約があったが、今回初めて

夏休み中に開催した。そのため、昼食をとりながら、話し合いの時間をゆったりとることができた。小

学校からは、気になる児童について、どのように教員で共通理解を図っていくかについての紹介があっ

た。気になる児童をピックアップする基準が、担任によって異なることが課題として挙げられた。中学

校からは、教育相談カードや個別支援計画の様式の説明があり、中学校における校内支援の具体的な流

れを確認することができた。支援体制については、学年が中心で、校内委員会等で支援を考えるまでは

至っていない現状が挙げられた。また、小学校で気になる児童を中学校に、どのように引き継ぐかとい

った具体的な方法について話題となった。 

 

（２）第２回協議会 

 小学校及び中学校において、現在抱えている具体的な事例を話し合うことができた。その中で、附属

三校が共通していることとして、附属校の特色である通学区域が広く、公立小中学校のような地域性が

ないことや、保護者より専門性が期待されていることが挙げられた。このように、地域性がないことで、

より一層学校と保護者との関係づくりが公立小中学校よりも大切であり、専門性が期待されていること

で、個に応じた支援を含めた学級経営が期待されていると言える。 

 また、第１回協議会で話題となった引き継ぎ方法について、特別支援学校より「つなぎ愛シート」（個

別の教育支援計画）を紹介した。今後、小学校と中学校が同じ様式の個別の教育支援計画や個別指導計

画を使用することで、支援内容等の情報共有のツールとなり、同じ子どもを見立てる視点の統一が引き

継ぎの際にも有効であることを提案した。 

 

（３）特別支援学校教員の小学校及び中学校への関わり 

 平成 27 年度「附属三校コーディネーターの会」での情報交換がきっかけとなり、特別支援学校校内

教頭が、小学校の支援システムに関わる機会を持つことが可能となった。具体的には、１学期に小学校

で行われた気になる児童について情報共有する会に出席した。会に出席後の「第１回附属三校コーディ

ネーターの会」で、「気になる児童をピックアップする基準を整理する段階において、学力面、行動面、

生活面、家庭環境面など、どの部分で気になるのかを分けて箇条書きで記入できる様式を作成し、口頭

だけではなく、文字で紹介する方がわかりやすく、情報共有ができること」を改善点として提案した。

気になることをカテゴリー分けし、文字表記することで、ピックアップする基準が視覚化され、教員同

士の情報交換がスムーズになることを助言する機会となった。 

 また、小学校からの依頼により学習におけるつまづきがある児童の支援について、保護者、学級担任、

附属三校教育相談コーディネーター、特別支援学校教員が話し合う機会を設定することもできた。その

ことから、特別支援学校教員や中学校のスクールカウンセラーによる直接指導にもつながり、現在も指

導が継続している。少しずつではあるが、附属校間での連携・協同を促進することができつつある。 

 

３．まとめ 

 今年度は３年目を迎え、附属三校それぞれの支援体制の成果や課題も明らかとなってきており、支援

の具体的な事例に関して、それぞれ抱えている悩みを共通理解できるようになってきている。しかし、

校内の支援システムの整備や附属三校の連携による事例への対応は十分とは言えない現状がある。その

ような中、特別支援学校校内教頭が小学校の支援体制に働きかけることができた。小中学校との連携に

おいては、一人一人のニーズに合わせた、連続性のある多様で、柔軟な仕組みづくりが必要である。そ

して、合理的配慮の基づいた支援を行うことで、インクルーシブ教育が身近なものとなってくる。 

今後、附属三校コーディネーターの会を中心としながら、附属三校が連携して支援が必要な児童生徒

を支援できるシステムづくりや具体的な支援をさらに進め、附属三校の支援・連携モデルを構築したい

と考えている。 
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軽度の知的障害や発達障害のある生徒の内面を重視した指導法に関する研究（平成 28年度） 

  
 研究代表者：武田鉄郎 
 共同研究者：北岡大輔 三木理恵子 猿棒亜矢 辻岡麻起子 
       道上里砂 鶴岡尚子 小林素子 芝智弘 
       （附属特別支援学校） 
       加藤充子 寺尾朗代 栗本佳代 奥野伊寿美 
       （大学院教育学研究科） 
 
１．これまでの経緯 

高等部段階から特別支援学校に入学してくる生徒は、知的障害は軽度であるものの、これまでに不登

校やいじめ被害などを経験してきていることが多い。そのため、自分に自信が持てなかったり、心理状

態が不安定だったりする。中には、自分の気持ちの表現がままならないことから、心理的に不安定な状
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可能性もある。 

その一方で、Ｓコースの生徒の多くは卒業後の進路として就労を希望する場合が多く、卒業と同時に

社会的に自立をしていくことが求められる。そのため、生徒の内在化している心理的な問題に対しては、

対処的なアプローチを行うだけではなく、生徒の自己実現を促しながら、高等部の３年間を通した系統

的なアプローチを考えていく必要がある。 

そこで、Ｓコースでは平成 24 年度より、自己について見つめ、気持ちを整理し、自ら生き方を考え

ていく領域・教科を合わせた指導「セルフデザイン」を教育課程に位置付けた。その上で、この授業を

要としながら、心理的課題への対応、集団づくり、進路に関する学習などについて、教育課程全般を通

して包括的に指導を行うことが可能な自分づくりプログラムについて検討を進めてきた（北岡ら，2015）。 

現在の生徒の様子を見ると、学級を越えて関わりあったり、昼休憩に一緒にスポーツをしたりしなが

ら、自分の気持ちを表出させることのできる生徒が増えてきている。また、自信の高まりも見られ、学

ぶこと、働くことに対して自ら目的意識を持って主体的に取り組もうとする様子もよく見られるように

なってきた。 

 

２．目的 

現在、「セルフデザイン」を教育課程に位置付けてから５年目となる。この自分づくりプログラムを

通して学習してきた卒業生の中には、就労して数年を迎える者もいる。そこで、本研究では卒業生の卒

業後の様子から、この自分づくりプログラムの有効性や課題点について分析する。 

 

３．対象 

 平成 25年度に本校Ｓコースの卒業したタロウ、トシアキ、タカヤ（いずれも男性、仮名）。現在、３

名とも就労してから３年目となる。 

 
４．方法 

対象とする卒業生への聞き取りやアフターケアの記録から、特徴的なエピソードを拾い出し、在学時
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の学習がどのように卒業生の現在の様子に結びついているのかを探る。 

 

５．エピソード 

 ここでは、対象とした３名の卒業生のアフターケアの記録や本人から聞き取ったことから拾い出した

エピソードを紹介する。なお、紹介するエピソードは本人の同意を得た上で、一部脚色を加えたもので

ある。 
 
（１）タロウの場合 

タロウは自閉症スペクトラム障害（ASD）があり、Ａ社の工場に勤めている。現在は少しずつ仕事に

も慣れてきた様子で職場の同僚ともコミュニケーションを取りながら、元気に働いている。 
本校へ入学した当時のタロウは、周囲の友だちに自分から積極的に関わりに行くことが少ない生徒で

あった。見通しがはっきりと持てると、熱心に集中して取り組むことができるが、周囲を見ながら自分

で判断したり、自分なりの考えで物事を進めたりすることは不得意である様子が目立った。 
しかし、高等部３年生頃になると、地域のイベントなど自分が興味を持った事柄があると、クラスメ

ートを誘って一緒に出かけたり、職業の学習におけるビルクリーニング作業でも、自ら判断して進めら

れる場面が増えたりと、自信を持って物事を実行に移せるようになってきた。 
卒業して就職した際には、新しい仕事を覚えることに必死である様子が窺えたが、３か月ほどもする

と分かってできることが増え、安定して仕事ができている様子であった。この頃になると職場も繁忙期

を迎え、今までの仕事に加えて、突発的な作業や状況に応じて動かなければいけないことが頻繁になり、

タロウにとっては苦手となる場面に直面することが増えてきた。タロウは「頑張らないと」という気持

ちが強い分、自分自身の仕事の成果が求められているところにまで到達できていないように感じてしま

いやすい。このようなことが続く中で、落ち込む様子がよく見られるようになってきた。また、仕事場

の人とは、休み時間などに自分から話をすることがなかなかできていなかったため、このような仕事の

状況に対する相談を誰にもすることができていないようであった。 
家でも壁を叩いたり、母に強く当たったりすることが増え、「人生お終いや」「自分なんか必要ない」

などの発言も多くなってきた。また、チックの症状が現れ、母が心配になり本校へ相談をすることに至

った。母と進路担当の教員が相談した結果、タロウ自身の悩みを学校で聞き取れないかという話になっ

た。しかし、母が学校へ行ってみようと促すも、タロウは「行かない」と頑なに拒否してしまった。し

ばらく時間をかけながらタロウの考えていることを聞き取っていくと、どうやら、タロウは学校へ行き

たくないのではなく、「卒業したら学校へ行ってはいけない」といつの間にか自分なりの決まりをつくっ

てしまっているようだった。そこで、卒業しても来校している卒業生もいることなどを例に挙げ、「卒業

しても学校へ来ることができる」「先生もタロウと話をしたい」「特に用がなくても遊びにおいでよ」と

いうことを伝えると、少しずつタロウは「行ってもいいかな」という気持ちになった様子だった。 
学校へ来ると、在学中に関わった先生に仕事の話などを聞いてもらい、自分の内にため込んでいた思

いを言葉として出すことができた。そして、仕事で報酬を得る大変さや仕事が大変になった時にはいつ

でも学校に連絡をしてきてもよいことなどを確認することもできた。自分から新たにつながりをつくっ

ていくのが不得意なタロウにとって、高等部時代のつながりが続いていることを再確認できたことが気

持ちの切り替えの一歩となった。 
また、母親同士の計らいもあり、同級生であるタカヤと一緒に食事に行くこととなった。互いに仕事

の愚痴を言い合うことで、自分だけが頑張って大変な思いをしているのではなく、友だちも同じような

思いをしながらも頑張っていることに気付けたことは、タロウにとって心強かったようであった。 
 

（２）トシアキの場合 

トシアキは ASDのある男性でＢ社の工場でたくましく働いている。 

本校に入学当初は、何事にも一生懸命に取り組む一方、失敗に対し恐れており、自分で物事を判断し
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の愚痴を言い合うことで、自分だけが頑張って大変な思いをしているのではなく、友だちも同じような

思いをしながらも頑張っていることに気付けたことは、タロウにとって心強かったようであった。 
 

（２）トシアキの場合 

トシアキは ASDのある男性でＢ社の工場でたくましく働いている。 

本校に入学当初は、何事にも一生懸命に取り組む一方、失敗に対し恐れており、自分で物事を判断し

て進めるのが苦手であった。学校以外の時間は、友だちと過ごすよりも、自分の時間を大切にしたい性

格であった。しかし、学校生活を送る中で、クラスメートから「トシアキくんがいるからクラスの皆が

ほっとするなぁ」など、認められる機会が増えてきたこともあり、仲間とともに過ごす時間も少しずつ

増えてきた。時には、友だちと計画し合って外出なども楽しめるようにまでなってきた。 
仕事を始めたばかりの頃は、緊張が強く作業にぎこちなさがあったが、周りの人のアドバイスを素直

