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(2) 教 育 や ち よ 第 128号 

 

１ 急速な社会の変化 

「子ども達の６５％は将来，今は存在してい

ない職業に就く」（キャシー・デビッドソン氏）

「今後１０～２０年程度で，半数近くの仕事が

自動化される可能性が高い」（マイケル・オズボ

ーン氏） 

 このような未来予測が，中教審が第１０９回

総会で取りまとめた答申の中で，引用されてい

る。 

 それを受けて，学習指導要領の改訂には，今

までの指導要領にはない大きな変化がある。そ

れは，未来への言及である。 

「学校教育には，子ども達が様々な変化に積

極的に向き合い，他者と協働して課題を解決し

ていくことや，様々な情報を見極め知識の概念

的な理解を実現し情報を再構築することができ

るようにすることが求められている。」 

（小学校学習指導要領解説 総則編より） 

 このように，今の児童生徒が成人した時の社

会を想定しているのである。２０２０年の教育

改革は戦後最大の教育改革と言われている。小

学校における新学習指導要領の全面実施ととも

に，英語改革・大学入試改革が同年に行われる。

英語改革については，小学校５，６年で英語（教

科）が始まる。さらに，大学入試においても，

今までの聞く・読むだけでなく話す・書くとい

った技能が必要とされ４技能評価が始まる。ま

た，大学入試においても国語・数学では記述式

の導入が行われる。従来の教育では「何を教え

るか」が重視されていたのに対して，これから

の教育は「どのように学ぶか」を重視すること

を入試制度でも後押ししているのである。 

 未来予測の社会が本当に来るのかわからない

が，変動の激しい社会に対応する資質・能力を

学校教育で育むことは，責務といえよう。 

 では，資質・能力をどのように育んでいけば 

よいのか。それには，今までの授業を見直した 

 

授業改善である。今までに行われた授業を見直

し，今まで以上に児童生徒が主体的・能動的に

参加する授業が求められている。ここでは，本

市に導入される ICT 機器の導入と授業改善と

の関連を述べていきたい。 

 

２ 資質・能力とは 

 AI の時代に生きる子ども達が活躍できる資

質・能力とはどのようなものか。 

AI（人工知能）と人間がどのような関係性を

もつのかは，大きな議論がある。先日，テレビ

の討論番組で「AI は最適な恋人を探せるか」と

いうものがあった。そして，結婚アプリと親の

アドバイスのどちらを信じるかと討論していく

のだが，最終的には「人間とは何か」という討

論になっていた。 

このような問いには，絶対的な答えはなく

様々な論議がわきおこる。市内の会合で子ども

サミット実行委員の中学生が AI と人間は共存

すべきであるという主張を堂々としていたのに

は本当に驚かされた。 

私達は，今の子ども達が AI の時代を迎えて

も活躍できる資質・能力を育む授業を展開する

ことが迫られているのである。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「新しい学習指導要領の考え方」文部科学省

より引用） 

           ICT機器更新で広がる可能性 

「ICT活用は未来へのパスポート」 

八千代市立八千代台西小学校 校長 白井 聡 

論 説 

 



(3) 教 育 や ち よ 第 128号 

３ 授業改善と ICT 活用 

私は，ICT 活用を進めている学校を視察する

機会に恵まれた。そのような他の事例から授業

改善と ICT の関連を述べていきたい。 

表中の第 3 段階での授業では，児童生徒がよ

り主体的・能動的に参加する事例が見られた。

そこには，タブレット端末の活用が大きく作用

している。タブレット端末を児童生徒が活用す

ることで，児童生徒主体の学習が展開されるケ

ースが多く見られたのである。 

今回の ICT 機器更新では，一定数のタブレッ

ト端末が導入される。また，今までのパソコン

教室にはグループワークがしやすい机と椅子が

整備される。子ども達が将来の社会の中で活躍

する資質・能力を育成する環境が整備されたの

である。 

しかし，留意すべき点がある。それは，ICT 活

用には教師も児童生徒も慣れが必要であるとい

うことである。そのため，第１段階から始めて，

徐々に児童生徒の活用を主とする第３段階に高

めていくのが一般的である。 

 

４ 変わる教師の役割 

 ICT の活用は，資質・能力を育む授業改善に

大きなツールとなる。そして，教師の役割も授

業改善とともに大きく変わる。以下に，その変

容を挙げてみたい。 

（１） 学習課題の設定に注力する。 

・単元を貫く学習課題であること。 

・学習課題の答えを自分で考えて作り出せ

るものであること。 

・既習知識を活用できるものであること。 

（２） 児童生徒の学ばせ方を考える。 

・児童生徒がどのような資料を活用するか。 

・思考ツールをどのように活用するか。 

（３） 発言の引き出し役となる。 

・コーディネーター役となって児童生徒の

発言の引き出しや橋渡し役になる。 

 

５ 終わりに 

 今回の ICT 機器の更新は，資質・能力の育成

に大きな力となる。私も，微力ながら ICT 機器

を活用した授業改善に向けて努力していきたい。 

「過去は私達のものだが，私達は過去のもの

ではない。私達は現在を生き，未来をつくる。

たとえその未来に私達がいなくても，そこには

子ども達がいるから」 

         （マハトマ・ガンジー） 

 

 

 

 

段

階 

ICT 活用の事例 活用する ICT 機器 

ICT 活用の利点 

第

１ 

段

階 

教師による児童生

徒への資料（写真・

映像・グラフなど）

の拡大提示 

プロジェクター 

パソコン 

拡大提示された資料への集中が高まる。

教師の説明がよりわかりやすくなる。 

第

２ 

段

階 

教師による工夫さ

れ た 拡 大 提 示  

（例）ミクロの世界

を見せる。 

図工・美術・技術家

庭科などで教師の

作業を動画で説明

する。 

児童生徒の作品・ノ

ートを拡大提示す

る。 

プロジェクター 

パソコン 

実物投影機 

デジタルカメラ 

教材への興味・関心が向上する。教師の

言葉だけでは理解できない事への理解が

深まる。 

第

３ 

段

階 

児童生徒が ICT 機

器を活用する授業 

児童生徒の発表・実

技などを互いに撮

影し，見合うことで 

発表・実技の完成を

高める。 

児童生徒が取材し

た写真・映像をもと

にプレゼンテーシ

ョンを行う。 

個人・グループの考

えを拡大提示し，比

較検討することで

考えをより深いも

のにする。 

プロジェクター 

タブレット端末 

実物投影機 

デジタルカメラ 

主体的・対話的で深い学びが実現する。 

児童生徒の情報活用能力が高まる。 



(4) 教 育 や ち よ 第 128 号 

 この夏，教室の景色が変わりました。八千代

市の予算は変わりませんが，どうしてこれだけ

の整備が実現できたのでしょうか。どうしてい

きなりこんなに変わらないといけなかったので

しょうか。以下のような必要性が認められたか

ら実現しました。９月からの授業や校務のヒン

トになることを期待して，いくつかのキーワー

ドでお伝えします。 

 

