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子どもたちが抱える課題を地域ぐるみで解決するた

めに地域の住民や保護者の力を学校運営に反映させる

仕組みとして、全国では平成１６年に学校運営協議会制

度（コミュニティ・スクール）が導入されてから１０年が経

過しました。現在では４４都道府県内２，３８９校（平成２７年

４月現在）が学校運営協議会を設置しており、コミュニ

ティ・スクールに指定され、年々増加しています。この間、

コミュニティ・スクールの広がりとともに学校・家庭・地域

の連携・協働により、子どもたちの豊かな学びを創造し、

地域の絆をつなぐ取組が各地で進められてきました。

なぜ今、コミュニティ・スクールが求められているので

しょう。現在の子どもたちの教育環境は、多様化・複雑化

する社会状況の変化等を背景に地域社会や家庭を巡る

問題が深刻化している中で、子どもたちの多様な価値

観をもった人々との触れ合いや体験などが減少したこ

とによる子どもたちの学習意欲、規範意識、自尊感情、

体力等の低下が課題となっています。また、学校を取り

巻く環境においても複雑化・困難化しており、全国的に

いじめや問題行動件数、不登校児童生徒数などが増加

しています。その原因には子どもたちのコミュニケ―

ション能力の低下や心の問題などが課題としてあげら

れています。今、多様な児童生徒への対応や豊かな心を

育む教育環境を提供することが求められています。

つまり、これからの時代を生き抜いていかなければな

らない子どもたちにとって必要な教育環境や教育活動

を準備することが学校の力だけでは難しくなってきてい

るということです。そのため、コミュニティ・スクールが

今、求められており、これからの子どもたちに必要な力

を学校・家庭・地域が連携・協働して社会総がかりでの

教育の実現が不可欠となっています。

このような背景から、福津市教育委員会では「行きた

い学校、帰りたい家庭、住みたい地域」を福津市コミュニ

ティ・スクールの教育理念とし、「夢や希望を持ち、健や

かに育つ子ども」の育成を目指して重点施策の１つとし

てコミュニティ・スクールを推進しています。

　福津市のコミュニティ・スクールは、学校・家庭・地域

がそれぞれの役割を担い、協働しながら相互に責任を

果たす共働・責任分担方式にて進めています。（「協働」

とは情報や課題を共有し、共に知恵を出し合い行動する

ことであるが、福津市ではそれぞれが「対等な立場で一緒

に」という意味を込めて、「共働」という表記にしている。）

主に、学校では確かな学力を、家庭では基本的な生活習

慣を基盤とする生活力を、地域では社会的なマナーや

礼儀、様々な立場の人たちと関わろうとする社会力を、

地域の子どもたちの成長を願い、周囲の大人たちが責

任をもって育てようと共働・連携しています。

また、東日本大震災より地域社会のつながりの大切さ

が見直されるとともに、将来の人口減少や過疎化が叫

ばれる中で、今、学校は地域の核となる役割を担うこと

が求められています。

このような社会全体のニーズから、本市においても次

の４点を目指してコミュニティ・スクールを推進していき

たいと考えています。

◆ 学校と地域の人 （々保護者・地域住民等）が子どもた

ちの課題や目標を共有し、一体となって地域の子ど

もの豊かな育ちを応援すること。

◆ 学校は地域の大人の学びの場、生きがいの場となる

こと。

◆ 将来の地域づくりの担い手を育てること。

◆ 地域の絆を深めること。

これらを実現することこそが、学校が地域の核となり、

学校と地域の間に互恵関係が築かれ、子どもたちの豊

かな学びとともに将来、子どもたちが担う地域のコミュ

ニティが形成され、地域の絆が確かなものになるのでは

ないかと考えています。

福津市は福岡県の旧宗像郡福間町と津屋崎町に分か

れていましたが、平成１７年に両町が合併して福津市が

誕生して今年、市制１０周年を迎えました。人口は現在

60，000人（平成27年10月19日）の豊かな自然と都市

的な生活空間を併せ持つ小規模の都市です。世界遺産

候補の新原・奴山古墳群や福間海岸や伝統文化があり、

子どもたちの教育に関わる地域資源が豊富な地域です。

　本市では、平成１８年に神興東小学校に文部科学省の

コミュニティ・スクール研究委嘱を受け、段階的な設置

計画のもと小学校から順にコミュニティ・スクールの研

究・施行・実施を行い、２３年６月をもって市内すべての

小学校（７校）・中学校（３校）が学校運営協議会を設置

し、コミュニティ・スクールに指定しました。

　平成２３年度よりコミュニティ・スクールの全校実施と

なり、５年目を迎えています。コミュニティ・スクールの導

入から地域の住民や保護者の学校への理解と協力のお

かげで、わずかな期間に福津市のコミュニティ・スクー

ルは急激な進化をしていると言われています。その背景

には、古くからある福津の教育が根強く残っていたから

かもしれません。

「一人の子を粗末にするとき、教育はその光を失う。」

これは大正から昭和の初めにかけて神興尋常高等小

学校（現在の神興東小学校）で教鞭をとられ、「東洋のペ

スタロッチ」とも称された安部清美先生が教育理念とし

て大切にされた言葉です。「愛の教育」「土の教育」を提

唱され、①地域を愛し、みんなで守ること。②自然を愛し、

みんなで生かすこと。③人を愛し、みんなで育むこと。こ

れらを教育の理念にすえて福津市、宗像市の学校教育

の礎をつくってこられました。その教育は「村の教育」

「全村教育」とも呼ばれ、学校のみならず村民全体、すな

わち地域を育てていこうとする

ものでした。今まさに、福津市

のコミュニティ・スクールはこの

教育の理念に立ち、「地域とと

もにある学校づくり」と同時に

「学校とともにある地域づくり」

を推進したいと考えています。

コミュニティ・スクール導入に向けて地域とどのよう

にしてつながっていけばよいのかと不安や課題を抱え

ている学校は多くありました。本市では、学校を応援す

る次の２つのしくみが市として整備されていたことがコ

ミュニティ・スクールの大きな支えとなっています。

（１） 福津の「郷づくり」

福津市では学校と地域をつなぐ大きな役割を「郷づ

くり」が担ってくれています。

「郷づくり」とは地域住民や地域で活動する団体同士

が互いに協力・連携し、地域の課題解決や個性的で魅力

ある地域づくりに取り組む「地域自治」の活動です。市内

を８つの郷づくり地域に分け、各郷づくりに４つの部会

（子育て部会、防犯防災部会、福祉部会、環境景観部会）

を組織し、住民の暮らしをより良くするために取り組ん

でいます。福津市では若者が減って高齢化が加速する地

域や新しい人が入ってきても、つながりが希薄な地域、

地域全体で子どもを見守り、子育てに力を入れている地

域など、地域によって特性やニーズが異なり、課題が多

様化しています。地域の課題を解決していく上でその地

域に住む人たちが協力し、それぞれの地域の実情にあっ

た解決策を考える方が効果的に進められるため「郷づく

り」が中心となった地域づくりが行われています。

「郷づくり」では「学校とまちがひとつになり、未来を担

う子どもたちをみんなで育てる」という視点を持って活

動をしています。そのため、地域の大人たちとの触れ合い

や体験を通して、子ど

もたちは新たな発見や

価値観を持ち、心豊か

に育つとともに地域社

会のことに関心を持つ

ことができています。

（２）「郷育カレッジ」

コミュニティ・スクール導入時、学校は地域資源を取り

入れ、教育活動の中で地域のことを学ばせたり、豊かな

体験をさせたりすることから取り組みました。そんなと

きに「郷育カレッジ」は学校の応援団として特色ある教

育活動の生み出しに大きく貢献してくれました。

「郷育」の「郷」という字は「地域」、「自分たちの住んで

いるところ」や「ふるさと」という意味を持っており、「育」

はその地域によって育てられ、また地域を育てていく姿

をイメージしています。つまり、『「郷」によって育てられ、

また皆で「郷」を育てていく姿』ということです。

「郷育」は「人と人とが心を開いてさまざまに向き合い

ながら主体的に育て合うこと。地域の人材育成。」と捉え

た生涯学習社会を実現するための福津市独自の総合学

習システムです。地域で活躍されている方を中心に講師

として招き、地域の特

性に着目した講座を開

催しています。地域の

「ひと・もの・こと」を活

かしてコミュニティの

絆を深めるような学習

機会を提供しています。多様な地域の講師が学校の

ニーズに応じて教育活動を応援してくれています。「郷

育カレッジ」では、学習することで新たな学習意欲を喚

起させ、ボランティアとしてまちづくりに参画できるよう

なシステムを目指しています。　将来、子どもたちが「郷

づくり」や「郷育カレッジ」の一員として地域のことを大

切に想う大人になって欲しいと願っています。

福津市のコミュニティ・スクールは市内全校導入から

５年目を迎え、セカンド・ステージとして捉えています。

段階的に導入したファースト・ステージでは、地域住民

や保護者等に「コミュニティ・スクール」を理解していた

だくために、地域住民、保護者等の説明会を学校会場に

て行ったり、地域人材の活用や地域との共働による教育

活動の開発をしたりして、啓発・開発期として各学校の

地域性を活かし、特色ある教育活動を行いながらコミュ

ニティ・スクールを推進してきました。その中で本市の

コミュニティ・スクールを強くしているのは、「熟議」で

あったと思います。学校運営協議会を中心に子どもたち

を取り巻く大人たちが相互に語り合える「熟議」の場を

設定し、大人の本気の想いを紡ぎあえるしくみをつくっ

ていきました。本市では年に１度、学校運営協議会委員

と地域住民や保護者が集い、ワールド・カフェという手法

による「熟議」を行い、学校運営協議会の担う役割につ

いて理解を深めていただくとともに、すべての学校で

「熟議」による学校運営協議会が進められるように支援

をしています。「熟議」を重ねながら、学校関係者の当事

者意識、参画意識が高められ、学校の取組の企画・運営

への協力を得られるようになっています。

　地域住民や保護者、教職員の理解と協力体制が整え

られてきた今、セカンド・ステージとしての深化・充実が

求められています。これまで築き上げてきたものを基盤

にして、子どもたちのよりよい学びと成長を実現するた

めに小中９年間の子どもの育ちを地域ぐるみで支援す

るしくみの構築が必要です。地域の核としての学校の役

割を担うためにも、中学校区の小・中学校が連携し、地

域の子どもたちの抱える課題や目標を共有することで

地域住民、保護者等にとってよりわかりやすく、協力しや

すい体制を整えることができるのではないでしょうか。

　本市では中学校区において、中学校区合同学校運営

協議会を開催し、地域の子どもたちの課題と目指す子ど

も像（目標）を共有し、熟議と共働を進めています。

また、小中合同で課題や目標を共有し共通評価項目

を設定し、学校評価に位置づけ、取組の検証、見直しを

図り、子どもたちの成長を見届けています。年度末には

校長による学校運営の成果と課題について学校運営協

議会、地域住民、保護者等に説明する「福津市コミュニ

ティ・スクール報告会」を開催し、校長との熟議を通して

次年度の改善に向けて協議します。このように「みんな

で関わり、みんなで作る学校づくり」を進めています。

コミュニティ・スクールの導入から様々な成果が表れ、

子どもたちを中心に地域の和が広がっています。

地域人材の専門性を活用した授業改善や地域資源の

活用による総合カリキュラムの作成などが行われ、子ども

たちは地域を身近に感じ、地域への関心と地域の良さを

知ることができています。地域との共働によって、赤ペン

先生などの児童の学習支援や専門性を活かしたGT授業

などによって子どもたちの学習が充実したものになりま

した。子どもたちは大人との会話の機会が増え、小さな社

会での学びや大人への憧れが芽生えていくことでしょう。

　平成２６年度の小中学校への地域・保護者の直接的な

協力者数はのべ5,470人、間接的な協力者数はのべ

2,602人と増えてきており、多くの大人が地域の子ども

たちのために協力してくれています。その結果、子ども

たちの地域への愛着や感謝の思いが広がり、中学校で

は地域貢献という姿となり、地域の課題を克服するため

に松林保全活動や海岸清掃、ボランティア活動等が活

発に行われるようになりました。大人たちも地域の子ど

もたちを育てることを通して地域のつながりが深まって

きています。地域では、学校との共働による地域合同防

災避難訓練や中学生の企画による松林の整備や地域の

イベントなどが開催され、地域の活動に中学生が関われ

るようになり、「中学生は地域の力」であると言われるま

でになっています。このような地域との好循環を生み出

すことができたのは、やはり子どもたちを取り巻く大人

たちが本気で知恵と汗を出し合い、コミュニティ・スクー

ルの中で取り組んできたことの大きな成果であると思

います。まさに「大人たちの本気は、子どもたちのやる気

を引き出し、地域に元気をもたらす」ことができている

のではないでしょうか。

　福津市で一番ゴミが出るのは花火大会後という地域

の声から、中学生が地域の課題を克服しようと動き出し

て今年で４年目になります。今年は昨年を上回る５１０名

の市内中学生ボランティアが朝６時半に集まり、海岸清

掃を行いました。その海岸でコミュニティ・スクール

フォーラムに参加した中学生が「僕はフォーラムに参加

して地域の方がこんなにも僕たちのことを考えてくれて

いることを知った。地域のために僕たちができることを

もっとやっていこう。」と参加した中学生に呼びかけたの

です。地域の想いが子どもに伝わったのでしょう。子ども

たちを育てるものは大人の本気の想いなのです。コミュ

ニティ・スクールが目指すものは、大人たちが子どもた

ちのために知恵を出し合い、これからの時代を生き抜い

ていくために必要な力を身に付け、将来子どもたちが生

きる地域の担い手を育てることではないかと思います。

その中で郷土愛を育み、循環型の地域社会をつくって

いくことを目指していきたいと考えています。
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01 巻頭特集
《コミュニティ・スクール》

福津市のコミュニティ・スクール 
-大人の本気が 子どものやる気を引き出し 地域を元気にする-  
金子孝信（福津市教育委員会教育長）
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芝原寛泰（京都教育大学教育学部教授）



福津市のコミュニティ・スクール
巻頭特集  《 コミュニティ・スクール 》

（福津市教育委員会教育長）

１９４９年長崎県生まれ。１９７２年長崎大学卒業。同年名古屋市内小学校に採用。１９８４年福岡教育大学
附属福岡小学校文部教官、１９９５年福岡教育事務所主任指導主事、１９９６年福間町立福間小学校校長
を経て、２００１年福岡県教育庁教職員課人事管理主事、２００３年福岡教育大学附属福岡小学校副校長
を歴任。２００９年福津市教育委員会教育長に就任し、現在に至る。現在、福岡県市町村教育委員会教育
長部会理事、福岡教育事務所管内教育長会会長。

金子 孝信 かねこ たかのぶ

P R O F I L E

はじめに1

　子どもたちが抱える課題を地域ぐるみで解決するた

めに地域の住民や保護者の力を学校運営に反映させる

仕組みとして、全国では平成１６年に学校運営協議会制

度（コミュニティ・スクール）が導入されてから１０年が経

過しました。現在では４４都道府県内２，３８９校（平成２７年

４月現在）が学校運営協議会を設置しており、コミュニ

ティ・スクールに指定され、年々増加しています。この間、

コミュニティ・スクールの広がりとともに学校・家庭・地域

の連携・協働により、子どもたちの豊かな学びを創造し、

地域の絆をつなぐ取組が各地で進められてきました。

　なぜ今、コミュニティ・スクールが求められているので

しょう。現在の子どもたちの教育環境は、多様化・複雑化

する社会状況の変化等を背景に地域社会や家庭を巡る

問題が深刻化している中で、子どもたちの多様な価値

観をもった人々との触れ合いや体験などが減少したこ

とによる子どもたちの学習意欲、規範意識、自尊感情、

体力等の低下が課題となっています。また、学校を取り

巻く環境においても複雑化・困難化しており、全国的に

いじめや問題行動件数、不登校児童生徒数などが増加

しています。その原因には子どもたちのコミュニケ―

ション能力の低下や心の問題などが課題としてあげら

れています。今、多様な児童生徒への対応や豊かな心を

育む教育環境を提供することが求められています。

　つまり、これからの時代を生き抜いていかなければな

らない子どもたちにとって必要な教育環境や教育活動

を準備することが学校の力だけでは難しくなってきてい

るということです。そのため、コミュニティ・スクールが

今、求められており、これからの子どもたちに必要な力

を学校・家庭・地域が連携・協働して社会総がかりでの

教育の実現が不可欠となっています。

　このような背景から、福津市教育委員会では「行きた

い学校、帰りたい家庭、住みたい地域」を福津市コミュニ

ティ・スクールの教育理念とし、「夢や希望を持ち、健や

かに育つ子ども」の育成を目指して重点施策の１つとし

てコミュニティ・スクールを推進しています。

　福津市のコミュニティ・スクールは、学校・家庭・地域

がそれぞれの役割を担い、協働しながら相互に責任を

果たす共働・責任分担方式にて進めています。（「協働」
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とは情報や課題を共有し、共に知恵を出し合い行動する

ことであるが、福津市ではそれぞれが「対等な立場で一緒

に」という意味を込めて、「共働」という表記にしている。）

主に、学校では確かな学力を、家庭では基本的な生活習

慣を基盤とする生活力を、地域では社会的なマナーや

礼儀、様々な立場の人たちと関わろうとする社会力を、

地域の子どもたちの成長を願い、周囲の大人たちが責

任をもって育てようと共働・連携しています。

　また、東日本大震災より地域社会のつながりの大切さ

が見直されるとともに、将来の人口減少や過疎化が叫

ばれる中で、今、学校は地域の核となる役割を担うこと

が求められています。

　このような社会全体のニーズから、本市においても次

の４点を目指してコミュニティ・スクールを推進していき

たいと考えています。

◆ 学校と地域の人 （々保護者・地域住民等）が子どもた

ちの課題や目標を共有し、一体となって地域の子ど

もの豊かな育ちを応援すること。

◆ 学校は地域の大人の学びの場、生きがいの場となる

こと。

◆ 将来の地域づくりの担い手を育てること。

◆ 地域の絆を深めること。

　これらを実現することこそが、学校が地域の核となり、

学校と地域の間に互恵関係が築かれ、子どもたちの豊

かな学びとともに将来、子どもたちが担う地域のコミュ

ニティが形成され、地域の絆が確かなものになるのでは

ないかと考えています。

　福津市は福岡県の旧宗像郡福間町と津屋崎町に分か

れていましたが、平成１７年に両町が合併して福津市が

誕生して今年、市制１０周年を迎えました。人口は現在

60，000人（平成27年10月19日）の豊かな自然と都市

的な生活空間を併せ持つ小規模の都市です。世界遺産

候補の新原・奴山古墳群や福間海岸や伝統文化があり、

子どもたちの教育に関わる地域資源が豊富な地域です。

　本市では、平成１８年に神興東小学校に文部科学省の

コミュニティ・スクール研究委嘱を受け、段階的な設置

計画のもと小学校から順にコミュニティ・スクールの研

究・施行・実施を行い、２３年６月をもって市内すべての

小学校（７校）・中学校（３校）が学校運営協議会を設置

し、コミュニティ・スクールに指定しました。

　平成２３年度よりコミュニティ・スクールの全校実施と

なり、５年目を迎えています。コミュニティ・スクールの導

入から地域の住民や保護者の学校への理解と協力のお

かげで、わずかな期間に福津市のコミュニティ・スクー

ルは急激な進化をしていると言われています。その背景

には、古くからある福津の教育が根強く残っていたから

かもしれません。

「一人の子を粗末にするとき、教育はその光を失う。」

　これは大正から昭和の初めにかけて神興尋常高等小

学校（現在の神興東小学校）で教鞭をとられ、「東洋のペ

スタロッチ」とも称された安部清美先生が教育理念とし

て大切にされた言葉です。「愛の教育」「土の教育」を提

唱され、①地域を愛し、みんなで守ること。②自然を愛し、

みんなで生かすこと。③人を愛し、みんなで育むこと。こ

れらを教育の理念にすえて福津市、宗像市の学校教育

の礎をつくってこられました。その教育は「村の教育」

「全村教育」とも呼ばれ、学校のみならず村民全体、すな

わち地域を育てていこうとする

ものでした。今まさに、福津市

のコミュニティ・スクールはこの

教育の理念に立ち、「地域とと

もにある学校づくり」と同時に

「学校とともにある地域づくり」

を推進したいと考えています。

　コミュニティ・スクール導入に向けて地域とどのよう

にしてつながっていけばよいのかと不安や課題を抱え

ている学校は多くありました。本市では、学校を応援す

る次の２つのしくみが市として整備されていたことがコ

ミュニティ・スクールの大きな支えとなっています。

（１） 福津の「郷づくり」

　福津市では学校と地域をつなぐ大きな役割を「郷づ

くり」が担ってくれています。

　「郷づくり」とは地域住民や地域で活動する団体同士

が互いに協力・連携し、地域の課題解決や個性的で魅力

ある地域づくりに取り組む「地域自治」の活動です。市内

を８つの郷づくり地域に分け、各郷づくりに４つの部会

（子育て部会、防犯防災部会、福祉部会、環境景観部会）

を組織し、住民の暮らしをより良くするために取り組ん

でいます。福津市では若者が減って高齢化が加速する地

域や新しい人が入ってきても、つながりが希薄な地域、

地域全体で子どもを見守り、子育てに力を入れている地

域など、地域によって特性やニーズが異なり、課題が多

様化しています。地域の課題を解決していく上でその地

域に住む人たちが協力し、それぞれの地域の実情にあっ

た解決策を考える方が効果的に進められるため「郷づく

り」が中心となった地域づくりが行われています。

　「郷づくり」では「学校とまちがひとつになり、未来を担

う子どもたちをみんなで育てる」という視点を持って活

動をしています。そのため、地域の大人たちとの触れ合い

や体験を通して、子ど

もたちは新たな発見や

価値観を持ち、心豊か

に育つとともに地域社

会のことに関心を持つ

ことができています。

（２） 「郷育カレッジ」

　コミュニティ・スクール導入時、学校は地域資源を取り

入れ、教育活動の中で地域のことを学ばせたり、豊かな

体験をさせたりすることから取り組みました。そんなと

きに「郷育カレッジ」は学校の応援団として特色ある教

育活動の生み出しに大きく貢献してくれました。

　「郷育」の「郷」という字は「地域」、「自分たちの住んで

いるところ」や「ふるさと」という意味を持っており、「育」

はその地域によって育てられ、また地域を育てていく姿

をイメージしています。つまり、『「郷」によって育てられ、

また皆で「郷」を育てていく姿』ということです。

　「郷育」は「人と人とが心を開いてさまざまに向き合い

ながら主体的に育て合うこと。地域の人材育成。」と捉え

た生涯学習社会を実現するための福津市独自の総合学

習システムです。地域で活躍されている方を中心に講師

として招き、地域の特

性に着目した講座を開

催しています。地域の

「ひと・もの・こと」を活

かしてコミュニティの

絆を深めるような学習

機会を提供しています。多様な地域の講師が学校の

ニーズに応じて教育活動を応援してくれています。「郷

育カレッジ」では、学習することで新たな学習意欲を喚

起させ、ボランティアとしてまちづくりに参画できるよう

なシステムを目指しています。　将来、子どもたちが「郷

づくり」や「郷育カレッジ」の一員として地域のことを大

切に想う大人になって欲しいと願っています。

　福津市のコミュニティ・スクールは市内全校導入から

５年目を迎え、セカンド・ステージとして捉えています。

段階的に導入したファースト・ステージでは、地域住民

や保護者等に「コミュニティ・スクール」を理解していた

だくために、地域住民、保護者等の説明会を学校会場に

て行ったり、地域人材の活用や地域との共働による教育

活動の開発をしたりして、啓発・開発期として各学校の

地域性を活かし、特色ある教育活動を行いながらコミュ

ニティ・スクールを推進してきました。その中で本市の

コミュニティ・スクールを強くしているのは、「熟議」で

あったと思います。学校運営協議会を中心に子どもたち

を取り巻く大人たちが相互に語り合える「熟議」の場を

設定し、大人の本気の想いを紡ぎあえるしくみをつくっ

ていきました。本市では年に１度、学校運営協議会委員

と地域住民や保護者が集い、ワールド・カフェという手法

による「熟議」を行い、学校運営協議会の担う役割につ

いて理解を深めていただくとともに、すべての学校で

「熟議」による学校運営協議会が進められるように支援

をしています。「熟議」を重ねながら、学校関係者の当事

者意識、参画意識が高められ、学校の取組の企画・運営

への協力を得られるようになっています。

　地域住民や保護者、教職員の理解と協力体制が整え

られてきた今、セカンド・ステージとしての深化・充実が

求められています。これまで築き上げてきたものを基盤

にして、子どもたちのよりよい学びと成長を実現するた

めに小中９年間の子どもの育ちを地域ぐるみで支援す

るしくみの構築が必要です。地域の核としての学校の役

割を担うためにも、中学校区の小・中学校が連携し、地

域の子どもたちの抱える課題や目標を共有することで

地域住民、保護者等にとってよりわかりやすく、協力しや

すい体制を整えることができるのではないでしょうか。

　本市では中学校区において、中学校区合同学校運営

協議会を開催し、地域の子どもたちの課題と目指す子ど

も像（目標）を共有し、熟議と共働を進めています。

　また、小中合同で課題や目標を共有し共通評価項目

を設定し、学校評価に位置づけ、取組の検証、見直しを

図り、子どもたちの成長を見届けています。年度末には

校長による学校運営の成果と課題について学校運営協

議会、地域住民、保護者等に説明する「福津市コミュニ

ティ・スクール報告会」を開催し、校長との熟議を通して

次年度の改善に向けて協議します。このように「みんな

で関わり、みんなで作る学校づくり」を進めています。

　コミュニティ・スクールの導入から様々な成果が表れ、

子どもたちを中心に地域の和が広がっています。

　地域人材の専門性を活用した授業改善や地域資源の

活用による総合カリキュラムの作成などが行われ、子ども

たちは地域を身近に感じ、地域への関心と地域の良さを

知ることができています。地域との共働によって、赤ペン

先生などの児童の学習支援や専門性を活かしたGT授業

などによって子どもたちの学習が充実したものになりま

した。子どもたちは大人との会話の機会が増え、小さな社

会での学びや大人への憧れが芽生えていくことでしょう。

　平成２６年度の小中学校への地域・保護者の直接的な

協力者数はのべ5,470人、間接的な協力者数はのべ

2,602人と増えてきており、多くの大人が地域の子ども

たちのために協力してくれています。その結果、子ども

たちの地域への愛着や感謝の思いが広がり、中学校で

は地域貢献という姿となり、地域の課題を克服するため

に松林保全活動や海岸清掃、ボランティア活動等が活

発に行われるようになりました。大人たちも地域の子ど

もたちを育てることを通して地域のつながりが深まって

きています。地域では、学校との共働による地域合同防

災避難訓練や中学生の企画による松林の整備や地域の

イベントなどが開催され、地域の活動に中学生が関われ

るようになり、「中学生は地域の力」であると言われるま

でになっています。このような地域との好循環を生み出

すことができたのは、やはり子どもたちを取り巻く大人

たちが本気で知恵と汗を出し合い、コミュニティ・スクー

ルの中で取り組んできたことの大きな成果であると思

います。まさに「大人たちの本気は、子どもたちのやる気

を引き出し、地域に元気をもたらす」ことができている

のではないでしょうか。

　福津市で一番ゴミが出るのは花火大会後という地域

の声から、中学生が地域の課題を克服しようと動き出し

て今年で４年目になります。今年は昨年を上回る５１０名

の市内中学生ボランティアが朝６時半に集まり、海岸清

掃を行いました。その海岸でコミュニティ・スクール

フォーラムに参加した中学生が「僕はフォーラムに参加

して地域の方がこんなにも僕たちのことを考えてくれて

いることを知った。地域のために僕たちができることを

もっとやっていこう。」と参加した中学生に呼びかけたの

です。地域の想いが子どもに伝わったのでしょう。子ども

たちを育てるものは大人の本気の想いなのです。コミュ

ニティ・スクールが目指すものは、大人たちが子どもた

ちのために知恵を出し合い、これからの時代を生き抜い

ていくために必要な力を身に付け、将来子どもたちが生

きる地域の担い手を育てることではないかと思います。

その中で郷土愛を育み、循環型の地域社会をつくって

いくことを目指していきたいと考えています。
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大人の本気が 子どものやる気を引き出し 地域を元気にする
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　子どもたちが抱える課題を地域ぐるみで解決するた