に聞き、少しずつ仕事にも慣れ、時間はかかるものの丁寧に作業を行うことができていた。また、職場

の人と自分の仕事のスピードや量を比較し、自分の仕事に対して、「早くできるようにならなくちゃ」と

向上心も高かった。 
仕事の帰りに学校へ寄ったときのことである。在学中に関わりのあった先生から「卒業後は、クラス

メートと集まっていないの」と問いかけられたことをきっかけに、久しぶりに皆と会いたいという気持

ちの膨らみから、トシアキが中心となり同窓会を企画することに至った。しかし、トシアキは今まで友

だちの都合を集約したり、店を予約したりした経験がほとんどな

かったことから、教員と相談しながら、何とか段取りをすること

ができた。大変な思いをしながら企画した同窓会の当日は、同級

生と美味しい食事をとりながら、学生時代の話や互いの仕事の話

などで盛り上がったようだった。 
トシアキはみんなと集まって和気あいあいと楽しめることが、

嬉しかったようである。同級生との話の中からトシアキは「次は

花見だ！」と自ら切り出し、次の企画を提案した。花見について

は自分で計画を立てて段取りを進め、トシアキの企画により再び

同窓生同士で楽しむことができた。 
 
（３）タカヤの場合 

タカヤは軽度の知的障害がある男性である。現在は、介護職員として、責任感を持って仕事に臨んで

いる。 
在学中は、明るくクラスを和ますムードメーカーであったが、自分のことになると忘れ物をしてしま

ったり、うっかりとミスを繰り返してしまったりすることがあった。タカヤがある高齢者施設で現場実

習（産業現場等における実習）に臨んだときのことである。仕事に対する意識の切り替えがうまくでき

ずに、危うく大きなミスにつながってしまいそうになったことがあった。このことをきっかけに、実習

先の担当者や当時の担任と仕事にどのような気持ちで向き合えばよいのかを話し合い、タカヤは少しず

つ仕事に対する自分なりの心構えが持てるようになっていった様子であった。この現場実習は、本人に

とって意義深いものであったようである。 
卒業し、介護職員として働き始めたタカヤは「仕事は大変で、注意を受けることも少なくないけど、

任せてもらっているから」「覚えることはいっぱいだけど、自分の力になるから勉強も頑張りたいんだ」

と語ってくれた。職場の上司も信頼できる人のようで、仕事の悩みなども相談できているようだった。 
このように、仕事に強いやりがいを持っている反面、体力的には余裕がなさそうで、休みの日などは

ほとんど出歩かず、家でゆっくり過ごすことが多いようだった。そのため、同窓生から誘いを受けても

億劫になりがちで、あまり応じることができていなかった。 
そのようなタカヤにも、何とか参加してもらいたいと、トシア

キがタカヤの都合を優先して食事会を企画した。このときには、

タカヤは仕事で少し遅れはしたものの、参加することができた。

みんなと学生時代に戻ったような雰囲気の中でタカヤは「やっぱ

りみんなで集まれるのはいいなぁ」「学校のときに戻ったみたいや」

「こんな時間があるから、仕事も頑張れるなぁ」など、友だちと

一緒に過ごす心地よさを言葉にしていた。タカヤは皆が自分の都
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合を考えて計画してくれたことに感謝の気持ちを伝えていた。 
 

６．まとめ 

以上のような卒業生のエピソードからは、彼らが学校でどのようなことを学んできたかに関わらず、

社会へ出て、新しい場所で新しい人との関係が広がってくると、必ず何らかの困難に直面するというこ

とが読み取れる。しかし、それらを乗り越えたときには、また一つ、たくましく成長した彼らの姿が見

られた。このような困難を彼らが乗り越えていく過程には、必ず、心を砕いて話をすることができる友

人や家族、教師といった本人にとっての重要な他者の存在があった。彼らの在学中の様子を思い返すと、

徐々にクラスメートとの関係が深まり、ときには仲良く話をしたり、ときにはケンカしたりといった、

互いが素直な気持ちで関わり合う姿がよく見られた。これらのことからは、在学中から他者との安心で

きる関係を築く経験を積み重ねていくことが、将来の彼らの成長を支える基盤となっているように思わ

れる。我々教師も、生徒にとって安心できる存在でいられるように、改めて生徒との関係づくりを大切

にしていく必要がある。 
また、タロウのように、本人の責任感の強さから「自分一人の力で何とか頑張らなければならない」

と思い込んでしまい、結果として自尊感情を低下させてしまうケースも見られた。もちろん、まずは自

分の力で物事を解決していこうとすることは大切なことである。しかし、タロウの場合は悩みを相談す

ることを目的としなくても、自分にとって大切な人と話をしたり、一緒に過ごしたりする時間をとれる

ことが、直面する困難を自分の力で乗り越えることにつながった。すなわち、自分一人の力では解決し

きれない問題もあること、誰かと会うことに理由をつくらなくてもよいことなどを、経験を通して学ん

でおくことも重要である。さらには、在学中からできるだけ積極的に支援機関や相談機関などとつなが

りをつくっておき、困り感を抱えた時には抵抗感なく足を運ぶことができるような環境を整えておくこ

とも有効であると思われる。 
卒業生が互いに呼びかけ合って集まり、自分たちの仕事について誇らしく語り合ったり、ときには愚

痴をこぼし合ったりしている姿からは、一人一人が社会人として成長し続けていることがうかがえ、た

くましく感じる。社会に出てから必要となることを、在学中に全て学びきることは到底できない。だか

らこそ、彼らの将来の育ち合いを支えていくといった視点で、在学中に身につけておくべき基盤となる

力を見定め、「セルフデザイン」において学ぶことができる内容を見直し続けることが必要となる。 
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合を考えて計画してくれたことに感謝の気持ちを伝えていた。 
 

６．まとめ 

以上のような卒業生のエピソードからは、彼らが学校でどのようなことを学んできたかに関わらず、

社会へ出て、新しい場所で新しい人との関係が広がってくると、必ず何らかの困難に直面するというこ

とが読み取れる。しかし、それらを乗り越えたときには、また一つ、たくましく成長した彼らの姿が見

られた。このような困難を彼らが乗り越えていく過程には、必ず、心を砕いて話をすることができる友

人や家族、教師といった本人にとっての重要な他者の存在があった。彼らの在学中の様子を思い返すと、

徐々にクラスメートとの関係が深まり、ときには仲良く話をしたり、ときにはケンカしたりといった、
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きる関係を築く経験を積み重ねていくことが、将来の彼らの成長を支える基盤となっているように思わ
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にしていく必要がある。 
また、タロウのように、本人の責任感の強さから「自分一人の力で何とか頑張らなければならない」

と思い込んでしまい、結果として自尊感情を低下させてしまうケースも見られた。もちろん、まずは自

分の力で物事を解決していこうとすることは大切なことである。しかし、タロウの場合は悩みを相談す
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１．はじめに 

本稿は、昨年度課題として残していた、個別指導用教材の作成について述べるものである。本校では、

平成 27年度から高等部の知的障害が軽度である生徒への性に関する学習の取り組みを始めた。その取り

組みを平成 27年度連携事業報告集において、[発達障害のある生徒の性に関する指導の工夫―「心と身

体のつきあいかた」学習プログラムの提案―]に第一報としてまとめている。これ以降、学校教育の最終

段階にある生徒たちに対して、今抱えている課題に対応する力をつけるだけでなく、卒業後の性の安全

も保障できるような指導内容を考え、教えることは担任教師たちにも共通した願いであり、その実現を

目指して実践を重ねてきた。集団指導に関しては、「セルフデザイン」という教科等を合わせた指導に

おいて３年間計画で行うこととしている。こうした取り組みを継続する中で、その一層の充実を目指す

ためには、集団指導に加えて性に関する個別指導にあたる内容を集めた教材冊子を作成する必要性が浮

かび上がってきた。具体的には、男女別あるいは個人に向けたオリジナルの「メンズパスポート」「レデ 

ィースパスポート」の作成とその活用である。こうした経緯を踏まえて、昨年度からこの冊子の作成に

取り組み始めた。指導に当たっては、子どもたちが自他の性を大切にできる大人になっていってほしい

と願い、「パスポート」と名付け、授業以外の時間を遣い、対象者も内容によって柔軟に変え、在学中に

学んだ内容を個別に小さなファイルに綴じていく、といったイメージで取り組んできた。そして今年度、

レディースパスポートについて試案を作成し、試験的に使用したので報告する。

２．研究の目的 

知的障害のある本校高等部普通科総合産業コースに在籍する生徒たちが、性に関する課題に対して自

ら適切に判断し、行動できる力をつけることを目指した個別指導用教材を作成し、養護教諭による個別

指導での試験的な使用を行う。 

３．実践から 

【教材作成に当たり配慮した点】 
鹿間（2005）は、「性の健康教育を行うための準備は、指導する内容の構成を生徒のディマンドとニ ー

ズから組み立てる作業がある」と指摘する。よって教材作成においては以下のような配慮を行った。 
まず生徒は性についてのどんなことを学びたいのか（ディマンド）を考える。女子に関して言うと、

保健室での性に関する相談内容としては、月経のトラブル、異性との交際についての悩みが多い。また、

担任や母親にも同様の相談をしていることや、今年度実施したデートＤＶに関する集団での授業で見ら

れた積極的な授業姿勢からも、異性との関係性に関する話題に高い関心を持っていると判断し、これら

をディマンドと考えた。 
ではニーズとは何か。社会的課題、総合産業コースの教師が生徒に「こうなってほしい」と期待する

姿、これまでの課題、生徒の卒業後の生活、保護者の願いを統合し、必要性が高い内容をニーズとした。

具体的にはハイリスクな性行動を予防するための性感染症や避妊の知識、性暴力等を取り上げた。 
ディマンドとニーズは必ずしも一致しないが、できる限りディマンドとニーズが重なる部分に近づけ

た内容構成と教材作成が必要である。そのために教室、保健室、家庭での様子等の情報を得た上で、そ

れらを融合させた学習内容を作り上げていくことを意識した。さらに使用する中で現教材の課題を把握

し、改良を加えていくこととする。また実際に使用する際には、テーマの中から個々のニーズに応じて

重点化を図ったり強弱をつけたりしながら進めることで、実用的な「パスポート」となることを目指す。 
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【養護教諭による性に関する個別指導の意義とねらい】 
養護教諭が性に関する個別指導を行うことの意義とそのねらいを３点述べる。 
 

① 別指導に予防的・教育的カウンセリングとしての意味合いを持たせる 
 性教育を実施することで子どもや若者が性行動に慎重になることは、すでに国際的な研究の成果とし

て知られている。問題や悩みが生じる前の早い時期に対策を講じることで、不安を軽減したり問題が起

こることを回避したりすることを目指す。 
 
②生徒との非日常的な人間関係の効果が発揮できることを目指す 
野々村（2004）は、保健室を「非日常的な場面」、カウンセラーとクライエントを「非日常的な関係」

とし、「だから、他の人には知られたくない秘密でもカウンセラーには話せるのである。」と言う。そし

て、「カウンセリングが終結したときは、この非日常的な関係も終わる。」「困ったときにだけ、また思い

出して連絡してくる。そんな関係がクライエントとカウンセラーの関係である」とも述べている。その

ような関係性に加えて私は、子ども達が何か性に関する問題に直面した時に相談できる、信頼できる大

人としての養護教諭の存在意義も大切にしたいと考えている。この保健室と養護教諭がもつ非日常とい

う性質を生かし、非日常的な場面（安心できる枠組みの中）での学習体験を積み重ねたい。そうするこ

とで、日常場面での行動や判断に生かせると期待する。 
 

③生徒のディマンドと教育上のニーズ、保護者のニーズの融合を図る 
 教室等で日常的に見せるパブリックな生徒の様子、担任や保健室に相談に訪れる時のプライベートと

言える様子、また家庭での様子等の情報を得た上で、それらを融合させた学習内容を基本のパスポート

をもとに個々に応じて作り上げていく。何を個々の教育的ニーズとするかの判断のためには、社会的課

題や生徒の特徴、指導者の教育観などを統合する作業が必要となる。そのため、常に生徒について情報

収集と共有に努め、養護教諭だけの教育観で内容を決めることのないようにする。 
 

【個別指導の実際（途中経過報告）】 
現在、３年生の女子生徒１名に対して、レディースパスポートを用いた個別指導を行っているところ

である。学校における性に関する学習が、生徒にとってのセーフティーネットとなり得るために、卒業

を控えた３年生に対しての指導が必要であると考えた。また、養護教諭との関係について言うと、この

女子生徒は自身の体調不良のことや、月経に関して相談に来ることができる。これは、養護教諭を体に

関することを質問してもよい大人、疑問に答えてくれる大人として認識している一端として捉えており、

養護教諭との個別学習を行うために必要な信頼関係もできていると判断した。 
表１ 個別指導の実施方法とレディースパスポートの概要 

これまでの実施回数 ７回（全９回程度を想定） １回の所要時間 15～20分 

実施時間帯 プログレス（給食前の自主学習の時間） 

タイトル 内容 

１ 知っておきたい生理のコト① 
生理中の過ごし方の注意点や、よくある生理のトラブルとその原因、
対処法について知る 

２ 知っておきたい生理のコト② 月経前症候群や、生理の周期と体・心の関係について知る 

３ 知っておきたい STD（性感染症）のコト① 性感染症の感染経路や主な症状について知る 

４ 知っておきたい STD（性感染症）のコト② 性行為の結果や、性行動で後悔しないために大切なことを考える 

５ 知っておきたい妊娠のサインのコト 妊娠を調べる方法や体にあらわれる変化を知る 

６ 知っておきたい避妊のコト コンドームの使用方法や緊急避妊について知る 

７ 知っておきたい人口妊娠中絶のコト 
中絶による心身への負担や費用を知る。赤ちゃんを生み育てるために
必要なことを考える。 

８ 性の被害者にならないために 
性暴力の現実を知り、被害に遭わない方法を考えたり、相談機関につ
いて知る。 
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８ 性の被害者にならないために 
性暴力の現実を知り、被害に遭わない方法を考えたり、相談機関につ
いて知る。 