１  対応しなくてはならないことがたくさん！   

（１）新学習指導要領 

  総則に「学習の基盤となる資質・能力」と

して，「言語能力」と同格で「情報活用能力」

が位置づけられました。 

  また，プログラミング教育・道徳における

情報モラル教育等も具体的に記載されていま

す。（後に少し触れます。） 

（２）平成３０年度以降の学校における ICT 環

境の整備方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）教育情報セキュリティポリシーに関する

ガイドライン 

  行政系ネットワークでは，業務に必要のな   

 い場合インターネットは接続すらできない状

況が一般的ですが，学校ではそうはいきませ

ん。そのために教育用のセキュリティルール

があります。八千代市では来年４月より施行

予定です。少々利便性が低下する部分があり

ますが，ルールを守ることはみなさんの身を   

守ることになります。ご協力ください。 

 （４）障害者差別解消法（合理的配慮） 

   合理的配慮の提供方法の一つとして ICT

機器は有効です。拡大・色換え・翻訳・動

画で繰り返し視聴などはすぐに活用できま

す。 

（５）ウェブアクセシビリティ 

  インターネットでの発信は，学校関係者

以外の閲覧も念頭に置いた運用が（４）を

根拠に求められています。これを機に，今

後も一部の人に負担が生じない持続可能な

記事の更新について，検討してください。 

 （６）前回までに整備した機器の部品の枯渇への対応 

   サーバのダウン，部品の枯渇，データ消

失の危機…八千代市民は勿論，八千代市教

職員にとってのリスクが増大しました。 

   その他様々な問題に対応し，かつ今後も

同じようなリスクを抱えることなく，数年

ごとに機器を整備していくために検討しま

した。 

結果，分割して整備するのではなく，一

括してシステム全体を整備し，大量に整備

することで，少しでも安価に整備しようと

いうことになりました。 

   文部科学省の ICT 活用教育アドバイザ

ーの活用や，文部科学省の審議会の議事録

などからわかったことをまとめました。そ

して，情報教育主任研修会やデモ会，昨年

度末の調査などの結果をできるだけ反映し，

目の前にあるものの整備を実現しました。 

   今回のシステムの規模と契約方法は，全

国初といって良い方法で実現しています。 

 

２ 目の前にあるもので何ができるの？ 

  ①今までできたことはほとんど 

  （一部方法が変わります。） 

  ②学習系が無線に（体育館含む） 

  ③ほぼ全ての教室で，電子黒板機能付き大

        
教育ネットワークシステムの更新は 

どうして実現した？ ！ ～変わるものと変えるもの～ 

八千代市教育センター 主任指導主事 黒飛 雅樹 
 

特 集 

 



(5) 教 育 や ち よ 第 128 号 

型提示装置とタブレットの利用 

④教育委員会各課や図書システム内に専用掲

示板開設 

 ⑤Web 会議システムの利用 

⑥ICT ルーム(旧 PC 室)に様々な学習形態が

とれる什器（机・椅子）の導入 

 ⑦ヘルプデスク・ICT 支援員の活用 

 ⑧メール連絡網の利用 

 ⑨CMS（HP 作成支援システム）の利用 

 ⑩指導者用デジタル教科書 

（小 2020 年，中 2021 年～一部教科で利用可）  

 特に⑤⑥⑦については，八千代市の独自の特

色となりうるものです。個別のアプリなどは紹

介しきれませんので，FM-MENU「困ったとき

はこちら」をご覧ください。 

 

３ 今回の更新で，できなくなることは？ 

 ①提案されなかったアプリの利用 

   キューブきっず，NEXT など 

 ②プログラムのサポートが今後６年間される

保証のないアプリの利用 

  Z!Stream 配信のフリーソフト，旅費計算４

など 

 ③今後の運用が難しいアプリの利用 

  ホームページビルダー，FFFTP など 

仕事の仕方を変えなくてはならない方にはご

不便をおかけしますが，ご協力ください。 

 

４ 変わるもの・変えるもの 

（１）子ども達につけたい力 

「Society5.0」という言葉を耳にしたこと

はありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  iPad も５年前には物珍しいものでしたが，

今は誰もが知っているものです。今目の前に

している子ども達は，幼少期から何かしらデ

ジタルに触れてきた子ども達（デジタルネイ

ティブ）です。子ども達にとって，IT という

手段なく学んだり過ごしたりすることは，思

った以上に苦労があるのかもしれません。 

  これからの子ども達は，私達以上に速いス

ピードで変わっていく社会に対応する力をつ

けなくてはなりません。AI や IoT に置き換え

た方が効率がよい仕事は人間から離れ，人間

だからできることが人の仕事になっていくと

予想されています。 

  その変化に対応する人材育成の視点等から

大学入試改革が 2020 年度から行われ，高校

では「情報」が必修となり，現センター試験

でも科目の一つになります。 

  高校入試で「情報活用能力」や「プログラ

ミング的思考」を問う問題が出るのも時間の

問題かもしれません。新学習指導要領では，

全ての教科を通して「情報活用能力の育成」

を求めており，論理的思考力を養うために方

法の一つとしてプログラミング教育を小学校

で行うことにしています。プログラミングに

関する学びは中学校技術科につながりますが，

論理的に思考する力は全ての教科で向上させ

る必要があります。ですから，机やいすと同

じように教室に ICT が必要とされました。 

  知識を効率よく身につけることは２０世紀

の高度経済成長期には有効でしたが，２１世

紀に Society5.0を構築する子ども達にとって

は，新たな価値をいかに生み出していくかが

大切になります。そのために「調べればわか

ること」や「時間をかければできること」な

どは意図的に行う意義があるときを除いては

ICT 等を活用して提供し，知識等を活用する

時間に今と変わらない授業時間を多く充てて

いくことが重要となるでしょう。 

  因みに「論理的思考力」は，目的を達成す

るためや新たな価値を生み出すためなどに共

通に必要な能力として挙げられています。 

Society5.0 の世界の職業はどんなものがあ

るか，今はわかりませんが，共通に必要とさ

れる力は想定されています。他にどんな力が

必要か，考えてみましょう。 

 （例えば，折り合いをつける力 など） 

 

 