めに地域の住民や保護者の力を学校運営に反映させる

仕組みとして、全国では平成１６年に学校運営協議会制

度（コミュニティ・スクール）が導入されてから１０年が経

過しました。現在では４４都道府県内２，３８９校（平成２７年

４月現在）が学校運営協議会を設置しており、コミュニ

ティ・スクールに指定され、年々増加しています。この間、

コミュニティ・スクールの広がりとともに学校・家庭・地域

の連携・協働により、子どもたちの豊かな学びを創造し、

地域の絆をつなぐ取組が各地で進められてきました。

　なぜ今、コミュニティ・スクールが求められているので

しょう。現在の子どもたちの教育環境は、多様化・複雑化

する社会状況の変化等を背景に地域社会や家庭を巡る

問題が深刻化している中で、子どもたちの多様な価値

観をもった人々との触れ合いや体験などが減少したこ

とによる子どもたちの学習意欲、規範意識、自尊感情、

体力等の低下が課題となっています。また、学校を取り

巻く環境においても複雑化・困難化しており、全国的に

いじめや問題行動件数、不登校児童生徒数などが増加

しています。その原因には子どもたちのコミュニケ―

ション能力の低下や心の問題などが課題としてあげら

れています。今、多様な児童生徒への対応や豊かな心を

育む教育環境を提供することが求められています。

　つまり、これからの時代を生き抜いていかなければな

らない子どもたちにとって必要な教育環境や教育活動

を準備することが学校の力だけでは難しくなってきてい

るということです。そのため、コミュニティ・スクールが

今、求められており、これからの子どもたちに必要な力

を学校・家庭・地域が連携・協働して社会総がかりでの

教育の実現が不可欠となっています。

　このような背景から、福津市教育委員会では「行きた

い学校、帰りたい家庭、住みたい地域」を福津市コミュニ

ティ・スクールの教育理念とし、「夢や希望を持ち、健や

かに育つ子ども」の育成を目指して重点施策の１つとし

てコミュニティ・スクールを推進しています。

　福津市のコミュニティ・スクールは、学校・家庭・地域

がそれぞれの役割を担い、協働しながら相互に責任を

果たす共働・責任分担方式にて進めています。（「協働」

とは情報や課題を共有し、共に知恵を出し合い行動する

ことであるが、福津市ではそれぞれが「対等な立場で一緒

に」という意味を込めて、「共働」という表記にしている。）

主に、学校では確かな学力を、家庭では基本的な生活習

慣を基盤とする生活力を、地域では社会的なマナーや

礼儀、様々な立場の人たちと関わろうとする社会力を、

地域の子どもたちの成長を願い、周囲の大人たちが責

任をもって育てようと共働・連携しています。

　また、東日本大震災より地域社会のつながりの大切さ

が見直されるとともに、将来の人口減少や過疎化が叫

ばれる中で、今、学校は地域の核となる役割を担うこと

が求められています。

　このような社会全体のニーズから、本市においても次

の４点を目指してコミュニティ・スクールを推進していき

たいと考えています。

◆ 学校と地域の人 （々保護者・地域住民等）が子どもた

ちの課題や目標を共有し、一体となって地域の子ど

もの豊かな育ちを応援すること。

◆ 学校は地域の大人の学びの場、生きがいの場となる

こと。

◆ 将来の地域づくりの担い手を育てること。

◆ 地域の絆を深めること。

　これらを実現することこそが、学校が地域の核となり、

学校と地域の間に互恵関係が築かれ、子どもたちの豊

かな学びとともに将来、子どもたちが担う地域のコミュ

ニティが形成され、地域の絆が確かなものになるのでは

ないかと考えています。

　福津市は福岡県の旧宗像郡福間町と津屋崎町に分か

れていましたが、平成１７年に両町が合併して福津市が

誕生して今年、市制１０周年を迎えました。人口は現在

60，000人（平成27年10月19日）の豊かな自然と都市

的な生活空間を併せ持つ小規模の都市です。世界遺産

候補の新原・奴山古墳群や福間海岸や伝統文化があり、

子どもたちの教育に関わる地域資源が豊富な地域です。

　本市では、平成１８年に神興東小学校に文部科学省の

コミュニティ・スクール研究委嘱を受け、段階的な設置

計画のもと小学校から順にコミュニティ・スクールの研

究・施行・実施を行い、２３年６月をもって市内すべての

小学校（７校）・中学校（３校）が学校運営協議会を設置

し、コミュニティ・スクールに指定しました。

　平成２３年度よりコミュニティ・スクールの全校実施と

なり、５年目を迎えています。コミュニティ・スクールの導

入から地域の住民や保護者の学校への理解と協力のお

かげで、わずかな期間に福津市のコミュニティ・スクー

ルは急激な進化をしていると言われています。その背景

には、古くからある福津の教育が根強く残っていたから

かもしれません。

「一人の子を粗末にするとき、教育はその光を失う。」

　これは大正から昭和の初めにかけて神興尋常高等小

学校（現在の神興東小学校）で教鞭をとられ、「東洋のペ

スタロッチ」とも称された安部清美先生が教育理念とし

て大切にされた言葉です。「愛の教育」「土の教育」を提

唱され、①地域を愛し、みんなで守ること。②自然を愛し、

みんなで生かすこと。③人を愛し、みんなで育むこと。こ

れらを教育の理念にすえて福津市、宗像市の学校教育

の礎をつくってこられました。その教育は「村の教育」

「全村教育」とも呼ばれ、学校のみならず村民全体、すな

わち地域を育てていこうとする

ものでした。今まさに、福津市

のコミュニティ・スクールはこの

教育の理念に立ち、「地域とと

もにある学校づくり」と同時に

「学校とともにある地域づくり」

を推進したいと考えています。

　コミュニティ・スクール導入に向けて地域とどのよう

にしてつながっていけばよいのかと不安や課題を抱え

ている学校は多くありました。本市では、学校を応援す

る次の２つのしくみが市として整備されていたことがコ

ミュニティ・スクールの大きな支えとなっています。

（１） 福津の「郷づくり」

　福津市では学校と地域をつなぐ大きな役割を「郷づ

くり」が担ってくれています。

　「郷づくり」とは地域住民や地域で活動する団体同士

が互いに協力・連携し、地域の課題解決や個性的で魅力

ある地域づくりに取り組む「地域自治」の活動です。市内

を８つの郷づくり地域に分け、各郷づくりに４つの部会

（子育て部会、防犯防災部会、福祉部会、環境景観部会）

を組織し、住民の暮らしをより良くするために取り組ん

でいます。福津市では若者が減って高齢化が加速する地

域や新しい人が入ってきても、つながりが希薄な地域、

地域全体で子どもを見守り、子育てに力を入れている地

域など、地域によって特性やニーズが異なり、課題が多

様化しています。地域の課題を解決していく上でその地

域に住む人たちが協力し、それぞれの地域の実情にあっ

た解決策を考える方が効果的に進められるため「郷づく

り」が中心となった地域づくりが行われています。

　「郷づくり」では「学校とまちがひとつになり、未来を担

う子どもたちをみんなで育てる」という視点を持って活

動をしています。そのため、地域の大人たちとの触れ合い

や体験を通して、子ど

もたちは新たな発見や

価値観を持ち、心豊か

に育つとともに地域社

会のことに関心を持つ

ことができています。

（２） 「郷育カレッジ」

　コミュニティ・スクール導入時、学校は地域資源を取り

入れ、教育活動の中で地域のことを学ばせたり、豊かな

体験をさせたりすることから取り組みました。そんなと

きに「郷育カレッジ」は学校の応援団として特色ある教

育活動の生み出しに大きく貢献してくれました。

　「郷育」の「郷」という字は「地域」、「自分たちの住んで

いるところ」や「ふるさと」という意味を持っており、「育」

はその地域によって育てられ、また地域を育てていく姿

をイメージしています。つまり、『「郷」によって育てられ、

また皆で「郷」を育てていく姿』ということです。

　「郷育」は「人と人とが心を開いてさまざまに向き合い

ながら主体的に育て合うこと。地域の人材育成。」と捉え

た生涯学習社会を実現するための福津市独自の総合学

習システムです。地域で活躍されている方を中心に講師

として招き、地域の特

性に着目した講座を開

催しています。地域の

「ひと・もの・こと」を活

かしてコミュニティの

絆を深めるような学習

機会を提供しています。多様な地域の講師が学校の

ニーズに応じて教育活動を応援してくれています。「郷

育カレッジ」では、学習することで新たな学習意欲を喚

起させ、ボランティアとしてまちづくりに参画できるよう

なシステムを目指しています。　将来、子どもたちが「郷

づくり」や「郷育カレッジ」の一員として地域のことを大

切に想う大人になって欲しいと願っています。

　福津市のコミュニティ・スクールは市内全校導入から

５年目を迎え、セカンド・ステージとして捉えています。

段階的に導入したファースト・ステージでは、地域住民

や保護者等に「コミュニティ・スクール」を理解していた

だくために、地域住民、保護者等の説明会を学校会場に

て行ったり、地域人材の活用や地域との共働による教育

活動の開発をしたりして、啓発・開発期として各学校の

地域性を活かし、特色ある教育活動を行いながらコミュ

ニティ・スクールを推進してきました。その中で本市の

コミュニティ・スクールを強くしているのは、「熟議」で

あったと思います。学校運営協議会を中心に子どもたち

を取り巻く大人たちが相互に語り合える「熟議」の場を

設定し、大人の本気の想いを紡ぎあえるしくみをつくっ

ていきました。本市では年に１度、学校運営協議会委員

と地域住民や保護者が集い、ワールド・カフェという手法

による「熟議」を行い、学校運営協議会の担う役割につ

いて理解を深めていただくとともに、すべての学校で

「熟議」による学校運営協議会が進められるように支援

をしています。「熟議」を重ねながら、学校関係者の当事

者意識、参画意識が高められ、学校の取組の企画・運営

への協力を得られるようになっています。

　地域住民や保護者、教職員の理解と協力体制が整え

られてきた今、セカンド・ステージとしての深化・充実が

求められています。これまで築き上げてきたものを基盤

にして、子どもたちのよりよい学びと成長を実現するた

めに小中９年間の子どもの育ちを地域ぐるみで支援す

るしくみの構築が必要です。地域の核としての学校の役

割を担うためにも、中学校区の小・中学校が連携し、地

域の子どもたちの抱える課題や目標を共有することで

地域住民、保護者等にとってよりわかりやすく、協力しや

すい体制を整えることができるのではないでしょうか。

　本市では中学校区において、中学校区合同学校運営

協議会を開催し、地域の子どもたちの課題と目指す子ど

も像（目標）を共有し、熟議と共働を進めています。

　また、小中合同で課題や目標を共有し共通評価項目

を設定し、学校評価に位置づけ、取組の検証、見直しを

図り、子どもたちの成長を見届けています。年度末には

校長による学校運営の成果と課題について学校運営協

議会、地域住民、保護者等に説明する「福津市コミュニ

ティ・スクール報告会」を開催し、校長との熟議を通して

次年度の改善に向けて協議します。このように「みんな

で関わり、みんなで作る学校づくり」を進めています。

　コミュニティ・スクールの導入から様々な成果が表れ、

子どもたちを中心に地域の和が広がっています。

　地域人材の専門性を活用した授業改善や地域資源の

活用による総合カリキュラムの作成などが行われ、子ども

たちは地域を身近に感じ、地域への関心と地域の良さを

知ることができています。地域との共働によって、赤ペン

先生などの児童の学習支援や専門性を活かしたGT授業

などによって子どもたちの学習が充実したものになりま

した。子どもたちは大人との会話の機会が増え、小さな社

会での学びや大人への憧れが芽生えていくことでしょう。

　平成２６年度の小中学校への地域・保護者の直接的な

協力者数はのべ5,470人、間接的な協力者数はのべ

2,602人と増えてきており、多くの大人が地域の子ども

たちのために協力してくれています。その結果、子ども

たちの地域への愛着や感謝の思いが広がり、中学校で

は地域貢献という姿となり、地域の課題を克服するため

に松林保全活動や海岸清掃、ボランティア活動等が活

発に行われるようになりました。大人たちも地域の子ど

もたちを育てることを通して地域のつながりが深まって

きています。地域では、学校との共働による地域合同防

災避難訓練や中学生の企画による松林の整備や地域の

イベントなどが開催され、地域の活動に中学生が関われ

るようになり、「中学生は地域の力」であると言われるま

でになっています。このような地域との好循環を生み出

すことができたのは、やはり子どもたちを取り巻く大人

たちが本気で知恵と汗を出し合い、コミュニティ・スクー

ルの中で取り組んできたことの大きな成果であると思

います。まさに「大人たちの本気は、子どもたちのやる気

を引き出し、地域に元気をもたらす」ことができている

のではないでしょうか。

　福津市で一番ゴミが出るのは花火大会後という地域

の声から、中学生が地域の課題を克服しようと動き出し

て今年で４年目になります。今年は昨年を上回る５１０名

の市内中学生ボランティアが朝６時半に集まり、海岸清

掃を行いました。その海岸でコミュニティ・スクール

フォーラムに参加した中学生が「僕はフォーラムに参加

して地域の方がこんなにも僕たちのことを考えてくれて

いることを知った。地域のために僕たちができることを

もっとやっていこう。」と参加した中学生に呼びかけたの

です。地域の想いが子どもに伝わったのでしょう。子ども

たちを育てるものは大人の本気の想いなのです。コミュ

ニティ・スクールが目指すものは、大人たちが子どもた

ちのために知恵を出し合い、これからの時代を生き抜い

ていくために必要な力を身に付け、将来子どもたちが生

きる地域の担い手を育てることではないかと思います。

その中で郷土愛を育み、循環型の地域社会をつくって

いくことを目指していきたいと考えています。

福津市の教育のあゆみ2

福津市のコミュニティ・スクールの概念図
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　子どもたちが抱える課題を地域ぐるみで解決するた

めに地域の住民や保護者の力を学校運営に反映させる

仕組みとして、全国では平成１６年に学校運営協議会制

度（コミュニティ・スクール）が導入されてから１０年が経

過しました。現在では４４都道府県内２，３８９校（平成２７年

４月現在）が学校運営協議会を設置しており、コミュニ

ティ・スクールに指定され、年々増加しています。この間、

コミュニティ・スクールの広がりとともに学校・家庭・地域

の連携・協働により、子どもたちの豊かな学びを創造し、

地域の絆をつなぐ取組が各地で進められてきました。

　なぜ今、コミュニティ・スクールが求められているので

しょう。現在の子どもたちの教育環境は、多様化・複雑化

する社会状況の変化等を背景に地域社会や家庭を巡る

問題が深刻化している中で、子どもたちの多様な価値

観をもった人々との触れ合いや体験などが減少したこ

とによる子どもたちの学習意欲、規範意識、自尊感情、

体力等の低下が課題となっています。また、学校を取り

巻く環境においても複雑化・困難化しており、全国的に

いじめや問題行動件数、不登校児童生徒数などが増加

しています。その原因には子どもたちのコミュニケ―

ション能力の低下や心の問題などが課題としてあげら

れています。今、多様な児童生徒への対応や豊かな心を

育む教育環境を提供することが求められています。

　つまり、これからの時代を生き抜いていかなければな

らない子どもたちにとって必要な教育環境や教育活動

を準備することが学校の力だけでは難しくなってきてい

るということです。そのため、コミュニティ・スクールが

今、求められており、これからの子どもたちに必要な力

を学校・家庭・地域が連携・協働して社会総がかりでの

教育の実現が不可欠となっています。

　このような背景から、福津市教育委員会では「行きた

い学校、帰りたい家庭、住みたい地域」を福津市コミュニ

ティ・スクールの教育理念とし、「夢や希望を持ち、健や

かに育つ子ども」の育成を目指して重点施策の１つとし

てコミュニティ・スクールを推進しています。

　福津市のコミュニティ・スクールは、学校・家庭・地域

がそれぞれの役割を担い、協働しながら相互に責任を

果たす共働・責任分担方式にて進めています。（「協働」

とは情報や課題を共有し、共に知恵を出し合い行動する

ことであるが、福津市ではそれぞれが「対等な立場で一緒

に」という意味を込めて、「共働」という表記にしている。）

主に、学校では確かな学力を、家庭では基本的な生活習

慣を基盤とする生活力を、地域では社会的なマナーや

礼儀、様々な立場の人たちと関わろうとする社会力を、

地域の子どもたちの成長を願い、周囲の大人たちが責

任をもって育てようと共働・連携しています。

　また、東日本大震災より地域社会のつながりの大切さ

が見直されるとともに、将来の人口減少や過疎化が叫

ばれる中で、今、学校は地域の核となる役割を担うこと

が求められています。

　このような社会全体のニーズから、本市においても次

の４点を目指してコミュニティ・スクールを推進していき

たいと考えています。

◆ 学校と地域の人 （々保護者・地域住民等）が子どもた

ちの課題や目標を共有し、一体となって地域の子ど

もの豊かな育ちを応援すること。

◆ 学校は地域の大人の学びの場、生きがいの場となる

こと。

◆ 将来の地域づくりの担い手を育てること。

◆ 地域の絆を深めること。

　これらを実現することこそが、学校が地域の核となり、

学校と地域の間に互恵関係が築かれ、子どもたちの豊

かな学びとともに将来、子どもたちが担う地域のコミュ

ニティが形成され、地域の絆が確かなものになるのでは

ないかと考えています。

　福津市は福岡県の旧宗像郡福間町と津屋崎町に分か

れていましたが、平成１７年に両町が合併して福津市が

誕生して今年、市制１０周年を迎えました。人口は現在

60，000人（平成27年10月19日）の豊かな自然と都市

的な生活空間を併せ持つ小規模の都市です。世界遺産

候補の新原・奴山古墳群や福間海岸や伝統文化があり、

子どもたちの教育に関わる地域資源が豊富な地域です。

　本市では、平成１８年に神興東小学校に文部科学省の

コミュニティ・スクール研究委嘱を受け、段階的な設置

計画のもと小学校から順にコミュニティ・スクールの研

究・施行・実施を行い、２３年６月をもって市内すべての

小学校（７校）・中学校（３校）が学校運営協議会を設置

し、コミュニティ・スクールに指定しました。

　平成２３年度よりコミュニティ・スクールの全校実施と

なり、５年目を迎えています。コミュニティ・スクールの導

入から地域の住民や保護者の学校への理解と協力のお

かげで、わずかな期間に福津市のコミュニティ・スクー

ルは急激な進化をしていると言われています。その背景

には、古くからある福津の教育が根強く残っていたから

かもしれません。

「一人の子を粗末にするとき、教育はその光を失う。」

　これは大正から昭和の初めにかけて神興尋常高等小

学校（現在の神興東小学校）で教鞭をとられ、「東洋のペ

スタロッチ」とも称された安部清美先生が教育理念とし

て大切にされた言葉です。「愛の教育」「土の教育」を提

唱され、①地域を愛し、みんなで守ること。②自然を愛し、

みんなで生かすこと。③人を愛し、みんなで育むこと。こ

れらを教育の理念にすえて福津市、宗像市の学校教育

の礎をつくってこられました。その教育は「村の教育」

「全村教育」とも呼ばれ、学校のみならず村民全体、すな

わち地域を育てていこうとする

ものでした。今まさに、福津市

のコミュニティ・スクールはこの

教育の理念に立ち、「地域とと

もにある学校づくり」と同時に

「学校とともにある地域づくり」

を推進したいと考えています。

　コミュニティ・スクール導入に向けて地域とどのよう

にしてつながっていけばよいのかと不安や課題を抱え

ている学校は多くありました。本市では、学校を応援す

る次の２つのしくみが市として整備されていたことがコ

ミュニティ・スクールの大きな支えとなっています。

（１） 福津の「郷づくり」

　福津市では学校と地域をつなぐ大きな役割を「郷づ

くり」が担ってくれています。

　「郷づくり」とは地域住民や地域で活動する団体同士

が互いに協力・連携し、地域の課題解決や個性的で魅力

ある地域づくりに取り組む「地域自治」の活動です。市内

を８つの郷づくり地域に分け、各郷づくりに４つの部会

（子育て部会、防犯防災部会、福祉部会、環境景観部会）

を組織し、住民の暮らしをより良くするために取り組ん

でいます。福津市では若者が減って高齢化が加速する地

域や新しい人が入ってきても、つながりが希薄な地域、

地域全体で子どもを見守り、子育てに力を入れている地

域など、地域によって特性やニーズが異なり、課題が多

様化しています。地域の課題を解決していく上でその地

域に住む人たちが協力し、それぞれの地域の実情にあっ

た解決策を考える方が効果的に進められるため「郷づく

り」が中心となった地域づくりが行われています。

　「郷づくり」では「学校とまちがひとつになり、未来を担

う子どもたちをみんなで育てる」という視点を持って活

動をしています。そのため、地域の大人たちとの触れ合い

や体験を通して、子ど

もたちは新たな発見や

価値観を持ち、心豊か

に育つとともに地域社

会のことに関心を持つ

ことができています。

（２） 「郷育カレッジ」

　コミュニティ・スクール導入時、学校は地域資源を取り

入れ、教育活動の中で地域のことを学ばせたり、豊かな

体験をさせたりすることから取り組みました。そんなと

きに「郷育カレッジ」は学校の応援団として特色ある教

育活動の生み出しに大きく貢献してくれました。

　「郷育」の「郷」という字は「地域」、「自分たちの住んで

いるところ」や「ふるさと」という意味を持っており、「育」

はその地域によって育てられ、また地域を育てていく姿

をイメージしています。つまり、『「郷」によって育てられ、

また皆で「郷」を育てていく姿』ということです。

　「郷育」は「人と人とが心を開いてさまざまに向き合い

ながら主体的に育て合うこと。地域の人材育成。」と捉え

た生涯学習社会を実現するための福津市独自の総合学

習システムです。地域で活躍されている方を中心に講師

として招き、地域の特

性に着目した講座を開

催しています。地域の

「ひと・もの・こと」を活

かしてコミュニティの

絆を深めるような学習

機会を提供しています。多様な地域の講師が学校の

ニーズに応じて教育活動を応援してくれています。「郷

育カレッジ」では、学習することで新たな学習意欲を喚

起させ、ボランティアとしてまちづくりに参画できるよう

なシステムを目指しています。　将来、子どもたちが「郷

づくり」や「郷育カレッジ」の一員として地域のことを大

切に想う大人になって欲しいと願っています。

　福津市のコミュニティ・スクールは市内全校導入から

５年目を迎え、セカンド・ステージとして捉えています。

段階的に導入したファースト・ステージでは、地域住民

や保護者等に「コミュニティ・スクール」を理解していた

だくために、地域住民、保護者等の説明会を学校会場に

て行ったり、地域人材の活用や地域との共働による教育

活動の開発をしたりして、啓発・開発期として各学校の

地域性を活かし、特色ある教育活動を行いながらコミュ

ニティ・スクールを推進してきました。その中で本市の

コミュニティ・スクールを強くしているのは、「熟議」で

あったと思います。学校運営協議会を中心に子どもたち

を取り巻く大人たちが相互に語り合える「熟議」の場を

設定し、大人の本気の想いを紡ぎあえるしくみをつくっ

ていきました。本市では年に１度、学校運営協議会委員

と地域住民や保護者が集い、ワールド・カフェという手法

による「熟議」を行い、学校運営協議会の担う役割につ

いて理解を深めていただくとともに、すべての学校で

「熟議」による学校運営協議会が進められるように支援

をしています。「熟議」を重ねながら、学校関係者の当事

者意識、参画意識が高められ、学校の取組の企画・運営

への協力を得られるようになっています。

　地域住民や保護者、教職員の理解と協力体制が整え

られてきた今、セカンド・ステージとしての深化・充実が

求められています。これまで築き上げてきたものを基盤

にして、子どもたちのよりよい学びと成長を実現するた

めに小中９年間の子どもの育ちを地域ぐるみで支援す

るしくみの構築が必要です。地域の核としての学校の役

割を担うためにも、中学校区の小・中学校が連携し、地

域の子どもたちの抱える課題や目標を共有することで

地域住民、保護者等にとってよりわかりやすく、協力しや

すい体制を整えることができるのではないでしょうか。

　本市では中学校区において、中学校区合同学校運営

協議会を開催し、地域の子どもたちの課題と目指す子ど

も像（目標）を共有し、熟議と共働を進めています。

　また、小中合同で課題や目標を共有し共通評価項目

を設定し、学校評価に位置づけ、取組の検証、見直しを

図り、子どもたちの成長を見届けています。年度末には

校長による学校運営の成果と課題について学校運営協

議会、地域住民、保護者等に説明する「福津市コミュニ

ティ・スクール報告会」を開催し、校長との熟議を通して

次年度の改善に向けて協議します。このように「みんな

で関わり、みんなで作る学校づくり」を進めています。

　コミュニティ・スクールの導入から様々な成果が表れ、

子どもたちを中心に地域の和が広がっています。

　地域人材の専門性を活用した授業改善や地域資源の

活用による総合カリキュラムの作成などが行われ、子ども

たちは地域を身近に感じ、地域への関心と地域の良さを

知ることができています。地域との共働によって、赤ペン

先生などの児童の学習支援や専門性を活かしたGT授業

などによって子どもたちの学習が充実したものになりま

した。子どもたちは大人との会話の機会が増え、小さな社

会での学びや大人への憧れが芽生えていくことでしょう。

　平成２６年度の小中学校への地域・保護者の直接的な

協力者数はのべ5,470人、間接的な協力者数はのべ

2,602人と増えてきており、多くの大人が地域の子ども

たちのために協力してくれています。その結果、子ども

たちの地域への愛着や感謝の思いが広がり、中学校で

は地域貢献という姿となり、地域の課題を克服するため

に松林保全活動や海岸清掃、ボランティア活動等が活

発に行われるようになりました。大人たちも地域の子ど

もたちを育てることを通して地域のつながりが深まって

きています。地域では、学校との共働による地域合同防

災避難訓練や中学生の企画による松林の整備や地域の

イベントなどが開催され、地域の活動に中学生が関われ

るようになり、「中学生は地域の力」であると言われるま

でになっています。このような地域との好循環を生み出

すことができたのは、やはり子どもたちを取り巻く大人

たちが本気で知恵と汗を出し合い、コミュニティ・スクー

ルの中で取り組んできたことの大きな成果であると思

います。まさに「大人たちの本気は、子どもたちのやる気

を引き出し、地域に元気をもたらす」ことができている

のではないでしょうか。

　福津市で一番ゴミが出るのは花火大会後という地域

の声から、中学生が地域の課題を克服しようと動き出し

て今年で４年目になります。今年は昨年を上回る５１０名

の市内中学生ボランティアが朝６時半に集まり、海岸清

掃を行いました。その海岸でコミュニティ・スクール

フォーラムに参加した中学生が「僕はフォーラムに参加

して地域の方がこんなにも僕たちのことを考えてくれて

いることを知った。地域のために僕たちができることを

もっとやっていこう。」と参加した中学生に呼びかけたの

です。地域の想いが子どもに伝わったのでしょう。子ども

たちを育てるものは大人の本気の想いなのです。コミュ

ニティ・スクールが目指すものは、大人たちが子どもた

ちのために知恵を出し合い、これからの時代を生き抜い

ていくために必要な力を身に付け、将来子どもたちが生

きる地域の担い手を育てることではないかと思います。

その中で郷土愛を育み、循環型の地域社会をつくって

いくことを目指していきたいと考えています。

コミュニティ・スクールを支えるしくみ3

子育て部会の「見守り隊」
神興教頭時代（26才）
安部清美先生

「スタードームを作ろう！」で
ご支援いただいた郷育カレッジの皆様
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　子どもたちが抱える課題を地域ぐるみで解決するた