本生徒は異性との交際に対して関心が高く、これまでに複数の異性と交際経験がある。卒業後にも自

分で自分の身を守るための正しい知識を身に付けて欲しいと思い、今回の指導に当たっている。12月末

時点で表に示すタイトル１～５、７、８を終えており、残り１～２回程度の実施を予定している。タイ

トル６を後に回したのは、学校で教えることに賛否両論ある内容であり、保護者の意見を聞きたいと考

えていたからである。結果、保護者からは、「必要な内容であり、学校で教えて欲しい。」との希望があ

ったため、今後の実施を予定している。 

各回の実施日に関しては、他の予定との兼ね合いを考えて生徒自身で次回の日時を決めるようにした。

本生徒は約束した日には必ず来室しており、担任からは本生徒がこの時間を楽しみにしている様子であ

ると聞いた。学習内容への関心と、保健室で自分１人だけが学習しているという特別感や嬉しさもあっ

たのかもしれない。 

また、内容で分かり難い部分については、その都度生徒の方から質問することができており、その回

についての疑問が残らないように配慮している。加えて、前回の内容について復習するための質問を毎

回行うことで、正しく理解できているか、簡単にではあるがその定着度を把握するようにしている。個

別指導ゆえの柔軟性を生かし、理解の程度や生徒にニーズに応じて２回にわたって取り扱った内容もあ

る。 

 

４．おわりに 

平成 28 年８月に本校で開催されたサブケアシステムの会において、養護教諭がこれまでの本校にお

ける性に関する学習について実践報告を行った。児童相談所や自立支援施設等に所属する心理分野の専

門家がアドバイザーとして出席しており、取り組みについては肯定的な意見を多くいただいた。中でも

複数の専門家によって評価されたのは、授業や保健室での養護教諭とのやりとりで、性の事を“話題に

している”という点であった。そして、「本来は口にしにくい性に関することをあえて話題にすることで、

その壁を乗り越えるための取り組みである」と、取り組みの意義が認められた。また、授業をつくり上

げる過程で大人が性に関して共通認識を持つこと、そして生徒が性について話せる大人との安全な関係

を結ぶことが大切な点として述べられていた。この会議で得られた学習を進める上での大切な視点を具

体化できるような実践を深化させていきたい。パスポートはそのための１つのツールとなり得ると考え

ている。 

今回、レディースパスポートを試験的に使用した。反省としては、予定していた内容を時間内に指導

することや生徒に記憶させることに意識が集中しがちであったことがあげられる。また、すぐに行動変

容に結びつくわけではないので、こういった方法自体やその効果に不安があった。しかし、養護教諭が

行う意義を先述のように整理し、カウンセリング的な役割を理解して実践に当たったことで、自分自身

の迷いや不安が軽減されたように思う。 

現在は個別指導の途中であり、生徒への指導効果の把握も今後の課題である。さらに男子生徒に向け

たメンズパスポートについてはまだ完成に至っていない。それらを来年度の課題とし、実践を継続して

いきたい。 
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生徒の自律心の育成を主眼とした高等部カリキュラムの改善 
和歌山大学教育学部   

山﨑由可里  

和歌山大学教育学部附属特別支援学校   

道上里砂  小畑伸五  宮井仁美  松下敦也  中筋千晶  宮崎美幸  入学遼治  

 

１ はじめに  

 和歌山大学附属特別支援学校高等部では、小・中学部からの内部進学者を対象とする普

通科コース（以下Ｆコース）と、地域の中学校を卒業した入学者を対象とする普通科総合

産業コース (以下Ｓコース )から成る２コース制を実施している。いずれのコースも、将来、
働きながら社会参加していくことを目指している。近年、本校では生徒の障害の軽度化が

進み、高等部 31 名中約９割の生徒に中度から軽度の知的障害があり、発達障害の生徒も
１割程度在籍する。特徴として、失敗経験による不安や過去のいじめ経験によるトラウマ

など、軽度な障害ゆえの難しさを内面に抱える生徒も多い。 

 これまでに、Ｓコースでは生徒の内面の問題が不適応行動として表面化しているという

実態を重く受け止め、Ｓコースの特徴であるグループによる教科学習「スタディ」と「職

業（作業）」に加え、平成 23 年度より、自尊感情を高め自分らしい生き方を歩むための「セ
ルフデザイン」という「自分づくり」を重視したプログラムを含むカリキュラムを編成し、

一定の成果を挙げてきた。一方、多様な発達段階にある小・中学部からの内部進学生で構

成されるＦコースでは、「自分づくり」という観点でのカリキュラム編成はなされておらず、

時々に応じ生徒一人ひとりの自分づくりをサポートしている状況で、個々の教員の力量に

頼るところが大きかったため、個別対応だけでなくカリキュラムに組み込んでいくことの

必要性が課題として挙がってきた。  
 また、平成 27 年度より本校の研究テーマを「知的障害のある子どもの学び続ける力を
育てる教科学習」と掲げ、伝え合い学び合う教科学習について実践研究を進めてきた。こ

れにより、Ｆコースでは、平成 15 年のコース制を導入する以前からのカリキュラムであ
る「言語・経済生活」（領域・教科合わせた指導）と呼ばれる、国語的・数学的内容を扱う

個別学習の時間ついて見直す機会となった。実践研究において、Ｆコースの生徒たちにも

「教科」のグループ学習は有効であり、個別学習での学びの限界や、小集団による「学び

合い」に学習効果があるという示唆が得られたことも、今回のカリキュラム改編に向かう

足がかりとなった。  
 

２ 生徒の「学びたい」を実現するカリキュラム  

 カリキュラムを改編するにあたりきっかけとなったのは、Ｆコースを卒業した一人の生

徒の、「ぼくもＳコースの子たちのように特別な勉強がしたかった」という言葉である。

彼の言う「特別な勉強」というのは、Ｓコースのカリキュラムにある「セルフデザイン」

や「スタディ」と呼ばれる教科学習のことであった。これまで本校で長く積み重ねてきた、

先生と一対一で学ぶ漢字や計算の学習だけでなく、青年期の心の持ちようを扱ったり、知

的好奇心を広げたりする教科の学習等、友だちと学び合いたいという生徒の声を大切にし、

生徒自身が「学びたい」「役に立つ」と実感できる自律の心を育てるカリキュラムの編成

を目指したいと考えた。 

改編にあたり高等部教員で討議する中、Ｓコースの生徒が３年間で職業的社会的自立を

目指す一方、Ｆコースの生徒は「中学部からの６年間、小学部からの１２年間をかけて確

かな自信を身につけながら、人との関係の中で成長し続け、誰かの役に立つことを喜びに

できる大人になることを目指す」カリキュラムの編成という目標を掲げた。その上で、近

年における本校高等部生徒の実態について整理し、従来のカリキュラムを検討したところ、

新カリキュラムとして３つのポイント（表１）を充実させる必要があるこという結論に至

った。  
 これらを盛り込み、議論を重ねる中で完成したカリキュラムが「平成 28 年度高等部普
通科時間割」（表２）である。本年度試行し、まず①と②についての実践と検証を行うこと

とした。  
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表  １ Ｆコース生徒の学びを充実させるためのポイント  

 

 

 

３ まとめ  
 これまで慣れ親しんできた個別指導のスタイルを変更し、グループでの一斉指導の形で

教科学習に取り組む「スタディ」に戸惑い、「こんなの勉強じゃない」と言い、学習スタイ

ルとして身についている漢字のプリント学習をしたいと訴える生徒もいた。しかし、年間

を通じて学び合いのスタイルで授業に参加することにより、「友だちと学ぶ」「他者から学

ぶ」というスタイルも定着してきている様子もあり、これまで個別に積み重ねていた漢字

のプリント学習についても「プログレス」の時間に取り組むことで漢字検定などに挑戦で

きているなど、学び方のバリエーションが広がってきている。また当初は、生徒たちのみ

ならず、多様な生徒がグループで学ぶための教材研究や授業づくりに、戸惑いを感じてい

る教員の様子も見られた。教科に関しては毎回の授業が実態把握の場でもあり、授業に見

る生徒の様子からより良い学習効果をもたらすよう教材をアレンジし、授業改善を行うと

いう日々の積み重ねを続けている。縦割りグループでの指導になったことでそれぞれの生

徒に担任以外の教員が関わる機会も多くなり、生徒の実態や授業づくりに関する職員室で

の情報交換が、昨年度までよりも明らかに多くなっていると感じる。また、新任の教員や

特別支援教育経験年数の浅い教員にとっても、複数の立場から生徒を見ることができるこ

とで正確な実態把握ができ、自身もティームティーチングにあたる先輩教員から授業のポ

イントを学ぶことができるというメリットがある。このことは、授業中だけでなく学部全

体の情報共有をスムーズにし、チームとしての指導力向上を可能にしている。 

 「生活（キャリア）」については、養護教諭との連携のもと縦割りで男女別のグループに

分かれ、性被害の防止なども扱った心と体の学習に取り組んだり、進路学習としてストレ

スマネジメントや選挙について取り組んだクラスもあった。また、情報・コミュニケーシ

ョンの内容としてネットモラルやスマホ依存等の、今生徒が直面している問題に取り組む

クラスもあった。いずれも、将来自分の人生を自分のものとして捉え、自律的にしっかり

と歩んでいくために必要な知識や情報を扱っており、今後も実践を続けながら、Ｆコース

生徒に必要な学習内容の精選を続けていきたいと考えている。  

①「言語・経済生活」（領域・教科合わせた指導）の見直し  
 ＜学び合いを重視したグループ学習、教科の視点、３年間の学習内容の系統性  等＞  

 
②キャリアガイダンスやエンパワーメントの時間の増設  

＜ライフキャリアの視点による進路学習、性教育、情報・コミュニケーション＞  
 

③職業教育の充実＜就業能力の育成のための作業学習内容の改革＞  
 

①スタディ  

高等部生徒全員を、認知特性や発達

段階に応じた２〜９名の縦割りグル

ープに分けて行う教科学習  

 

②「生活」（キャリア）  

木曜「生活」の事前学習や、進路、

情報・コミュニケーション、心と体

(性教育 )についての学習  

 

○プログレス（個別課題）  

係活動、そうじ、教科学習の補完、

カウンセリング等の時間  

 

○「生活」  

家庭仕事を中心とした学習（掃除、

洗濯、調理、買い物など）や校外に

出ての学習（外食、余暇活動、交通

機関や公共機関の利用など）を行う

領域・教科合わせた指導  

表  ２ 平成 28 年度高等部普通科時間割  
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 最後に、新カリキュラムでの学習をどのように感じているか、Ｆコース生徒 16 名にアン

ケートを実施した(表３)。カリキュラムの改編で最重視した、生徒自身が「学びたい」「役

に立つ」と実感できる自律の心を育てるカリキュラムは、Ｆコース生徒の学ぶ楽しさとい

う素直な実感を引き出し、多くの支持を得ているようである。今後も生徒と共に、自分ら

しく豊かに生きるための学校時代に必要な学びを探究していきたい。 

 

  

 