内閣府 

HP より 



(6) 教 育 や ち よ 第 128 号 

（２）簡単にできること。ここからやってみよう！ 

  ICT はアナログを否定しません。ただ，現

在アナログでしか実現できず子ども達が困り

感を抱えている場面はあると思います。ICT

はあくまでツールであり，それだけで授業を

進めるものではありません。 

次のことから始めてはいかがでしょうか。 

 ①大きく映しだす 

 私たちは日ごろ指示語を多く使う機会があ

りますが，子ども達が全員同じものを指示語

の内容として把握しているかは疑問です。こ

の理解不足のために「わかったつもり」のま

ま学習に参加しているかもしれません。拡大

提示し，電子ペンでなぞるだけで，このよう

な子どもの助けになるでしょう。配付したデ

ータをタブレットで大きくするだけでも違う

のではないでしょうか。 

②動画や写真を撮る 

  実験や実技中，１か所からしか見ることが

できないために納得した上での理解につなが

らないことは今までは当たり前でした。また

自分自身を見ることはできません。タブレッ

トで写真や動画に撮ることで，今まで獲得で

きなかった事実から学ぶことができます。 

 ③一斉配付・一斉回収 

  今までなら「プリントを配付する時間」は

思考が止まる時間でしたが，ICT なら一瞬で

配付し，思考を止めず次の活動ができます。 

（３）教師が準備するもの 

  夏季実技研修会では，９月からすぐにでき

ることを念頭に上記の手順を中心に紹介しま

した。これからこれだけのものを活用して授

業をすれば，子ども達が求めるものも変わっ

てくるはずです。デジタルもアナログも，意

図的に利活用する必要があるでしょう。授業

準備が大切になると思います。 

  「困ったときはこちら」等でもヒントを掲

載していきます。ICT 支援員も活用して，少

しずつ引き出しを増やしていってください。 

（４）校務の考え方 

  日々対応しなくてはならないことが増えて

いる校務。業務時間と業務量のアンバランス

の中，今までは自助努力として様々なツール

を作成するなどして業務の効率化を図ってき

ました。これは一定の効果を挙げてきました

が，「一定の能力をもった人」に依存すること

になってしまいがちです。校務のツールやホ

ームページの更新など，業務を分け合えない

状況になっていることがあるのではないでし

ょうか。その「人」が去った後にその業務が

できなくなることは，みなさんにとってのリ

スクとなります。 

  現在の全ての方の業務の方法を変えないシ

ステムは残念ながら世の中にはありません。

しかし，業務を整理してできる限り統一化も

しくは一部自由が利く部分を残したままルー

ル化できれば，それを実現するシステムは世

の中にはあります。これを利用することによ

り，私達は「利用することに専念」し，ヘル

プデスクや ICT 支援員の活用によりさらに

業務の効率化を果たすことができる可能性が

出てきます。 

  今，様々な業種で業務の効率化は話題にな

っています。やり方を変えるのには勇気と覚

悟が要りますが，更新は一つのチャンスです

ので，この言葉を問いかけてみてください。 

  「その方法でなければならないことか。」 

  自分なりのやり方を続ける限りサポートさ

れる可能性は低いです。パターン化やマニュ

アル化できれば，「その人でなければできない

仕事」にはならなくなり，システムがサポー

トする体制が整いやすくなると思いませんか。 

（５）校務の ICT 化の本当の目的 

  （４）で述べたことはかなり反発があるこ

とかもしれません。文部科学省の審議会の議

論でも読み取ることができます。 

  誤解してほしくないのは，ICT による校務

の効率化の目的は，「教員でなくてはできな

い仕事にかける時間」や「子どもと向き合う

時間」をさらに確保することです。 

  これからは会議やイベントなども，「集まら

ないとできないことか」，「近くないと実現で

きないイベントか」という問いかけも必要だ

と思います。Web 会議システムで，時間的空

間的距離は縮められますから。 

（６）セキュリティと利便性 

  近隣市でも小学生がウィルスを作成し配布

したという事件がありました。今回認証カー

ド＆PIN コードから認証を変えます。子ども

達は発達段階関係なしに専門知識が手に入る

時代で，その知識の使い方をうっかり間違え

たために取り返しのつかなくなることもある

ことが現実です。 

  今回のシステムでは大部分は現在同様高い

セキュリティを実現していますが，セキュリ

ティと利便性を天秤にかけ，過去８年間の運
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用で実績のある部分は「人的セキュリティ」

として利便性を優先した結果のルールとして

います。場合によっては，不便と感じること

があるかと思います。今回のルールの中で効

率よく運用できる方法があれば，担当課に提

案してみてください。システムでサポートで

きるところは教育センターも協力します。ま

ずは今年度 ICT 支援員も活用して，慣れてい

ってください。 

 

５ 今後について 

 今回の機器更新が実現できたのは，先生方が

校務に校務システムが必須である状況を作り，

またセキュリティを保ち，そして授業で ICT を

活用してくださったからです。今回以降，５～

６年ごとに，システムの更新を経験します。現

在実現できていないことは，３年後あたりから

次のシステムについての検討が始まりますので，

そこで反映を検討します。 

 反対に活用されていないものは，次の更新の

対象から外れることでしょう。校務と学習は一

体です。どちらかだけ必要とはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回のような大規模のシステム更新は，八

千代市にとって初めての経験です。教職員の

ための更新だけではなく，八千代市の子ども

達の教育のためという意味合いが強いです。

教育の充実が八千代市の魅力となると期待さ

れています。 

ところで，ICT CONNECT 21(以下，ICON)

を知っていますか。文部科学省が産官学で学

校の教育の情報化を推進するために発足し，

現在一般社団法人化しています。八千代市も

ICT CONNECT 21 に準加盟し，他自治体の

情報を収集したり八千代市の情報も間接的に

ですが発信したりしています。教育の情報化

に関心のある方は，是非 ICON サイトをご覧

ください。 

  教育センターでは，プレゼンテーションコ

ンクールや（仮称）教育情報化推進計画など，

みなさんに提示して取り組んでいただくこと

があります。来年の今頃には，「システムが更

新してよかった」，「今までできなかったこと

ができた」と言えるようにお互いがんばりま

しょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴルーム ＩＣＴルーム 

※（仮称）教育情報化推進計画 ●は校内のどこかで必要な場面で使い始める時期を指しています。 

※新教育ネットワークシステムで実現できる授業イメージ例 
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１ はじめに 

 本校は昭和５８年から道徳教育の研究校とし

て，数々の実践を積んできた。わたしは，着任

して６年目になるが，先輩たちが残した貴重な

授業実践について，まだまだ学びきれていない

と感じる。また，本校の道徳教育に対する考え

方は新学習指導要領に照らしてみても受け継が

れるべき点が多いと思う。今年度より「特別の

教科 道徳」が始まった。その経緯や目標，必

要性を踏まえながらも，長年の研究成果は大切

に本校の研究主題にある「自らはたらきかけ，

共につながりあう児童の育成」を目指していき

たい。 

 

２ 教科化に伴い求められる変化  

（１）教科書を主たる教材として活用 

   ３５時間実施（教材を扱う時間として） 

年間指導計画を作成 

   内容項目に偏りがないようにする 

（２）児童が直面する今日的課題を扱う 

（３）さらなる授業改善 

（４）評価への取組 

 

３ 教科書を効果的に活用するために 

 今までは，道徳資料室に保管されている豊富

な資料の中から選び，すぐに授業に使えるとい

う恵まれた環境にあった。しかし，教科書があ

る今，本校にある今までの資料は特別な手続き

なしには授業で使えない。資料を整えるという

意味ではスタートである。教材の差し替えや開

発も考えられるが，今年度は，まず，教科書を

活用した授業づくりに取り組むことにした。１

学期に実際に授業をして，これから考えるべき

ことを整理した。その一つが，教科書を使うメ

リットとデメリットを知り，効果的に活用して

指導するということである。 

 

 

【メリット】 

・教科書にはさまざまな教材があり，指導書 

には，「ねらい」「主題設定の理由」「展開」 

が書かれている。 

  

  

 

 

【デメリット】 

・学校や地域の実態が違っても教材は同じで

ある。 

 

 

 

 

・児童の実態が違うが教科書の展開は同じで  

ある。 

 

 

 

 

 

デメリットに対して努力すべき点を次のよ

うに考える。 

＜教科書と指導書をしっかり読む＞ 

教科書を深く読み込むことで，教科書編集

にあたっての基本方針や留意点，教科書の特

色などを知ることができる。また，教材の中

には，学校行事や他教科などと関わらせるこ

とで実感を伴う学びとなるものがある。１時

間の授業をどのように展開するかという部分

だけではなく，全体を知ることで児童の学び

の質を高めることができると思われる。 

＜年間指導計画の作成と見直し＞ 

まずは，行事や教科の中で関わりが可能な

内容を道徳の教材と結び付けて実践してみる。

授業後，成果や課題を記録しておくことで次

年度の計画に生かすことができる。 

         「特別の教科 道徳」 
 教科書を効果的に活用し 

  児童の心が動く授業づくりに挑戦 

八千代市立村上北小学校 教諭 瀧澤 泉 

年間の見通しがもてる。 

授業の進め方がイメージできる。 

実態が違うのに同じような授業が展開

され，学校や地域の願い，特色が生かされ

ない。 

はじめから分かっていることを確認

するだけの授業になってしまったり，ね

らいからそれた授業になったりするこ

とがある。 

 

 

 

実践報告 
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  ＜児童の実態の把握を授業に生かす＞ 

   授業前にアンケートをとり，内容項目に

関わる理解や経験を把握する。児童が教材

から問題意識をもつことができるか，当事

者意識をもって考える仕掛けや手立ては適

切か，新たな発見や深まりが期待できるか

という視点で指導案を見直す。指導の展開，

特に中心発問を考えることが大切であると

考える。 

 

４ 授業実践 

「重点主題」に挑戦 

 「重点主題」とは，長期的な見通しのもとに

しっかりと育んでいこうとする趣旨によるもの

である。（指導書に記載）２つの教材の連続性を

考え，教材研究を行った。また，他教科や特別

活動とも関わりをもたせたことで児童の学びの

深まりを実感することができた。 

 主題名 いのちのすばらしさ（生命の尊さ） 

 教材名 みんな みんな いきている 

指導の構想  

＊年間の道徳のテーマの一つ 

本時に至るまでの関連 

  生活科：アサガオをそだてよう 

  国語科：運動会（感想の交流，作文） 

  図画工作科：お誕生日列車を作ろう 

  学級活動：「誰にだってお誕生日」を歌おう 

本時から年度末までの計画 

  学校生活：朝の会・帰りの会 

（お互いのよさを認め合い，道徳コーナー 

の「かがや木」に掲示していく。） 

生活科：もうすぐ２年生 

授業展開 

１ 本時のめあてをつかむ。 

 ○前時を振り返り，「いのちきらきら」につい

て，新たな発見をしていこうと促す。 

○「手のひらを太陽に」を歌って，イメージ 

をふくらませる。（導入としての活動） 

２ 教材から「いのちのすばらしさ」について 

話し合う。 

 ○気付いたことを自由に言わせながら，発言 

を整理し，話合いを焦点化する。 

 ○着目させたい歌詞の言葉を短冊で隠し，多 

様な考えを引き出す。 

 ・生きているからできること 

 （歌う，笑う・・・他には？） 

 ・生きているから感じること 

（嬉しい，悲しい・・・他には？） 

  （どんなときに嬉しかったか，悲しかったか） 

 