めに地域の住民や保護者の力を学校運営に反映させる

仕組みとして、全国では平成１６年に学校運営協議会制

度（コミュニティ・スクール）が導入されてから１０年が経

過しました。現在では４４都道府県内２，３８９校（平成２７年

４月現在）が学校運営協議会を設置しており、コミュニ

ティ・スクールに指定され、年々増加しています。この間、

コミュニティ・スクールの広がりとともに学校・家庭・地域

の連携・協働により、子どもたちの豊かな学びを創造し、

地域の絆をつなぐ取組が各地で進められてきました。

　なぜ今、コミュニティ・スクールが求められているので

しょう。現在の子どもたちの教育環境は、多様化・複雑化

する社会状況の変化等を背景に地域社会や家庭を巡る

問題が深刻化している中で、子どもたちの多様な価値

観をもった人々との触れ合いや体験などが減少したこ

とによる子どもたちの学習意欲、規範意識、自尊感情、

体力等の低下が課題となっています。また、学校を取り

巻く環境においても複雑化・困難化しており、全国的に

いじめや問題行動件数、不登校児童生徒数などが増加

しています。その原因には子どもたちのコミュニケ―

ション能力の低下や心の問題などが課題としてあげら

れています。今、多様な児童生徒への対応や豊かな心を

育む教育環境を提供することが求められています。

　つまり、これからの時代を生き抜いていかなければな

らない子どもたちにとって必要な教育環境や教育活動

を準備することが学校の力だけでは難しくなってきてい

るということです。そのため、コミュニティ・スクールが

今、求められており、これからの子どもたちに必要な力

を学校・家庭・地域が連携・協働して社会総がかりでの

教育の実現が不可欠となっています。

　このような背景から、福津市教育委員会では「行きた

い学校、帰りたい家庭、住みたい地域」を福津市コミュニ

ティ・スクールの教育理念とし、「夢や希望を持ち、健や

かに育つ子ども」の育成を目指して重点施策の１つとし

てコミュニティ・スクールを推進しています。

　福津市のコミュニティ・スクールは、学校・家庭・地域

がそれぞれの役割を担い、協働しながら相互に責任を

果たす共働・責任分担方式にて進めています。（「協働」

とは情報や課題を共有し、共に知恵を出し合い行動する

ことであるが、福津市ではそれぞれが「対等な立場で一緒

に」という意味を込めて、「共働」という表記にしている。）

主に、学校では確かな学力を、家庭では基本的な生活習

慣を基盤とする生活力を、地域では社会的なマナーや

礼儀、様々な立場の人たちと関わろうとする社会力を、

地域の子どもたちの成長を願い、周囲の大人たちが責

任をもって育てようと共働・連携しています。

　また、東日本大震災より地域社会のつながりの大切さ

が見直されるとともに、将来の人口減少や過疎化が叫

ばれる中で、今、学校は地域の核となる役割を担うこと

が求められています。

　このような社会全体のニーズから、本市においても次

の４点を目指してコミュニティ・スクールを推進していき

たいと考えています。

◆ 学校と地域の人 （々保護者・地域住民等）が子どもた

ちの課題や目標を共有し、一体となって地域の子ど

もの豊かな育ちを応援すること。

◆ 学校は地域の大人の学びの場、生きがいの場となる

こと。

◆ 将来の地域づくりの担い手を育てること。

◆ 地域の絆を深めること。

　これらを実現することこそが、学校が地域の核となり、

学校と地域の間に互恵関係が築かれ、子どもたちの豊

かな学びとともに将来、子どもたちが担う地域のコミュ

ニティが形成され、地域の絆が確かなものになるのでは

ないかと考えています。

　福津市は福岡県の旧宗像郡福間町と津屋崎町に分か

れていましたが、平成１７年に両町が合併して福津市が

誕生して今年、市制１０周年を迎えました。人口は現在

60，000人（平成27年10月19日）の豊かな自然と都市

的な生活空間を併せ持つ小規模の都市です。世界遺産

候補の新原・奴山古墳群や福間海岸や伝統文化があり、

子どもたちの教育に関わる地域資源が豊富な地域です。

　本市では、平成１８年に神興東小学校に文部科学省の

コミュニティ・スクール研究委嘱を受け、段階的な設置

計画のもと小学校から順にコミュニティ・スクールの研

究・施行・実施を行い、２３年６月をもって市内すべての

小学校（７校）・中学校（３校）が学校運営協議会を設置

し、コミュニティ・スクールに指定しました。

　平成２３年度よりコミュニティ・スクールの全校実施と

なり、５年目を迎えています。コミュニティ・スクールの導

入から地域の住民や保護者の学校への理解と協力のお

かげで、わずかな期間に福津市のコミュニティ・スクー

ルは急激な進化をしていると言われています。その背景

には、古くからある福津の教育が根強く残っていたから

かもしれません。

「一人の子を粗末にするとき、教育はその光を失う。」

　これは大正から昭和の初めにかけて神興尋常高等小

学校（現在の神興東小学校）で教鞭をとられ、「東洋のペ

スタロッチ」とも称された安部清美先生が教育理念とし

て大切にされた言葉です。「愛の教育」「土の教育」を提

唱され、①地域を愛し、みんなで守ること。②自然を愛し、

みんなで生かすこと。③人を愛し、みんなで育むこと。こ

れらを教育の理念にすえて福津市、宗像市の学校教育

の礎をつくってこられました。その教育は「村の教育」

「全村教育」とも呼ばれ、学校のみならず村民全体、すな

わち地域を育てていこうとする

ものでした。今まさに、福津市

のコミュニティ・スクールはこの

教育の理念に立ち、「地域とと

もにある学校づくり」と同時に

「学校とともにある地域づくり」

を推進したいと考えています。

　コミュニティ・スクール導入に向けて地域とどのよう

にしてつながっていけばよいのかと不安や課題を抱え

ている学校は多くありました。本市では、学校を応援す

る次の２つのしくみが市として整備されていたことがコ

ミュニティ・スクールの大きな支えとなっています。

（１） 福津の「郷づくり」

　福津市では学校と地域をつなぐ大きな役割を「郷づ

くり」が担ってくれています。

　「郷づくり」とは地域住民や地域で活動する団体同士

が互いに協力・連携し、地域の課題解決や個性的で魅力

ある地域づくりに取り組む「地域自治」の活動です。市内

を８つの郷づくり地域に分け、各郷づくりに４つの部会

（子育て部会、防犯防災部会、福祉部会、環境景観部会）

を組織し、住民の暮らしをより良くするために取り組ん

でいます。福津市では若者が減って高齢化が加速する地

域や新しい人が入ってきても、つながりが希薄な地域、

地域全体で子どもを見守り、子育てに力を入れている地

域など、地域によって特性やニーズが異なり、課題が多

様化しています。地域の課題を解決していく上でその地

域に住む人たちが協力し、それぞれの地域の実情にあっ

た解決策を考える方が効果的に進められるため「郷づく

り」が中心となった地域づくりが行われています。

　「郷づくり」では「学校とまちがひとつになり、未来を担

う子どもたちをみんなで育てる」という視点を持って活

動をしています。そのため、地域の大人たちとの触れ合い

や体験を通して、子ど

もたちは新たな発見や

価値観を持ち、心豊か

に育つとともに地域社

会のことに関心を持つ

ことができています。

（２） 「郷育カレッジ」

　コミュニティ・スクール導入時、学校は地域資源を取り

入れ、教育活動の中で地域のことを学ばせたり、豊かな

体験をさせたりすることから取り組みました。そんなと

きに「郷育カレッジ」は学校の応援団として特色ある教

育活動の生み出しに大きく貢献してくれました。

　「郷育」の「郷」という字は「地域」、「自分たちの住んで

いるところ」や「ふるさと」という意味を持っており、「育」

はその地域によって育てられ、また地域を育てていく姿

をイメージしています。つまり、『「郷」によって育てられ、

また皆で「郷」を育てていく姿』ということです。

　「郷育」は「人と人とが心を開いてさまざまに向き合い

ながら主体的に育て合うこと。地域の人材育成。」と捉え

た生涯学習社会を実現するための福津市独自の総合学

習システムです。地域で活躍されている方を中心に講師

として招き、地域の特

性に着目した講座を開

催しています。地域の

「ひと・もの・こと」を活

かしてコミュニティの

絆を深めるような学習

機会を提供しています。多様な地域の講師が学校の

ニーズに応じて教育活動を応援してくれています。「郷

育カレッジ」では、学習することで新たな学習意欲を喚

起させ、ボランティアとしてまちづくりに参画できるよう

なシステムを目指しています。　将来、子どもたちが「郷

づくり」や「郷育カレッジ」の一員として地域のことを大

切に想う大人になって欲しいと願っています。

　福津市のコミュニティ・スクールは市内全校導入から

５年目を迎え、セカンド・ステージとして捉えています。

段階的に導入したファースト・ステージでは、地域住民

や保護者等に「コミュニティ・スクール」を理解していた

だくために、地域住民、保護者等の説明会を学校会場に

て行ったり、地域人材の活用や地域との共働による教育

活動の開発をしたりして、啓発・開発期として各学校の

地域性を活かし、特色ある教育活動を行いながらコミュ

ニティ・スクールを推進してきました。その中で本市の

コミュニティ・スクールを強くしているのは、「熟議」で

あったと思います。学校運営協議会を中心に子どもたち

を取り巻く大人たちが相互に語り合える「熟議」の場を

設定し、大人の本気の想いを紡ぎあえるしくみをつくっ

ていきました。本市では年に１度、学校運営協議会委員

と地域住民や保護者が集い、ワールド・カフェという手法

による「熟議」を行い、学校運営協議会の担う役割につ

いて理解を深めていただくとともに、すべての学校で

「熟議」による学校運営協議会が進められるように支援

をしています。「熟議」を重ねながら、学校関係者の当事

者意識、参画意識が高められ、学校の取組の企画・運営

への協力を得られるようになっています。

　地域住民や保護者、教職員の理解と協力体制が整え

られてきた今、セカンド・ステージとしての深化・充実が

求められています。これまで築き上げてきたものを基盤

にして、子どもたちのよりよい学びと成長を実現するた

めに小中９年間の子どもの育ちを地域ぐるみで支援す

るしくみの構築が必要です。地域の核としての学校の役

割を担うためにも、中学校区の小・中学校が連携し、地

域の子どもたちの抱える課題や目標を共有することで

地域住民、保護者等にとってよりわかりやすく、協力しや

すい体制を整えることができるのではないでしょうか。

　本市では中学校区において、中学校区合同学校運営

協議会を開催し、地域の子どもたちの課題と目指す子ど

も像（目標）を共有し、熟議と共働を進めています。

　また、小中合同で課題や目標を共有し共通評価項目

を設定し、学校評価に位置づけ、取組の検証、見直しを

図り、子どもたちの成長を見届けています。年度末には

校長による学校運営の成果と課題について学校運営協

議会、地域住民、保護者等に説明する「福津市コミュニ

ティ・スクール報告会」を開催し、校長との熟議を通して

次年度の改善に向けて協議します。このように「みんな

で関わり、みんなで作る学校づくり」を進めています。

　コミュニティ・スクールの導入から様々な成果が表れ、

子どもたちを中心に地域の和が広がっています。

　地域人材の専門性を活用した授業改善や地域資源の

活用による総合カリキュラムの作成などが行われ、子ども

たちは地域を身近に感じ、地域への関心と地域の良さを

知ることができています。地域との共働によって、赤ペン

先生などの児童の学習支援や専門性を活かしたGT授業

などによって子どもたちの学習が充実したものになりま

した。子どもたちは大人との会話の機会が増え、小さな社

会での学びや大人への憧れが芽生えていくことでしょう。

　平成２６年度の小中学校への地域・保護者の直接的な

協力者数はのべ5,470人、間接的な協力者数はのべ

2,602人と増えてきており、多くの大人が地域の子ども

たちのために協力してくれています。その結果、子ども

たちの地域への愛着や感謝の思いが広がり、中学校で

は地域貢献という姿となり、地域の課題を克服するため

に松林保全活動や海岸清掃、ボランティア活動等が活

発に行われるようになりました。大人たちも地域の子ど

もたちを育てることを通して地域のつながりが深まって

きています。地域では、学校との共働による地域合同防

災避難訓練や中学生の企画による松林の整備や地域の

イベントなどが開催され、地域の活動に中学生が関われ

るようになり、「中学生は地域の力」であると言われるま

でになっています。このような地域との好循環を生み出

すことができたのは、やはり子どもたちを取り巻く大人

たちが本気で知恵と汗を出し合い、コミュニティ・スクー

ルの中で取り組んできたことの大きな成果であると思

います。まさに「大人たちの本気は、子どもたちのやる気

を引き出し、地域に元気をもたらす」ことができている

のではないでしょうか。

　福津市で一番ゴミが出るのは花火大会後という地域

の声から、中学生が地域の課題を克服しようと動き出し

て今年で４年目になります。今年は昨年を上回る５１０名

の市内中学生ボランティアが朝６時半に集まり、海岸清

掃を行いました。その海岸でコミュニティ・スクール

フォーラムに参加した中学生が「僕はフォーラムに参加

して地域の方がこんなにも僕たちのことを考えてくれて

いることを知った。地域のために僕たちができることを

もっとやっていこう。」と参加した中学生に呼びかけたの

です。地域の想いが子どもに伝わったのでしょう。子ども

たちを育てるものは大人の本気の想いなのです。コミュ

ニティ・スクールが目指すものは、大人たちが子どもた

ちのために知恵を出し合い、これからの時代を生き抜い

ていくために必要な力を身に付け、将来子どもたちが生

きる地域の担い手を育てることではないかと思います。

その中で郷土愛を育み、循環型の地域社会をつくって

いくことを目指していきたいと考えています。

コミュニティ・スクールの成果5

福津のコミュニティ・スクールの特色4
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　子どもたちが抱える課題を地域ぐるみで解決するた