１．「スタディ」の学習について  たのしい（ 14）  ふつう（２）  たのしくない（０）  

【理由】  

 ・初めて知ることがあって勉強になる。  

 ・特に○○先生がおもしろくしてくれるのでとても楽しい  

 ・スタディが時間割りにあると「うわぁ、明日スタディある」って喜びがわくときがあります。  

 ・みんなでいっしょに勉強するのが楽しい。  

 ・できないことがすこしずつできるようになるのがおもしろい。  

 ・自分の知らないことを学習するのが楽しいです。  

 ・国語（音読）数学（グラフ）が楽しかったです。  

 ・社会と理科の授業が大好き。  

 ・いろいろ学んだり、初心にかえって楽しむことがいいから。  

 ・国語で文章を読むのが楽しい。社会は地図の勉強が楽しみ。  

 ・数学はかんたんすぎるからふつう。  

 ・かんたんな科目（国語）はおもしろくて好きだけど、苦手な科目（社・理・数）はむずかしか  

  ったからふつう。  

 

２．「スタディ」でグループの仲間と学習すること   すき（ 12）  いや（２）  わからない（２）  

【理由】  

 ・友だちときょうりょくしながらべんきょうができて楽しくなったとおもいました。  

 ・みんなで話し合って決めたりすることが好きです。  

 ・楽しくみんなと学習できるから。  

 ・いっしょにいて楽しいメンバーが多いから。  

 ・いっしょに物語を読んだりするのが楽しいです。  

 ・先生と友だちといっぱい話し合ったらすごく楽しくなるから。  

 ・ふだん話せない友だちと話せるから。  

 ・みんなと学習すればわかりやすい。  

 ・科目によって気分がのらない時はきらいと思うこともあるけど気分がのっている時は好きと思う  

  ことがあるからわからない。  

 ・たまにスタディが始まる前に友だちともめたりするとたのしくねぇっておもうからわからない。  

 ・漢字をやりたいからいや。  

 ・今のメンバーは好きくない。もっとおもしろいことやりたい！できればかん字やりたい！  

 

３．「生活」キャリアの時間に学習したことで、自分にとって役立つと思ったこと  

 １）インターネットやスマホ依存について（ 10）  

 ２）メールや LINE の使い方（ 12）  

 ３）自分について（気持ちについての学習、個別面談  など）（８）  

 ４）心と体の学習（男子：自分のからだと心、すてきな大人になるには、いろいろな好き）（７／８） 

 ５）心と体の学習（女子：パーソナルスペース、プライベートゾーン、恋のマナー）（６／８）  

 ６）わたしのストレス解消法（８）  

 ７）現場実習にむけて（清潔、職場のマナー、言葉づかい、社会人の生活  など）（ 11）  

 ８）選挙について（３／５）  

 ９）お金の大切さ、お金のつかい方（７／ 10）  

 

アンケートは２学期末に実施。理解の難しい生徒には、担任が質問について解説したり、生徒の思い

を言葉にする支援をしながら回答してもらった。  

 

 

 
 

表  ３ 高等部での学習についてのアンケートの項目と回答の傾向  
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９．授業づくり・協同学習 
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協同学習を取り入れた中学校英語科の授業改善 

 

研究担当者：江利川春雄（教育学部・代表）、大野 傑（附属中学校）、 

     高瀬 麻美子（附属中学校）、元岡 未薫（附属中学校） 

 

1. 本研究の意義と目的 

 

 私たちは協同学習 (collaborative learning) を中学校英語科の授業に取り入れる際の理論的・実

践的な諸課題について研究を進めてきた。協同学習とは「少人数集団で自分と仲間の学びを最大

限に高め合い、全員の学力と人間関係力を育て合う教育の原理と方法」（江利川春雄編著『協同学

習を取り入れた英語授業のすすめ』大修館書店、2012）と定義できる。協同学習は、次期学習指

導要領に本格導入される「主体的・対話的で深い学び」であるアクティブ・ラーニング（AL）の

一種であり、AL の中でも最も質の高い学びをもたらすと思われる。 

 次期学習指導要領が中学校で施行されるのは 2021 年度であるため、英語科において協同学習

をいかに取り入れるかは焦眉の課題となっている。しかし、明治以来の伝統となっている教師主

導による講義型・一斉型の授業スタイルを、生徒同士の協同的な学び合い重視に転換させること

は容易ではない。本格的な研究と実践による検証が俟たれる所以である。 

 本研究代表者である江利川は、佐藤学（学習院大学教授）が主催する「学びの共同体」研究会

のスーパーバイザーとして、全国各地の小・中・高校・大学の研究授業や教員研修会に講師・助

言者として招かれ、協同学習の普及に尽力している。そこで実感されるのは、文科省が AL を本

格推進していることもあり、学校現場では戸惑いつつも AL や協同学習に対する関心が極めて高

い。こうした現状を踏まえて、本研究チームは、希望と使命感をもって、中学校における協同的

な学びの実現に向けて努力を重ねていきたい。 

  以下に、和歌山大学教育学部附属中学校英語科との連携事業に関連した活動の概要を時系列

的に報告し、得られた知見および課題について述べたい。 

 

2. 活動の概要 

 

○ 7月 23・24日 和歌山大学教育学部において、「アクティブ・ラーニングによる協同的な英語

授業づくり」に関する以下の 4 つの英語デモ授業を行った。生徒役は和歌山大学の学生・院生で

ある。江利川が監修・解説し、授業後に各授業者と対談を行った。 

 7 月 23 日（土）大野傑（和歌山大学教育学部附属中学校）「ジグソー法を用いたアクティブ・

ラーニング」、上本晋之（大阪府四條畷市立四条畷西中学校）「アクティブ・ラーニングで読みと

内容理解を深める」。7月 24日（日）有嶋宏一（鹿児島県立甲南高等学校）「アクティブ・ラーニ

ングで Output／表現力を高める」、竹下厚志（神戸龍谷高等学校）「ディベート的手法を用いたア
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クティブ・ラーニング」。 

 以上を収録した DVD（4本）は、ジャパンライム（株）より 12月に発売された。 

 

○ 9 月 2 日 和歌山大学附属中学校 2016 年度授業研究会において、大野傑教諭が協同学習を用

いた公開授業を行った。研究協議会では、江利川が「大野傑先生の授業（中３）から学んだこと：

アクティブ・ラーニングによる「教えない」授業の可能性」と題した指導講評および講演を行っ

た。 

 

○ 9 月 16 日 協同学習を取り入れた中学校英語授業の見学（広島市） 

 全国屈指の協同学習実践者として名高い胡子美由紀教諭の英語授業（広島市立井口中学校 2 年

生）を見学した。参加者は、江利川および大学院生３名（上野舞斗、丹羽温子、松岡翼）。 

 生徒は授業開始 10 分前には自主的に学びを開始し、教師は 50 分の授業中に 16 もの帯活動を

盛り込むなど、きわめて質の高い授業であった。事後に、胡子教諭を囲んでの研究協議を開催し

た。また、撮影されたビデオをもとに授業分析を行い、9 月 29 日の研究会（後述）においても同

授業に関する研究協議を行った。 

 ＊胡子教諭は 11 月の全英連山口大会で協同学習を取り入れた英語授業に関する発表を行い、江

利川が指導助言を行った。 

 

○ 9 月 29 日 和歌山大学教育学部英語合同研究室において、協同学習を取り入れた中学校英語

科の授業改善に関する研究会を開催した。 

報告者 元岡未薫（附属中）「ポスターツアー：説明し、教え合う授業づくり」 

参加者 江利川春雄（教育学部・研究代表）、大野 傑（附属中）、高瀬 麻美子（附属中学）、大

学院生４名 
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利川が「子どもが主体的・対話的に深く学ぶ授業づくり」という視点から指導助言を行った。元

岡教諭の授業は協同学習を取り入れたきわめて優れた授業であった。その上で、さらなる向上の

ために以下の課題を指摘した。 

・協同しないと解けないハイレベル設定に →深く考えさせる 

  ・平易な課題は速さを加味。 一つの課題は短く（3分程度） 

 ・もっと「聴き合う関係」を。主張よりも前に、他者の意見をよく聴けることが大切 

 →関わり合う関係の基礎  

 ・ふり返りの大切さ→自律学習者へ 

  

○ 11月 24日 和歌山大学教育学部英語合同研究室において、協同学習を取り入れた中学校英語
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科の授業改善に関する研究会を開催した。 

報告者 元岡未薫（附属中）「ポスターツアー：説明し、教え合う授業づくり」の振り返り 

参加者 江利川春雄（教育学部・研究代表）、大野 傑（附属中）、高瀬 麻美子（附属中学）、大

学院生４名（池田恵、上野舞斗、丹羽温子、松岡翼） 

 

○ 12月 1日 大学院生による協同学習を取り入れた英語授業演習 

 和歌山大学大学院教育学研究科に平成 28年度より開講された「教職実践研究 B」の一環として、

江利川の指導監督と大野教諭の協力の下に、大学院生による附属中学校での研究授業と研究協議

を行った。 

実施日 平成２８年１２月１日（木） １４：３０～１５：２０ ６時間目 

クラス ３年 A組 英語 

授業者 丹羽温子（英語教育領域１年生） 

 

3. 考察と課題 

 

 2017 年 3 月までに告示が予定されている新学習指導要領では、「課題の発見・解決に向けた主

体的・協働的な学び」であるアクティブ・ラーニングが授業改革の切り札として本格導入されよ

うとしている。学習指導要領において、学習すべき内容にとどまらず、教え方／学び方にまでこ

れほど踏み込んだ例はほとんどなかったといえよう。これは一方で、指導法に関する教師の裁量

権に干渉する危険性も内包しており、慎重な対応が必要である。 

  アクティブ・ラーニングとは「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能

動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」で、「発見学習、問題解決学習、体験学習、

調査学習等が含まれるが、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

ーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である」（文部科学省）とされる。その意味では「協

働（協同）学習」とほぼ同義語である。 

 つまり、教師主導のチョークとトークによる講義型の受動的（passive）な授業スタイルから、

学習者同士が協働しながら（collaborative）、主体的かつ能動的（active）に学修を行っていく

協同学習へと、授業スタイルを転換させる必要があるのである。なお「学修」とは、「事前の準備

+授業中の学習＋事後の展開」を含む主体的で包括的な学びのことである。 

 協同学習が求められる背景には、学力観の変化がある。子どもたちの多くがスマートフォンな

どの ICT 機器を手にする知識基盤社会においては、学校教育において育成すべき資質・能力

(competency)も、従来からの①何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能）のみなら

ず、②知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等）や、さらには③

どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（主体性・多様性・協働性、学びに向か

う力、人間性等）などがますます重要になっているのである。 
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 これまで日本は質の高い教育を誇ってきた。しかし、近年の学力観の転換に対応した、（1）暗

記型知識にとどまらない「探求型」の授業への移行と、（2）それに必要な協働的な学びの導入に

おいて、日本は経済協力開発機構（OECD）加盟諸国で最下位レベルとなっているとの指摘もある。

そうした危機感から、アクティブ・ラーニング／協同学習の本格導入が叫ばれてきたと言えよう。 

 英語科ではペアワークやグループワークを取り入れた授業も見られるものの、伝統的な講義ス

タイルに慣れ親しんだ教師にとって、協同学習への転換は容易ではない。一部には、机を合わせ

てグループにするといった「形」のみを真似て、結果的に授業の質を低下させてしまう事例も見

られる。 

 重要なことは、「学習者同士が関わり合い、高め合う必然性」をいかに組み込むかであり、1＋1

＋1＋1=4 ではなく 5 にも 10 にもなるグループダイナミクスをいかに引き出すかである。ペアや

グループという物理的形式（ハードウェア）の内部に、生徒同士の「関わり合う関係」と「学びの

ワクワク・ドキドキ感」いうソフトウェアをインストールすることで初めて協同的な学びが作動

するのである。 

 そのためには、お互いの意見を聴き合い、「ねえ教えて」と気軽に言えて、間違いを楽しめるよ

うな (enjoy making mistakes) グループ内の信頼関係を形成することが重要である。その土台作

りとして、チームビルディング活動による信頼醸成が不可欠である。 

 協同学習は単なる授業の方法・技術ではなく、一人ひとりの違いを尊重し、助け合い、高め合

う「協働」「平等」「民主主義」の理念を内包している。そうした理念を折り込んだ「教育の目的」、

それを支える「良質の教材」と一体となって初めて、アクティブ・ラーニングが威力を発揮する

のである。 

 これらを踏まえて、残された当面の課題は以下の通りである。 

 ①協同学習にふさわしい良質の英語教材の開発 

 ②「深い学び」を実現するための、検定教科書を用いてのタスクや設問の高度化（推論発問、

自己関連発問等）の研究 

 ③協同学習の理念に対応した評価法の研究 

 ④多忙な教員に過度の負担を掛けずに実行できる協同学習のノウハウの提供 

 最後に、④に関連して述べたい。協同学習を取り入れた授業改善に取り組んでいる教員らは、

夜遅くまで教材研究に取り組むなど負担が大きい。校務分掌等を見直し、負担を軽減するための

方策が必要である。教員に「ゆとり」を与え、授業改善に注力できる体制を整えることが必要条

件であろう。 

 その際に重要なことは、協同学習による授業改善によって生徒が学びに目覚め、教室の人間関

係が良好になることこそが教師の精神的な負担感を軽減するということである。また、授業が改

善されれば生徒の問題行動も激減し、生徒指導に割かれる時間も減少する。それによって浮いた

時間を、教材研究や授業改善のための仕掛け作りに振り向けることができる。そのことを、ぜひ

職場で共通の認識とし、協同的な学びへと授業改善を進めていきたい。 
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職場で共通の認識とし、協同的な学びへと授業改善を進めていきたい。 