 

 

 

 ・自分のまわりにある命を見つける。 

（とんぼ，みみず・・・他には？） 

 

 

 

 

３ 学びを整理し，これからしてみたいこと 

を書く。 

 ○自分をもっと輝かせるためにどんなこと 

をしたいかと投げかけ，重点主題に迫る。 

○学級掲示「かがや木」を紹介し，日常の活 

  動への意欲を喚起する。 

○「手のひらを太陽に」を歌って，心情を高 

める。（終末の工夫，児童の変容の期待） 

５ おわりに 

 １学期の通知表に「特別の教科 道徳」の欄

ができた。評価にあたっては，児童一人一人の

学びを振り返る中で，授業中の発言や表情が蘇

ってきた。道徳が特別の教科である理由は，様々

な研修で学んだが，改めて評価の難しさを実感

した。その中で，強く感じたことは，児童の心

が動く授業づくりへの努力なくして，評価はで

きないということである。 

  今後も研究主任としてさらに学び，本校の職

員とともに，「特別の教科 道徳」のねらいにそ

った授業を作り上げていきたいと思う。 

いのちきらきら １ねん１くみ 

～かがやけじぶん かがやけみんな～ 

道徳：重点主題 「いのち きらきら」 

  第１次 

  主題名 たいせつないのち 

  教材名 おたんじょうび れっしゃ 

  活動内容①「誰にだってお誕生日」を歌う。 

      ②お誕生日を祝うわけを考える。 

         ③保護者からの手紙を読む。 

児童の反応・多くの人に支えられてきた命 

       ・じぶんのいのちの力 

・いのちの大切さ 

第２次（本時） 

  主題名 いのちのすばらしさ 

教材名 みんな みんな いきている 

悲しいなど負の感情に関わる経験が出

にくかったので，運動会での悔しかった

経験を作文に書いていた児童を指名。 

 

 

 

 教室に季節の植物を置いたり，児童が

捕まえてきた生き物を飼ったりしたこと

が役立った。（環境からの働きかけ） 
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１ はじめに 

 今回，このような機会を頂き，とても戸惑っ

た。私は道徳教育推進教師を担当しているが，

道徳の授業を展開することに自信が無い。クラ

スによる生徒の実態の違いやワークシートの使

い方，発問の仕方や順番などを悩みながら，毎

回の道徳の授業を提案している。様々な価値観

を背景とする現代に学校がどのように関わって

いけば良いのかを考えている。 

 

２ 道徳について 

 中学校では道徳の教科化が来年度に迫ってき

ている。学習指導要領を読むと，「道徳教育を通

じて，個人が直面する様々な状況の中で，自分

に何ができるのかを判断し，そのことを実行す

る手立てを考え，実践できるようにしていくな

どの改善が必要と考えられる」（一部省略）と書

かれている。以前よりもはるかに複雑な状況に

置かれる子ども達が自分で考え，行動できる大

人になるための手助けをしていくには，どうす

れば良いのかを考えていかなければいけない。

これらを踏まえて前年度に行った実践と本校で

の取組の報告をしていく。 

 

３ 実践報告 

（実践Ⅰ） 

（１）ねらい 

  情報社会の中にいる中学生にとって，SNS

や LINE などを使ってのコミュニケーション

が必要不可欠となっているが，その使い方に

ついての考え，生活を見直す態度を養う。 

（２）展開 

題材名「メール依存症」新しい道 

 内容項目 A－（２）節度，節制 

＊事前アンケートで携帯端末の所持率を聞いて

おく。 

１．資料の範読 

２．美保がメールにはまっていったのはなぜか。 

３．中間テストの結果を見て，美保はどう感じた

のか。 

４．携帯電話依存症を知って，怖いと思ったのは

なぜか。 

５．付箋に自分が考える携帯端末使用上の問題

点を書き出す。 

６．グループになり，模造紙の半分に KJ 法で問

題点のグループを作っていく。 

７．問題点から携帯端末使用上のルールを考え，

模造紙のもう半分に書いていく。 

８．各班の発表。 

９．感想を記入。 

これは授業参観で行ったものである。その

ため，この時間のプリントには，自分達の感

想だけでなく，保護者の方の感想も書いて頂

いた。参観後に行った学級懇談会で，事前ア

ンケートの結果をまとめたものを使い，情報

モラルについて話し合った。各班で考えたル

ールは廊下掲示にして，他のクラスの意見も

見られるようにした。 

（３）成果 

  付箋を使った意見交換を行ったので，意見

が出しやすく，特定の子どもだけで進めるこ

とが無いため，全員が参加できる時間だった。

また，保護者からも家庭内でのルールを見直

すきっかけになったことや，他の家庭のルー

ルを知ることができて良かったなどの意見を

頂いた。中学生からスマホを持たせる家庭も

あり，トラブルを心配する家庭も多いので，

保護者の関心はとても高かった。 

 

（実践Ⅱ） 

（１）ねらい 

 ・自分の考えをもち，周りに伝える。 

 ・討論を通して，自らの考えをさらに深めた 

  り，新たな考え方を知り，広げたりする。 

 ・多様な意見を取り入れることで，問題を多

面的に捉え，解決策を考える。 

「特別の教科 道徳」 

展開方法の工夫 

  八千代市立勝田台中学校 教諭 奥野 紗也香 
 

 

 
実践報告 
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（２）方法 

平成 29年度

夏季休業 

題材の精選を行う。 

講師の梅津先生の御指導を参

考に学年毎に展開案をつくる。 

２学期 ・各学年で１クラスずつ作成

した指導案で展開する。 

・指導案の修正をする。 

・学校全体研修会で学年１ク

ラスずつ展開をし，講師の先

生より助言を受ける。 

（３）題材について 

  LINE のグループで，B さんが「A が最近

調子にのっているから，明日から無視しよう」

と言い出し，皆が賛同した時に自分はどうす

るかを考えさせる。 

（４）成果 

・１年生は友だちのことを考え，無視をする

のは可愛そうなのではないかなど素直な気

持ちが出ていた。３年生は友だちのことを

思いつつも，自分の考えを主張し，無視を

してもいいのではないかという本音が見え

た。 

・LINE を取り入れた自作資料により，生徒

が興味を持って取り組めた。 

・ディベートや心情円盤等を取り入れ，新し

いことに取り組むことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 

 

（５）今年度の方針 

今年度も１つの題材を３学年で扱い，発達

段階に応じて，展開方法をどのようにすれば

よいのかを考える。 

１学期 道徳部会にて題材の精選を行う。 

夏季休業 講師の先生の助言を受けて，各学

年の指導案を作成する。 

２学期 ・各学年で１クラスずつ作成した

指導案で展開する。 

・指導案の修正をする。 

・学校全体研修会で学年１クラス

ずつ展開をし，講師の先生より

助言を受ける。 

  今年度は「優先席に座って，対象者に席を

譲らないのであれば，あえて優先席に自分が

座り，対象者が乗ってきたら譲る方がいいの

ではないか」という題材で進めている。 

 

４ 来年度の教科化について 

本校では，道徳の時間を各学級ばらばらで時 

間割に組み込んでいる。このようにすると，行

事に振り替えられることが無くなる。そして，

道徳部会を週１回行い，各学年の報告や，題材

の情報交換を行っている。また，道徳のファイ

ルにワークシートをはさみ，生徒一人ひとりの

変容がわかるようにしている。 

 来年度の教科化で不安に思うのは，評価につ 

いてである。「生徒にとっては，自らの成長を実  

感し意欲の向上につなげていくものであり，教  

師にとっては，指導の目標や計画，指導方法の  

改善・充実に取り組むための資料」とするため  

には，何の資料を基にどのように評価すれば良 

いのか，今年度中には全職員が理解をし，準備 

をしなくてはいけない。 

 