めに地域の住民や保護者の力を学校運営に反映させる

仕組みとして、全国では平成１６年に学校運営協議会制

度（コミュニティ・スクール）が導入されてから１０年が経

過しました。現在では４４都道府県内２，３８９校（平成２７年

４月現在）が学校運営協議会を設置しており、コミュニ

ティ・スクールに指定され、年々増加しています。この間、

コミュニティ・スクールの広がりとともに学校・家庭・地域

の連携・協働により、子どもたちの豊かな学びを創造し、

地域の絆をつなぐ取組が各地で進められてきました。

　なぜ今、コミュニティ・スクールが求められているので

しょう。現在の子どもたちの教育環境は、多様化・複雑化

する社会状況の変化等を背景に地域社会や家庭を巡る

問題が深刻化している中で、子どもたちの多様な価値

観をもった人々との触れ合いや体験などが減少したこ

とによる子どもたちの学習意欲、規範意識、自尊感情、

体力等の低下が課題となっています。また、学校を取り

巻く環境においても複雑化・困難化しており、全国的に

いじめや問題行動件数、不登校児童生徒数などが増加

しています。その原因には子どもたちのコミュニケ―

ション能力の低下や心の問題などが課題としてあげら

れています。今、多様な児童生徒への対応や豊かな心を

育む教育環境を提供することが求められています。

　つまり、これからの時代を生き抜いていかなければな

らない子どもたちにとって必要な教育環境や教育活動

を準備することが学校の力だけでは難しくなってきてい

るということです。そのため、コミュニティ・スクールが

今、求められており、これからの子どもたちに必要な力

を学校・家庭・地域が連携・協働して社会総がかりでの

教育の実現が不可欠となっています。

　このような背景から、福津市教育委員会では「行きた

い学校、帰りたい家庭、住みたい地域」を福津市コミュニ

ティ・スクールの教育理念とし、「夢や希望を持ち、健や

かに育つ子ども」の育成を目指して重点施策の１つとし

てコミュニティ・スクールを推進しています。

　福津市のコミュニティ・スクールは、学校・家庭・地域

がそれぞれの役割を担い、協働しながら相互に責任を

果たす共働・責任分担方式にて進めています。（「協働」

とは情報や課題を共有し、共に知恵を出し合い行動する

ことであるが、福津市ではそれぞれが「対等な立場で一緒

に」という意味を込めて、「共働」という表記にしている。）

主に、学校では確かな学力を、家庭では基本的な生活習

慣を基盤とする生活力を、地域では社会的なマナーや

礼儀、様々な立場の人たちと関わろうとする社会力を、

地域の子どもたちの成長を願い、周囲の大人たちが責

任をもって育てようと共働・連携しています。

　また、東日本大震災より地域社会のつながりの大切さ

が見直されるとともに、将来の人口減少や過疎化が叫

ばれる中で、今、学校は地域の核となる役割を担うこと

が求められています。

　このような社会全体のニーズから、本市においても次

の４点を目指してコミュニティ・スクールを推進していき

たいと考えています。

◆ 学校と地域の人 （々保護者・地域住民等）が子どもた

ちの課題や目標を共有し、一体となって地域の子ど

もの豊かな育ちを応援すること。

◆ 学校は地域の大人の学びの場、生きがいの場となる

こと。

◆ 将来の地域づくりの担い手を育てること。

◆ 地域の絆を深めること。

　これらを実現することこそが、学校が地域の核となり、

学校と地域の間に互恵関係が築かれ、子どもたちの豊

かな学びとともに将来、子どもたちが担う地域のコミュ

ニティが形成され、地域の絆が確かなものになるのでは

ないかと考えています。

　福津市は福岡県の旧宗像郡福間町と津屋崎町に分か

れていましたが、平成１７年に両町が合併して福津市が

誕生して今年、市制１０周年を迎えました。人口は現在

60，000人（平成27年10月19日）の豊かな自然と都市

的な生活空間を併せ持つ小規模の都市です。世界遺産

候補の新原・奴山古墳群や福間海岸や伝統文化があり、

子どもたちの教育に関わる地域資源が豊富な地域です。

　本市では、平成１８年に神興東小学校に文部科学省の

コミュニティ・スクール研究委嘱を受け、段階的な設置

計画のもと小学校から順にコミュニティ・スクールの研

究・施行・実施を行い、２３年６月をもって市内すべての

小学校（７校）・中学校（３校）が学校運営協議会を設置

し、コミュニティ・スクールに指定しました。

　平成２３年度よりコミュニティ・スクールの全校実施と

なり、５年目を迎えています。コミュニティ・スクールの導

入から地域の住民や保護者の学校への理解と協力のお

かげで、わずかな期間に福津市のコミュニティ・スクー

ルは急激な進化をしていると言われています。その背景

には、古くからある福津の教育が根強く残っていたから

かもしれません。

「一人の子を粗末にするとき、教育はその光を失う。」

　これは大正から昭和の初めにかけて神興尋常高等小

学校（現在の神興東小学校）で教鞭をとられ、「東洋のペ

スタロッチ」とも称された安部清美先生が教育理念とし

て大切にされた言葉です。「愛の教育」「土の教育」を提

唱され、①地域を愛し、みんなで守ること。②自然を愛し、

みんなで生かすこと。③人を愛し、みんなで育むこと。こ

れらを教育の理念にすえて福津市、宗像市の学校教育

の礎をつくってこられました。その教育は「村の教育」

「全村教育」とも呼ばれ、学校のみならず村民全体、すな

わち地域を育てていこうとする

ものでした。今まさに、福津市

のコミュニティ・スクールはこの

教育の理念に立ち、「地域とと

もにある学校づくり」と同時に

「学校とともにある地域づくり」

を推進したいと考えています。

　コミュニティ・スクール導入に向けて地域とどのよう

にしてつながっていけばよいのかと不安や課題を抱え

ている学校は多くありました。本市では、学校を応援す

る次の２つのしくみが市として整備されていたことがコ

ミュニティ・スクールの大きな支えとなっています。

（１） 福津の「郷づくり」

　福津市では学校と地域をつなぐ大きな役割を「郷づ

くり」が担ってくれています。

　「郷づくり」とは地域住民や地域で活動する団体同士

が互いに協力・連携し、地域の課題解決や個性的で魅力

ある地域づくりに取り組む「地域自治」の活動です。市内

を８つの郷づくり地域に分け、各郷づくりに４つの部会

（子育て部会、防犯防災部会、福祉部会、環境景観部会）

を組織し、住民の暮らしをより良くするために取り組ん

でいます。福津市では若者が減って高齢化が加速する地

域や新しい人が入ってきても、つながりが希薄な地域、

地域全体で子どもを見守り、子育てに力を入れている地

域など、地域によって特性やニーズが異なり、課題が多

様化しています。地域の課題を解決していく上でその地

域に住む人たちが協力し、それぞれの地域の実情にあっ

た解決策を考える方が効果的に進められるため「郷づく

り」が中心となった地域づくりが行われています。

　「郷づくり」では「学校とまちがひとつになり、未来を担

う子どもたちをみんなで育てる」という視点を持って活

動をしています。そのため、地域の大人たちとの触れ合い

や体験を通して、子ど

もたちは新たな発見や

価値観を持ち、心豊か

に育つとともに地域社

会のことに関心を持つ

ことができています。

（２） 「郷育カレッジ」

　コミュニティ・スクール導入時、学校は地域資源を取り

入れ、教育活動の中で地域のことを学ばせたり、豊かな

体験をさせたりすることから取り組みました。そんなと

きに「郷育カレッジ」は学校の応援団として特色ある教

育活動の生み出しに大きく貢献してくれました。

　「郷育」の「郷」という字は「地域」、「自分たちの住んで

いるところ」や「ふるさと」という意味を持っており、「育」

はその地域によって育てられ、また地域を育てていく姿

をイメージしています。つまり、『「郷」によって育てられ、

また皆で「郷」を育てていく姿』ということです。

　「郷育」は「人と人とが心を開いてさまざまに向き合い

ながら主体的に育て合うこと。地域の人材育成。」と捉え

た生涯学習社会を実現するための福津市独自の総合学

習システムです。地域で活躍されている方を中心に講師

として招き、地域の特

性に着目した講座を開

催しています。地域の

「ひと・もの・こと」を活

かしてコミュニティの

絆を深めるような学習

機会を提供しています。多様な地域の講師が学校の

ニーズに応じて教育活動を応援してくれています。「郷

育カレッジ」では、学習することで新たな学習意欲を喚

起させ、ボランティアとしてまちづくりに参画できるよう

なシステムを目指しています。　将来、子どもたちが「郷

づくり」や「郷育カレッジ」の一員として地域のことを大

切に想う大人になって欲しいと願っています。

　福津市のコミュニティ・スクールは市内全校導入から

５年目を迎え、セカンド・ステージとして捉えています。

段階的に導入したファースト・ステージでは、地域住民

や保護者等に「コミュニティ・スクール」を理解していた

だくために、地域住民、保護者等の説明会を学校会場に

て行ったり、地域人材の活用や地域との共働による教育

活動の開発をしたりして、啓発・開発期として各学校の

地域性を活かし、特色ある教育活動を行いながらコミュ

ニティ・スクールを推進してきました。その中で本市の

コミュニティ・スクールを強くしているのは、「熟議」で

あったと思います。学校運営協議会を中心に子どもたち

を取り巻く大人たちが相互に語り合える「熟議」の場を

設定し、大人の本気の想いを紡ぎあえるしくみをつくっ

ていきました。本市では年に１度、学校運営協議会委員

と地域住民や保護者が集い、ワールド・カフェという手法

による「熟議」を行い、学校運営協議会の担う役割につ

いて理解を深めていただくとともに、すべての学校で

「熟議」による学校運営協議会が進められるように支援

をしています。「熟議」を重ねながら、学校関係者の当事

者意識、参画意識が高められ、学校の取組の企画・運営

への協力を得られるようになっています。

　地域住民や保護者、教職員の理解と協力体制が整え

られてきた今、セカンド・ステージとしての深化・充実が

求められています。これまで築き上げてきたものを基盤

にして、子どもたちのよりよい学びと成長を実現するた

めに小中９年間の子どもの育ちを地域ぐるみで支援す

るしくみの構築が必要です。地域の核としての学校の役

割を担うためにも、中学校区の小・中学校が連携し、地

域の子どもたちの抱える課題や目標を共有することで

地域住民、保護者等にとってよりわかりやすく、協力しや

すい体制を整えることができるのではないでしょうか。

　本市では中学校区において、中学校区合同学校運営

協議会を開催し、地域の子どもたちの課題と目指す子ど

も像（目標）を共有し、熟議と共働を進めています。

　また、小中合同で課題や目標を共有し共通評価項目

を設定し、学校評価に位置づけ、取組の検証、見直しを

図り、子どもたちの成長を見届けています。年度末には

校長による学校運営の成果と課題について学校運営協

議会、地域住民、保護者等に説明する「福津市コミュニ

ティ・スクール報告会」を開催し、校長との熟議を通して

次年度の改善に向けて協議します。このように「みんな

で関わり、みんなで作る学校づくり」を進めています。

　コミュニティ・スクールの導入から様々な成果が表れ、

子どもたちを中心に地域の和が広がっています。

　地域人材の専門性を活用した授業改善や地域資源の

活用による総合カリキュラムの作成などが行われ、子ども

たちは地域を身近に感じ、地域への関心と地域の良さを

知ることができています。地域との共働によって、赤ペン

先生などの児童の学習支援や専門性を活かしたGT授業

などによって子どもたちの学習が充実したものになりま

した。子どもたちは大人との会話の機会が増え、小さな社

会での学びや大人への憧れが芽生えていくことでしょう。

　平成２６年度の小中学校への地域・保護者の直接的な

協力者数はのべ5,470人、間接的な協力者数はのべ

2,602人と増えてきており、多くの大人が地域の子ども

たちのために協力してくれています。その結果、子ども

たちの地域への愛着や感謝の思いが広がり、中学校で

は地域貢献という姿となり、地域の課題を克服するため

に松林保全活動や海岸清掃、ボランティア活動等が活

発に行われるようになりました。大人たちも地域の子ど

もたちを育てることを通して地域のつながりが深まって

きています。地域では、学校との共働による地域合同防

災避難訓練や中学生の企画による松林の整備や地域の

イベントなどが開催され、地域の活動に中学生が関われ

るようになり、「中学生は地域の力」であると言われるま

でになっています。このような地域との好循環を生み出

すことができたのは、やはり子どもたちを取り巻く大人

たちが本気で知恵と汗を出し合い、コミュニティ・スクー

ルの中で取り組んできたことの大きな成果であると思

います。まさに「大人たちの本気は、子どもたちのやる気

を引き出し、地域に元気をもたらす」ことができている

のではないでしょうか。

　福津市で一番ゴミが出るのは花火大会後という地域

の声から、中学生が地域の課題を克服しようと動き出し

て今年で４年目になります。今年は昨年を上回る５１０名

の市内中学生ボランティアが朝６時半に集まり、海岸清

掃を行いました。その海岸でコミュニティ・スクール

フォーラムに参加した中学生が「僕はフォーラムに参加

して地域の方がこんなにも僕たちのことを考えてくれて

いることを知った。地域のために僕たちができることを

もっとやっていこう。」と参加した中学生に呼びかけたの

です。地域の想いが子どもに伝わったのでしょう。子ども

たちを育てるものは大人の本気の想いなのです。コミュ

ニティ・スクールが目指すものは、大人たちが子どもた

ちのために知恵を出し合い、これからの時代を生き抜い

ていくために必要な力を身に付け、将来子どもたちが生

きる地域の担い手を育てることではないかと思います。

その中で郷土愛を育み、循環型の地域社会をつくって

いくことを目指していきたいと考えています。

おわりに6
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H27.8.10

夏祭りの中学生ボランティア 中学生企画の森林改造計画

福津市コミュニティ・スクール報告会

福津市コミュニティ・スクールフォーラム H27.8.9（西日本新聞記事）

福津市コミュニティ・スクールフォーラム



・問題文は黙って板書し、同時にノートに書き写させ、全
部書き終えたら斉読させる。
・場面が理解できたかを問い、必要に応じて補足説明
する。
・絵や図を使って考えることを指示し、解決に取り組ま
せる。

・机間巡視して解決の状況を把握する。
・絵を使って考えている児童、線分図を使って考えて
いる児童で、「相殺」のアイデアにより答えを求めよ
うとしている児童に、小黒板に解決方法を書かせて
おく。

・児童Ａの小黒板を提示し、Ａがどのように考えて答えを
求めようとしたのか、他の児童に説明させる。
・Ａにその説明でよいか意見を発表させ、必要であれば
補足させる。
・Ｂ、Ｃについても同じように、小黒板を作成した児童の
考え方を、本人に代わって説明する形で発表させる。
・解決方法に共通していることについて話し合わせる。
・話し合いの中で出てきた『ちがい』を、小黒板の中に書
き加えておく。

・Ｂの線分図を使い集団解決する。
・線分図は下記①～④の手順で教師が板書し、一緒に
ノートに書かせる。
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問題の提示1

自力解決2

解決方法の発表3

集団解決4

・児童と一緒に確認しながら、１２００円、１０００円を板書する。
・児童Ａ、Ｂ、Ｃの発表で確認した、小黒板での『同じと
ころ』や『ちがい』を矢印とともに書き入れる。
・「ちがい」が乗り物券２まい分の２００円であることを確
認し板書する。
・式はひとつの式で表せたことをもう一度賞賛し、
 （１２００－１０００）÷２＝１００のみを板書する。

特別寄稿  《考える力を育てる板書》

（元熊谷市立熊谷東小学校校長）鴨田 均 かもだ ひとし

板書指導案を使って

板書指導案例 その4

入場券 乗り物券7まい

入場券の横に乗り物券
7まい分を書き加える。

入場券

入場券

入場券

乗り物券7まい 入場券

入場券

乗り物券7まい

乗り物券5まい

① ②

③ ④

①、②と同様に

遊園地の入場券１まいと乗り物券７まいを買
うと、1200円になりました。
入場券１まいと乗り物券5まいでは、1000円
になるそうです。乗り物券１ まいのねだんは
何円ですか。

問題

どう考えたらよい　　のでしょう

課題

同じところは　　さしひく
まとめ

けん

１２００－１０００＝２００
２００÷２＝１００

（１２００－１０００）÷２＝１００

１２００円

答え１００円

入場券

に の の の の の『ちがい』 『ちがい』

乗り物券7まい

入場券 乗り物券5まい

児童Ａ

（１２００－１０００）　　÷２＝１００

入場券

入場券 乗り物券7まい

入場券 乗り物券5まい
同じところ

乗り物券２まい
20０円

ちがい

式　（１２００－１０００）÷２＝１００ 答え　１００円

１２００円

１０００円１０００円

答え１００円

児童B 児童C

の の の の の の のに 入場券



・問題文は板書と同時にノートに書かせ、すぐに解決に
取り組ませる。
・図がかけない児童には、机間巡視し個別指導する。
・それでも手がつかない児童には、あらかじめノートに貼
れるように印刷した図１を与え、個別指導して解決に取
り組ませる。

・はじめに、大が１００円、小が８０円であることを確認し、
答えを板書する。
・線分図は児童の発言を生かしながら教師が板書する。
・Ａ、Ｂ２種類の線分図を板書する。一つは左揃えに、もう
一つは大は大で小は小で揃うように書く。
・「同じところは差し引く」アイデアが分かりやすいのはＢ
であることを確かめさせる。
・Ｂの上側の図から小の値を求めた式と、下側からの式
（破線枠）とを併記し、何れでも答えにたどりつけること
を示す。
・最後に、一つの式で表した児童に発表させ、板書する。
(下線部）

・板書をとおして授業を振り返らせる。
・同じところはないものとして差し引くことは、同じ部分
が図の左にあっても右にあっても変わらないこと、図の
描き方も大事であることを、問題と練習問題の２つの
図で振り返らせる。

算数５年p68 考えを広めよう、深めよう 「同じものに目をつけて」
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課題の提示5

まとめ6

練習問題の提示7

練習問題の確かめ8

振り返り9

・図を使って、どのように考えたら答えにたどりつけたの
かを話し合い、そのアイデアをまとめることを指示し、
課題として提示する。

・児童のアイデアを尊重しながら、「同じところはない
もの」と見るとちがいが見えることを、図の相殺する
部分を覆って示す。
・ないものと見ることを「さしひく」ということを指導し、
まとめを板書する。
・斉読させノートに書かせる。

線分図で、同じところを相殺した残りが値段の違いを表すと考えることができる。目標 特
別
寄
稿

考
え
る
力
を
育
て
る
板
書

大 大 小 小 小

大ちがい 小 小 小

ちがい 大 大 小 小 小

円

図１

円

大 小 小 小

大 大 小 小 小

大 小 小 小

大小２種類の風船があります。
大１個と小３個を買うと３４０円、大２個と小３個を買
うと４４０円になるそうです。
大小の風船１個のねだんは、それぞれ何円ですか。

練習問題

どう考えたらよい　　のでしょう

同じところは　　さしひく

こ

答え 大 １００円　　小 ８０円

34０円

44０円

120０円
100０円

（１２００－１０００）　　÷２＝１００

『ちがい』乗り物券
5まい

A

ねだんのちがいは大１個のねだん

４４０－３４０＝１００ 　　大１００円

３４０－１００＝２４０

答え　　大 １００円　小 ８０円

小３個のねだんが２４０円

２４０÷３＝８０ 　　小８０円

（３４０－１００）÷３＝８０

34０円

44０円

B

４４０－１００×２＝２４０ （４４０－１００×２）÷３＝８０１０００円

答え１００円

１２００円

乗り物券7まい



　特徴のうち③および④は、これからの理科教育でも求め

られるアクティブラーニングへの活用にもつながります。

　中学校理科1年の単元「身のまわりの物質－いろいろ

な気体とその性質」に登場する「アンモニアの噴水実

験」を例に、図1、2にマイクロスケール実験と通常ス

ケールの実験の比較を示します。アンモニアの噴水実

験は、アンモニアの性質をうまく利用し、また現象として

も興味を引きつけます。図1は、通常スケールによる実

験で、300 mL程の丸底フラスコの中で、フェノールフタ

レインを入れたビーカーの水が勢いよく噴水となり赤

い水がたまっていくのが観察されます。図2のマイクロ

スケール実験４）では、アンモニア気体を充満した50～

100 mLの丸底フラスコに、指示薬を入れた水を含むシ

リンジをゴム栓で差し込みます。シリンジを少し押すと、フ

ラスコ内は減圧状態になりシリンジは自然に押し上げら

れ噴水が見られます。BTB溶液を使うと青色になります。

マイクロスケール実験では器具を片手で持ち、すべての

操作を一人で行うため、実感を持って実験結果を観察で

きます。噴水の瞬間には、子供達から歓声があがります。

　学校現場で普及しているタブレット型のコンピュータ

を用いると、マイクロスケール実験の特徴をさらに活か

すことができます５）。図3は小・中学校で学習する｢水溶

液の性質｣の例です。小型のタブレット画面に実験容器

のセルプレートを置き、画面上の指示を見ながら点眼ビ

ンで試薬を滴下します。Webカメラやデジタルペンで、

実験結果もタブレット画面に載せ、クラス全体でデータ

を共有します（図4）。

　マイクロスケール実験は、当初「環境にやさしい実験」

として注目され、現在では児童・生徒の積極的な参加を

促し、学習意欲にもつながる実験方法として活用されて

います。次回以降、具体的な実践例を紹介したいと思い

ます。

個別実験による新しい授業展開の可能性
マイクロスケール実験による理科学習
特別寄稿  《 マイクロスケール実験 》

京都教育大学教育学部教授，1951年生まれ，京都市出身，京都工芸繊維大学大学院修了、K.K村田製作所
に勤務。京都教育大学助手の後、米国ノースウェスタン大学ポスドク研究員を経て現職。工学博士。長年に
わたり理科教育の実践的研究を行い、特にマイクロスケール実験の教材開発と学校現場への普及に取り
組む。主な著書「マイクロスケール実験－環境にやさしい理科実験」（オーム社、共著），「大学への橋渡し 一
般化学」，「身の回りから見た 化学の基礎」（化学同人、以上 共著），「研究授業のための学習指導案のつく
り方―小学校理科編」「同―中学校理科編」（オーム社、編著），「高校化学実験集」（電気出版、編著）など。

芝原 寛泰 しばはら ひろやす
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マイクロスケール実験とは1

　実験スケールを小さくして行う「マイクロスケール実

験」は、理科実験の新しい取り組みとして学校現場で注

目されています。現行の中学校および高校理科の学習

指導要領解説にも「実験廃液を少なくする方法」として

紹介されています。さらに、マイクロスケール実験は、

様々な授業実践をとおして、「環境にやさしい理科実

験」だけでなく、「実験・観察力」「考える力」「コミュニ

ケーション力」などの育成にもつながる、新しい授業展

開が可能な実験方法であることがわかってきました１）。

　まず、マイクロスケール実験の歴史的な流れから、そ

の特徴を紹介します。1950年代に米国のWeisbruch

らにより提唱された「セミマイクロ法」にその起源が見ら

れます。当時は実験器具の大きさではなく、マイクロ～

ミリグラムの試薬量でも、検出や分析を可能にする「微

量分析法」が特徴でした。1960年頃には新海勝良によ

り「セミマイクロ実験」として理科教育への応用が紹介

され、実験器具の商品化、実験書の出版もされました２）。

その後、1980年代には、公害が社会問題化する中、グ

リーンケミストリーの考えのもと、米国の大学で有機化

学実験をきかっけに「マイクロスケール実験」による研

究方法が開発されました。さらにナショナルマイクロス

ケールケミストリーセンター（NMCC）が組織され、毎年

開かれる講習会により小学校から大学に至る教育現場

においても、マイクロスケール実験は米国内だけでなく

世界中に広まり、日本でも紹介されました３）。

　このような経緯で、学校現場においても注目されるよ

うになったマイクロスケール実験のもつ特徴を、以下に

まとめることができます１，３）。

（京都教育大学教育学部教授）

① 従来の実験器具よりスケールを小さくして、 試
薬と経費の節減、実験廃棄物の少量化（省資
源，省エネルギー）が可能

② 試薬が少量で危険が少なく事故防止に役立つ

③ 実験操作の簡略化に伴う時間の短縮で授業時
間を有効に使える

④ 1～2人の個別実験が可能で，達成感が得られる

⑤ 理科実験室でなく，通常の教室でも実施が可能

⑥ 小中学校では実験経験の少ない教員でも指
導・実施が容易



　特徴のうち③および④は、これからの理科教育でも求め

られるアクティブラーニングへの活用にもつながります。

　中学校理科1年の単元「身のまわりの物質－いろいろ

な気体とその性質」に登場する「アンモニアの噴水実

験」を例に、図1、2にマイクロスケール実験と通常ス

ケールの実験の比較を示します。アンモニアの噴水実

験は、アンモニアの性質をうまく利用し、また現象として

も興味を引きつけます。図1は、通常スケールによる実

験で、300 mL程の丸底フラスコの中で、フェノールフタ

レインを入れたビーカーの水が勢いよく噴水となり赤

い水がたまっていくのが観察されます。図2のマイクロ

スケール実験４）では、アンモニア気体を充満した50～

100 mLの丸底フラスコに、指示薬を入れた水を含むシ

リンジをゴム栓で差し込みます。シリンジを少し押すと、フ

ラスコ内は減圧状態になりシリンジは自然に押し上げら

れ噴水が見られます。BTB溶液を使うと青色になります。

マイクロスケール実験では器具を片手で持ち、すべての

操作を一人で行うため、実感を持って実験結果を観察で

きます。噴水の瞬間には、子供達から歓声があがります。

　学校現場で普及しているタブレット型のコンピュータ

を用いると、マイクロスケール実験の特徴をさらに活か

すことができます５）。図3は小・中学校で学習する｢水溶

液の性質｣の例です。小型のタブレット画面に実験容器

のセルプレートを置き、画面上の指示を見ながら点眼ビ

ンで試薬を滴下します。Webカメラやデジタルペンで、

実験結果もタブレット画面に載せ、クラス全体でデータ

を共有します（図4）。

　マイクロスケール実験は、当初「環境にやさしい実験」

として注目され、現在では児童・生徒の積極的な参加を

促し、学習意欲にもつながる実験方法として活用されて

います。次回以降、具体的な実践例を紹介したいと思い

ます。

特
別
寄
稿

マ
イ
ク
ロ
ス
ケ
ー
ル
実
験
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通常スケール実験と比較すると2

　実験スケールを小さくして行う「マイクロスケール実

験」は、理科実験の新しい取り組みとして学校現場で注

目されています。現行の中学校および高校理科の学習

指導要領解説にも「実験廃液を少なくする方法」として

紹介されています。さらに、マイクロスケール実験は、

様々な授業実践をとおして、「環境にやさしい理科実

験」だけでなく、「実験・観察力」「考える力」「コミュニ

ケーション力」などの育成にもつながる、新しい授業展

開が可能な実験方法であることがわかってきました１）。

　まず、マイクロスケール実験の歴史的な流れから、そ

の特徴を紹介します。1950年代に米国のWeisbruch

らにより提唱された「セミマイクロ法」にその起源が見ら

れます。当時は実験器具の大きさではなく、マイクロ～

ミリグラムの試薬量でも、検出や分析を可能にする「微

量分析法」が特徴でした。1960年頃には新海勝良によ

り「セミマイクロ実験」として理科教育への応用が紹介

され、実験器具の商品化、実験書の出版もされました２）。

その後、1980年代には、公害が社会問題化する中、グ

リーンケミストリーの考えのもと、米国の大学で有機化

学実験をきかっけに「マイクロスケール実験」による研

究方法が開発されました。さらにナショナルマイクロス

ケールケミストリーセンター（NMCC）が組織され、毎年

開かれる講習会により小学校から大学に至る教育現場

においても、マイクロスケール実験は米国内だけでなく

世界中に広まり、日本でも紹介されました３）。

　このような経緯で、学校現場においても注目されるよ

うになったマイクロスケール実験のもつ特徴を、以下に

まとめることができます１，３）。

ICTの活用とマイクロスケール実験3

引用文献

1） 芝原寛泰, 佐藤美子 (2011)『マイクロスケール実験－環境に

やさしい理科実験－』 オーム社

2） 新海勝良 (1962)　『セミマイクロ化学実験法』   明治図書

3） 荻野和子ら (2003)『マイクロスケール化学実験-マイクロスケ

ール実験の広場から-』日本化学会（編） 

4） 佐藤美子ら (2014) 『マイクロスケール実験による実感を高め

る「気体の発生と性質」の教材実験』 科学教育学研究，Vol.38   

No.3   pp.168-175

5） 本薗宏香ら(2009)『タブレットＰＣ支援によるマイクロスケール

実験－「水溶液の性質を調べる」実践報告－』 京都教育大学教

育実践紀要　 第9号   pp.19-28

図1  通常スケールの
　　 アンモニアの噴水

図2  マイクロスケールの
　　 アンモニアの噴水

図3  タブレット上で行う滴下実験

図4  タブレット上に結果を記録



「生活教育」を柱とした、問題解決学習の授業
自らの意思で判断・決定していく子ども
学校を訪ねて

岡崎市は、三河地方（愛知県東部）の西三河にある人口38万人の中核都市である。徳川家
康生誕の地として知られ、岡崎城を中心にした城下町の名残を見ることができる。歴史的に
も価値のある岡崎市に立地する本校は、愛知教育大学の附属小学校として、教育研究の推
進とともに、教育実習の実施や地域貢献など、三河地区の教育力向上の推進役としても、大
きな役割を担っている。

愛知教育大学附属岡崎小学校
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はじめに1

授業づくり2

 

　本校の教育研究は、大正８年から「生活教育」を基盤

とした研究をスタートさせ、現在に至るまで継続してい

ます。その間に様々な教育改革がなされ、教育環境も大

きく変化してきました。しかし、子どもの生活のなかから

一人ひとりの思いや考え、興味・関心をとらえ、それをも

とに学習活動を構想し、子どもの問題意識を大切にした

授業を展開することは、子どもたちの生活に生きてはた

らく力を育むことができるものであるという信念から、

これまでぶれることなく生活教育を柱とした研究を継承

してきました。今春、66回を数えた研究協議会は、三河

各地から多くの参観者を迎え、問題解決学習を軸とし

た生活教育の在り方を提案しました。今次研究は、主題

を「自らの意思で判断・決定していく子ども」とし、よりよ

い判断・決定につながる子どもたちの「学びの自覚」に

着目をした研究に取り組んでいます。

（１）子どもの生活そのものをとらえる

　本校では、入学したときから卒業するまで、毎日、その

日の出来事を日記に綴っています。いつも行き慣れた

お店に、コロッケがなかったことに驚き、なぜ今日はな

いのかという思いが「こんなことは」からうかがえます。

誰かが大量に買っていったのか、肉の仕入れが少なかっ

たのか…。ふだんの生活のなかのちょっとした出来事に

も疑問を感じ、思考を巡らせる子どもの姿をわたしたち

教師はとらえ、その子が何に興味をもち、どんな伸びよ

うとする芽をもっているかを考えるところから、授業づく

りを始めます。

（２）子どもの問題意識を鮮明にする

　子ども一人ひとりの伸びようとする芽をとらえ、どの

教材ならその芽を伸ばすことができるかを教師は模索

します。そして、その教材と出会った子どもたちの気づき

や疑問を問題意識にまで高めていきます。

　11月のある日、３年生の教室に、300株をこえるイチ

ゴの苗が届きました。自分たちが４年生になったとき、新

３年生にプレゼントしようと密かに準備を進めていたイ

チゴの栽培計画。しかし、プランターだけに植えきれな

い程のイチゴの苗を目の前にした３年生の子どもたち

は、イチゴの栽培場所を探して動き始めました。

　条件のよい栽培場所はどこだろうという疑問をもっ

た子どもたちは、様々な場所の気温、土の温度、日あた

りを調べ始めました。教師は、調べに出たそのときの数

値だけで判断をしようとする子どもたちを見守ります。

そして、その後のかかわり合いで、同じ観察場所でも数

値がバラバラであることから、一日の気温等の変化に着

目できるよう、構想します。「日あたりがもんだい」と自分

たちの活動の問題点を自覚した子どもたちは、「うごくと

ころ」「ずっと」と、気温や日あたりの変化を調べていこう

と、見通しをもって動き始めました。

（３）学びを生活にもどす

　1日の太陽の動きから、一番日当たりがよく生育条件

がよい畑を見つけた子どもたちは、早速、イチゴの苗を

植え、育て始めました。４年生に進級をした子どもたち

は、赤々と実ったイチゴを新３年生といっしょに食べまし

た。食べる場所は、教室ではなくイチゴを栽培した畑。イ

チゴ狩りをしながら、その場所を選んだ理由を話す子ど

もの姿は、これまでの学びを実感するととともに、大き

なイチゴが実った充実感を味わっていました。

 

　本校では、平成24年度より授業協議会のあり方を考

える会を開催しています。授業記録をもとに、子どもの

発言や活動から授業を分析する機会を設け、多くの先生

とともに、授業を読む力を磨いています。本年度は、英語

と保健学習にも取り組みました。今後も、教育推進校と

して、また、地域の教育力向上の拠点としての任を果た

せるよう、改革を進めていきたいと考えています。

今日は、肉屋さんの牛肉コロッケを買おうとしたら

１こしかありませんでした。本当は６こ買いたかっ

たのですが、行ってみたら１こしかないと言われて

びっくりしました。今までこんなことはなかったの

でびっくりしました。だから、１こだけ買い、夜にお

姉さんと半分に分けて食べました。   －〈略〉－

　　（9月7日　３年生の生活日記より）
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おわりに3

 

　本校の教育研究は、大正８年から「生活教育」を基盤

とした研究をスタートさせ、現在に至るまで継続してい

ます。その間に様々な教育改革がなされ、教育環境も大

きく変化してきました。しかし、子どもの生活のなかから

一人ひとりの思いや考え、興味・関心をとらえ、それをも

とに学習活動を構想し、子どもの問題意識を大切にした

授業を展開することは、子どもたちの生活に生きてはた

らく力を育むことができるものであるという信念から、

これまでぶれることなく生活教育を柱とした研究を継承

してきました。今春、66回を数えた研究協議会は、三河

各地から多くの参観者を迎え、問題解決学習を軸とし

た生活教育の在り方を提案しました。今次研究は、主題

を「自らの意思で判断・決定していく子ども」とし、よりよ

い判断・決定につながる子どもたちの「学びの自覚」に

着目をした研究に取り組んでいます。

（１）子どもの生活そのものをとらえる

　本校では、入学したときから卒業するまで、毎日、その

日の出来事を日記に綴っています。いつも行き慣れた

お店に、コロッケがなかったことに驚き、なぜ今日はな

いのかという思いが「こんなことは」からうかがえます。

誰かが大量に買っていったのか、肉の仕入れが少なかっ

たのか…。ふだんの生活のなかのちょっとした出来事に

も疑問を感じ、思考を巡らせる子どもの姿をわたしたち

教師はとらえ、その子が何に興味をもち、どんな伸びよ

うとする芽をもっているかを考えるところから、授業づく

りを始めます。

（２）子どもの問題意識を鮮明にする

　子ども一人ひとりの伸びようとする芽をとらえ、どの

教材ならその芽を伸ばすことができるかを教師は模索

します。そして、その教材と出会った子どもたちの気づき

や疑問を問題意識にまで高めていきます。

　11月のある日、３年生の教室に、300株をこえるイチ

ゴの苗が届きました。自分たちが４年生になったとき、新

３年生にプレゼントしようと密かに準備を進めていたイ

チゴの栽培計画。しかし、プランターだけに植えきれな

い程のイチゴの苗を目の前にした３年生の子どもたち

は、イチゴの栽培場所を探して動き始めました。

　条件のよい栽培場所はどこだろうという疑問をもっ

た子どもたちは、様々な場所の気温、土の温度、日あた

りを調べ始めました。教師は、調べに出たそのときの数

値だけで判断をしようとする子どもたちを見守ります。

そして、その後のかかわり合いで、同じ観察場所でも数

値がバラバラであることから、一日の気温等の変化に着

目できるよう、構想します。「日あたりがもんだい」と自分

たちの活動の問題点を自覚した子どもたちは、「うごくと

ころ」「ずっと」と、気温や日あたりの変化を調べていこう

と、見通しをもって動き始めました。

（３）学びを生活にもどす

　1日の太陽の動きから、一番日当たりがよく生育条件

がよい畑を見つけた子どもたちは、早速、イチゴの苗を

植え、育て始めました。４年生に進級をした子どもたち

は、赤々と実ったイチゴを新３年生といっしょに食べまし

た。食べる場所は、教室ではなくイチゴを栽培した畑。イ

チゴ狩りをしながら、その場所を選んだ理由を話す子ど

もの姿は、これまでの学びを実感するととともに、大き

なイチゴが実った充実感を味わっていました。

 