平成 28（2016）年度附属校・公立学校との連携事業 

小学校外国語活動の充実 
－小中連携・接続、教科化を視野に入れて－ 

 
和歌山大学教育学部 尾上利美 

和歌山市立城北小学校 梅本優子校長 小西康弘教諭 
 

１．概要 
 本研究課題は、①小中連携・接続、教科化を視野に入れ、小学校外国語活動のさらなる

充実を図るための取り組みを実施する、②城北小学校児童に、英語で「伝え合う」楽しさ

を体験してもらう場となるよう、本学訪問や本学留学生との交流を実施するという二本の

柱を立てている。昨年度（平成 27年度）は①のみの実行であったが、今年度（平成 28年
度）は、①および②の両方の取り組みを実行することができた。 
 
２．取り組みの内容 
①小中連携・接続、教科化を視野に入れ、小学校外国語活動のさらなる充実をはかるため

の取り組み 
 城北小学校は、研究主題「楽しく学び、伝え合う外国語活動をめざして～Let’s enjoy 
English～」を掲げ、平成 11 年度より「英語活動」「外国語活動」の研究に取り組んでい
る。独自の 6年間カリキュラム、教材、教具、授業運営や指導方法について、これまでの
豊かな蓄積が城北小学校にはある。今年度も引き続き外国語活動のさらなる充実にむけて、

夏季校内研修会（8月 3日（水））に加え校内研究授業・研究協議会に大学教員（尾上）も
参加し、授業や教材のアイデアを出し合えるような日常的かつ継続的な協力関係を築くこ

とを目指した。校内研究授業及び研究協議会は 6 月（5 年生）、9 月（3 年生）、11 月（2
年生、1 年生）で行われたが、大学の授業等で都合がつかず、尾上が参加できたのは 6月
と 9 月の校内研究授業・研究協議会であった。なお、4 年生と 6 年生については、10 月
26日（水）開催の「平成 28年度教科別等研修会」で授業が公開され、研究協議会が行わ
れた。 
 
（6 月の校内研究授業及び研究協議会） 
日時：平成 28年 6月 23日（木）13：50～16：30  
学年：5年 1組 
指導者：小西 康弘（HRT)、Ryan Fiegel (ALT) 
場所：外国語活動教室 
単元名：『この国、知ってる？』～It’s famous for ○○.～ 
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（9 月の校内研究授業及び研究協議会） 
日時：平成 28年 9月 28日（水）13：50～16：30  
学年：3年 1組 
指導者：佐武 靖夫 (HRT)、Ahmed Batniji (ALT) 
場所：体育館 
単元名：『城北オリンピック』～What do you want to play?  I want to play ○.～ 

 
②城北小学校児童に、英語で「伝え合う」楽しさを体験してもらう場となるよう、本学訪

や本学留学生との交流 
 「平成 28 年度教科別等研修会」（10 月 26 日(水)）開催）で公開された研究授業『城北
キッズガイド参上！in Wakayama Castle ～Where do you want to go?～』＜（6年生）
指導者：光岡 良恵(HRT)、Ahmed Batniji (ALT)＞の単元の最後に設定された和歌山城
でのコミュニケーション活動に、本学留学生も参加した。和歌山城内での活動の後は、城

北小学校児童とともに留学生も城北小学校へ戻り、児童らと交流を行った。 
 本交流活動に参加した本学の留学生は、SARI ASTUTI （サリ・アストゥティ、教育学
研究科研究生、インドネシア出身）、LEE YAN LING ADERINE ANDRIELLE（リー・イ
ェン・リン・エデリーン・アンドレア、教育学研究科研究生、シンガポール出身）、BOKA 
EMARLYN MARADE（ボカ・エマリン・マラデ、観光学部研究生、ソロモン諸島出身）
の 3名である。 
 
（日時）平成 28年 11月 15日（火） 
（学年）6年 1組(18名) 
（活動概要） 
・「外国語活動・キッズガイド参上 in Wakayama Castle」(9:30～11:30) 
 4 グループに分かれた児童が、外国語活動の授業の中で学習した英語を用いて、外国人
ボランティア（本学留学生(3 名)および和歌山市内在住の外国人の方（1 名））に和歌山城
内の名所を案内する活動であった。“Where do you want to go?”の表現を使って、天守閣・
紅葉谷庭園・動物園・護国神社・岡口門・追廻門・大手門・御橋廊下から外国人の方の希

望を尋ねて理解し、和歌山城内の名所をグループごとにそれぞれ案内した。 
 
・給食および休憩時間の交流（11:30～13:35） 
 6年生の教室にて、児童、外国人ボランティアの方、光岡先生、Ahmed先生、尾上で給
食を美味しく頂いた。教室の黒板には、本日参加した外国人ボランティア全員の氏名・写

真・出身国名とその国旗が掲示されるなど、今回の交流が円滑にまた実り多きものになる

ための配慮をしていただいた。休憩時間は、運動場で一緒にドッジボール等を楽しみ、交
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（9 月の校内研究授業及び研究協議会） 
日時：平成 28年 9月 28日（水）13：50～16：30  
学年：3年 1組 
指導者：佐武 靖夫 (HRT)、Ahmed Batniji (ALT) 
場所：体育館 
単元名：『城北オリンピック』～What do you want to play?  I want to play ○.～ 
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EMARLYN MARADE（ボカ・エマリン・マラデ、観光学部研究生、ソロモン諸島出身）
の 3名である。 
 
（日時）平成 28年 11月 15日（火） 
（学年）6年 1組(18名) 
（活動概要） 
・「外国語活動・キッズガイド参上 in Wakayama Castle」(9:30～11:30) 
 4 グループに分かれた児童が、外国語活動の授業の中で学習した英語を用いて、外国人
ボランティア（本学留学生(3 名)および和歌山市内在住の外国人の方（1 名））に和歌山城
内の名所を案内する活動であった。“Where do you want to go?”の表現を使って、天守閣・
紅葉谷庭園・動物園・護国神社・岡口門・追廻門・大手門・御橋廊下から外国人の方の希

望を尋ねて理解し、和歌山城内の名所をグループごとにそれぞれ案内した。 
 
・給食および休憩時間の交流（11:30～13:35） 
 6年生の教室にて、児童、外国人ボランティアの方、光岡先生、Ahmed先生、尾上で給
食を美味しく頂いた。教室の黒板には、本日参加した外国人ボランティア全員の氏名・写

真・出身国名とその国旗が掲示されるなど、今回の交流が円滑にまた実り多きものになる

ための配慮をしていただいた。休憩時間は、運動場で一緒にドッジボール等を楽しみ、交

流を深めた。本学の留学生にとっては、日本の小学校の給食の様子や休憩時間の過ごし方

など、大変興味深くまた勉強になったようである。 
 
・校長室での地域の方とのお茶会での交流（13：35～13：50） 
 校長先生が主催されているお茶のお稽古の時間に入れていただき、お手前をいただいた。

また、茶道についての説明を伺った。 
 
・城北太鼓の見学(13:50～14:35) 
 12月 5日の和歌山市音楽会で披露された「城北太鼓」の練習の様子を体育館にて見学し
た。呼吸を合わせた迫力ある演奏であった。 
 
・交流のまとめ（14:35～15：00） 
 6 年生の子ども達から、和歌山城でグループごとに記念撮影した写真を入れた写真立て
が、外国人ボランティアにそれぞれプレゼントされた。ボランティアの方にとっては思い

がけないプレゼントであり、大変感激している様子であった。 
 
３．まとめ 
今年度は、①小学校外国語活動のさらなる充実を図るための取り組み、②城北小学校児

童と本学留学生との交流の二本の柱を実施することができた。①の外国語活動充実の取組

については、繰り返し研究授業と協議会に参加することで、城北小学校のニーズがより詳

細に把握することができ、尾上が提供できそうなことも城北小学校の先生方にお分かりい

ただけたのではないか考える。②の交流活動については、事前の計画・打ち合わせ・活動

の準備など、お互いの連携が大変重要であると感じている。今回は初めての試みで、手探

りの中進めた活動であったが、今後の連携の礎となる成果であると考える。 
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「外国語活動・キッズガイド参上 in Wakayama Castle」 

  

 

「給食および休憩時間の交流」 
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「外国語活動・キッズガイド参上 in Wakayama Castle」 

  

 

「給食および休憩時間の交流」 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

「校長室での地域の方とのお茶会での交流」  「城北太鼓の見学」 

  

 
 
わかやま新報（日刊）2016年 11月 18日（金）第 7面 
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高等学校での「学びの共同体」方式による授業改革の課題と展望 

越野 章史 谷口 知美 和歌山大学 

和歌山県立南部高等学校 上野 剛志 

1. 連携事業の課題

 本事業の共同研究者である 3 名（南部高校国語科教員の岡本絵里も昨年度まで共同研究

者に加わっていたが、今年度から内地留学研修に入ったため、今年度は不参加）は、佐藤学

(2003 2006 2012 等）の提唱する「学びの共同体」方式の学校改革・授業改革論を参考にし

つつ、2012年度から連携事業を行ってきた。2012-13年度は主に授業の公開研究会を軸にし

た学校づくりに焦点をあて、14年度からは、①「学びの共同体」方式による授業（以下、便宜的

に「協同学習」と記す）が高校生たちにとってどのような意味をもつものと受け取られているの

か、②高等教育への進学を必ずしも想定していない高校生たちにとって、学習への動機づけ

はどのようなものとして形成することが可能か、③高校生たちの学習動機の形成・維持に対し、

学級（学習集団）内の人間関係や力関係はどのように作用するのか、といった点を焦点として

共同研究を行ってきた。今年度は、上野が担任する 1 年生の特定学級に観察の重点をおき、

上記課題のうち特に③の、学級内の生徒同士の関係の構築に関わって、授業実践／観察・

協議を行った。またこれに加えて、学習動機の形成という観点からは、有権者年齢が 18 歳に

引き下げられたこと、若い世代の政治的発言が社会的に注目される現象も起きていることなど

を踏まえ、主権者としての知や動機づけが学習動機につながりうるのではないかという観点か

ら、主権者教育の実践の模索をも行った。 

2. 活動概要

・授業観察と協議

例年参加している南部高校全体の授業研究会は 6 月 20 日に行われたが、越野、谷口とも

日程の調整がつかず、今年度は参加を見送った。 

 7月 11日（月）に、今年度最初の学校訪問・授業参観のため、越野が南部高校を訪れ、授業

を観察した後に上野と協議を行った。 

 上野が担任する学級において、学力や学習意欲面での困難に加え、学級の人間関係の圧

力が、個々の生徒の自由な発言を難しくしている状況が共有された。具体的には、留年生・他

校からの編入学生を含め、年齢が一つ上の生徒が複数おり、それらの生徒たちが積極的に

（かつ無原則に）発言するため、他の生徒がそれに圧倒され、授業時にも自由な発言や討論

が成立しづらい状況であった。それ以外にも、多くの個々の生徒について個別の事情や困難
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があり、協同学習的な授業の実施が困難な状況であった。協議では個々の生徒の背景にまで