５ 終わりに 

これらの実践は私が一人で行ったことではな

く，学校や学年の職員と一緒に創っているもの

である。職員との情報交換が大切な題材研究の

時間と考え，周りの先生方にはとても感謝して

いる。 

 道徳の授業を行うことに自信が無かったり，

苦手だったりする先生方もいらっしゃるのでは

ないだろうか。私自身は，発問に対する生徒の

発言をつなげられなかった。「そもそも発問の仕

方や内容がずれていたのではないか」「内容項目

の指導を行うにはもっと良い題材があったので

はないか」などの反省ばかりである。予想して

いた反応と違って，自分が主体で進めていって

しまったこともある。 

 中学生というのは多感な時期で，自分の生き

方について考え始める。道徳の授業では，自分

の考えをもちつつ，仲間の考えに接することで，

新しい価値観ができ，広い視野をもった人間に

育てていきたい。そのためには道徳の時間だけ

でなく各教科，行事，部活動などの活用，多様

な指導方法を教師自身が身につけていかなけれ

ばいけないと思う。また自分自身の視野が広が

っていくように，心がけていく必要がある。 

 



(12) 教 育 や ち よ 第 128号 

 

１ はじめに 

「学校が楽しい！」「みんなのことが大好き！」

子ども達が毎日そう思う学級にしたい。教員に

なって早９年目。そんな思いをもち，日々学級

経営に取り組んでいる。また，本校は特別活動

を研究しており，ありがたいことに，今年度，

研究主任をやらせていただいている。学校全体

で特別活動を研究する中で，特別活動の充実が

よりよい学級経営につながることを実感してい

る。 

 

２ 年度初めの取組 

 新学期，子ども達は緊張しながらも，希望に

満ち溢れて登校してくる。１年間を一緒に過ご

す友達，先生との「出会い」や年度初めのスタ

ートを，学級経営上，特に大切にしている。 

（１）出会いづくり 

 ・担任の自己紹介…クイズや特技発表等 

 ・子ども同士の自己紹介…ゲームで楽しく！ 

（２）学級目標づくり 

   保護者，子ども，教師の願いを統合 

（３）生活班の編成・児童会の組織の編成 

（４）理想・めあてづくり 

   学級活動「〇年生になって」の授業など 

（５）組織づくり 

（６）生活づくり 

（７）評価・改善   

これらの年度初めの取組を確実に行うことで，

子ども達は，学校生活のことを理解し，落ち着

いて生活することができる。また，よりよい関

係づくりにも繋がる。 

 

３ 学級会の充実 

 本校の特別活動の合言葉は「自分もよく み

んなもよい」である。子ども達は自分の考えを

伝えたり，相手の考えを認めたりする活動を通

して，学級にとってよりよいものを，自分たち

で折り合いをつけて決めることができるように

なる。今年度は「２年生もがんばろうね会をし

よう」「雨の日を楽しく過ごす計画を立てよう」

などの学級会を行った。学級会は，年間を通し

て１３～１５回ほど行う。学級会で決まったこ

とを準備・実践する中で，子ども達が自分から

進んで活動する姿がたくさん見られるようにな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 係活動 

 係活動は，子ども達の創意工夫を生かし，自

主的に進めることができる活動である。学級の

歩み係や新聞係，生き物係などが例として挙げ

られる。同じ係の友達と協力して活動を進める

ことで，自分達の力で学級生活を豊かにするこ

とができる。 

 

５ 終わりに 

 特別活動と出合って，私の学級経営は大きく

変わったように思う。子ども達にも私自身にも，

優しい楽しい時間を与えてくれる活動である。

また，特別活動はまさに「主体的・対話的で深

い学び」に繋がる活動であると日々感じる。 

学級には様々な子どもがいて，子どもの言動

には，必ずその子の想いがある。私はその想い

に寄り添うことを大切にしている。そして，子

ども達は将来たくさんの人と関わり合いながら

生きていく。子ども達の将来を見据え，豊かな

人間関係を育むことができるように，これから

も子ども達の心の声を聴いて，理解し，寄り添

っていきたい。 

  

  特別活動を核とした学級経営 

   八千代市立大和田小学校 教諭 辻  真実  

 

わたしの学級経営 

 



(13) 教 育 や ち よ 第 128号 

１ 接し方 

学級経営という言葉を意識してのことでは無

い。自然と今，目の前にいる子どもとどう接す

るかということである。ほとんど意識せずにそ

うしているのではあるがあえて考えてみるとこ

ういうことだと思う。 

子ども達が教師（大人・周囲）の顔色をうか

がわずに自由に発言できる環境か，ということ。      

子ども達にとって，思ったこと感じたことを

教師や仲間が受け止める土壌が学級にないと子

どもの発言は生き生きとしない。 

例えばこうだ。 

生徒「先生外見て，雨降りそうだね」 

教師「だって朝，天気予報では雨降るって言

ってたもの」 

明らかに子どもの発言をつぶしている。 

「本当ね。曇ってきたわね」という共感が大切

なのだろう。子どもも意識せずとも大人の共感

を求めて話しかける。もうひとつ，授業中の例

として。 

生徒「先生外雨降りそうだね」 

教師「今授業中でしょ，関係ないことは言わ

ないの！」 

これもちょっと正しいようだが違うと思う。

「そうね，曇ってきたわね，でも今は授業中だ

から休み時間に外を見てみましょうか」くらい

がよりよい大人の反応なのではないかと思う。  

私は人として“話しかけて損した感がない人

間”でありたいと思っている。正直，世の中に

は話しかけて損したなと感じる人がたまにいる。

勇気を出して話しかけた時なんかはよりいっそ

うそれを感じる。子どもにとって日常の何気な

い話しかけの満足感。「話しかけていいんだ」「こ

ういうこと言っていいんだ」という連続が子ど

もの笑顔がある教室を作る（もちろん子どもは

そんなことを意識してのことではないが）。これ

はもちろん人を傷つける言葉をも受け止めるの

が大切，などと言っているのではない。日常の

あどけない会話においてである。 

２ 話し方 

極力汚い言葉，乱暴な言葉は使わないほうが

良いと思う。同じ内容のことを言うにしても使

う単語で相手の心の受け止め方が違う。言葉は

奇麗なほうが良い。言葉は優しいほうが良い（も

ちろん反抗的な態度で指導が必要な生徒に対し

てのことではない）。 

生徒「先生 5 時間目何やりますか？」 

教師「朝言ったよね」 

ありがちである。自分だって気を緩めると言

ってしまう。でも自分の発言に立ち止まりたい。

もう一度言うべきか。促す言葉を言うべきか。 

「さて先生は朝何と言ったでしょうか？」な

どというのも良いかもしれない。また，「5 時間

目のこと意識してくれているの？偉いね」など

という返しも良いかもしれない。 

人を優しく包む言葉，傷つけない言葉。瞬時

にして言葉のより良い選択ができる力。話した

後ほんの少しではあるが何か温かい気持ちにな

るものを残せる接し方。それには教師（大人）

が思いやりと語彙をたくさんもつことが大切な

のだろう。私自身は語彙力があるなどと思って

いないが，いくつかの言葉を選べる語彙力くら

いはもちたいと常日頃思っている。 

 

３ 学級という社会 

最後に今まで書いてきたことと矛盾するよう

であるが誤解を恐れずに書くと，時として感情

的に言葉を発したり，ちょっときついかな…と

いう言葉を言ったりしてしまうのもありだと思

う。そうした人間っぽいところがないと子ども

にとって大人は窮屈なのだ。大人になっても子

どもっぽかったり教師であっても失敗したり…。

そういうところも含めて許容する雰囲気があれ

ば子どもがいつも笑顔でいられる学級となるの

ではないかと思う。人と人とのつながりは白黒

割り切れない微妙なグレーゾーンの中に成り立

っている。その中で相手を思いつつ，優しさを

頼りに許容され許容して信頼は生まれるのだと

思う。 

   