　本校では、平成24年度より授業協議会のあり方を考

える会を開催しています。授業記録をもとに、子どもの

発言や活動から授業を分析する機会を設け、多くの先生

とともに、授業を読む力を磨いています。本年度は、英語

と保健学習にも取り組みました。今後も、教育推進校と

して、また、地域の教育力向上の拠点としての任を果た

せるよう、改革を進めていきたいと考えています。

学
校
を
訪
ね
て

おんどや、日あたりがもんだいになっているから

それをかいけつするほうほうを考えたい。だから、

もう一度だいひょうをきめて（一つの温度計で）お

んどをはかったりしたい。かげは、うごくところを自

分で見たい。そのためには、東畑のかげをずっと

見てたりする。   －〈略〉－

（11月26日　学習記録より）



１．【導入】高さを測る方法

　三重県にある伊勢

神宮に行ったときに、

すごく高い木が多数

生えていました（写

真）。この木の高さっ

て一体どれくらいで

しょうか。

　実際にみんなで三重に行くことはできないので、問い

を置き換えます。「この木のように高いものを測るため

には、どのようにすればよいでしょうか？」学校に高い木

があればそれでもよいですが、高さがわかりそうなもの

を選ぶとしたら校舎などがよいでしょう。

２．【展開１】縮図を使った解決（算数の知識から…）

　算数での学習を活かすと、生徒は以下の図のような、

直角二等辺三角形を使った考えを提案するでしょう。

　すなわち仰角がちょうど45°になるような位置に立

てば、そこから目標（校舎や木）までの距離に自分の目

の高さをたして、その高さを求めることができることが

わかります。45°でなくても、その縮図にあたる直角三角

形をかけば、あとは相似比を使って求めることができ、よ

り汎用性の高い方法になります。

３．【展開2】上記の方法が使えないとき…

　例えば、海上にある気球や東京スカイツリーは、高さ

を測るための目標から地上に下ろした垂線の足がどこ

にあるのかがよくわかりません。このようなものの高さ

を求めるにはどうすればよいでしょうか。生徒にはまず、

いろいろな方法で考えさせます。例えば、以下のような

方法で測ることができるでしょうか。

　今地上で長さを測りとることができる部分（aの部分）

を決めると、仰角がαとβの2つの直角三角形が、1組決

まります。そのことに気がつけば、あとは相似な図形の

比を用いて解決することができます。方法がわかったら、

実際に校庭で「立ち入れない場所」をつくって、測りに

行ってみます。

　もしこのように測ろうとするなら、生徒は「わかりやす

い角度で」測るでしょう。例えばαが45°、βが30°ならば、

辺の比の関係を考えて、縮図をかかずに解決することが

できます。例えば a=10mだったら、（10+x）：x=  ３：1

となるので、この比例式を解けば、 5（ ３+1）m（約

13.66m）とわかります。任意の角度で考えると縮図を

正確にかくことが求められ、これは結構誤差が大きいも

のです。このことからは、「長さの比のわかる直角三角形

を見いだすこと」のよさがわかります。また、この「縮図を

かかなくても」という考えは、高校生で学習する「三角

比」へとつながります。

４．【まとめ】拡げて終わる

　一応の解決ができたところで、「もっと場面を拡げる

とどうでしょうか」と発問をします。すると生徒は「真後

ろに下がれないときは？」「角度を測るものを持ってい

ないときは？」などと言うでしょう。場面を拡げることで、

そこで用いられる数学も拡がるとともに、生徒の数学に

対する有用性の感じ方も拡がっていくのではないで

しょうか。

１．はじめに

　４年生では、畑や水田の面積を表す単位として、「a

（アール）」や「ha（ヘクタール）」を知ることになります。

農家の家に生まれた私は「あそこは４反歩あるな。」など

と話しているのをよく聞いていました。
※反歩（たんぶ）…尺貫法の面積の単位。１反歩がおよそ10アール。

　当時は何を言っているのかわからなかったのですが、

「a」「ha」を学習して、なるほどと思った記憶があります。

「裏の畑は何aかな？」などと、眺めたこともありました。

田舎育ちの私にとって、この学習はイメージしやすいも

のでしたが、すべての児童にとってそうであるとは限り

ません。「a」「ha」という単位を知らせるだけでなく、広い

場所でも面積をイメージしやすくできるよさを、児童に

感じさせたいものです。

２．「校庭の広さってどれくらいだろう？」

　この問いに対して、当然児童は実際に測ってみたい

と言うでしょう。私の学級でもそうでした。児童は外に出

て校庭を長方形と見立て、縦と横の長さを自由に測り

ます。結果は縦が約56mで横が約76m。計算すると、

4256㎡になります。正確ではないですが、一応の解決

です。ここで、さらに問います。

T：「4256㎡ってイメージしやすい？」

C：「ぱっと聞いてもどれくらいかわからない。」

　そこで、次の時間に、インターネットの航空写真を見

せることにしました。

３．イメージしやすい単位を自分で決める

T：「この中で、長さを知っていて、単位になりそうな場所

はあるかな？」

C：「プール（25m×12m）で表せばいい！」

　プールの広さを写し取り、校庭に敷き詰めていくと、

大体12個分くらいよりちょっと広いとわかります。この

「ちょっと」が気になった児童は、

4256㎡（校庭の面積）÷300㎡（プールの面積）

を計算し、校庭の広さは、大体プール１４個分とわかり

ます。

T:「4256㎡よりもイメージしやすい？」

C:「これなら、低学年の児童にも教えてあげられる。」

　こんなやりとりもありました。

　この活動の後、25mプールの広さを単位にしたよ

うに、「a」「ha」という単位が使えることを知らせます。

興味を持った児童は、学校内での「a」「ha」探しを提案す

ることでしょう。

4.事象を数理的にとらえるという有用性

　与えられた数値だけで面積を求めていても、事象を

数理的にとらえることにつながりません。自分で単位を

決めて測定することは、目の前の事象を「数」の舞台に

のせることになります。私自身も児童と一緒に「どんな

結果になるだろう？」という気持ちで活動していました。

この気持ちが、算数の有用性につながるのです。

　出張で北海道に行き、帰りの飛行機の中でふと気に

なったことがあります。私はあまり飛行機が得意でない

のですが、飛行機は離陸する際に、前方が傾かないと当

然飛ぶことはできません。ゆえに例外にもれず今回も飛

行機の先が上を向いて飛んで行ったわけですが、離陸し

てからいつまでたっても傾いているような感じがしてな

りません。傾いている間は身動きもとれないし(シートベ

ルト着用の赤いランプがついているので…)、不安でな

りません。しかし、そもそも私は「いま傾いているのだろ

うか？」と思ったのです。

　傾きを感じることができる人間の感覚の神秘はとも

かくとして…外の景色が見えるうちは水平線を眺めて

いればわかるものですが、高度が上がると外は真っ白

です。どうしたらその状態で自分の傾きを知ることがで

きるでしょうか。まず考えられるのは「何かを転がしてみ

る」ことです。しかし、飛行機の中で物を転がしたらそれ

は大変迷惑であり…。ではどのようにすればよいでしょ

うか？私は以下の写真のようにしました。

　私が何を考えたかわかりますでしょうか。ペンは重力

に任せれば地面に垂直になります。そこで「傾いていな

ければ、地面に垂直になるものはないだろうか…」と探

しました。そこで見つけたのが窓枠です。窓枠の右辺は、

着陸しているときは地面と垂直になるはずですから、飛

行機が水平に等速で飛んでいれば、ペンと平行になる

はずです。しかしそこが平行になっていないということ

は「傾いている」ということになります。

　もう少し深く考えてみます。では、水平線から見て、どれ

くらい傾いているのでしょうか。いまは空中にいるので、

当然水平線を見ることはできません。どうすればよいで

しょうか。

　先程の問いの答えは「ペンと窓枠がつくる角の大きさ

を測ればよい」ですね。なぜでしょう。先程の状況を図に

すると、以下のようになります。

　これはかなり洗練された図ですが、求めたいのは飛

行機の傾きxで、いま測ることのできる角は図のzになり

ます。先の考えだとx=zであることが示せればよいわけ

です。方法はいくつか考えられ、一番シンプルなのは三

角形の外角の性質を使う方法かと思いますが、例えば、

対頂角よりx=yなので、y＝zであることを相似な三角形

の性質を用いて説明することができます（相似の問題で

よく扱われる、直角の角から斜辺に垂線を下ろすと、そ

こにまた相似な三角形ができる問題と等しいですね）。

他にも窓枠が長方形であることを利用すれば、円の性

質（接弦定理）を用いて解決することができます。

　このようにして、一見測ることのできなそうな角度や

長さも、図形化したり、見えない部分に図形を見いだし

たりすることで、数学の性質を用いて測ることができる

ようになります。

　今回は「傾き」ということで、数学にかなり依拠した私

の疑問ではありましたが、事象を図形化し、さらには見

えないところに図形を見いだし、その図形の持つ性質を

うまく用いることで、測れないものが測れるようになっ

たり、最適な量を見いだすことができるようになったり

することは、図形化のよさといえます。

　そもそも今回の「測量」ということに関しては、例えば

ピラミッドの高さを求めるのに縮図法を用いたように、

古代文明において生まれ発達してきた技術であり、それ

と同時に幾何学の世界も生まれ拡がってきた歴史があ

ります。これは当然図形化することが「必要」であり、「有

用」であった証でしょう。

 

　また今回は教材というより個人的な疑問を「数理的

な目で」見てみたわけですが、授業づくりにおいては

「子どもにどう問いを持たせるか」という視点で行うの

はもちろんですが、それよりまず教師自身が「あれ、どう

してだろう？」と疑問を持ち、考えてみる。そして数学を

用いたときに「なるほど！」と思えるかどうかが重要では

ないかと思います。おそらくこじつけたような「現実（の

ような）問題」では自分もすっきりしないし、当然子ども

の中でも「数学の問題」として処理されてしまいます。そ

れよりまず自分が「あれ？」と思うものに数理の目を当て

てみる。「算数・数学の有用性」を子どもに感じてもらう

ためには、そんな授業づくりが必要かと思います。
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ペンを鉛直にぶら下げて、飛行機の窓枠（右辺）の傾きと比べている。
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事象を数理的にみるよさ

算数・数学は、身近な暮らしの中で役立ちます

測れないものも、測れる？



１．【導入】高さを測る方法

　三重県にある伊勢

神宮に行ったときに、

すごく高い木が多数

生えていました（写

真）。この木の高さっ

て一体どれくらいで

しょうか。

　実際にみんなで三重に行くことはできないので、問い

を置き換えます。「この木のように高いものを測るため

には、どのようにすればよいでしょうか？」学校に高い木

があればそれでもよいですが、高さがわかりそうなもの

を選ぶとしたら校舎などがよいでしょう。

２．【展開１】縮図を使った解決（算数の知識から…）

　算数での学習を活かすと、生徒は以下の図のような、

直角二等辺三角形を使った考えを提案するでしょう。

　すなわち仰角がちょうど45°になるような位置に立

てば、そこから目標（校舎や木）までの距離に自分の目

の高さをたして、その高さを求めることができることが

わかります。45°でなくても、その縮図にあたる直角三角

形をかけば、あとは相似比を使って求めることができ、よ

り汎用性の高い方法になります。

３．【展開2】上記の方法が使えないとき…

　例えば、海上にある気球や東京スカイツリーは、高さ

を測るための目標から地上に下ろした垂線の足がどこ

にあるのかがよくわかりません。このようなものの高さ

を求めるにはどうすればよいでしょうか。生徒にはまず、

いろいろな方法で考えさせます。例えば、以下のような

方法で測ることができるでしょうか。

　今地上で長さを測りとることができる部分（aの部分）

を決めると、仰角がαとβの2つの直角三角形が、1組決

まります。そのことに気がつけば、あとは相似な図形の

比を用いて解決することができます。方法がわかったら、

実際に校庭で「立ち入れない場所」をつくって、測りに

行ってみます。

　もしこのように測ろうとするなら、生徒は「わかりやす

い角度で」測るでしょう。例えばαが45°、βが30°ならば、

辺の比の関係を考えて、縮図をかかずに解決することが

できます。例えば a=10mだったら、（10+x）：x=  ３：1

となるので、この比例式を解けば、 5（ ３+1）m（約

13.66m）とわかります。任意の角度で考えると縮図を

正確にかくことが求められ、これは結構誤差が大きいも

のです。このことからは、「長さの比のわかる直角三角形

を見いだすこと」のよさがわかります。また、この「縮図を

かかなくても」という考えは、高校生で学習する「三角

比」へとつながります。

４．【まとめ】拡げて終わる

　一応の解決ができたところで、「もっと場面を拡げる

とどうでしょうか」と発問をします。すると生徒は「真後

ろに下がれないときは？」「角度を測るものを持ってい

ないときは？」などと言うでしょう。場面を拡げることで、

そこで用いられる数学も拡がるとともに、生徒の数学に

対する有用性の感じ方も拡がっていくのではないで

しょうか。

１．はじめに

　４年生では、畑や水田の面積を表す単位として、「a

（アール）」や「ha（ヘクタール）」を知ることになります。

農家の家に生まれた私は「あそこは４反歩あるな。」など

と話しているのをよく聞いていました。
※反歩（たんぶ）…尺貫法の面積の単位。１反歩がおよそ10アール。

　当時は何を言っているのかわからなかったのですが、

「a」「ha」を学習して、なるほどと思った記憶があります。

「裏の畑は何aかな？」などと、眺めたこともありました。

田舎育ちの私にとって、この学習はイメージしやすいも

のでしたが、すべての児童にとってそうであるとは限り

ません。「a」「ha」という単位を知らせるだけでなく、広い

場所でも面積をイメージしやすくできるよさを、児童に

感じさせたいものです。

２．「校庭の広さってどれくらいだろう？」

　この問いに対して、当然児童は実際に測ってみたい

と言うでしょう。私の学級でもそうでした。児童は外に出

て校庭を長方形と見立て、縦と横の長さを自由に測り

ます。結果は縦が約56mで横が約76m。計算すると、

4256㎡になります。正確ではないですが、一応の解決

です。ここで、さらに問います。

T：「4256㎡ってイメージしやすい？」

C：「ぱっと聞いてもどれくらいかわからない。」

　そこで、次の時間に、インターネットの航空写真を見

せることにしました。

３．イメージしやすい単位を自分で決める

T：「この中で、長さを知っていて、単位になりそうな場所

はあるかな？」

C：「プール（25m×12m）で表せばいい！」

　プールの広さを写し取り、校庭に敷き詰めていくと、

大体12個分くらいよりちょっと広いとわかります。この

「ちょっと」が気になった児童は、

4256㎡（校庭の面積）÷300㎡（プールの面積）

を計算し、校庭の広さは、大体プール１４個分とわかり

ます。

T:「4256㎡よりもイメージしやすい？」

C:「これなら、低学年の児童にも教えてあげられる。」

　こんなやりとりもありました。

　この活動の後、25mプールの広さを単位にしたよ

うに、「a」「ha」という単位が使えることを知らせます。

興味を持った児童は、学校内での「a」「ha」探しを提案す

ることでしょう。

4.事象を数理的にとらえるという有用性

　与えられた数値だけで面積を求めていても、事象を

数理的にとらえることにつながりません。自分で単位を

決めて測定することは、目の前の事象を「数」の舞台に

のせることになります。私自身も児童と一緒に「どんな

結果になるだろう？」という気持ちで活動していました。

この気持ちが、算数の有用性につながるのです。

　出張で北海道に行き、帰りの飛行機の中でふと気に

なったことがあります。私はあまり飛行機が得意でない

のですが、飛行機は離陸する際に、前方が傾かないと当

然飛ぶことはできません。ゆえに例外にもれず今回も飛

行機の先が上を向いて飛んで行ったわけですが、離陸し

てからいつまでたっても傾いているような感じがしてな

りません。傾いている間は身動きもとれないし(シートベ

ルト着用の赤いランプがついているので…)、不安でな

りません。しかし、そもそも私は「いま傾いているのだろ

うか？」と思ったのです。

　傾きを感じることができる人間の感覚の神秘はとも

かくとして…外の景色が見えるうちは水平線を眺めて

いればわかるものですが、高度が上がると外は真っ白

です。どうしたらその状態で自分の傾きを知ることがで

きるでしょうか。まず考えられるのは「何かを転がしてみ

る」ことです。しかし、飛行機の中で物を転がしたらそれ

は大変迷惑であり…。ではどのようにすればよいでしょ

うか？私は以下の写真のようにしました。

　私が何を考えたかわかりますでしょうか。ペンは重力

に任せれば地面に垂直になります。そこで「傾いていな

ければ、地面に垂直になるものはないだろうか…」と探

しました。そこで見つけたのが窓枠です。窓枠の右辺は、

着陸しているときは地面と垂直になるはずですから、飛

行機が水平に等速で飛んでいれば、ペンと平行になる

はずです。しかしそこが平行になっていないということ

は「傾いている」ということになります。

　もう少し深く考えてみます。では、水平線から見て、どれ

くらい傾いているのでしょうか。いまは空中にいるので、

当然水平線を見ることはできません。どうすればよいで

しょうか。

　先程の問いの答えは「ペンと窓枠がつくる角の大きさ

を測ればよい」ですね。なぜでしょう。先程の状況を図に

すると、以下のようになります。

　これはかなり洗練された図ですが、求めたいのは飛

行機の傾きxで、いま測ることのできる角は図のzになり

ます。先の考えだとx=zであることが示せればよいわけ

です。方法はいくつか考えられ、一番シンプルなのは三

角形の外角の性質を使う方法かと思いますが、例えば、

対頂角よりx=yなので、y＝zであることを相似な三角形

の性質を用いて説明することができます（相似の問題で

よく扱われる、直角の角から斜辺に垂線を下ろすと、そ

こにまた相似な三角形ができる問題と等しいですね）。

他にも窓枠が長方形であることを利用すれば、円の性

質（接弦定理）を用いて解決することができます。

　このようにして、一見測ることのできなそうな角度や

長さも、図形化したり、見えない部分に図形を見いだし

たりすることで、数学の性質を用いて測ることができる

ようになります。

　今回は「傾き」ということで、数学にかなり依拠した私

の疑問ではありましたが、事象を図形化し、さらには見

えないところに図形を見いだし、その図形の持つ性質を

うまく用いることで、測れないものが測れるようになっ

たり、最適な量を見いだすことができるようになったり

することは、図形化のよさといえます。

　そもそも今回の「測量」ということに関しては、例えば

ピラミッドの高さを求めるのに縮図法を用いたように、

古代文明において生まれ発達してきた技術であり、それ

と同時に幾何学の世界も生まれ拡がってきた歴史があ

ります。これは当然図形化することが「必要」であり、「有

用」であった証でしょう。

 

　また今回は教材というより個人的な疑問を「数理的

な目で」見てみたわけですが、授業づくりにおいては

「子どもにどう問いを持たせるか」という視点で行うの

はもちろんですが、それよりまず教師自身が「あれ、どう

してだろう？」と疑問を持ち、考えてみる。そして数学を

用いたときに「なるほど！」と思えるかどうかが重要では

ないかと思います。おそらくこじつけたような「現実（の

ような）問題」では自分もすっきりしないし、当然子ども

の中でも「数学の問題」として処理されてしまいます。そ

れよりまず自分が「あれ？」と思うものに数理の目を当て

てみる。「算数・数学の有用性」を子どもに感じてもらう

ためには、そんな授業づくりが必要かと思います。
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１．【導入】高さを測る方法

　三重県にある伊勢

神宮に行ったときに、

すごく高い木が多数

生えていました（写

真）。この木の高さっ

て一体どれくらいで

しょうか。

　実際にみんなで三重に行くことはできないので、問い

を置き換えます。「この木のように高いものを測るため

には、どのようにすればよいでしょうか？」学校に高い木

があればそれでもよいですが、高さがわかりそうなもの

を選ぶとしたら校舎などがよいでしょう。

２．【展開１】縮図を使った解決（算数の知識から…）

　算数での学習を活かすと、生徒は以下の図のような、

直角二等辺三角形を使った考えを提案するでしょう。

　すなわち仰角がちょうど45°になるような位置に立

てば、そこから目標（校舎や木）までの距離に自分の目

の高さをたして、その高さを求めることができることが

わかります。45°でなくても、その縮図にあたる直角三角

形をかけば、あとは相似比を使って求めることができ、よ

り汎用性の高い方法になります。

３．【展開2】上記の方法が使えないとき…

　例えば、海上にある気球や東京スカイツリーは、高さ

を測るための目標から地上に下ろした垂線の足がどこ

にあるのかがよくわかりません。このようなものの高さ

を求めるにはどうすればよいでしょうか。生徒にはまず、

いろいろな方法で考えさせます。例えば、以下のような

方法で測ることができるでしょうか。

　今地上で長さを測りとることができる部分（aの部分）

を決めると、仰角がαとβの2つの直角三角形が、1組決

まります。そのことに気がつけば、あとは相似な図形の

比を用いて解決することができます。方法がわかったら、

実際に校庭で「立ち入れない場所」をつくって、測りに

行ってみます。

　もしこのように測ろうとするなら、生徒は「わかりやす

い角度で」測るでしょう。例えばαが45°、βが30°ならば、

辺の比の関係を考えて、縮図をかかずに解決することが

できます。例えば a=10mだったら、（10+x）：x=  ３：1

となるので、この比例式を解けば、 5（ ３+1）m（約

13.66m）とわかります。任意の角度で考えると縮図を

正確にかくことが求められ、これは結構誤差が大きいも

のです。このことからは、「長さの比のわかる直角三角形

を見いだすこと」のよさがわかります。また、この「縮図を

かかなくても」という考えは、高校生で学習する「三角

比」へとつながります。

４．【まとめ】拡げて終わる

　一応の解決ができたところで、「もっと場面を拡げる

とどうでしょうか」と発問をします。すると生徒は「真後

ろに下がれないときは？」「角度を測るものを持ってい

ないときは？」などと言うでしょう。場面を拡げることで、

そこで用いられる数学も拡がるとともに、生徒の数学に

対する有用性の感じ方も拡がっていくのではないで

しょうか。

１．はじめに

　４年生では、畑や水田の面積を表す単位として、「a

（アール）」や「ha（ヘクタール）」を知ることになります。

農家の家に生まれた私は「あそこは４反歩あるな。」など

と話しているのをよく聞いていました。
※反歩（たんぶ）…尺貫法の面積の単位。１反歩がおよそ10アール。

　当時は何を言っているのかわからなかったのですが、

「a」「ha」を学習して、なるほどと思った記憶があります。

「裏の畑は何aかな？」などと、眺めたこともありました。

田舎育ちの私にとって、この学習はイメージしやすいも

のでしたが、すべての児童にとってそうであるとは限り

ません。「a」「ha」という単位を知らせるだけでなく、広い

場所でも面積をイメージしやすくできるよさを、児童に

感じさせたいものです。

２．「校庭の広さってどれくらいだろう？」

　この問いに対して、当然児童は実際に測ってみたい

と言うでしょう。私の学級でもそうでした。児童は外に出

て校庭を長方形と見立て、縦と横の長さを自由に測り

ます。結果は縦が約56mで横が約76m。計算すると、

4256㎡になります。正確ではないですが、一応の解決

です。ここで、さらに問います。

T：「4256㎡ってイメージしやすい？」

C：「ぱっと聞いてもどれくらいかわからない。」

　そこで、次の時間に、インターネットの航空写真を見

せることにしました。

３．イメージしやすい単位を自分で決める

T：「この中で、長さを知っていて、単位になりそうな場所

はあるかな？」

C：「プール（25m×12m）で表せばいい！」

　プールの広さを写し取り、校庭に敷き詰めていくと、

大体12個分くらいよりちょっと広いとわかります。この

「ちょっと」が気になった児童は、

4256㎡（校庭の面積）÷300㎡（プールの面積）

を計算し、校庭の広さは、大体プール１４個分とわかり

ます。

T:「4256㎡よりもイメージしやすい？」

C:「これなら、低学年の児童にも教えてあげられる。」

　こんなやりとりもありました。

　この活動の後、25mプールの広さを単位にしたよ

うに、「a」「ha」という単位が使えることを知らせます。

興味を持った児童は、学校内での「a」「ha」探しを提案す

ることでしょう。

4.事象を数理的にとらえるという有用性

　与えられた数値だけで面積を求めていても、事象を

数理的にとらえることにつながりません。自分で単位を

決めて測定することは、目の前の事象を「数」の舞台に

のせることになります。私自身も児童と一緒に「どんな

結果になるだろう？」という気持ちで活動していました。

この気持ちが、算数の有用性につながるのです。

　出張で北海道に行き、帰りの飛行機の中でふと気に

なったことがあります。私はあまり飛行機が得意でない

のですが、飛行機は離陸する際に、前方が傾かないと当

然飛ぶことはできません。ゆえに例外にもれず今回も飛

行機の先が上を向いて飛んで行ったわけですが、離陸し

てからいつまでたっても傾いているような感じがしてな

りません。傾いている間は身動きもとれないし(シートベ

ルト着用の赤いランプがついているので…)、不安でな

りません。しかし、そもそも私は「いま傾いているのだろ

うか？」と思ったのです。

　傾きを感じることができる人間の感覚の神秘はとも

かくとして…外の景色が見えるうちは水平線を眺めて

いればわかるものですが、高度が上がると外は真っ白

です。どうしたらその状態で自分の傾きを知ることがで

きるでしょうか。まず考えられるのは「何かを転がしてみ

る」ことです。しかし、飛行機の中で物を転がしたらそれ

は大変迷惑であり…。ではどのようにすればよいでしょ

うか？私は以下の写真のようにしました。

　私が何を考えたかわかりますでしょうか。ペンは重力

に任せれば地面に垂直になります。そこで「傾いていな

ければ、地面に垂直になるものはないだろうか…」と探

しました。そこで見つけたのが窓枠です。窓枠の右辺は、

着陸しているときは地面と垂直になるはずですから、飛

行機が水平に等速で飛んでいれば、ペンと平行になる

はずです。しかしそこが平行になっていないということ

は「傾いている」ということになります。

　もう少し深く考えてみます。では、水平線から見て、どれ

くらい傾いているのでしょうか。いまは空中にいるので、

当然水平線を見ることはできません。どうすればよいで

しょうか。

　先程の問いの答えは「ペンと窓枠がつくる角の大きさ

を測ればよい」ですね。なぜでしょう。先程の状況を図に

すると、以下のようになります。

　これはかなり洗練された図ですが、求めたいのは飛

行機の傾きxで、いま測ることのできる角は図のzになり

ます。先の考えだとx=zであることが示せればよいわけ

です。方法はいくつか考えられ、一番シンプルなのは三

角形の外角の性質を使う方法かと思いますが、例えば、

対頂角よりx=yなので、y＝zであることを相似な三角形

の性質を用いて説明することができます（相似の問題で

よく扱われる、直角の角から斜辺に垂線を下ろすと、そ

こにまた相似な三角形ができる問題と等しいですね）。

他にも窓枠が長方形であることを利用すれば、円の性

質（接弦定理）を用いて解決することができます。

　このようにして、一見測ることのできなそうな角度や

長さも、図形化したり、見えない部分に図形を見いだし

たりすることで、数学の性質を用いて測ることができる

ようになります。

　今回は「傾き」ということで、数学にかなり依拠した私

の疑問ではありましたが、事象を図形化し、さらには見

えないところに図形を見いだし、その図形の持つ性質を

うまく用いることで、測れないものが測れるようになっ

たり、最適な量を見いだすことができるようになったり

することは、図形化のよさといえます。

　そもそも今回の「測量」ということに関しては、例えば

ピラミッドの高さを求めるのに縮図法を用いたように、

古代文明において生まれ発達してきた技術であり、それ

と同時に幾何学の世界も生まれ拡がってきた歴史があ

ります。これは当然図形化することが「必要」であり、「有

用」であった証でしょう。

 