遡って情報を共有しつつ、どのようにして協同学習を可能とする学級の人間関係を構築して

いくかについて意見交換を行った。 

 9月 28日（水）に、越野が二度目の学校訪問を行った。この日は、一学年の異なる二つの学

級（一方は前述の上野担任学級）における、国語総合の授業を観察した。学級の人間関係に

よって、同じ教材を同じ方法で扱った場合でも、授業の展開、生徒の思考の深まりが大きくこと

なることをあらためて確認した。上野担任学級については、一学期に見られた、一部の生徒の

発言に圧倒されて他が萎縮してしまうような状況はかなり改善されており、生徒間でそれほど

緊張することなく自由にものが言い合える関係が生じつつあるように観察された。これは、従来

の協同学習の方法に限定せず、上野が様々な工夫を用いて、授業内で生徒同士が関係を結

び、互いに「聞き合う」ことができるような仕掛けを粘り強く導入してきたことの成果と思われる。 

 10 月 24 日（月）に三度目の学校訪問を行った。この日は、南部中学校、熊野高校からも教

員が授業参観と協議に参加し、大学側からは大学院生一名が同行した。越野と大学院生は

継続して上野担任学級の国語総合の授業を参観し、学級集団の形成過程について上野との

協議を行った。これに加え、三年生を対象とした、国語表現の授業としての主権者教育の取り

組み（学校の規則・行事等について、学校側から旧来のあり方を大きく変える提案があったと

いう架空の想定のもとに、架空の生徒会役員選挙を行う。生徒たちはこの架空の役員選挙に

立候補する者とその「選挙ブレーン」となり、模擬投票を行って選挙結果を総括する）を参観し、

この授業の参観に加わった南部中学・熊野高校の教員も交えて、事後の協議会を行った。 

 

3. 今年度連携事業の成果と課題 

 以下は越野による中間的な総括であり、共同研究者間で共有されたものでは必ずしもない。 

 今年度は特に、大学側・高校側とも、共同研究者の業務が多忙であったため、学校訪問や

協議・討議の時間を十分に確保することができず、2 学期の半ばまでしか連携した活動を行う

ことができなかった。そのような限られた機会のなかで得られた成果として、既に指摘されてい

ることも含むが、①協同学習による学習の促進には、土台となる学習集団の関係性の構築が

きわめて重要な要因であること（協同学習そのものが関係構築に資するという見方もあるが、

協同学習が成立しないような関係性の問題も存在する）、②そのような関係の構築には、特定

の授業方法論にとらわれない様々な工夫を生徒たちの実態に応じて柔軟に取り入れていくこ

とが有効であり得ること、③国語科の授業の中でも主権者教育の取り組みを実施する可能性

があり、学習者の学習動機の確保に一定の効果が見られ得ること、が確認された。 

（文責：越野章史） 
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教員の授業力の育成と学校づくりに関するコンサルテーション 
 

研究代表者氏名 谷口 知美 

共同研究者氏名 舩越 勝   谷尻 治 

越野 章史 佐藤 史人 

二宮 衆一        

連携学校名   紀の川市立貴志川中学校 

 
１．研究の趣旨 
 受験競争のプレッシャーが中学生に困難と生きづらさを押しつけていること、「自分崩し・自分

づくり」（アイデンティティの解体と再編）の時期に中学生があたっているといった制度的条件が

中学校にはある。それだけでなく、現代の子どもたちの変容、保護者や地域住民の変貌が中学校

をめぐる困難をいっそう大きなものにしている。だからこそ、中学校は、逸脱行動も表面に現象

してくる時期に当たり、実践的な困難に直面せざるをえない。 
 しかし、こういった困難ななかにある中学校に対する制度的なサポート体制は、十分に構築さ

れていない。教員の実践的な指導力の中核をしめる中学校の教員の授業力の形成は、学校づくり

のなかでももっとも重要な課題のひとつである。 
 こうしたことをふまえて、一人ひとりの生徒が生き生きと活躍できる学校づくりを進めていく

ために、授業の参観およびそれにもとづく研究協議に参加して、授業力の形成を中心とした学校

や教員の課題克服に向けた指導助言をしてきた。 
 
２．今年度の活動 
貴志川中学校では、毎年多くの教職員の異動があり、教職経験の少ない教員も複数いる。これ

までの取り組みをどう継承、発展させ、教員全体の授業および生徒理解の力量をどう高めていく

かが問われている。 
８年目となる今年度は、６月の授業研究、１１月の授業研究で学校を訪問した。 
 
① ６月１６日の授業研究 
 参加教員：舩越、谷口 
 
 ・５限 公開授業（全クラス） 
 ・６限 研究授業（１年生体育科、２年生家庭科、３年生理科） 
 ・研究授業別協議会（学年別協議会） 
 ・全体協議会 
  
 公開授業・研究授業ともに大学教員がそれぞれ一つの学年に張りついて授業を参観した（１年

生：谷口、２年生：舩越）。学年別協議会もその参観学年のところに参加し、指導・助言を行った。 
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や教員の課題克服に向けた指導助言をしてきた。 
 
２．今年度の活動 
貴志川中学校では、毎年多くの教職員の異動があり、教職経験の少ない教員も複数いる。これ

までの取り組みをどう継承、発展させ、教員全体の授業および生徒理解の力量をどう高めていく

かが問われている。 
８年目となる今年度は、６月の授業研究、１１月の授業研究で学校を訪問した。 
 
① ６月１６日の授業研究 
 参加教員：舩越、谷口 
 
 ・５限 公開授業（全クラス） 
 ・６限 研究授業（１年生体育科、２年生家庭科、３年生理科） 
 ・研究授業別協議会（学年別協議会） 
 ・全体協議会 
  
 公開授業・研究授業ともに大学教員がそれぞれ一つの学年に張りついて授業を参観した（１年

生：谷口、２年生：舩越）。学年別協議会もその参観学年のところに参加し、指導・助言を行った。 
 

②１１月１４日の授業研究 
 参加教員：舩越、谷尻、越野、佐藤、谷口  
 
 ・４限 公開授業（全クラス） 
 ・５限 研究授業（１年生英語科・理科、２年生社会科・体育科、３年生美術科） 
 ・研究授業別協議会 
 ・全体協議会 
 
 研究授業については、６月と同様、大学教員は一つの授業を参観し、研究授業別協議会で指導・

助言を行った。 
 今年度、貴志川中学校が「紀の川市瞳きらめく学校推進事業」の指定を受けており、他校の教

員も複数参加することから、全体協議会の持ち方を変更した。具体的には、各研究授業別協議会

で話された内容の報告後、大学教員３名（谷尻、越野、谷口）でパネルディスカッションを行っ

た。「貴志川中学校に期待すること」をテーマにした。 
主な内容を列挙する。「貴志川中学校の文化を伝承していこうという気概が感じられた。」「特に

３年生が落ち着いてきており、楽しい雰囲気が満ちていた。」「今後どう本校以外に広げていくの

かが課題である。」「アクティブ・ラーニングが注目されているが、表面的に活動的になっている

というのではよくない。」「美術の授業では始業５分前から生徒が一生懸命創作に取り組んでいた

が、他の教科ではどうか。一人ひとりが『専心』して取り組むということができているか。」「美

術の授業では、一人ひとりの個性的な達成が目の前にあった。他の教科はどうだろうか。生徒に

よって進度が異なるなかで、めあては一つでいいのだろうか。」「なかなか創作に取り組まない生

徒へのはたらきかけに注目して参観したが、研究授業別協議会の場でも、一人ひとりの生徒に注

目して研究していく文化が育ってきている。」「連携事業が始まった８年前、生徒のエスケープ等

の『荒れ』に取り組むなかで、『すべての生徒が満足する授業こそ最高の生徒指導だ』をスローガ

ンに、どうやったら子どもが授業に参加するのかを先生たちは工夫した。現在は、エスケープ等

がなく落ち着いてきているが、授業に『参加』しているのか。静かに板書を映しているけれども、

心ここにあらずという状態になっていないか。どんな学校を目指すのかの議論をしていただきた

い。」「今日は研究授業別協議会だったが、貴志川中学校の授業研究の良さは、学年別協議会のな

かで教科の枠を超えて子どもの話をすること。それを継続してほしい。」 
 
３．今後について 
 貴志川中学校では、学年別協議会を大切に育み、「教科の壁」を越えて、生徒理解、どの子も参

加する授業づくりを進めてきた。生徒指導と授業づくりを別立てで議論するのではなく、授業の

なかの具体的な子どもの姿、事実を出し合うことが肝要であり、それが学校づくりを支える核と

なると私たちは貴志川中学校から学んできた。 
11月の学校訪問では、１・２学年の研究授業が２教科にわたったこともあり、学年別というよ
りも当該科目担当者別のようになった協議会があった。今後、協議会をどのようにもつのか、そ

もそも、共同研究をどのように進めるのか、教職員のニーズを聞き取りながら、貴志川中学校の

課題をともに明確にしていくことが必要だと考える。 
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「授業づくり」を基盤とした「学校づくり」 
～生徒が中心の授業づくりを目指して～ 

 
紀の川市立貴志川中学校 

 
はじめに 
  本校では、平成２１年度より、和歌山大学教育学部の協力のもとで「実践的地域共育推進事業」

に取り組み、授業づくりを主軸とした「学校づくり」を推進し、本年度で８年目を迎えた。取り

組みを始めた頃には、“授業を公開する”ことに対しての抵抗感や指導案を書くことへの負担感が

教職員にはあった。今では、その抵抗感や負担感よりも“授業を開くことや指導案を書くことに

よる授業力アップの方が大切である。”という共通認識が上回っている。４月に新しく赴任した教

職員もいつの間にか、良い意味で感化されているという伝統ができつつある。来年度への取り組

みにおいても、教職員からレベルの高い内容での示唆があり、教職員にも「学び合い、育ち合う」

状況が出来つつあることが本校の大きな財産である。 
 
本校の取組 
 １）授業づくり 
  本年度の研究・研修内容は次の表の通りである。研究授業指導案を最低２年に１度のペースで書

くことに一昨年度より変更された。回数的には多いとは言えないが、40名近くの教職員がおり、
年間 20名近くの教職員が研究授業の指導案を作成する状況を作り上げることができたことは、こ
の事業の大きな成果である。授業づくりを中心にして、“学校をたて直す”という取り組みを「す

べての生徒が満足する授業は最高の生徒指導ある。」というスローガンのもと実施し、ようやく昨

年度より授業エスケープをする生徒がいなくなった。それに伴い新たな目標が必要になった。本年

度より「生徒が中心の授業づくり」をあらたな目標とし、生徒にとって“ワクワク感”、“ドキドキ

感”ある授業の構築が本年度より授業研究の目標となった。教師目線から生徒目線への変更も大き

な変更点である。 
  また、本年度よりプレ研究授業を実施している。プレ研究授業は、研究授業の前に研究授業を行

うクラス以外のクラスで研究授業の指導案に従って授業を行うことを取り組みにしたものである。

プレ研究授業期間（約一週間）を設けて、その期間中に指導案に従って他のクラスで授業を行い、

その時間に空いている教職員がプレ研究授業に参加し、授業者にアドバイスを行うことになった。

このことにより、研究授業を複数の教職員でつくりあげていくということが可能になった。従来は、

指導案を担当の教職員が一人で作成し、研究授業当日「うまくいくかな」と不安な気持ちとともに

実施し、研究授業に参加する方は「どんな授業をするのかな」というどこか他人事で行われていた

感がある。今では、研究授業当日、他の教職員からのアドバイスを参考にして授業案をつくりあげ

ているため授業者は以前より不安な気持ちは少ないとのことである。また、プレ研究授業に参加し

た教職員は「どんなに変わったかなあ」「うまくいくかな」等の期待感で参加するため、後の研究

協議会でも自分が授業を行ったような感想を述べる教職員が多くなった。プレ研究授業に参加して、

アドバイスやアイデアを行った教職員ほど研究授業や研究協議が他人事ではなく、ドキドキ感をも

って研究授業や研究協議に参加しているようである。プレ研究授業を行う流れは、初任研等での研

究授業においても実施されており、授業をチームでつくりあげようとする流れになってきている。 
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究授業においても実施されており、授業をチームでつくりあげようとする流れになってきている。 