 子どもの笑顔を考える 

八千代市立村上東中学校 教諭 信澤 洋一  

 

 

 
わたしの学級経営 

 



(14) 教 育 や ち よ 第 128号 

 

１ はじめに 

 本校は国語の研究校で，説明文を中心に，『学

ぶ楽しさを味わい，確かな言語力をもった子ど

もの育成』を主題に取り組んでいる。私は昨年

度，南高津小学校に着任した。国語の研究校と

知っていたので，「これはまずい」と思った。 

2016 年，バンダイが行った「小中学生の勉強

に関する意識調査」で，国語は小学生の好きな

教科の５位にランクインしているが，苦手な教

科では２位となっている。特に男子に苦手意識

をもっている子どもが多いそうである。そして，

何を隠そう私自身，教えるのが苦手な教科第１

位は国語である。そんな私が，短い期間だが，

この１年半の間で学んだことを紹介する。 

 

２ 身に付けさせたい国語力の明確化と単元

計画の工夫 

 私が今まで行っていた国語の授業は，物語文

でも説明文でも，初発の感想を聞き，初めから

段落ごとに読み取っていくものだった。これで

は子どもが，ひたすら登場人物の心情や説明文

の筆者の問いと結論は何だったのかを読み続け

るだけの毎回同じことの繰り返しで，国語で文

章を読むことが嫌になるのも頷けるだろう。 

 そこで，本校では，子どもにどのような力を

身に付けさせたいのか，そのためにどのような

言語活動を行うのかなどを研究し，実践してい

る。 

 ４年生の『花を見つける手がかり』の単元で

は，「事実（結果）と意見（結論）を区別する力」

を付けるため，短い言葉で表現する，「ポスター

づくり」を選択した。リーフレットやパンフレ

ットを作ることは３年生で経験済みということ

も考慮した。導入では，教材と違う生き物の本

から，教師見本のポスターを学年で２つ用意し

て見せ，単元のゴールを明確にした。見本は，

完璧すぎて子どもが作るのを諦めてしまうもの

ではなく，「これなら僕にもできそう」「作って

みたい」と思わせるようなものにした。そして，

ゴールに向け，自分達が何をしなければならな

いのかを確認しながら子どもと一緒に単元計画

を立てる。そうすることで，主体的な学びが生

まれるだろうと考えている。 

 

３ 学習活動の工夫（子ども同士の共有から） 

 自分の思いや考えを伝えたいと思う子どもに

育てたい。いつも「教師対子ども」では，考え

が深まらない。そこで対話的な学びを意識し，

場に応じて等質グループ，異質グループという

ように話し合い活動を分けている。一方的な発

表で終わるのではなく，「相手の意見を聞いてみ

たい」「わかりやすく伝えるためにはどうすれば

よいのだろう」という対話の必然性をもたせたい。 

 

４ 日常的な言語活動 

 本校には５時間目の前に１５分間のモジュー

ルがある。その時間を国語に使い，語彙力を向

上させる様々な取組を行っている。例えば，４

年生では「うれしい」や「悲しい」を別の表現

にする活動を行った。辞典で表現を探し，覚え

る⇒短文を作って発表する⇒作文やスピーチに

生かす，という流れである。 

 

５ 終わりに 

 多様な考えの子どもが多い中で，個に応じた

子どもの可能性を引き出す指導は，まだまだ勉

強しなければならない。しかし，本校の子ども

達や先生方のおかげもあり，私の国語に対する

苦手意識が変わった。それは，「苦手」から「や

や苦手」になったことである。常に，教わる子

どもも教える教師もわくわくするような授業を

実践し，数年後には国語が「やや得意」と言え

るような自分になっていたい。また，今回，ペ

ージ数の関係で紹介しきれなかった実践は，ぜ

ひ，本校の公開研究会で，いろいろな先生方の

実践を見ていただきたいと思う。 

   
 苦手意識をふきとばせ！  

～本校の国語の研究を通して～ 

八千代市立南高津小学校 教諭 寺沢 勝利 

 

 

わくわく授業 



(15) 教 育 や ち よ 第 128号 

１ はじめに 

技術・家庭科という教科は，私達の生活の営

みに関わる見方・考え方の幅を広げ，生活をよ

り豊かなものにする大切な教科である。生活に

直結する身近な教科であり，生徒がすんなりと

学習に入れるところも本教科の良さである。 

 

２ 学びを深める 

（１）「考えるトレーニング」 

  「カレーの『ルー』って自分で作れるの？！」

「洗濯できます！ボタン押すだけだもの！」

という生徒の声から学習が始まる。やり方は

わかるけど，本質的には理解していない…。

単に操作や作業方法を覚えるだけでなく，知

識から次に必要とするものを生み出すこと

＝「考えるトレーニング」を行う必要がある

と思って授業を行っている。 

私達の生活において，家電製品や生活用品， 

食料品は，日に日に便利になっている。「便利

=楽で良い」という考えが先行し，「不便＝時

間がかかり，面倒で嫌」とさえ感じるのでは

ないだろうか。不便さに文句を言うのではな

く，より豊かな生活を送るために不便さを解

消する工夫を自分で生み出すことが必要だ。

「なぜ便利なものが生産されているのか」「ど

うやったら作れるのか」という部分に興味を

もたせることで，今まで考えずに行っていた

作業に意味が出てくる。 

生活に直結する教科だからこそ，学校で勉

強したことを家族に話し，その家族に合った

スタイルを改めて考え直す機会も生まれやす

い。また学校で意見交換をすることで，場合

によって取捨選択が異なることも学習してい

く。そのため授業では，基礎的な知識を教え

た上で，自分が置かれている状況を考えて，

自分は何をどのように選ぶかを考える場を作

り，「自分ならどうするか」という意見をもて

るように指導している。 

（２）「理想と現実の差」を埋める 

例えば，食生活の内容では，望ましい食事や

献立作り，食品選択，調理などを学ぶ。もちろ

ん，家庭科の教員としては，自分でバランスの

良い献立作りを行い，新鮮な食材を選んで，調

理してほしいとは思うが，難しいだろう。実際，

家庭内の食生活をのぞいてみると調理済み食

品やインスタント食品を利用した食事が多く

なっている。そこで，食生活に関する学習を行

うとともに，自分の食生活を振り返り，どう工

夫したら理想の食事に近付くかを考える。「自

分で昼食を準備する」と仮定し，一から作るの

はハードルが高い。しかし，調理済みのお弁当

を選ぶことなら，どの中学生もできる。お弁当

にどのくらいの栄養が入っているかを調べる

と，想像以上に栄養に偏りがあることを知る。

では，偏りがある状態をどう工夫したらよいか。

すると，「『サラダ』を一緒に買おう」「牛乳を飲

もう」「揚げ物の上にチーズをのせよう」と自分

にできる工夫が出てくる。「なんだ！そんなこ

とでよいのか！自分でもできそうだ！」と思わ

せることが，鍵である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ おわりに 

生徒のもつ断片的な知識とこちらが提示する新

しい知識とが合わさり，考えがひらめいた時の輝

いた目や表情といったら，嬉しいものであり，教師

冥利に尽きる。生徒の変化や成長を見逃さず，声を

かけることは，常々意識していることだ。生徒が自

信をもてる教室を作っていきたい。 

 

 

 「『できる自分』を感じさせること」 
 

八千代市立高津中学校 教諭 吉田 梓 
 

 

 
わくわく授業 

 



(16) 教 育 や ち よ 第 128号 

１ 折れない精神力 ～不屈～ 

 教壇に立って早１年が経ち，２年目の教員人

生も３分の１が過ぎた。不安や苦悩，何にも変

えることのできない子どもの笑顔があった。 

４歳から続けていたサッカー。大学４年時，

大怪我をし，２度目の手術。最後の１年を棒に

振った。今までの努力が一瞬にして弾け，絶望

した。しかし，その経験から沢山のことを学ぶ

ことができた。どんなに辛くても「楽しむ」こ

と。その経験が教員人生に生きていると感じる。 

 