　また今回は教材というより個人的な疑問を「数理的

な目で」見てみたわけですが、授業づくりにおいては

「子どもにどう問いを持たせるか」という視点で行うの

はもちろんですが、それよりまず教師自身が「あれ、どう

してだろう？」と疑問を持ち、考えてみる。そして数学を

用いたときに「なるほど！」と思えるかどうかが重要では

ないかと思います。おそらくこじつけたような「現実（の

ような）問題」では自分もすっきりしないし、当然子ども

の中でも「数学の問題」として処理されてしまいます。そ

れよりまず自分が「あれ？」と思うものに数理の目を当て

てみる。「算数・数学の有用性」を子どもに感じてもらう

ためには、そんな授業づくりが必要かと思います。
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１．【導入】高さを測る方法

　三重県にある伊勢

神宮に行ったときに、

すごく高い木が多数

生えていました（写

真）。この木の高さっ

て一体どれくらいで

しょうか。

　実際にみんなで三重に行くことはできないので、問い

を置き換えます。「この木のように高いものを測るため

には、どのようにすればよいでしょうか？」学校に高い木

があればそれでもよいですが、高さがわかりそうなもの

を選ぶとしたら校舎などがよいでしょう。

２．【展開１】縮図を使った解決（算数の知識から…）

　算数での学習を活かすと、生徒は以下の図のような、

直角二等辺三角形を使った考えを提案するでしょう。

　すなわち仰角がちょうど45°になるような位置に立

てば、そこから目標（校舎や木）までの距離に自分の目

の高さをたして、その高さを求めることができることが

わかります。45°でなくても、その縮図にあたる直角三角

形をかけば、あとは相似比を使って求めることができ、よ

り汎用性の高い方法になります。

３．【展開2】上記の方法が使えないとき…

　例えば、海上にある気球や東京スカイツリーは、高さ

を測るための目標から地上に下ろした垂線の足がどこ

にあるのかがよくわかりません。このようなものの高さ

を求めるにはどうすればよいでしょうか。生徒にはまず、

いろいろな方法で考えさせます。例えば、以下のような

方法で測ることができるでしょうか。

　今地上で長さを測りとることができる部分（aの部分）

を決めると、仰角がαとβの2つの直角三角形が、1組決

まります。そのことに気がつけば、あとは相似な図形の

比を用いて解決することができます。方法がわかったら、

実際に校庭で「立ち入れない場所」をつくって、測りに

行ってみます。

　もしこのように測ろうとするなら、生徒は「わかりやす

い角度で」測るでしょう。例えばαが45°、βが30°ならば、

辺の比の関係を考えて、縮図をかかずに解決することが

できます。例えば a=10mだったら、（10+x）：x=  ３：1

となるので、この比例式を解けば、 5（ ３+1）m（約

13.66m）とわかります。任意の角度で考えると縮図を

正確にかくことが求められ、これは結構誤差が大きいも

のです。このことからは、「長さの比のわかる直角三角形

を見いだすこと」のよさがわかります。また、この「縮図を

かかなくても」という考えは、高校生で学習する「三角

比」へとつながります。

４．【まとめ】拡げて終わる

　一応の解決ができたところで、「もっと場面を拡げる

とどうでしょうか」と発問をします。すると生徒は「真後

ろに下がれないときは？」「角度を測るものを持ってい

ないときは？」などと言うでしょう。場面を拡げることで、

そこで用いられる数学も拡がるとともに、生徒の数学に

対する有用性の感じ方も拡がっていくのではないで

しょうか。

１．はじめに

　４年生では、畑や水田の面積を表す単位として、「a

（アール）」や「ha（ヘクタール）」を知ることになります。

農家の家に生まれた私は「あそこは４反歩あるな。」など

と話しているのをよく聞いていました。
※反歩（たんぶ）…尺貫法の面積の単位。１反歩がおよそ10アール。

　当時は何を言っているのかわからなかったのですが、

「a」「ha」を学習して、なるほどと思った記憶があります。

「裏の畑は何aかな？」などと、眺めたこともありました。

田舎育ちの私にとって、この学習はイメージしやすいも

のでしたが、すべての児童にとってそうであるとは限り

ません。「a」「ha」という単位を知らせるだけでなく、広い

場所でも面積をイメージしやすくできるよさを、児童に

感じさせたいものです。

２．「校庭の広さってどれくらいだろう？」

　この問いに対して、当然児童は実際に測ってみたい

と言うでしょう。私の学級でもそうでした。児童は外に出

て校庭を長方形と見立て、縦と横の長さを自由に測り

ます。結果は縦が約56mで横が約76m。計算すると、

4256㎡になります。正確ではないですが、一応の解決

です。ここで、さらに問います。

T：「4256㎡ってイメージしやすい？」

C：「ぱっと聞いてもどれくらいかわからない。」

　そこで、次の時間に、インターネットの航空写真を見

せることにしました。

３．イメージしやすい単位を自分で決める

T：「この中で、長さを知っていて、単位になりそうな場所

はあるかな？」

C：「プール（25m×12m）で表せばいい！」

　プールの広さを写し取り、校庭に敷き詰めていくと、

大体12個分くらいよりちょっと広いとわかります。この

「ちょっと」が気になった児童は、

4256㎡（校庭の面積）÷300㎡（プールの面積）

を計算し、校庭の広さは、大体プール１４個分とわかり

ます。

T:「4256㎡よりもイメージしやすい？」

C:「これなら、低学年の児童にも教えてあげられる。」

　こんなやりとりもありました。

　この活動の後、25mプールの広さを単位にしたよ

うに、「a」「ha」という単位が使えることを知らせます。

興味を持った児童は、学校内での「a」「ha」探しを提案す

ることでしょう。

4.事象を数理的にとらえるという有用性

　与えられた数値だけで面積を求めていても、事象を

数理的にとらえることにつながりません。自分で単位を

決めて測定することは、目の前の事象を「数」の舞台に

のせることになります。私自身も児童と一緒に「どんな

結果になるだろう？」という気持ちで活動していました。

この気持ちが、算数の有用性につながるのです。

　出張で北海道に行き、帰りの飛行機の中でふと気に

なったことがあります。私はあまり飛行機が得意でない

のですが、飛行機は離陸する際に、前方が傾かないと当

然飛ぶことはできません。ゆえに例外にもれず今回も飛

行機の先が上を向いて飛んで行ったわけですが、離陸し

てからいつまでたっても傾いているような感じがしてな

りません。傾いている間は身動きもとれないし(シートベ

ルト着用の赤いランプがついているので…)、不安でな

りません。しかし、そもそも私は「いま傾いているのだろ

うか？」と思ったのです。

　傾きを感じることができる人間の感覚の神秘はとも

かくとして…外の景色が見えるうちは水平線を眺めて

いればわかるものですが、高度が上がると外は真っ白

です。どうしたらその状態で自分の傾きを知ることがで

きるでしょうか。まず考えられるのは「何かを転がしてみ

る」ことです。しかし、飛行機の中で物を転がしたらそれ

は大変迷惑であり…。ではどのようにすればよいでしょ

うか？私は以下の写真のようにしました。

　私が何を考えたかわかりますでしょうか。ペンは重力

に任せれば地面に垂直になります。そこで「傾いていな

ければ、地面に垂直になるものはないだろうか…」と探

しました。そこで見つけたのが窓枠です。窓枠の右辺は、

着陸しているときは地面と垂直になるはずですから、飛

行機が水平に等速で飛んでいれば、ペンと平行になる

はずです。しかしそこが平行になっていないということ

は「傾いている」ということになります。

　もう少し深く考えてみます。では、水平線から見て、どれ

くらい傾いているのでしょうか。いまは空中にいるので、

当然水平線を見ることはできません。どうすればよいで

しょうか。

　先程の問いの答えは「ペンと窓枠がつくる角の大きさ

を測ればよい」ですね。なぜでしょう。先程の状況を図に

すると、以下のようになります。

　これはかなり洗練された図ですが、求めたいのは飛

行機の傾きxで、いま測ることのできる角は図のzになり

ます。先の考えだとx=zであることが示せればよいわけ

です。方法はいくつか考えられ、一番シンプルなのは三

角形の外角の性質を使う方法かと思いますが、例えば、

対頂角よりx=yなので、y＝zであることを相似な三角形

の性質を用いて説明することができます（相似の問題で

よく扱われる、直角の角から斜辺に垂線を下ろすと、そ

こにまた相似な三角形ができる問題と等しいですね）。

他にも窓枠が長方形であることを利用すれば、円の性

質（接弦定理）を用いて解決することができます。

　このようにして、一見測ることのできなそうな角度や

長さも、図形化したり、見えない部分に図形を見いだし

たりすることで、数学の性質を用いて測ることができる

ようになります。

　今回は「傾き」ということで、数学にかなり依拠した私

の疑問ではありましたが、事象を図形化し、さらには見

えないところに図形を見いだし、その図形の持つ性質を

うまく用いることで、測れないものが測れるようになっ

たり、最適な量を見いだすことができるようになったり

することは、図形化のよさといえます。

　そもそも今回の「測量」ということに関しては、例えば

ピラミッドの高さを求めるのに縮図法を用いたように、

古代文明において生まれ発達してきた技術であり、それ

と同時に幾何学の世界も生まれ拡がってきた歴史があ

ります。これは当然図形化することが「必要」であり、「有

用」であった証でしょう。

 

　また今回は教材というより個人的な疑問を「数理的

な目で」見てみたわけですが、授業づくりにおいては

「子どもにどう問いを持たせるか」という視点で行うの

はもちろんですが、それよりまず教師自身が「あれ、どう

してだろう？」と疑問を持ち、考えてみる。そして数学を

用いたときに「なるほど！」と思えるかどうかが重要では

ないかと思います。おそらくこじつけたような「現実（の

ような）問題」では自分もすっきりしないし、当然子ども

の中でも「数学の問題」として処理されてしまいます。そ

れよりまず自分が「あれ？」と思うものに数理の目を当て

てみる。「算数・数学の有用性」を子どもに感じてもらう

ためには、そんな授業づくりが必要かと思います。
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測りたい高さ→

←目の高さ

測りたい高さ→

45°
←目の高さ

こんな展開はいかがでしょう
（中学3年：「相似の利用」）
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１．学習指導要領での扱いと発展学習の例

　が、中学校での主な学習内容です。

　そこで、単元の最後のほうで、南アメリカ大陸とアフリ

カ大陸を地図上で並べさせてみます。

　両大陸が凹凸の部分で重なります。そこで、ウェゲ

ナーの『大陸移動説』が生まれたことを紹介します。

　形が重なるだけではなく、氷河の分布や植物の化石、

植物・動物の分布からも、この説は支持されています。

　さらに、世界のプレートの分布、地球規模での火山や

地震帯の分布に視野を広げ、地球内部のようすにも思

考を進めることができると考えられます。そのためには、

次のような図が活用できます。

２．マグニチュードの大きさについて

　巨大地震の規模を理解させるには、マグニチュード

（M）の数値の意味をよく理解させる必要があります。マ

グニチュードが1上がるごとに、地震の規模（エネル

ギー）が、約32倍になります。つまりM5.0を基準にして

考えると、下図のようになります。

　東日本大震災のM9.0という規模は、地震のエネル

ギーがいかに大きかったかを理解することができます。

　大陸は今でも動いていることから、地球が活きている

ことを感じ取らせることにより、科学の目を養い、社会の

中で役立つ見方や考え方を育むものと考えます。

１．学習指導要領での扱いと発展学習の例

　このように学習指導要領では、地震や火山の噴火に

よって大地が変化することを学習します。

　そこで、地震や火山活動から暮らしを守るために、

震度、緊急地震速報、津波警報、噴火警報などを授業で

取り上げ、ニュース視聴時などに知識を活用できるよう

にします。

　さらにプレート移動を発展として扱います。日本は、4

つのプレートにまたがっているので、地震や火山と関連

付けることができます。また、日本の火山の位置とプ

レートの関係については、次のような図を示してみては

いかがでしょうか。

　火山の帯とプレートの境、海溝部分が、平行になって

いることを見いだすことができます。火山の帯状の配置

から、プレートの存在を予想することもできます。

　そして、プレートの境目付近で地震が発生することや、

プレートの境目より少し先で火山ができていることを紹

介します。また、震源が海底の場合には、津波が発生する

ことにも気付かせることができます。

　津波警報、緊急地震速報、噴火警報等は、小学生として、

関心を持たせると同時に、災害に対しての備えにも、意

欲的に参加できるようにさせたいものです。

２．地震のメカニズムを確かめるモデル

　大陸側のプレートの下に海側のプレートが沈み込む

ところで、地震が発生することを想像させ、模型のモデ

ルで確かめてみてはいかがでしょうか。地震のニュース

や新聞記事などに接したとき、理解をさらに深めること

ができ、有用性を感じることができるものと考えます。

　日本では、平成7年に阪神・淡路大震災が、平成23年

には東日本大震災がありました。また世界では、近年、イ

ンドネシア、パキスタン、ネパール、チリなどで、たびたび

大きな地震が起こり、大きな災害が発生しています。

　日本付近で地震が発生すると、気象庁から、「地震の

発生場所、規模、震度」「津波の恐れの有無」などが、緊

急地震速報や地震情報などとして発表されます。

　また最近、御嶽山、口永良部島、阿蘇山、桜島などの噴

火が、相次いで起こっています。さらに、近い将来には、

南海地震や東海地震なども危惧されています。

　このような情報に触れる中で、子どもたちは、火山の

噴火や、地震・津波の発生の原因を、どのように考えて

いるのでしょうか。

　『午後○時○分、○○地方で大きな地震が発生。地震

のマグニチュードは7.5、○○での震度は6強です。』

　『○○山が噴火して、火口周辺で溶岩が流出。○○

では、火砕流も発生しています。』

　このようなニュースは、あってほしくないものです。

しかしながら、私たちは身を守るために、「緊急地震速報、

津波警報、噴火警報」などに基づいて、速やかに避難が

できなければなりません。地震や火山の噴火の情報の

理解は、重要な課題です。

　地震は、プレートの移動がもとになり、ときに直下の断

層が動いて起こります。そこで小学校では、プレートの

境目付近で地震が起こるしくみについても扱ってはい

かがでしょうか。

　日本列島は4つのプレートにまたがっていることから、

大変地震が多く、津波による被害も甚大です。小学校

では、「震度、緊急地震速報、津波警報」などを用語とし

て押さえるほか、発展として、プレートの移動により地震

が起こるしくみについても扱いたいものです。これらを

扱うことで、ニュースを見た子どもたちの理解が深

まり、理科学習の有用性を感じると考えられます。

1.小学校では、プレートの移動で地震が起こるしくみを

　次のような図やモデルを用いて、プレートが沈み込

む境目付近で、大きな地震が起こりやすくなることを

理解させます。日本地図を使って、過去に大きな地震

が起きたところをプレートと関連付けて調べたり、火

山の位置とプレートの関係を調べたりするのもよいで

しょう。

2.中学校では、世界の大陸移動も

　中学校では、プレートの移動は必須の学習内容として

登場します。チリやネパールのようにプレートの境目付

近にある国に注目し、世界のプレートの分布につなげる

ことができます。さらに「大陸移動説」で、世界の陸地の

成り立ちについて考えることで、地球規模で起こる大地

の変化へと、見方が広がるものと思われます。
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災害と子どもたちの生活

理科は、身近な暮らしの中で役立ちます

火山の噴火や地震はなぜ起こる?

P R O F I L E

埼玉県大宮市立小学校教諭、埼玉大学教育学部附属小学校教諭・
副校長を経て、埼玉県公立小学校校長会長、全国連合小学校長会
理事､淑徳大学特任教員等を歴任。
文部省学習指導要領小学校理科編及び指導書作成協力者（平成
元年度版）、NHK学校放送小学校理科教室4年テレビティーチャー
（14年間）にも携わる。

金子 美智雄 （元 全国連合小学校長会理事）
かねこ みちお

〈監修〉

埼玉大学教育学部地学研究室卒。
埼玉県小学校教諭、狭山市立教育センター指導主事、狭山市教
育委員会教育指導課長、狭山市立入間野中学校長を経て現職。

山口 哲司 （埼玉県狭山市立笹井小学校長）
やまぐち てつじ

〈連載第２回執筆〉

1 子どもたちはこんなことを知っていますか?



１．学習指導要領での扱いと発展学習の例

　が、中学校での主な学習内容です。

　そこで、単元の最後のほうで、南アメリカ大陸とアフリ

カ大陸を地図上で並べさせてみます。

　両大陸が凹凸の部分で重なります。そこで、ウェゲ

ナーの『大陸移動説』が生まれたことを紹介します。

　形が重なるだけではなく、氷河の分布や植物の化石、

植物・動物の分布からも、この説は支持されています。

　さらに、世界のプレートの分布、地球規模での火山や

地震帯の分布に視野を広げ、地球内部のようすにも思

考を進めることができると考えられます。そのためには、

次のような図が活用できます。

２．マグニチュードの大きさについて

　巨大地震の規模を理解させるには、マグニチュード

（M）の数値の意味をよく理解させる必要があります。マ

グニチュードが1上がるごとに、地震の規模（エネル

ギー）が、約32倍になります。つまりM5.0を基準にして

考えると、下図のようになります。

　東日本大震災のM9.0という規模は、地震のエネル

ギーがいかに大きかったかを理解することができます。

　大陸は今でも動いていることから、地球が活きている

ことを感じ取らせることにより、科学の目を養い、社会の

中で役立つ見方や考え方を育むものと考えます。

１．学習指導要領での扱いと発展学習の例

　このように学習指導要領では、地震や火山の噴火に

よって大地が変化することを学習します。

　そこで、地震や火山活動から暮らしを守るために、

震度、緊急地震速報、津波警報、噴火警報などを授業で

取り上げ、ニュース視聴時などに知識を活用できるよう

にします。

　さらにプレート移動を発展として扱います。日本は、4

つのプレートにまたがっているので、地震や火山と関連

付けることができます。また、日本の火山の位置とプ

レートの関係については、次のような図を示してみては

いかがでしょうか。

　火山の帯とプレートの境、海溝部分が、平行になって

いることを見いだすことができます。火山の帯状の配置

から、プレートの存在を予想することもできます。

　そして、プレートの境目付近で地震が発生することや、

プレートの境目より少し先で火山ができていることを紹

介します。また、震源が海底の場合には、津波が発生する

ことにも気付かせることができます。

　津波警報、緊急地震速報、噴火警報等は、小学生として、

関心を持たせると同時に、災害に対しての備えにも、意

欲的に参加できるようにさせたいものです。

２．地震のメカニズムを確かめるモデル

　大陸側のプレートの下に海側のプレートが沈み込む

ところで、地震が発生することを想像させ、模型のモデ

ルで確かめてみてはいかがでしょうか。地震のニュース

や新聞記事などに接したとき、理解をさらに深めること

ができ、有用性を感じることができるものと考えます。

　日本では、平成7年に阪神・淡路大震災が、平成23年

には東日本大震災がありました。また世界では、近年、イ

ンドネシア、パキスタン、ネパール、チリなどで、たびたび

大きな地震が起こり、大きな災害が発生しています。

　日本付近で地震が発生すると、気象庁から、「地震の

発生場所、規模、震度」「津波の恐れの有無」などが、緊

急地震速報や地震情報などとして発表されます。

　また最近、御嶽山、口永良部島、阿蘇山、桜島などの噴

火が、相次いで起こっています。さらに、近い将来には、

南海地震や東海地震なども危惧されています。

　このような情報に触れる中で、子どもたちは、火山の

噴火や、地震・津波の発生の原因を、どのように考えて

いるのでしょうか。

　『午後○時○分、○○地方で大きな地震が発生。地震

のマグニチュードは7.5、○○での震度は6強です。』

　『○○山が噴火して、火口周辺で溶岩が流出。○○

では、火砕流も発生しています。』

　このようなニュースは、あってほしくないものです。

しかしながら、私たちは身を守るために、「緊急地震速報、

津波警報、噴火警報」などに基づいて、速やかに避難が

できなければなりません。地震や火山の噴火の情報の

理解は、重要な課題です。

　地震は、プレートの移動がもとになり、ときに直下の断

層が動いて起こります。そこで小学校では、プレートの

境目付近で地震が起こるしくみについても扱ってはい

かがでしょうか。

　日本列島は4つのプレートにまたがっていることから、

大変地震が多く、津波による被害も甚大です。小学校

では、「震度、緊急地震速報、津波警報」などを用語とし

て押さえるほか、発展として、プレートの移動により地震

が起こるしくみについても扱いたいものです。これらを

扱うことで、ニュースを見た子どもたちの理解が深

まり、理科学習の有用性を感じると考えられます。

1.小学校では、プレートの移動で地震が起こるしくみを

　次のような図やモデルを用いて、プレートが沈み込

む境目付近で、大きな地震が起こりやすくなることを

理解させます。日本地図を使って、過去に大きな地震

が起きたところをプレートと関連付けて調べたり、火

山の位置とプレートの関係を調べたりするのもよいで

しょう。

2.中学校では、世界の大陸移動も

　中学校では、プレートの移動は必須の学習内容として

登場します。チリやネパールのようにプレートの境目付

近にある国に注目し、世界のプレートの分布につなげる

ことができます。さらに「大陸移動説」で、世界の陸地の

成り立ちについて考えることで、地球規模で起こる大地

の変化へと、見方が広がるものと思われます。
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世界のプレートと2003年から2012年に発生したマグニチュード５以上の地震
（米国地質調査所の震源データを用いて気象庁が作成）
（そんぽ予防時報255号p.2５より、気象庁提供）

（小学校教科書6年p.141より）
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2 理科がこんなにつながります