２）学級づくり 
  今では大部分の生徒たちが落ち着いて、積極的に授業に取り組むようになった。しかし、秋が深

まるにつれて、クラスによって授業への取り組みに差が生じる現象が例年みられる。同じような内

容で同じような方法で授業を行っても、生徒の取り組み方に差が生じてくるのである。このことは、

教師をやっていると、よくある状況である。４月から各クラスで、クラスづくりを行っているが、

秋頃になると各クラスの雰囲気が異なってくるのである。教師にとっては、できれば良い雰囲気で

授業を行いたいものである。もちろん各教科で、クラスの雰囲気に応じて授業方法や発問等を工夫

して授業を行うのだが、できればどの教科の先生でも気持ち良く授業が行えるような雰囲気をどの

クラスの中にも築きたいものである。 
本年度も、“黄金の三日間”を合言葉に４月にスタートを切り、学級づくりに力を入れてきた。 
 

３）学校づくり 
   学校行事を軸にして、“学び”の雰囲気づくりを行っている。この取り組みが、校内はもとより
校外への本校の“学び”についてのアピールになっている。５月の輝闘祭（運動会）、11月のかが
やき祭、３月の卒業式がそれにあたる。 
輝闘祭の準備は、体育の授業を中心にクラス、学年や生徒会が協力して行われる。特に、体育科

が重点を置いている種目にラジオ体操がある。４月になるとこの練習が始まる。全校でラジオ体操

をやりきるのが目標である。まさに基礎・基本の徹底である。他の競技は、エクサイティングなも

のが多く、生徒たちにとっても楽しい内容のものが多いが、一番力を入れているのがラジオ体操で

ある。輝闘祭は、生徒・保護者それから教職員にとっても楽しみな行事となっている。 
次に、かがやき祭と卒業式は３年生全員の合唱が際立っている。音楽の授業を中心に学年の協力

もあり、３年生が素晴らしい歌声をここ数年披露してくれている。３年生にとっても、１、２年生

にとっても楽しみな学校行事になった。特に、３年生にとっては、ついに自分たちの番だという思

いもあり、取り組みの段階から熱心に取り組んでいる。 
本校にとって、３年生がラジオ体操や歌に真剣に取り組んでいる姿とその感動的な場面を１、２

年生、保護者や教職員が見たり体験したりすることで、“学び”と“感動”がリンクすることを知

る。このことが本校の“学び”の基盤となっている。 
 
本校の課題 
  現在、本校では、ペア―学習やグループ学習等が多く取り入れられており、話し合い活動が多く

行われている。プロジェクターやタブレット等のＩＣＴの活用が、比較的多いのも互いに授業を見

せ合う取り組みを通して培われたものである。全国学力・学習状況調査の生徒質問紙からも、各授

業で、話し合い活動が多くなされていることがわかっている。 
  ところが、力がついているかという点では、まだまだ課題も多い。学びの原点に立ち返り、『わ

かる』楽しさ、『できる』楽しさ、『感動する』楽しさを授業の中に築いていくことが今後の目標で

ある。学習形態やＩＣＴの活用等の工夫は、いずれも『わかる』『できる』『感動する』授業を構築

するための方法である。生徒のためにと思ってやってきた授業研究ではあったが、いつの間にか研

究授業のための授業研究になっている部分がみられる。今後は原点に立ち返り、生徒が中心の授業

づくりを行っていくことが、今後の本校の課題である。生徒にとって、『わかる』『できる』『感動

する』授業でなければならない。 
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語り合いから和歌山における保幼小をつなぐ 
―保育実践からの検討― 

 

○丁子かおる（和歌山大学教育学部） 岩橋照恵（和歌山市立加太小学校） 楠見良子（じろうまる保育園） 

西川厚子（和歌山市立高松小学校） 西原和哉（和歌山市立紀伊幼稚園） 西原咲子（かぜのこ保育園） 

谷直城（ひまわり園） 宮本信吾（和歌山市立雑賀崎小学校・幼稚園） 山下悦子（和歌山中央幼稚園） 

 本研究会、「和歌山の保幼小を語る会」では、４

年前の発足当初より、子どもの豊かな学びと育ち

をつないでいくために、公立と私立の保育園と幼

稚園の就学前教育、小学校教育、そして特別支援

教育といった垣根を越えて話し合える場をつくっ

てきた。発足当初は、「幼小接続」について検討を

行ったが、互いの考えや思いの違いがかえって明

確化し、参加者は問題の大きさを認識した。こう

したことから、方向を転換し、この会では、こう

した立場の違う教員や保育者が子どもを中心とし

て、互いの子どもへの見方やみとりを共有化し話

し合える場を目指すことになった。気になる幼児

の生活場面の映像をもとに話し合ったり、実践者

とともに保幼小の子どもの絵を通して実践を検討

したりして子ども理解を行うといった様々な方法

でも協議を進めてきた。そこで、平成２8年度は、

共同研究者の所属する２園で行われた公開保育、

和歌山中央幼稚園で行われた和歌山県図工・美術

教育研究大会における公開保育と和歌山市立雑賀

崎幼稚園における和歌山県公立幼稚園教育研究大

会？で行われた公開保育の映像と資料を基に、参

加者間で協議を行い、共通理解を図った。以下は

その内容から抜粋してまとめたものである。 

 

1 和歌山県図工・美術教育研究県大会の造

形保育（和歌山中央幼稚園）における保

育検討 

 

１）年長（５歳）ゆり組「いかつりっていいね！」 

最初に参加者で映像を確認し、その後、園長の

山下先生より説明があった。そして、ここでは特

に５歳児ゆり組の絵画活動に焦点を当てて話し合

いが進められた。 

◎活動・・導入時に、保育者の話から、幼児は、

イカ釣りをイメージし、イカの形や印象、イカを

釣る方法などについて意見を出し合った。その後、

４人程度のグループごとに時に相談したりみせあ

ったりしながら、各自でイカの釣り方法や場面を

考えてその子どもなりの船に乗って行うイカ釣り

のお話を絵で表現していく。 

■協議内容（山下先生の説明は文末に山とする） 

・（絵本をみる経験のないことを）お話を聞いてイ

メージをしていくことは小学生でも幼児でも難し

いが、映像の幼児たちは保育者の話を集中してよ

く聞くことができている。 

・和歌山中央幼稚園では４歳は、イメージを持て

ている子どもと持てていない子どもがいるため、

子ども同士が活動をする中で関わりあって分かっ

ていく。（山） 

・幼児には、集中力を付けさせようと遊ばせるの

ではなく、遊び込むといわれる夢中になって遊べ

るようにすることを大切にしている。（山） 

・色画用紙は、子どもの意見を聞いておいて保育

者が考えた数色を用意しておき、当日は子どもが

そこから自分で色画用紙を選んでいる。（山） 

・保育者の話を聞く経験を積み重ねることで、イ

メージもできるようになっていく。造形活動では

イメージが持てることは重要である。 

・乳幼児期からのごっこ遊びを大切にしていくこ

とでイメージづくりが大切である。 

 

２） 年長（５歳）あやめ組「木工遊び」 

◎活動・・角柱や四角形、三角形などの色々な形

や大きさの木片を各自で選び、組み合わせて積ん
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西川厚子（和歌山市立高松小学校） 西原和哉（和歌山市立紀伊幼稚園） 西原咲子（かぜのこ保育園） 

谷直城（ひまわり園） 宮本信吾（和歌山市立雑賀崎小学校・幼稚園） 山下悦子（和歌山中央幼稚園） 

 本研究会、「和歌山の保幼小を語る会」では、４

年前の発足当初より、子どもの豊かな学びと育ち

をつないでいくために、公立と私立の保育園と幼

稚園の就学前教育、小学校教育、そして特別支援

教育といった垣根を越えて話し合える場をつくっ

てきた。発足当初は、「幼小接続」について検討を

行ったが、互いの考えや思いの違いがかえって明

確化し、参加者は問題の大きさを認識した。こう

したことから、方向を転換し、この会では、こう

した立場の違う教員や保育者が子どもを中心とし

て、互いの子どもへの見方やみとりを共有化し話

し合える場を目指すことになった。気になる幼児

の生活場面の映像をもとに話し合ったり、実践者

とともに保幼小の子どもの絵を通して実践を検討

したりして子ども理解を行うといった様々な方法

でも協議を進めてきた。そこで、平成２8年度は、

共同研究者の所属する２園で行われた公開保育、

和歌山中央幼稚園で行われた和歌山県図工・美術

教育研究大会における公開保育と和歌山市立雑賀

崎幼稚園における和歌山県公立幼稚園教育研究大

会？で行われた公開保育の映像と資料を基に、参

加者間で協議を行い、共通理解を図った。以下は

その内容から抜粋してまとめたものである。 

 

1 和歌山県図工・美術教育研究県大会の造

形保育（和歌山中央幼稚園）における保

育検討 

 

１）年長（５歳）ゆり組「いかつりっていいね！」 

最初に参加者で映像を確認し、その後、園長の

山下先生より説明があった。そして、ここでは特

に５歳児ゆり組の絵画活動に焦点を当てて話し合

いが進められた。 

◎活動・・導入時に、保育者の話から、幼児は、

イカ釣りをイメージし、イカの形や印象、イカを

釣る方法などについて意見を出し合った。その後、

４人程度のグループごとに時に相談したりみせあ

ったりしながら、各自でイカの釣り方法や場面を

考えてその子どもなりの船に乗って行うイカ釣り

のお話を絵で表現していく。 

■協議内容（山下先生の説明は文末に山とする） 

・（絵本をみる経験のないことを）お話を聞いてイ

メージをしていくことは小学生でも幼児でも難し

いが、映像の幼児たちは保育者の話を集中してよ

く聞くことができている。 

・和歌山中央幼稚園では４歳は、イメージを持て

ている子どもと持てていない子どもがいるため、

子ども同士が活動をする中で関わりあって分かっ

ていく。（山） 

・幼児には、集中力を付けさせようと遊ばせるの

ではなく、遊び込むといわれる夢中になって遊べ

るようにすることを大切にしている。（山） 

・色画用紙は、子どもの意見を聞いておいて保育

者が考えた数色を用意しておき、当日は子どもが

そこから自分で色画用紙を選んでいる。（山） 

・保育者の話を聞く経験を積み重ねることで、イ

メージもできるようになっていく。造形活動では

イメージが持てることは重要である。 

・乳幼児期からのごっこ遊びを大切にしていくこ

とでイメージづくりが大切である。 

 