２ 子どもと笑う ～必笑～ 

 毎日のほとんどを子ども達と過ごしている。

そこには昨日までとは違う授業や休み時間など

新しい毎日がある。そんな毎日の中で，心に決

めていることがある。子ども達に負けないくら

い私自身が思う存分，楽しむことである。初め

は，「これでいいのかな」と悩むことがあった。

そんな気持ちを抱き授業を展開すると，暗い雰

囲気のまま授業が終わってしまった。そこで，

過去の経験を思い出し，誰よりも楽しみながら  

１ はじめに 

 教師を目指したきっかけは，自分の中学校時

代が楽しくなかったからだ。しかし，短い 3 年

間をつまらなく過ごすなんて，とてももったい

ないことだと思う。子ども達に充実した学校生

活を送ってほしいと思い教師になった。 

昨年度から持ち上がり，2 学年の担任をして

いる。今しかない中学校生活を，誰よりも楽し

み，そしてその中で人との出会いを大切にして

ほしいと思い，人間関係づくりを心掛けてきた。 

 

２ 支え合える存在 

 「誰か一人に負担をかけるクラスにならない

で」クラスの子どもに必ず言う言葉である。委

員や係の仕事，行事のリーダー。子どもは責任

をもってやり遂げる。大人が思う以上に責任感

の塊である。ただ，その責任感に押しつぶされ

そうなとき，支えてくれる仲間の存在が必要で

ある。自分の役割を終えたとき，達成感だけで  

なく，仲間の存在がより大きなものになってほ  

 

授業を行おうと考えた。すると，授業の雰囲気

も明るくなった。どんなときも楽しむことが大

切であると実感した。 

 

３ 誰よりも楽しむ ～謳歌～ 

 休み時間には，なるべく外に出て子ども達と

遊ぶことを心がけている。子ども達と遊ぶとき，

私は一切，手を抜かない。子ども達と同じよう

に，楽しみたいからである。子どもとともに盛

り上がることで信頼関係の構築につながること

を期待している。 

 

４ 成長の軌跡 ～恩返し～ 

 今まで，私一人でここまで来たわけではない。

叱咤激励してくれる友達やアドバイスをくださ

る先生方がいて，今の自分がいる。米本南小学

校の楽しい雰囲気も，先生方の優しさがあって

こそだと思う。 

「鈴木先生に会えてよかった」と子ども達が

思ってくれるよう，毎日を笑顔で過ごしたい。  

 

しいと思っている。そのために，誰よりも私が

頑張っている子どもを見て，認めてあげたいと

思う。帰りの会や休み時間，子どもと話す時間

は，ほめ言葉や頑張りを伝える機会である。何

気ない一言でも，子どもはよく聞いている。ま

だ言葉選びは苦手であるが，子どもに温かい言

葉が伝わるように意識していきたい。 

 

３ おわりに 

 中学校 3 年間で子ども達は多くのことを学ぶ。

同じ授業を受け，同じ行事を過ごしていくが，

人との出会いが全く同じ人などいない。少しで

も子どもに素敵な出会いをしてもらうために，

子ども同士の関係づくりには今後も力を入れて

いきたい。 

 子ども達が卒業した後，学んだことを活かし

て自立して歩んでいけるように，常にどう成長

してほしいかを考えながら，子どもに想いを伝

えていきたい。 

「つながる笑顔～どんなときも明るく，楽しく～」 
八千代市立米本南小学校 教諭 鈴木 翔 

「出会いを大切に」 
八千代市立東高津中学校 教諭 伊藤 直美 

若い力 
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『初心忘るべからず！』 

 夢がかなって教師になり，子ども達の前に 

立った時は，新鮮なやる気と未熟さからの不安 

でいっぱいでした。力不足を実感し，何もでき 

ず悔いだけが残った１年目。それをバネに必死  

に取り組んだ２，３年目は自分なりに成果を上

げたと思っていました。４，５年目になると，

それはとんでもない思い上がりで次々と課題が 

見えてきました。１０年目になっても２０年，

３０年経ってもそして今でもそれは同じです。

４０年近い経験を振り返ってみると，自分なり

に授業でうまくいったと思えるのは２，３回で

後は失敗の繰り返し。それが自分を少しずつ成

長させてくれたと思っています。「初心」とは，

最初の気持ちだけでなく，それぞれの節目での

思いや課題の発見です。だれでも他の人にはな

い良さを必ずもっています。それを「教育」と

いう舞台の中でどう表現していくかが大切です。 

教師自身の可能性を伸ばす努力が，子ども達の 

可能性を引き出すことにつながります。 

大和田中学校に着任して｢ノーベル構想｣と出会

いました。これは学力のみならず，人間形成に

とって，とても大切なことだと実感しておりま

す。｢大和田中学校ノーベル構想｣は，｢わからな

い｣を出発点にしています。わからなくても｢わ

からない｣と声を発しない生徒がいます。この生

徒に対して｢どうしてわからないと言えないの

か｣と問いたくなりがちですが，｢わからない｣と

感じることが第一歩です。｢わからない｣ことを

意識し，漠然とした｢わからない｣を明確化・焦

点化することが大切だと思います。病院へ行っ

て｢具合が悪い｣と言っても診断がつかないよう

に，生徒が｢わからない｣ことを表明したとき，

教師がどのように寄り添い，アプローチしてい

くかが大切です。街を歩いてすれ違う人，道端

にある植物の名前，地球から夜空に輝く１つ１

つの星までの距離，自分が着ている衣服の生産

者，…。実は身の回りはわからないことだらけ

です。わからないことに不自由や苦痛を感じな

ければ放置しがちです。私は，わからないと感  

『人とのつながりは宝物』 

 子ども達，先輩・同期・後輩の職員，保護者，

地域の方々など様々な人たちとかかわって私た

ちの仕事は成り立っています。気が合う人もい

ればそうでない人もいます。みんなある時は助

け合い，またある時は競い合いながら互いに高

め合っていく仲間です。経験を積み重ねると自

分でできることが増えてきますが，それは自分

の力だけではなくそれを支えるまわりの人たち

のおかげです。今つながっている人への感謝の

気持ちを常に忘れず，学ぶ姿勢を大切にしたい

と思っています。 

『教育にかかわれる喜び』 

 思うようにいかないことが多く悩んでいるみ

なさん，若い時はもちろん若くなくなった時も

みんな同じです。しかし，悩みながらも一人の

人間を伸ばし自分自身も成長できる教育という

仕事は本当にすてきです。私自身の経験を振り

返りながら，今の使命は「初任忘るべからず！」。 

「ともにがんばりましょう！」 

じることを大切にし，わからない何かにスポッ

トライトをあてて，意識できるように種まきを

することから始めます。私はこの種まき(補助発

問，呟き)と観賞・考察に力を入れています。 

私が担当している数学は，答えは１つでもい

ろいろな解法が存在します。自分の解法を振り

返ったり，他者の解法と比較したり，教師の意

図的な呟きに耳を傾けたりしていく中で自分流

を見いだせるようにしています。また，その問

題に触れたり，身の回りの何かに注目したりす

る中で新たな問題を発見し，その課題を解決し

ていく姿勢を身に付けられたら最高です。安心

してわからないことを表明でき，それを認め合

い，解決する手段を身に付けていれば，学習は

苦痛でなくわくわくするものとなっていきます。 

 中学校卒業までに，ICT，書籍，人(家族，友

人，教師，相談窓口など)，その他の資源をたよ

りに課題を解決していく方法を獲得すれば，学

習面だけでなく，社会で困難に出合った時も自

分なりの方法で解決できると確信しています。  

「ともにがんばろう！ 」  （前八千代台西小学校 校長） 

八千代市立みどりが丘小学校 教諭 高梨 賢次 

「大和田中学校ノーベル構想との出会い」 

八千代市立大和田中学校      教諭 中村 正人 

先輩からのエール 
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ギャラリーは誰でもアートを体験でき

る場所です！  
 

―「ギャラリー」とはどんなところなのですか？ 

 