１．学習指導要領での扱いと発展学習の例

　が、中学校での主な学習内容です。

　そこで、単元の最後のほうで、南アメリカ大陸とアフリ

カ大陸を地図上で並べさせてみます。

　両大陸が凹凸の部分で重なります。そこで、ウェゲ

ナーの『大陸移動説』が生まれたことを紹介します。

　形が重なるだけではなく、氷河の分布や植物の化石、

植物・動物の分布からも、この説は支持されています。

　さらに、世界のプレートの分布、地球規模での火山や

地震帯の分布に視野を広げ、地球内部のようすにも思

考を進めることができると考えられます。そのためには、

次のような図が活用できます。

２．マグニチュードの大きさについて

　巨大地震の規模を理解させるには、マグニチュード

（M）の数値の意味をよく理解させる必要があります。マ

グニチュードが1上がるごとに、地震の規模（エネル

ギー）が、約32倍になります。つまりM5.0を基準にして

考えると、下図のようになります。

　東日本大震災のM9.0という規模は、地震のエネル

ギーがいかに大きかったかを理解することができます。

　大陸は今でも動いていることから、地球が活きている

ことを感じ取らせることにより、科学の目を養い、社会の

中で役立つ見方や考え方を育むものと考えます。

１．学習指導要領での扱いと発展学習の例

　このように学習指導要領では、地震や火山の噴火に

よって大地が変化することを学習します。

　そこで、地震や火山活動から暮らしを守るために、

震度、緊急地震速報、津波警報、噴火警報などを授業で

取り上げ、ニュース視聴時などに知識を活用できるよう

にします。

　さらにプレート移動を発展として扱います。日本は、4

つのプレートにまたがっているので、地震や火山と関連

付けることができます。また、日本の火山の位置とプ

レートの関係については、次のような図を示してみては

いかがでしょうか。

　火山の帯とプレートの境、海溝部分が、平行になって

いることを見いだすことができます。火山の帯状の配置

から、プレートの存在を予想することもできます。

　そして、プレートの境目付近で地震が発生することや、

プレートの境目より少し先で火山ができていることを紹

介します。また、震源が海底の場合には、津波が発生する

ことにも気付かせることができます。

　津波警報、緊急地震速報、噴火警報等は、小学生として、

関心を持たせると同時に、災害に対しての備えにも、意

欲的に参加できるようにさせたいものです。

２．地震のメカニズムを確かめるモデル

　大陸側のプレートの下に海側のプレートが沈み込む

ところで、地震が発生することを想像させ、模型のモデ

ルで確かめてみてはいかがでしょうか。地震のニュース

や新聞記事などに接したとき、理解をさらに深めること

ができ、有用性を感じることができるものと考えます。

　日本では、平成7年に阪神・淡路大震災が、平成23年

には東日本大震災がありました。また世界では、近年、イ

ンドネシア、パキスタン、ネパール、チリなどで、たびたび

大きな地震が起こり、大きな災害が発生しています。

　日本付近で地震が発生すると、気象庁から、「地震の

発生場所、規模、震度」「津波の恐れの有無」などが、緊

急地震速報や地震情報などとして発表されます。

　また最近、御嶽山、口永良部島、阿蘇山、桜島などの噴

火が、相次いで起こっています。さらに、近い将来には、

南海地震や東海地震なども危惧されています。

　このような情報に触れる中で、子どもたちは、火山の

噴火や、地震・津波の発生の原因を、どのように考えて

いるのでしょうか。

　『午後○時○分、○○地方で大きな地震が発生。地震

のマグニチュードは7.5、○○での震度は6強です。』

　『○○山が噴火して、火口周辺で溶岩が流出。○○

では、火砕流も発生しています。』

　このようなニュースは、あってほしくないものです。

しかしながら、私たちは身を守るために、「緊急地震速報、

津波警報、噴火警報」などに基づいて、速やかに避難が

できなければなりません。地震や火山の噴火の情報の

理解は、重要な課題です。

　地震は、プレートの移動がもとになり、ときに直下の断

層が動いて起こります。そこで小学校では、プレートの

境目付近で地震が起こるしくみについても扱ってはい

かがでしょうか。

　日本列島は4つのプレートにまたがっていることから、

大変地震が多く、津波による被害も甚大です。小学校

では、「震度、緊急地震速報、津波警報」などを用語とし

て押さえるほか、発展として、プレートの移動により地震

が起こるしくみについても扱いたいものです。これらを

扱うことで、ニュースを見た子どもたちの理解が深

まり、理科学習の有用性を感じると考えられます。

1.小学校では、プレートの移動で地震が起こるしくみを

　次のような図やモデルを用いて、プレートが沈み込

む境目付近で、大きな地震が起こりやすくなることを

理解させます。日本地図を使って、過去に大きな地震

が起きたところをプレートと関連付けて調べたり、火

山の位置とプレートの関係を調べたりするのもよいで

しょう。

2.中学校では、世界の大陸移動も

　中学校では、プレートの移動は必須の学習内容として

登場します。チリやネパールのようにプレートの境目付

近にある国に注目し、世界のプレートの分布につなげる

ことができます。さらに「大陸移動説」で、世界の陸地の

成り立ちについて考えることで、地球規模で起こる大地

の変化へと、見方が広がるものと思われます。

P18 /  R I S U K E I R I N  No.12

ア 土地は、礫、砂、泥、火山灰及び岩石からでき
ており、層をつくって広がっているものがある
こと。

イ 地層は、流れる水の働きや火山の噴火によって
でき、化石が含まれているものがあること。

ウ 土地は、火山の噴火や地震によって変化する
こと。

小学校学習指導要領 6年B-(4) 
土地のつくりと変化

（平成28年度用 中学校教科書1年p.78より）

（ヤガミ製 地震発生説明器）
火山の分布とプレート境界
（防災科学技術研究所「防災基礎講座 災害予測編」より）

こんな展開はいかがでしょう 
(小学6年：｢大地のつくりと変化｣)
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１．学習指導要領での扱いと発展学習の例

　が、中学校での主な学習内容です。

　そこで、単元の最後のほうで、南アメリカ大陸とアフリ

カ大陸を地図上で並べさせてみます。

　両大陸が凹凸の部分で重なります。そこで、ウェゲ

ナーの『大陸移動説』が生まれたことを紹介します。

　形が重なるだけではなく、氷河の分布や植物の化石、

植物・動物の分布からも、この説は支持されています。

　さらに、世界のプレートの分布、地球規模での火山や

地震帯の分布に視野を広げ、地球内部のようすにも思

考を進めることができると考えられます。そのためには、

次のような図が活用できます。

２．マグニチュードの大きさについて

　巨大地震の規模を理解させるには、マグニチュード

（M）の数値の意味をよく理解させる必要があります。マ

グニチュードが1上がるごとに、地震の規模（エネル

ギー）が、約32倍になります。つまりM5.0を基準にして

考えると、下図のようになります。

　東日本大震災のM9.0という規模は、地震のエネル

ギーがいかに大きかったかを理解することができます。

　大陸は今でも動いていることから、地球が活きている

ことを感じ取らせることにより、科学の目を養い、社会の

中で役立つ見方や考え方を育むものと考えます。

１．学習指導要領での扱いと発展学習の例

　このように学習指導要領では、地震や火山の噴火に

よって大地が変化することを学習します。

　そこで、地震や火山活動から暮らしを守るために、

震度、緊急地震速報、津波警報、噴火警報などを授業で

取り上げ、ニュース視聴時などに知識を活用できるよう

にします。

　さらにプレート移動を発展として扱います。日本は、4

つのプレートにまたがっているので、地震や火山と関連

付けることができます。また、日本の火山の位置とプ

レートの関係については、次のような図を示してみては

いかがでしょうか。

　火山の帯とプレートの境、海溝部分が、平行になって

いることを見いだすことができます。火山の帯状の配置

から、プレートの存在を予想することもできます。

　そして、プレートの境目付近で地震が発生することや、

プレートの境目より少し先で火山ができていることを紹

介します。また、震源が海底の場合には、津波が発生する

ことにも気付かせることができます。

　津波警報、緊急地震速報、噴火警報等は、小学生として、

関心を持たせると同時に、災害に対しての備えにも、意

欲的に参加できるようにさせたいものです。

２．地震のメカニズムを確かめるモデル

　大陸側のプレートの下に海側のプレートが沈み込む

ところで、地震が発生することを想像させ、模型のモデ

ルで確かめてみてはいかがでしょうか。地震のニュース

や新聞記事などに接したとき、理解をさらに深めること

ができ、有用性を感じることができるものと考えます。

　日本では、平成7年に阪神・淡路大震災が、平成23年

には東日本大震災がありました。また世界では、近年、イ

ンドネシア、パキスタン、ネパール、チリなどで、たびたび

大きな地震が起こり、大きな災害が発生しています。

　日本付近で地震が発生すると、気象庁から、「地震の

発生場所、規模、震度」「津波の恐れの有無」などが、緊

急地震速報や地震情報などとして発表されます。

　また最近、御嶽山、口永良部島、阿蘇山、桜島などの噴

火が、相次いで起こっています。さらに、近い将来には、

南海地震や東海地震なども危惧されています。

　このような情報に触れる中で、子どもたちは、火山の

噴火や、地震・津波の発生の原因を、どのように考えて

いるのでしょうか。

　『午後○時○分、○○地方で大きな地震が発生。地震

のマグニチュードは7.5、○○での震度は6強です。』

　『○○山が噴火して、火口周辺で溶岩が流出。○○

では、火砕流も発生しています。』

　このようなニュースは、あってほしくないものです。

しかしながら、私たちは身を守るために、「緊急地震速報、

津波警報、噴火警報」などに基づいて、速やかに避難が

できなければなりません。地震や火山の噴火の情報の

理解は、重要な課題です。

　地震は、プレートの移動がもとになり、ときに直下の断

層が動いて起こります。そこで小学校では、プレートの

境目付近で地震が起こるしくみについても扱ってはい

かがでしょうか。

　日本列島は4つのプレートにまたがっていることから、

大変地震が多く、津波による被害も甚大です。小学校

では、「震度、緊急地震速報、津波警報」などを用語とし

て押さえるほか、発展として、プレートの移動により地震

が起こるしくみについても扱いたいものです。これらを

扱うことで、ニュースを見た子どもたちの理解が深

まり、理科学習の有用性を感じると考えられます。

1.小学校では、プレートの移動で地震が起こるしくみを

　次のような図やモデルを用いて、プレートが沈み込

む境目付近で、大きな地震が起こりやすくなることを

理解させます。日本地図を使って、過去に大きな地震

が起きたところをプレートと関連付けて調べたり、火

山の位置とプレートの関係を調べたりするのもよいで

しょう。

2.中学校では、世界の大陸移動も

　中学校では、プレートの移動は必須の学習内容として

登場します。チリやネパールのようにプレートの境目付

近にある国に注目し、世界のプレートの分布につなげる

ことができます。さらに「大陸移動説」で、世界の陸地の

成り立ちについて考えることで、地球規模で起こる大地

の変化へと、見方が広がるものと思われます。
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R I S U K E I R I N  No.12 /  P19

（平成24年度用 中学校教科書1年p.95より）

地球表層の大陸分布の時間変化
（海洋研究開発機構　吉田昌樹）

ア 火山と地震 … (ア)火山活動と火成岩、(イ)地震
の伝わり方と地球内部の働き

イ 地層の重なりと過去の様子

中学校学習指導要領 2分野 -（2）
大地の成り立ちと変化

M7.0

約 1,000倍

約32倍

M5.0

M6.0

マグニ
チュード

分類

小地震

↓

↓
中地震

大地震
巨大地震

規模（M5を
基準として）

M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

1/1,024
1/32
1

32倍
1,024倍
32,768倍

1,048,576倍

ア
フ
リ
カ
大
陸

南
ア
メ
リ
カ
大
陸

（a） 2億年前 （c） 1億年前

（b） 1.5億年前 （d） 現在
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こんな展開はいかがでしょう
（中学1年：「活きている地球」）
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小学校英語教育の課題と展望
クロスコンセプト特集  《 英語編 ～Time has come～ 》

業など同じ場をどれだけ共有できるかが成功への第一

歩となるでしょう。そこからお互いの得意分野での能力

発揮へつなげていくことが求められます。もちろん教育

内容・方法の連携なども提案されていますが、まずは情

報の共有とそれぞれの場での活躍が現実的な連携で

しょう。諸外国では、学習指導要領上でつながっている

のだから敢えてそれは考えていないという話も聞いた

ことがあります。一理あるかもしれませんが、最低限の

情報共有は不可欠でしょう。

　ここまで外国語活動の成果と課題をもとに、その解決

の手がかりを提案してきましたが、教科化となると状況

は大きく変わってくるのでしょうか。私見ではあります

が、足場にあるものは共通で、これまで言語教育を考え

る際に私が一貫して思ってきたことは、今後小学校英語

が教科となったときも変わらない普遍だと思います。そ

れをここに挙げておきます。

　言葉は文脈から切り離された時点で本来の意味を

失ってしまいます。学習においても相手意識を含めた実

際の文脈の中で使うことを通して学べるようにしていき

たいと思います。またそこでは学習者には相手や場面に

応じて思考を働かせたコミュニケーションをし、様々な

情報を総合的に活用した理解・発信をさせるなどの活動

を含めることが大切でしょう。学校という限られた練習

の場ではなく、学校を超えた本当の生活や社会の場で

英語を使う体験をさせることで、達成感や時には挫折

感を味わうことも次の学習への意欲づけにつながりま

す。リアリティーのある場を実現することで、言いたいこ

とも膨らんでくるでしょうし、そこで必要な表現を与えて

あげることが学習の効率も上げることにつながるでしょ

う。与えられたパーツを組み立てるプラモデル作成では

ない自由な発想と創造力が今後の子どもたちの生きる

力ともなっていくでしょう。そして、これまでの英語教育

で十分でなかったことの大きな一つである、音声の保障

及び学び方の指導です。現在の環境では「音」を振り返

ることはできません。今後は携帯音声プレーヤーなどの

活用を積極的に行い、必要なときに音声を振り返るなど

の手立てをとることが非常に重要でしょう。児童が自律

的・自立的に学ぶことを支えるための環境整備と学び方

指導は今後も不可欠でしょう。

　最後に、これからは「英語を使って何ができるか」が求

められており、活用力が求められる時代だといえます。

個々の語彙の意味を言えること、文法がわかることなど

の知識量は場合によってはコンピュータなどの情報機

器がとってかわることは近い将来予想されます。スマー

トフォンの音声認識や自動翻訳機などをみるとその進

歩は目覚ましい限りです。これからの子どもたちは、「知

識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に

取り組む態度」のバランスをとりながらも、特に「思考

力・判断力・表現力等（知っていること・できることをどう

使うか）」「人間性や学びに向かう力（どのように社会・世

界と関わり、よりよい人生を送るか）」を中心に据えた学

習の在り方を模索していく必要があると考えます。

ついて、参加者個々の能力が多様であることを考えると、

「学び方研修」を中心に据えることや、限られた時間中

での有効な研修には「授業を通しての研修」をお勧めし

ます。英語力同様、授業力も机上で学ぶのではなく「使

いながら・授業をしながら学ぶ」ことが肝要です。ある

学校では、1～4年生担当の先生も年に一度は5、6年

生担当の先生方と一緒にティームティーチングをする

ことを課し、先生方の自信にもつながるなど成果を出し

ています。

【環境・教材整備について】

　現在の小学校外国語活動では、『英語ノート』に始まり、

『Hi, friends!』『Hi, friends! plus』など文部科学省が配

付した補助教材が用意されています。ほとんどの小学校

ではこうした教材をアレンジしながら有効に活用してい

るでしょう。このような共通の教材は、指導内容の共通化

や目標への共通理解など利点は多いと思われますし、今

後も文部科学省や出版社による教材開発に期待してよ

いかと思います。しかし、これからの教科化へ向けて考

えておきたいことは、縦と横のつながりです。『英語ノー

ト』や『Hi, friends!』を分析すると、そこには系統性があ

るようにみえて、実際は系統性が十分に示されていな

かったといえます。また、「町の道案内」や「行きたい国を

紹介しよう」「自分の一日」といった単元が児童の生活や

将来と、また児童の他教科領域での学びとどのように関

連付けられているのかには疑問が残ります。社会科では

外国についてどのように扱っていてそれが「行きたい国

を紹介する」ことと適切に関連しているのか、吟味する

必要があります。また、子どもたちの発達の段階を考慮

すると、町の建物の名前を知ることは必要かもしれませ

んが、現実的でない整然とした街の道案内は「学校案

内」とする方がより現実的な課題として設定しやすいか

もしれません。このように、縦と横の視点からこれまでの

教材を批判的に振り返ってみることで、今後の教材の有

効活用へつながっていくでしょう。

【評価に関して】

　小学校外国語活動の評価には様々な方法が試みら

れてきました。振り返りカードや観察、ポートフォリオの

作成などがそれにあたります。今後、教科になると、これ

に加えて英語の運用力を評価する必要が出てくる可能

性があります。「英語を使って何ができるのか」という視

点に基づいて評価を行うこととなるでしょうが、その際

にはパフォーマンス評価がすすめられています。実際に

何らかのタスク（自己紹介をする、買い物をする等）を設

定し、それが達成できたかどうかを評価するということ

です。この手法については既に多くの研究開発校や外国

語活動でも利用されているものですが、私が提案してお

きたいことは、「評価規準の設定」と「評価基準の明確

化・共有」です。これはその他の評価方法についても共

通の課題ですが、「評価規準」（現在は国立教育政策研

究所から提案されているものを活用していることがほと

んどですが）を設定したものの、「評価基準」が言葉で示

されているだけで、評価者間で一貫していないケースが

多くみられます。外国語活動の例で考えると「慣れ親し

んでいる姿」とはどのようなものか、評価者によって異

なっているというのが現実です。これを解決する方法と

して、授業内の児童の姿をビデオ記録しておき、それを

授業後研修で評価しながら「基準」の具体的なベンチ

マークを作成していくという作業が必要です。正確に評

価をするためにはこうした地道な活動も取り組んでみる

とよいでしょう。

　外国語活動では、児童の振り返りカードに過度に頼る

例もみられますが、振り返りカードは信頼性・妥当性の

問題もあるために、評価材の中心というよりは、児童自

身の学習の可視化・言語化による学びの過程として捉え

ることの方が妥当ではないかと思います。

【小中連携・小小連携】

　小中連携・小小連携の課題解決には、お互いの情報

交換が大前提です。行政や管理職の協力を得て研修・授

　小学校英語教育の展望を考える際に、まず平成23年

より5、6年生に導入された小学校外国語活動の成果と

課題をしっかり吟味する必要があるでしょう。本稿では

外国語活動の振り返りをしたうえで、今後の小学校英語

教育の在り方について提案をしてきます。

　そもそも小学校外国語活動はうまくいったと言える

のでしょうか。文部科学省が実施した平成26年度小学

校外国語活動実施状況調査では、小学校外国語活動の

成果を次のようにまとめています（表1～3）。

 

 

　小学校外国語活動の目標が、「外国語を通じて、言語

や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語

の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュ

ニケーション能力の素地を養う。」であることをみると、

これまでの外国語活動は成果をあげていると評価でき

ます。

　一方、同調査やその後の文部科学省の報告では、小

学校外国語活動の課題を次のように示しています。

　また、中学1年生の約8割が小学校で「英単語・文を

読むこと」「英単語・文を書くこと」をもっとしておきた

かったと回答しているデータを引き合いにして、「中学校

において音声から文字への移行が円滑に行われていな

い場合が見られる」という解釈を示しています。

　この他にも日本英語検定協会(2015)では、小学校外

国語活動の課題を次のようにまとめて報告しています。

　これらをまとめると、小学校外国語活動の課題は、「教

員の質にかかわること」「環境・設備、教材・教具及び指

導方法・内容にかかわること」「評価にかかわること」「小

中連携にかかわること」の４つに大別できます。

　それでは、これら大きく4つの課題を解決するために

どのような手立てを考えればよいでしょうか。個々の課

題について考えていきましょう。

【教員の質向上のための研修について】

　「教員の質向上」のために、様々なレベルでの研修が

多く行われています。文部科学省では「英語教育推進

リーダー研修」、地方自治体や学校独自でも様々なもの

が用意されています。しかし、こうした研修について批判

的な私見を述べると、研修の対象者が偏ってしまい、全

ての教員にその機会が与えられているのかに疑問が残

ります。これを解決するためには、研修の母体をできるだ

け小さな単位で行い、より個に応じた必要性のある研修

を行う「オンデマンド研修」を提案します。また、英語力に

P20 /  R I S U K E I R I N  No.12

表１：児童の実態調査（文部科学省 2015より）

(      )内は、平成24年2月調査

外国語活動の授業が好き、
どちらかといえば好き

外国語活動の授業に進んで参加している、
どちらかといえば進んで参加している

英語が好き、どちらかといえば好き

英語が使えるようになりたい、
どちらかといえばなりたい

72.3%
（71.7%）

71.4%
（70.0%）

70.9%
（70.7%）

91.5%
（91.5%）

表２：小学校外国語活動の成果：小学校教員の調査（文部科学省 2015より）

(      )内は、平成24年2月調査

外国語の音声に慣れ親しんだ

外国語の基本的な表現に慣れ親しんだ

外国語活動実施前と比べて学級の児童に変容が
みられたと回答した76.6%（76.5%）のうち
具体的な変化として

78.5%
（77.6%）

64.2%
（63.9%）

1 はじめに 2 小学校外国語活動の成果と課題
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業など同じ場をどれだけ共有できるかが成功への第一
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「ALT等と打ち合わせや教材研究をする時間の確保」

「外国語活動の指導力、指導力向上の研修機会不足」

「外国語活動への取組みが充実してきたものの地域
や学校、教員になどよりその取組みに差がある」

「労務管理上ALTに任せてしまわざるを得ないとい
う状況」

「小学校高学年は、抽象的な思考力が高まる段階で
あるにもかかわらず、外国語活動の性質上、体系的
な学習は行わないため、児童が学習内容に物足りな
さを感じる状況」

表３：小学校外国語活動の成果：中学校教員の調査（文部科学省 2015より）

(      )内は、平成24年2月調査

英語の音声に慣れ親しんでいる

英語で積極的にコミュニケーションを
図ろうとする態度が育成されている

外国語活動導入前の1年生と比べて変容が
みられたと回答した65.3% (77.8%)のうち
具体的な変化として

93.5%
（73.2%）

92.6%
（72.9%）

英語で活動を行うことに慣れている

英語に対する抵抗感が少ない

90.9%
（71.8%）

86.2%
（68.2%）

表４：小学校外国語活動の問題・課題（日本英語検定協会 2015より）
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業など同じ場をどれだけ共有できるかが成功への第一

歩となるでしょう。そこからお互いの得意分野での能力

発揮へつなげていくことが求められます。もちろん教育

内容・方法の連携なども提案されていますが、まずは情

報の共有とそれぞれの場での活躍が現実的な連携で

しょう。諸外国では、学習指導要領上でつながっている

のだから敢えてそれは考えていないという話も聞いた

ことがあります。一理あるかもしれませんが、最低限の

情報共有は不可欠でしょう。

　ここまで外国語活動の成果と課題をもとに、その解決

の手がかりを提案してきましたが、教科化となると状況

は大きく変わってくるのでしょうか。私見ではあります

が、足場にあるものは共通で、これまで言語教育を考え

る際に私が一貫して思ってきたことは、今後小学校英語

が教科となったときも変わらない普遍だと思います。そ

れをここに挙げておきます。

　言葉は文脈から切り離された時点で本来の意味を

失ってしまいます。学習においても相手意識を含めた実

際の文脈の中で使うことを通して学べるようにしていき

たいと思います。またそこでは学習者には相手や場面に

応じて思考を働かせたコミュニケーションをし、様々な

情報を総合的に活用した理解・発信をさせるなどの活動

を含めることが大切でしょう。学校という限られた練習

の場ではなく、学校を超えた本当の生活や社会の場で

英語を使う体験をさせることで、達成感や時には挫折

感を味わうことも次の学習への意欲づけにつながりま

す。リアリティーのある場を実現することで、言いたいこ

とも膨らんでくるでしょうし、そこで必要な表現を与えて

あげることが学習の効率も上げることにつながるでしょ

う。与えられたパーツを組み立てるプラモデル作成では

ない自由な発想と創造力が今後の子どもたちの生きる

力ともなっていくでしょう。そして、これまでの英語教育

で十分でなかったことの大きな一つである、音声の保障

及び学び方の指導です。現在の環境では「音」を振り返

ることはできません。今後は携帯音声プレーヤーなどの

活用を積極的に行い、必要なときに音声を振り返るなど

の手立てをとることが非常に重要でしょう。児童が自律

的・自立的に学ぶことを支えるための環境整備と学び方

指導は今後も不可欠でしょう。

　最後に、これからは「英語を使って何ができるか」が求

められており、活用力が求められる時代だといえます。

個々の語彙の意味を言えること、文法がわかることなど

の知識量は場合によってはコンピュータなどの情報機

器がとってかわることは近い将来予想されます。スマー

トフォンの音声認識や自動翻訳機などをみるとその進

歩は目覚ましい限りです。これからの子どもたちは、「知

識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に

取り組む態度」のバランスをとりながらも、特に「思考

力・判断力・表現力等（知っていること・できることをどう

使うか）」「人間性や学びに向かう力（どのように社会・世

界と関わり、よりよい人生を送るか）」を中心に据えた学

習の在り方を模索していく必要があると考えます。

ついて、参加者個々の能力が多様であることを考えると、

「学び方研修」を中心に据えることや、限られた時間中

での有効な研修には「授業を通しての研修」をお勧めし

ます。英語力同様、授業力も机上で学ぶのではなく「使

いながら・授業をしながら学ぶ」ことが肝要です。ある

学校では、1～4年生担当の先生も年に一度は5、6年

生担当の先生方と一緒にティームティーチングをする

ことを課し、先生方の自信にもつながるなど成果を出し

ています。

【環境・教材整備について】

　現在の小学校外国語活動では、『英語ノート』に始まり、

『Hi, friends!』『Hi, friends! plus』など文部科学省が配

付した補助教材が用意されています。ほとんどの小学校

ではこうした教材をアレンジしながら有効に活用してい

るでしょう。このような共通の教材は、指導内容の共通化

や目標への共通理解など利点は多いと思われますし、今

後も文部科学省や出版社による教材開発に期待してよ

いかと思います。しかし、これからの教科化へ向けて考

えておきたいことは、縦と横のつながりです。『英語ノー

ト』や『Hi, friends!』を分析すると、そこには系統性があ

るようにみえて、実際は系統性が十分に示されていな

かったといえます。また、「町の道案内」や「行きたい国を

紹介しよう」「自分の一日」といった単元が児童の生活や

将来と、また児童の他教科領域での学びとどのように関

連付けられているのかには疑問が残ります。社会科では

外国についてどのように扱っていてそれが「行きたい国

を紹介する」ことと適切に関連しているのか、吟味する

必要があります。また、子どもたちの発達の段階を考慮

すると、町の建物の名前を知ることは必要かもしれませ

んが、現実的でない整然とした街の道案内は「学校案

内」とする方がより現実的な課題として設定しやすいか

もしれません。このように、縦と横の視点からこれまでの

教材を批判的に振り返ってみることで、今後の教材の有

効活用へつながっていくでしょう。

【評価に関して】

　小学校外国語活動の評価には様々な方法が試みら

れてきました。振り返りカードや観察、ポートフォリオの

作成などがそれにあたります。今後、教科になると、これ

に加えて英語の運用力を評価する必要が出てくる可能

性があります。「英語を使って何ができるのか」という視

点に基づいて評価を行うこととなるでしょうが、その際

にはパフォーマンス評価がすすめられています。実際に

何らかのタスク（自己紹介をする、買い物をする等）を設

定し、それが達成できたかどうかを評価するということ

です。この手法については既に多くの研究開発校や外国

語活動でも利用されているものですが、私が提案してお

きたいことは、「評価規準の設定」と「評価基準の明確

化・共有」です。これはその他の評価方法についても共

通の課題ですが、「評価規準」（現在は国立教育政策研

究所から提案されているものを活用していることがほと

んどですが）を設定したものの、「評価基準」が言葉で示

されているだけで、評価者間で一貫していないケースが

多くみられます。外国語活動の例で考えると「慣れ親し

んでいる姿」とはどのようなものか、評価者によって異

なっているというのが現実です。これを解決する方法と

して、授業内の児童の姿をビデオ記録しておき、それを

授業後研修で評価しながら「基準」の具体的なベンチ

マークを作成していくという作業が必要です。正確に評

価をするためにはこうした地道な活動も取り組んでみる

とよいでしょう。

　外国語活動では、児童の振り返りカードに過度に頼る

例もみられますが、振り返りカードは信頼性・妥当性の

問題もあるために、評価材の中心というよりは、児童自

身の学習の可視化・言語化による学びの過程として捉え

ることの方が妥当ではないかと思います。

【小中連携・小小連携】

　小中連携・小小連携の課題解決には、お互いの情報

交換が大前提です。行政や管理職の協力を得て研修・授

　小学校英語教育の展望を考える際に、まず平成23年

より5、6年生に導入された小学校外国語活動の成果と

課題をしっかり吟味する必要があるでしょう。本稿では

外国語活動の振り返りをしたうえで、今後の小学校英語

教育の在り方について提案をしてきます。

　そもそも小学校外国語活動はうまくいったと言える

のでしょうか。文部科学省が実施した平成26年度小学

校外国語活動実施状況調査では、小学校外国語活動の

成果を次のようにまとめています（表1～3）。

 