２） 年長（５歳）あやめ組「木工遊び」 

◎活動・・角柱や四角形、三角形などの色々な形

や大きさの木片を各自で選び、組み合わせて積ん

だり並べたりしたものに釘を打つ、木工遊び。 

○和歌山中央幼稚園では、年長児になったら（発

達的に可能なため）できる活動として木工遊びを

している。年少、年中は木工遊びができる年長組

になることをあこがれ、楽しみにしている。１学

期間に継続的に木工遊びをしてきたため、今は怪

我をしないで釘打ちを楽しんでいる。（山） 

■協議内容 

・子どもたちは釘を打つのが楽しいのか、（釘を打

って木片を）つなぐことが楽しいのか？ 

→釘を打つ段階からつなぐことを楽しむ段階まで

ある。子どもたちにとって釘でつないでいくこと

をイメージすることは難しく、時間がかかる。最

初は、釘をしっかり持って金づちを使える子ども

と、（怖くて）しっかり釘を最後まで持てずに落と

してしまう子どもがいるが、子どもは他の子ども

をみて学んでできるようになっていく。（山） 

・木工遊びを始める時期と、その間の他の遊びに

ついては？ 

→４月から合わせて１か月ほどの期間にできるだ

け継続して木工遊びをしている。その期間は、５

歳だからできる遊びとして他の年齢の子どもたち

は触れないようにしていて、５歳は木工遊びだけ

をしている。造形活動の中でも子ども同士のやり

取りやイメージづくりなどもあり、例えば、木工

遊びの中で汽車に見立ててイメージをつくり「汽

車！」を表現している子どももいる。この際に挑

戦させたいので、釘打ちだけで行って木工用ボン

ドは使わない。（山） 

・木工は小学校でも子どもたちは夢中になる。ボ

ンドはたくさん使わないようにしている。 

・造形遊びでは形になる前の遊び、素材遊びを大

切にしている。（山） 

・つくる遊びでも（各園の教育課程があるように）

子どもに育てたい姿が先にあるべきではないか？ 

ねらいは何か？ 

→素材で遊ぶところから、つくったものからイメ

ージを広げたり、目の前の遊びに集中して遊び込

んだりしてほしいと思っている。だから、できて

くる作品も実際の形にはとらわれない。（山） 

→造形遊びでは、まずは素材に親しむから、木の

香りや手触りの魅力も感じられる。道具をつかう

ことの楽しさを子どもに教えることも重要。釘を

打つ音、感覚（協応動作に基づく）を子どもたち

はとても楽しんでいるようだった。 

・造形が好きな子どもを育てるには（難易度の高

い）木工でなくてもよいのではないか？素材も木

片に限らず子どもの希望を考慮して様々な素材を

用意してもよいのでは？ 

→その素材の扱いに慣れて充実するところまでや

ることを大切にしている。粘土、絵の具、砂など、

年齢に応じて試行錯誤しながら保育を行っている。

物と出会って物と遊ぶことを重視しているので、

ここでは木片に限定している。（山） 

★年長児の木工遊びについての議論のまとめ 

この議論では、造形の遊びを中心として子ども

が素材遊びから始まり、遊びを自らの物として捉

え、みたて、試行錯誤して創造していく造形活動

の過程において育つ、造形性における表現力や試

行錯誤の能力はもちろんのこと、粘り強さや集中

力、友達とつながりなどの力をつけていこうと考

える和歌山中央幼稚園の取り組みが説明から理解

できる。 

 その一方で、子どもたちが木工の遊びを数か月

という一定期間続けることでの活動の偏りと、限

られた期間ではあるが他の多様な素材に関わるこ

とができなくなることへの課題もあることが質問

で述べられていることが読み取れる。公立幼稚園

での日常の造形は生活科的要素が強く、造形遊び

を継続して行うことはないためである。 

 以上の議論では、保育者のねらいはどちらも明

確でありながら、多様な幼児教育が公立、私立で

行われていることが分かる。こうした事実を共有

することなしには、保幼小における互いの理解は

難しいこともあり、子どもの思いと保育者の願い

の間で揺れ動きながら行われる保育と、保育者の
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ねらいに基づく教育課程の在り方や、互いの幼児

教育における共通理解に向けて参加者間で考えを

広げる機会となった。 

 

 

2 和歌山県公立幼稚園・こども園教育研究

大会の保育（和歌山市立雑賀崎幼稚園）

における保育検討 

 

１） 年長児の「遊び必要なものを作ろう！」の

環境設定における海賊船遊びについて 

○最初に映像を確認し、雑賀崎幼稚園園長の宮本

先生、教頭の服部先生、４歳担任奥野先生、３歳

担任酒井先生より不在の５歳担任の保育も含めて

すべての年齢の保育について活動の映像場面に合

わせて説明があった。 

○当日は、園庭で３～５歳が異年齢や同年齢の遊

びを行った。遊びは、ごっこ遊び、絵の具、探検

などが総合的に場所ごとに進められた。園庭での

保育を行い、保育者も子どもたちもクラス（年齢）

活動の枠を超えてみることも関わることができた。 

◎年長組を中心にした遊びで、積み上げたダンボ

ールを総合遊具のターザンロプにぶら下がって蹴

って崩す遊びが修行として子どもの間で繰り返し

行われて盛り上がっていた。（以前は、室内に設置

されたロープにぶら下がってゴリラごっこをする

姿がみられたため、ぶら下がる楽しさを子どもた

ちは知っていた。）このことに焦点を当てて話し合

いが行われた。 

■協議内容 

・遊びはたまたま崩れたのが面白く、偶然から始

まった。どんどん積んでいく子どもも倒してほし

い様子である。ぶら下がって蹴って崩すタイミン

グを友だちに教えている様子もある。遊びが変わ

っていっている。年長児がうまくできない年中児

が遊べるように段ボールを積んだり近くに寄せて

あげたりする姿もある。子どもたちが、楽しそう。 

・ただし、子どもが必要なものをつくれるコーナ

ーとして、色付けしたダンボールがあるなどの環

境設定があったことから、蹴って崩すことは保育

者のねらいにあっていたのか？ 

→保育者の想定通りにはならなくてもよいが、保

育者は、海賊船のイメージをもって遊びをしてほ

しかったと思われる。ただし、イメージはそれぞ

れだったり、イメージが当日には十分もてていな

い子どももいる状況であった。（服部、酒井） 

・積み上げたダンボールが壊されて怒る子どもが

出るなどが考えられるが当日はみられなかった。

それにしても、保育者の援助が子どもの思いを尊

重していたのか、他に意図があったのか？ 

→雑賀崎幼稚園の園児数は各クラス少なく、子ど

も同士が互いを気遣いながら生活をしている。そ

のため、協力しあう姿は年長児だと特に多くみら

れている。普段であれば壊す遊びで盛り上がる姿

はなかったため、この時は、保育者は、まじめな

子どもが遊びをみつけたことを喜び、思いや考え

を受け入れたりしながら協力して遊びをつくって

いくという当日のねらいを優先させたのかもしれ

ない。保育案の遊びについても年長児の指導案に

は、以下のように記載されている。 

 

「～真面目にコツコツと取り組むことができる。し

かし、その中でみんなと同じ遊びをしないと不安にな

る子どもが多い。そこで、自分から進んで環境にかか

わり『使ってみよう！』『試してみよう！』等という自

分なりの思いをもって活動したり、自然物や様々な材

料を使って工夫したり、感じたことを素直に表現する
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ねらいに基づく教育課程の在り方や、互いの幼児

教育における共通理解に向けて参加者間で考えを

広げる機会となった。 
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大会の保育（和歌山市立雑賀崎幼稚園）

における保育検討 

 

１） 年長児の「遊び必要なものを作ろう！」の

環境設定における海賊船遊びについて 

○最初に映像を確認し、雑賀崎幼稚園園長の宮本

先生、教頭の服部先生、４歳担任奥野先生、３歳

担任酒井先生より不在の５歳担任の保育も含めて

すべての年齢の保育について活動の映像場面に合

わせて説明があった。 

○当日は、園庭で３～５歳が異年齢や同年齢の遊

びを行った。遊びは、ごっこ遊び、絵の具、探検

などが総合的に場所ごとに進められた。園庭での

保育を行い、保育者も子どもたちもクラス（年齢）

活動の枠を超えてみることも関わることができた。 

◎年長組を中心にした遊びで、積み上げたダンボ

ールを総合遊具のターザンロプにぶら下がって蹴

って崩す遊びが修行として子どもの間で繰り返し

行われて盛り上がっていた。（以前は、室内に設置

されたロープにぶら下がってゴリラごっこをする

姿がみられたため、ぶら下がる楽しさを子どもた

ちは知っていた。）このことに焦点を当てて話し合

いが行われた。 

■協議内容 

・遊びはたまたま崩れたのが面白く、偶然から始

まった。どんどん積んでいく子どもも倒してほし

い様子である。ぶら下がって蹴って崩すタイミン

グを友だちに教えている様子もある。遊びが変わ

っていっている。年長児がうまくできない年中児

が遊べるように段ボールを積んだり近くに寄せて

あげたりする姿もある。子どもたちが、楽しそう。 

・ただし、子どもが必要なものをつくれるコーナ

ーとして、色付けしたダンボールがあるなどの環

境設定があったことから、蹴って崩すことは保育

者のねらいにあっていたのか？ 

→保育者の想定通りにはならなくてもよいが、保

育者は、海賊船のイメージをもって遊びをしてほ

しかったと思われる。ただし、イメージはそれぞ

れだったり、イメージが当日には十分もてていな

い子どももいる状況であった。（服部、酒井） 

・積み上げたダンボールが壊されて怒る子どもが

出るなどが考えられるが当日はみられなかった。

それにしても、保育者の援助が子どもの思いを尊

重していたのか、他に意図があったのか？ 

→雑賀崎幼稚園の園児数は各クラス少なく、子ど

も同士が互いを気遣いながら生活をしている。そ

のため、協力しあう姿は年長児だと特に多くみら

れている。普段であれば壊す遊びで盛り上がる姿

はなかったため、この時は、保育者は、まじめな

子どもが遊びをみつけたことを喜び、思いや考え

を受け入れたりしながら協力して遊びをつくって

いくという当日のねらいを優先させたのかもしれ

ない。保育案の遊びについても年長児の指導案に

は、以下のように記載されている。 

 

「～真面目にコツコツと取り組むことができる。し

かし、その中でみんなと同じ遊びをしないと不安にな

る子どもが多い。そこで、自分から進んで環境にかか

わり『使ってみよう！』『試してみよう！』等という自

分なりの思いをもって活動したり、自然物や様々な材

料を使って工夫したり、感じたことを素直に表現する

楽しさを味わってほしい」 

 

→ただし、壊されるのが嫌な子どもがいたら嫌だ

といえる環境も大切。 

・公立幼稚園では保育は日々の遊びの連続で行わ

れている。公開保育に向けて遊びを深めることを

保育者が考えだしてから、保育が以前より楽しく

なったという。幼児もそのことを小学校の仕事で

数日間、幼稚園をのぞけなかった宮本園長に「園

長先生、幼稚園は変わりましたよ～！」という言

葉で楽しさを伝えたという。 

・子どもたちが遊びをつくりだしていくことが大

切であり、その経験が他の場面にも表れてくると

いう意見があった。すると、服部先生より、この

「保幼小を語る会」が行われた前日の保育でみら

れた様子についてデジタルカメラの映像とともに

報告があった。年中・年少児がブランコにダンボ

ールをもってきてきたり、土をほったりしてあの

時の経験をもとに遊びを展開させる姿があったと

いう。 

・室内の遊びを外に持ち出して遊ぶことについて

質問があった。近日は各年齢の関わりも意図して

外にダンボールを持ち出して遊ぶ遊びをしていた。

教え合ったり年下の子どもに優しくしたりする姿

が増え、年齢が低くても先生がいなくても遊べる

ようになっていった。 

 

★雑賀崎幼稚園における海賊船遊びのまとめ 

 公立幼稚園における子ども中心の遊びについて、

子ども自身で遊びをつくり上げていく姿、異年齢

が共に遊びやすくなるように教えたり環境を整え

てあげたりなどの姿がみられたことについて、保

育を評価する際の共通理解が持てた。ただし、こ

うした様々な空間環境を工夫することで保育者が

ねらいを達成する環境設定についても、子どもの

主体的な遊びをもたらす半面で、難しさもあるこ

とについて改めて考えることになった。 

 

３． 保幼小の連携についての意見交換 

・幼稚園としては、普段の保育の様子が小学校に

伝わっていないと感じる。 

・小学校の教員が、幼児教育は方向目標であるこ

とを理解していないのが大きいと思う。幼稚園で

は、箒をもって楽しく掃除をしているならきれい

にできているかよりも掃除をしている子どもを認

めるが、小学校ではきれいに掃除をすることを求

めてしまう。小学校としては、小学校に保育者を

呼んで話してもらうことも必要かもしれない。 

・学校園に関わらず、自らの実践を自分たちの中

で話し合って言葉にしていくことが、日頃より大

切で、その上で、学校園で話し合うことが求めら

れる。 

・子ども一人ひとりをみとっていく力も教師には

必要であり、深めていくことも知ってほしい。 

・小学校の仕事量が多いことも接続に向けての話

し合いができない要因になっている。 

 

以上、保育検討の後、保幼小の違いを理解し、

子どもを中心にしてつながりあえるために、でき

ることを考え意見を出し合った。結果、今後、ビ

デオ研修を持つ、研究会などでも協力してできる

ことを模索するという意見があり、今後もこの会

を継続していきたいという意見で合意を得た。こ

のようにして、互いの教育の内容や手立てについ

ても検討を行うことができ、語り合うことで実践

を深めること、共通理解を持てるように進めてい

ければ幸いである。 

 

■研究協力者 

雑賀崎幼稚園 服部始代, 奥野ちひろ, 酒井亜紀, 

 （協力学生 下田龍之介） 

共同研究者及び研究協力者の先生方に感謝を申し

上げます。 
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