 ギャラリー」なんて言葉を聞くと，いつも絵

画などの展示品が飾ってある敷居の高い場所，

というイメージをお持ちの方も多いのではない

でしょうか？ 

もしくは絵画や書道といった芸術を学ぶ人だ

けが参加する講座を定期的に開催している場所，

そんな意見もありそうですね。答えは，半分正

解といったところです。 

半分というのは，確かにギャラリーでは市の

収蔵品をはじめとした展示や，様々な独自の企

画展を実施しています。また，絵画や書道など

の講座も定期的に開催しています。 

ただし，違っている点は，我々が考えるギャ

ラリーは，“誰もがアートを体験できる場所”で

あるということです。絵が描けなくても，物が

作れなくても，ギャラリーに来て，見たり聞い

たり写真を撮ったりすることで気軽にアートに

触れることができる，そんな場所なのです。そ

ういった意味では，幅広く様々な方に対して芸

術に興味を持っていただくきっかけを作る，と

いうのが我々の考えるギャラリーの大切な仕事

だと思っています。 

 

いろいろとチャレンジしています 

 

―具体的にはどんなことを行っているのですか 

 

 前述したように，ギャラリーでは様々な展覧

会や多種多様な講座を行っています。それに加

えて，施設の外に出張ワークショップに出かけ  

たり，地域のイベントに特別ブース出展したり

するなどして，地域と連携することで芸術のす

そ野を広げるべく活動しています。具体的には，

次のような活動を行っています。 

〇土曜日のアトリエ 

 毎週「土曜日のアトリエ」として，無料で事

前予約の必要が無い工作教室をライブスペース

で行っています。塗り絵や段ボールを使ったフ

レームづくり，または多くの人が普段あまり用

いることが少ないビーズや貝殻，木の実などを

材料に小物づくり等を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇アートとフラのコラボレーション 

 これまで，いろいろなイベントで出張ワーク

ショップを行ってきましたが，今年度は初めて

アートショーにチャレンジしてみました。   

今年の周年祭で，当施設に関わりのあるフラ

ダンスの先生が，音楽に合わせてフラダンスを

踊り，その踊りと音楽に合わせて私が大きな壁

面絵画を仕上げるというものです。ご観覧の皆

様からは，大変ご好評をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

地域の風 
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〇学校への出張講座 

 高津団地の子ども画廊「高津笑店」の設立協

力をきっかけに，高津小学校の子ども達に絵画

の指導をさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇教職員へ向けての研修会 

 昨年度，本年度と夏休みに八千代市の先生方

に，絵画の基礎技能について研修をさせていた

だきました。また，前述の高津小学校でも，夏

休みに先生向けの研修会を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギャラリーに来てみませんか 

 

―先生方にアドバイスもいただけるのですか？  

 

「こんな授業がしてみたいがどうすればいい

のか相談したい」と思ったときは，気軽にギャ

ラリーまでお越し下さい。念のため事前にお電

話いただければ，スムーズだと思います。   

我々も，いろいろな小中学校を回って先生方の

お手伝いをしたいという希望があります。しか

し，館内での講座準備やその他の事業の予定も

あり，全ての学校を訪問するのは非常に困難な

ため，お気軽に，施設の見学も兼ねて市民ギャ

ラリーまでお越しください。是非，授業づくり

のお手伝いをさせてください。一緒に楽しい授

業を考えましょう。 

 

楽しい思い出作り 

 

―八千代市の先生方へのメッセージ 

 

全国的な少子化の影響もあり，どの自治体で

も今後の課題として，子ども達が成長し，街を

離れることで，市民が減少していくことが考え

られます。 

八千代市に市民が残り，さらに新たに八千代

市民となってくれる人々を増やすことのできる

環境づくり。そのカギを握っているのは学校教

育であり当施設のような地域事業なのではない

かと考えています。 

“住みよい街，八千代”となるような取り組

みを行っているということを，子どもにも理解

してもらうことが重要です。児童・生徒の段階

で，八千代市の教育が素晴らしく楽しいものだ

という記憶，住みよい街だという記憶があれば，

一時的に八千代市から出て行ったとしても自分

が子育て世代になったとき，八千代市で子育て

したいと考えてくれるのではないでしょうか。  

そのために，私たちが学校，家庭，地域で連

携し，学校や市民ギャラリーのような施設で楽

しい思い出をつくってあげることが，将来の八

千代市のまちづくりに繋がっていくのではない

でしょうか。我々や皆さんの目の前にいる子ど

も達に，そんな楽しい思い出がたくさんできれ

ばいいですよね。 
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プロフィール 

さくた・こうじ 美術学校を卒業後，各種造形作品などの制

作をしつつ，大学の芸術学部で特別講師などを務める。平成

27 年度からは八千代市市民ギャラリー（現 オーエンス八千

代市民ギャラリー）の館長を務め，平成 30 年度より当該施設

のアートアドバイザーとして勤務中。



（20） 教 育 や ち よ 第 128 号 

 

 

理科学習において「実感を伴った理解」は理

科の授業を行う上でその根幹となるべきもので，

重要なテーマであると考えています。小学校理

科部会では，このことをふまえて，【授業研究】

【小・中学校の連携を意識した研修】【科学作品

展への参加】を行っています。 

【授業研究】 

 授業研究では，若年の先生が率先して授業を

行います。指導案検討の際，部員全員で若年の

先生のために授業を考えたり，経験が豊富な先

生からご指導をいただいたりすることで授業力

の向上を図っています。また，各部員が「実感

を伴った理解」をふまえた考えをもって授業を

参観しています。参観後は，授業のテーマに沿

ってＫＪ法などを用いて検討を行うことで，多

角的な視点で授業を分析して，充実した研修を

行えるようにしています。検討後は実践豊富な

講師から適切な指導を受け，研修をより充実し

た深まりのあるものにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小・中学校の連携を意識した研修】 

 小中合同の授業研究や研修を行うことで，校

種を越えた教員同士で意見交換を行ったり，そ

れぞれ小中学校の授業を見合ったりし，実態を

把握した上で，小学校から中学校への接続をよ

りスムーズに行えるように工夫しています。今

後は，新学習指導要領についての共通理解を図

ることで，系統立てた理科指導ができるように

していきます。 

【科学作品展への参加】 

 八千代市科学作品展の協力委員として積極的

に参加し，児童の目線での科学的な視点や児童

の科学に対する探究心を実感することで，理科

の楽しさ・面白さを伝えられる教員をめざして

います。 

 児童の自然・科学に対する探究心は無限です。

感性を大切にした理科学習を実践していくため

に，さらに研修を充実させていきます。 

  

「実感を伴った理解を図る授業をめざして」 

八千代市立勝田台小学校 教諭 田中 誠也 

市教研活動紹介（小学校理科部） 

編集後記 
 2020 年度から順次全面実施される新学習指導要領

において，「情報活用能力」を，言語能力，問題発見・

解決能力等と同様に「学習の基盤となる資質・能力」

と位置付けられています。また，「各学校において，コ

ンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段

を活用するために必要な環境を整え，これらを適切に

活用した学習活動の充実を図る」ことを明記するな

ど，今後の学習活動で，積極的に ICT を活用すること

が求められています。 

ICT 機器の活用で，授業の可能性は広がると考えま

す。子ども達の可能性を引き出すためにも，ICT 機器

を味方に加え，よりよい授業を求めていかなければな

らないと考えさせられます。     (編集委員長) 

平成 30 年度 
「教育やちよ」編集委員 
 
村 上 小 学 校 校長 平 岡 広 充 
 
村上東中学校 教頭 長 尾 隆 
 
みどりが丘小学校 教頭 瀨 口 朗 子 
 
村上東小学校 教諭 金 子 智 子 
 
村上北小学校 教諭 坂 本 裕 美 
 
村上東中学校 教諭 小 林 伸 一 
 
高津中学校  教諭 井 上 元 太 
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