 

　小学校外国語活動の目標が、「外国語を通じて、言語

や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語

の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュ

ニケーション能力の素地を養う。」であることをみると、

これまでの外国語活動は成果をあげていると評価でき

ます。

　一方、同調査やその後の文部科学省の報告では、小

学校外国語活動の課題を次のように示しています。

　また、中学1年生の約8割が小学校で「英単語・文を

読むこと」「英単語・文を書くこと」をもっとしておきた

かったと回答しているデータを引き合いにして、「中学校

において音声から文字への移行が円滑に行われていな

い場合が見られる」という解釈を示しています。

　この他にも日本英語検定協会(2015)では、小学校外

国語活動の課題を次のようにまとめて報告しています。

　これらをまとめると、小学校外国語活動の課題は、「教

員の質にかかわること」「環境・設備、教材・教具及び指

導方法・内容にかかわること」「評価にかかわること」「小

中連携にかかわること」の４つに大別できます。

　それでは、これら大きく4つの課題を解決するために

どのような手立てを考えればよいでしょうか。個々の課

題について考えていきましょう。

【教員の質向上のための研修について】

　「教員の質向上」のために、様々なレベルでの研修が

多く行われています。文部科学省では「英語教育推進

リーダー研修」、地方自治体や学校独自でも様々なもの

が用意されています。しかし、こうした研修について批判

的な私見を述べると、研修の対象者が偏ってしまい、全

ての教員にその機会が与えられているのかに疑問が残

ります。これを解決するためには、研修の母体をできるだ

け小さな単位で行い、より個に応じた必要性のある研修

を行う「オンデマンド研修」を提案します。また、英語力に
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業など同じ場をどれだけ共有できるかが成功への第一

歩となるでしょう。そこからお互いの得意分野での能力

発揮へつなげていくことが求められます。もちろん教育

内容・方法の連携なども提案されていますが、まずは情

報の共有とそれぞれの場での活躍が現実的な連携で

しょう。諸外国では、学習指導要領上でつながっている

のだから敢えてそれは考えていないという話も聞いた

ことがあります。一理あるかもしれませんが、最低限の

情報共有は不可欠でしょう。

　ここまで外国語活動の成果と課題をもとに、その解決

の手がかりを提案してきましたが、教科化となると状況

は大きく変わってくるのでしょうか。私見ではあります

が、足場にあるものは共通で、これまで言語教育を考え

る際に私が一貫して思ってきたことは、今後小学校英語

が教科となったときも変わらない普遍だと思います。そ

れをここに挙げておきます。

　言葉は文脈から切り離された時点で本来の意味を

失ってしまいます。学習においても相手意識を含めた実

際の文脈の中で使うことを通して学べるようにしていき

たいと思います。またそこでは学習者には相手や場面に

応じて思考を働かせたコミュニケーションをし、様々な

情報を総合的に活用した理解・発信をさせるなどの活動

を含めることが大切でしょう。学校という限られた練習

の場ではなく、学校を超えた本当の生活や社会の場で

英語を使う体験をさせることで、達成感や時には挫折

感を味わうことも次の学習への意欲づけにつながりま

す。リアリティーのある場を実現することで、言いたいこ

とも膨らんでくるでしょうし、そこで必要な表現を与えて

あげることが学習の効率も上げることにつながるでしょ

う。与えられたパーツを組み立てるプラモデル作成では

ない自由な発想と創造力が今後の子どもたちの生きる

力ともなっていくでしょう。そして、これまでの英語教育

で十分でなかったことの大きな一つである、音声の保障

及び学び方の指導です。現在の環境では「音」を振り返

ることはできません。今後は携帯音声プレーヤーなどの

活用を積極的に行い、必要なときに音声を振り返るなど

の手立てをとることが非常に重要でしょう。児童が自律

的・自立的に学ぶことを支えるための環境整備と学び方

指導は今後も不可欠でしょう。

　最後に、これからは「英語を使って何ができるか」が求

められており、活用力が求められる時代だといえます。

個々の語彙の意味を言えること、文法がわかることなど

の知識量は場合によってはコンピュータなどの情報機

器がとってかわることは近い将来予想されます。スマー

トフォンの音声認識や自動翻訳機などをみるとその進

歩は目覚ましい限りです。これからの子どもたちは、「知

識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に

取り組む態度」のバランスをとりながらも、特に「思考

力・判断力・表現力等（知っていること・できることをどう

使うか）」「人間性や学びに向かう力（どのように社会・世

界と関わり、よりよい人生を送るか）」を中心に据えた学

習の在り方を模索していく必要があると考えます。

ついて、参加者個々の能力が多様であることを考えると、

「学び方研修」を中心に据えることや、限られた時間中

での有効な研修には「授業を通しての研修」をお勧めし

ます。英語力同様、授業力も机上で学ぶのではなく「使

いながら・授業をしながら学ぶ」ことが肝要です。ある

学校では、1～4年生担当の先生も年に一度は5、6年

生担当の先生方と一緒にティームティーチングをする

ことを課し、先生方の自信にもつながるなど成果を出し

ています。

【環境・教材整備について】

　現在の小学校外国語活動では、『英語ノート』に始まり、

『Hi, friends!』『Hi, friends! plus』など文部科学省が配

付した補助教材が用意されています。ほとんどの小学校

ではこうした教材をアレンジしながら有効に活用してい

るでしょう。このような共通の教材は、指導内容の共通化

や目標への共通理解など利点は多いと思われますし、今

後も文部科学省や出版社による教材開発に期待してよ

いかと思います。しかし、これからの教科化へ向けて考

えておきたいことは、縦と横のつながりです。『英語ノー

ト』や『Hi, friends!』を分析すると、そこには系統性があ

るようにみえて、実際は系統性が十分に示されていな

かったといえます。また、「町の道案内」や「行きたい国を

紹介しよう」「自分の一日」といった単元が児童の生活や

将来と、また児童の他教科領域での学びとどのように関

連付けられているのかには疑問が残ります。社会科では

外国についてどのように扱っていてそれが「行きたい国

を紹介する」ことと適切に関連しているのか、吟味する

必要があります。また、子どもたちの発達の段階を考慮

すると、町の建物の名前を知ることは必要かもしれませ

んが、現実的でない整然とした街の道案内は「学校案

内」とする方がより現実的な課題として設定しやすいか

もしれません。このように、縦と横の視点からこれまでの

教材を批判的に振り返ってみることで、今後の教材の有

効活用へつながっていくでしょう。

【評価に関して】

　小学校外国語活動の評価には様々な方法が試みら

れてきました。振り返りカードや観察、ポートフォリオの

作成などがそれにあたります。今後、教科になると、これ

に加えて英語の運用力を評価する必要が出てくる可能

性があります。「英語を使って何ができるのか」という視

点に基づいて評価を行うこととなるでしょうが、その際

にはパフォーマンス評価がすすめられています。実際に

何らかのタスク（自己紹介をする、買い物をする等）を設

定し、それが達成できたかどうかを評価するということ

です。この手法については既に多くの研究開発校や外国

語活動でも利用されているものですが、私が提案してお

きたいことは、「評価規準の設定」と「評価基準の明確

化・共有」です。これはその他の評価方法についても共

通の課題ですが、「評価規準」（現在は国立教育政策研

究所から提案されているものを活用していることがほと

んどですが）を設定したものの、「評価基準」が言葉で示

されているだけで、評価者間で一貫していないケースが

多くみられます。外国語活動の例で考えると「慣れ親し

んでいる姿」とはどのようなものか、評価者によって異

なっているというのが現実です。これを解決する方法と

して、授業内の児童の姿をビデオ記録しておき、それを

授業後研修で評価しながら「基準」の具体的なベンチ

マークを作成していくという作業が必要です。正確に評

価をするためにはこうした地道な活動も取り組んでみる

とよいでしょう。

　外国語活動では、児童の振り返りカードに過度に頼る

例もみられますが、振り返りカードは信頼性・妥当性の

問題もあるために、評価材の中心というよりは、児童自

身の学習の可視化・言語化による学びの過程として捉え

ることの方が妥当ではないかと思います。

【小中連携・小小連携】

　小中連携・小小連携の課題解決には、お互いの情報

交換が大前提です。行政や管理職の協力を得て研修・授

　小学校英語教育の展望を考える際に、まず平成23年

より5、6年生に導入された小学校外国語活動の成果と

課題をしっかり吟味する必要があるでしょう。本稿では

外国語活動の振り返りをしたうえで、今後の小学校英語

教育の在り方について提案をしてきます。

　そもそも小学校外国語活動はうまくいったと言える

のでしょうか。文部科学省が実施した平成26年度小学

校外国語活動実施状況調査では、小学校外国語活動の

成果を次のようにまとめています（表1～3）。

 

 

　小学校外国語活動の目標が、「外国語を通じて、言語

や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語

の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュ

ニケーション能力の素地を養う。」であることをみると、

これまでの外国語活動は成果をあげていると評価でき

ます。

　一方、同調査やその後の文部科学省の報告では、小

学校外国語活動の課題を次のように示しています。

　また、中学1年生の約8割が小学校で「英単語・文を

読むこと」「英単語・文を書くこと」をもっとしておきた

かったと回答しているデータを引き合いにして、「中学校

において音声から文字への移行が円滑に行われていな

い場合が見られる」という解釈を示しています。

　この他にも日本英語検定協会(2015)では、小学校外

国語活動の課題を次のようにまとめて報告しています。

　これらをまとめると、小学校外国語活動の課題は、「教

員の質にかかわること」「環境・設備、教材・教具及び指

導方法・内容にかかわること」「評価にかかわること」「小

中連携にかかわること」の４つに大別できます。

　それでは、これら大きく4つの課題を解決するために

どのような手立てを考えればよいでしょうか。個々の課

題について考えていきましょう。

【教員の質向上のための研修について】

　「教員の質向上」のために、様々なレベルでの研修が

多く行われています。文部科学省では「英語教育推進

リーダー研修」、地方自治体や学校独自でも様々なもの

が用意されています。しかし、こうした研修について批判

的な私見を述べると、研修の対象者が偏ってしまい、全

ての教員にその機会が与えられているのかに疑問が残

ります。これを解決するためには、研修の母体をできるだ

け小さな単位で行い、より個に応じた必要性のある研修

を行う「オンデマンド研修」を提案します。また、英語力に
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① 言葉は文脈の中で使うことを通して学ぶ

② 授業には思考を含めること、知的楽しさの実現

③ 言いたいことを表現できる場の設定

④ リアリティーのある活動の実現

⑤ 音声の保障と学び方の指導

⑥ 知識量を増やす学習から情報の活用力へ
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② つなげること(相違点と共通点を見つけること）

　研究授業に限らず、普段の算数の授業でも複数の解

を発表させるようになってきました。多様な解を紹介し

ていく意味では喜ばしいことですが、前回も述べたよう

に単に発表しあうだけの授業が多くみられます。

　前号でも用いた分数のわり算を例にして、紹介します。

Ａさん：「私は図を使って考え

ました。2/5÷３だから

1/5を3等分してその

2つ分にしました。答

えは、2/15です。」

先生：「どうですか？」

児童：「いいです。」

Ｂさん：「僕は小数になおしてやりました。2÷5＝0.4

0.4÷３＝0.1333…となるので整数にしました。

0.4÷３＝４÷30＝4/30＝2/15

答えは、2/15です。」

先生：「どうですか？」

児童：「いいです。」

Ｃさん：「私は等しい分数を使ってみました。

2/5＝4/10＝6/15＝…になります。

2/5÷３＝6/15÷３で、（6÷３)/15だから答えは、

2/15です。」

先生：「どうですか？」

児童：「いいです。」

先生：「やり方は違ってもどれも答えが2/15で同じ

です。いいですね。分かりましたか⁉」

　「みんな違って、みんないい」という「金子みすず」の詩

のような展開です。

　しかし、いろいろと正解を紹介されても、分数のわり算

ではどの考え方をすればよいのか、聞いている児童には

判断がつきません。

　大切なことは、答えがあっていることだけではありま

せん。Ａさんの考え方とＢさんのやり方、Ｃさんの進め方

にどのような違いや共通性があるのかをはっきりさせる

ことです。

　例えば、Ａさんの図で考えて答えを導き出した方法と

Ｂさんの小数で考えた方法との違いは何で、またどこが

共通しているのかを話し合わせることが先生の仕事な

のです。

　例えば、紙数の関係があるので荒い展開になりますが、

先生：「Ａさんの考えとＢさんのやり方の違いは何かな？」

児童：「Ａさんは図で、Ｂさんは小数で考えたことです。」

先生：「では、考えの共通するところはどこかな？」

児童：「Ａさんは図を使ったけど、図の中で1/5を3で上

手に分けています。Ｂさんは0.4÷３ができないので、

整数に直してわり算ができるようにして、分けて

いるところが似ています。」

先生：「Ａさんの図でいうと、Ｂさんの0.4というのはどこ

に当たるかな？」

先生：「0.4÷3 を整数の計算4÷30にするためには、ど

んな考え方が使われているかな？」 

などのやりとりが考えられます。ＡとＢの考え方の相違点

や共通点について児童に考えさせる発問を続けていく

ことが教師の役割でしょう。

　同様に、Ｃさんの発表の後、ＡさんやＢさんの考えとど

こが違ってどこが似ているかを、話し合わせます。

　また、その話し合いの中で、

　「なぜ、等しい分数に目を付けたのですか？」

　「どうして（6÷３)/15の分子のわり算に注目したのですか？」

などの質問を、できれば児童にさせたいものです。その

ような質問が出てこなければ、教師が代わりにします。

　

　それぞれの考え方の相違点や類似点･共通点につい

て話し合うことで、個々ばらばらの考え方ややり方が「繋

がって」いきます。いくつかの考え方の中で「どれが一番

いい？」という正解だけを求める授業ではなく、それぞれ

の考え方のよさを生かして、関連性を図っていく中でよ

りよい考え方に収束していくことが算数の授業での『話

し合い』なのです。

③ 「切り返し」と「繰り返し」

　前述のような話を進めるために、教師が授業の中で常

に意識しておきたいこととして「切り返し」と「繰り返し」

があります。

　歴史的にみても、これまでの多くの教育実践者の報

告や事例、研究物によく使われる用語の一つです。私は

これらの用語を次のように使っています。

　「切り返し」は、児童が発表や説明をしたときに、「なぜ

そう考えたの？」「どうしてそんなことを考えついたの？」

などとその根拠や動機を問うものです。

　「繰り返し」は、児童が発表や説明を聞いて「分かりま

したか？」との確認に応答した後、「ならば、自分の言葉で

今のことを説明してごらん」と別の児童に繰り返させる

ことです。

　「切り返し」を教師が続けていくと、発言には根拠とな

るものがあること、考え方の元になるきっかけや動機を

話すと分かりやすくなること、を児童が理解をしていき

ます。論理的に説明するということにも繋がっていきます。

　また、「繰り返し」は、教師がつい安易に使ってしまう

「分かりましたか？」「いいですか？」の発問に深みを加え

るためのものです。

　一般的に、児童は人の話を一度聞いただけでは、すぐ

に理解できません。とりわけ理解に時間のかかる児童も

います。でも先生や友だちが「いいですか？」「分かりまし

たか？」と尋ねれば、つい「いいです。」「分かりました。」と

応えてしまいます。

　そこで、今聞いたことを自分の言葉で復唱させるために

「では自分の言葉でもう一度言ってごらん。」と言わせる

ことが繰り返しの大事なところです。自分の言葉で言う

ことで表現力も次第についてきます。

　教師が授業中に「切り返し」と「繰り返し」を使うことで、

児童も「切り返し」と「繰り返し」が『話し合いの仕方』そ

のものであるということが分かっていきます。　

授業力をみがく  《 算数編 》

算数の授業の中で（5）

 

前号の続きです。
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② つなげること(相違点と共通点を見つけること）

　研究授業に限らず、普段の算数の授業でも複数の解

を発表させるようになってきました。多様な解を紹介し

ていく意味では喜ばしいことですが、前回も述べたよう

に単に発表しあうだけの授業が多くみられます。

　前号でも用いた分数のわり算を例にして、紹介します。

Ａさん：「私は図を使って考え

ました。2/5÷３だから

1/5を3等分してその

2つ分にしました。答

えは、2/15です。」

先生：「どうですか？」

児童：「いいです。」

Ｂさん：「僕は小数になおしてやりました。2÷5＝0.4

0.4÷３＝0.1333…となるので整数にしました。

0.4÷３＝４÷30＝4/30＝2/15

答えは、2/15です。」

先生：「どうですか？」

児童：「いいです。」

Ｃさん：「私は等しい分数を使ってみました。

2/5＝4/10＝6/15＝…になります。

2/5÷３＝6/15÷３で、（6÷３)/15だから答えは、

2/15です。」

先生：「どうですか？」

児童：「いいです。」

先生：「やり方は違ってもどれも答えが2/15で同じ

です。いいですね。分かりましたか⁉」

　「みんな違って、みんないい」という「金子みすず」の詩

のような展開です。

　しかし、いろいろと正解を紹介されても、分数のわり算

ではどの考え方をすればよいのか、聞いている児童には

判断がつきません。

　大切なことは、答えがあっていることだけではありま

せん。Ａさんの考え方とＢさんのやり方、Ｃさんの進め方

にどのような違いや共通性があるのかをはっきりさせる

ことです。

　例えば、Ａさんの図で考えて答えを導き出した方法と

Ｂさんの小数で考えた方法との違いは何で、またどこが

共通しているのかを話し合わせることが先生の仕事な

のです。

　例えば、紙数の関係があるので荒い展開になりますが、

先生：「Ａさんの考えとＢさんのやり方の違いは何かな？」

児童：「Ａさんは図で、Ｂさんは小数で考えたことです。」

先生：「では、考えの共通するところはどこかな？」

児童：「Ａさんは図を使ったけど、図の中で1/5を3で上

手に分けています。Ｂさんは0.4÷３ができないので、

整数に直してわり算ができるようにして、分けて

いるところが似ています。」

先生：「Ａさんの図でいうと、Ｂさんの0.4というのはどこ

に当たるかな？」

先生：「0.4÷3 を整数の計算4÷30にするためには、ど

んな考え方が使われているかな？」 

などのやりとりが考えられます。ＡとＢの考え方の相違点

や共通点について児童に考えさせる発問を続けていく

ことが教師の役割でしょう。

　同様に、Ｃさんの発表の後、ＡさんやＢさんの考えとど

こが違ってどこが似ているかを、話し合わせます。

　また、その話し合いの中で、

　「なぜ、等しい分数に目を付けたのですか？」

　「どうして（6÷３)/15の分子のわり算に注目したのですか？」

などの質問を、できれば児童にさせたいものです。その

ような質問が出てこなければ、教師が代わりにします。

　

　それぞれの考え方の相違点や類似点･共通点につい

て話し合うことで、個々ばらばらの考え方ややり方が「繋

がって」いきます。いくつかの考え方の中で「どれが一番

いい？」という正解だけを求める授業ではなく、それぞれ

の考え方のよさを生かして、関連性を図っていく中でよ

りよい考え方に収束していくことが算数の授業での『話

し合い』なのです。

③ 「切り返し」と「繰り返し」

　前述のような話を進めるために、教師が授業の中で常

に意識しておきたいこととして「切り返し」と「繰り返し」

があります。

　歴史的にみても、これまでの多くの教育実践者の報

告や事例、研究物によく使われる用語の一つです。私は

これらの用語を次のように使っています。

　「切り返し」は、児童が発表や説明をしたときに、「なぜ

そう考えたの？」「どうしてそんなことを考えついたの？」

などとその根拠や動機を問うものです。

　「繰り返し」は、児童が発表や説明を聞いて「分かりま

したか？」との確認に応答した後、「ならば、自分の言葉で

今のことを説明してごらん」と別の児童に繰り返させる

ことです。

　「切り返し」を教師が続けていくと、発言には根拠とな

るものがあること、考え方の元になるきっかけや動機を

話すと分かりやすくなること、を児童が理解をしていき

ます。論理的に説明するということにも繋がっていきます。

　また、「繰り返し」は、教師がつい安易に使ってしまう

「分かりましたか？」「いいですか？」の発問に深みを加え

るためのものです。

　一般的に、児童は人の話を一度聞いただけでは、すぐ

に理解できません。とりわけ理解に時間のかかる児童も

います。でも先生や友だちが「いいですか？」「分かりまし

たか？」と尋ねれば、つい「いいです。」「分かりました。」と

応えてしまいます。

　そこで、今聞いたことを自分の言葉で復唱させるために

「では自分の言葉でもう一度言ってごらん。」と言わせる

ことが繰り返しの大事なところです。自分の言葉で言う

ことで表現力も次第についてきます。

　教師が授業中に「切り返し」と「繰り返し」を使うことで、

児童も「切り返し」と「繰り返し」が『話し合いの仕方』そ

のものであるということが分かっていきます。　
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「机間指導」は事前の計画が必要1
目的を決めた「机間指導」2

　教生の授業を参観していると、教生は実によく生徒の

机の間を歩いています。歩いている最中、生徒から質問

がでると、その生徒に時間をかけて丁寧に説明しています。

生徒からの質問がないと、教生は生徒の間を無計画に

ぷらぷらと歩き回っています。こういう無計画な「机間指導」

は指導とはいわず「机間散歩」といいます。

　授業の成り行きまかせに机間指導をしていると、机間

指導で時間を使ってしまって  予定の７割しか授業が進

まなかった」とか「支援ができなかったから、あの生徒は

わかっていないかもしれない」「机間指導の時間が十分

とれなかったので、全体的にどこまで理解されているか

わからない」といったこと

が起こります。机間指導

の重点は、右の３点を一人

ひとりの生徒について確

認することです。これらの

視点で瞬時にチェックし、生徒の状況を把握して、たりな

いところを支援していくのです。成り行きまかせの机間

指導では、それはちょっと無理という気持ちになるかも

知れません。でも、前時までの授業の流れに目をつけ

れば、「この生徒は学習内容のところで支援がいるな」と

か「この生徒は問題練習で支援がいるな」と事前につかめ

ます。廻る順序も計画しておきますと、短時間で多数の

生徒に声をかけることができ、「ほめながら」、「励ましな

がら」机間指導をしましょう。

　１時間の授業で、３回の机間指導をするとしましょう。

使える時間を全部で１５分ぐらいとすると、漫然とまわっ

ていたのではとても時間が足りません。そこで、「目的を

決めた机間指導」をすることを考えてみましょう。

　１回目は、生徒が板書されたものをノートに写してい

る時間に、学習内容の理解の具合を見ながら支援の必

要な生徒を中心に回ります。２回目は、生徒が教科書の

本文の適用問題の練習をしている時間に、考え方や解

き方の支援に回ります。このときは、一人ひとりの生徒

のノートを見て回ります。この机間指導で、いい解き方

をしている生徒や注意が必要な間違いをしている生徒

(間違えていた生徒には､机間指導で理解させておきます)

も探します。一巡して、いい解き方や間違いの紹介をし

ます。３回目は、教科書の練習問題やあらかじめ作ってお

いた練習問題のプリントを生徒がしているときに、全員

に声かけができるように回ります。しっかりとした支援の

必要な生徒には向かいあって一緒に考えたりします。

　机間指導のよさは、一斉授業の中で、一対一に向かい

合って、その生徒に応じた指導ができることです。また、わか

らないところを生徒自身の言葉で表現させられることです。

　理解の早い生徒は、質問があれば、挙手をするのです

ぐわかります。そのときには、質問に答えながら、少しレ

ベルの高い課題に挑戦させたりします。

　一方、理解の遅い生徒が支援を求めているときは、

じっとしているのでなかなかわかりません。事前にその

ような生徒を予測し、計画しておかないと素通りしてし

まうことにもなります。支援を必要とする生徒は、手元を

観察すると、遠くからでも「鉛筆が動いていない」ことで

推察できます。このような生徒を発見したときこそ、机間

指導のよさを発揮するときです。そっと横に行き、しゃがん

で話をしてみましょう。生徒の目の高さになって、小さな

声で話しかけるのです。

Ｔ：（教師）「どこで止まっているのかなー？」

Ｓ：（生徒）「････」

Ｔ：「問題を一緒に読んでみようか。」（一緒に読む）

Ｔ：「さっき説明した問題とどこが違う？」

Ｓ：「数字」

Ｔ：「そうだね。数をおき換えたらどうかな？」

Ｓ：「これでいいのですか」

Ｔ：「そうだよ。慎重に計算してね。」

Ｓ：（自信なさそうに）「計算できたけど･･･？」

Ｔ：「おお！正解！」

Ｓ：（うれしそうに）「あ！そうか。わかった！」

　何も支援していないのに自然にわかってしまうことも

しばしば起こります。問題を一緒に読んだり、見守られて

いたり、「正解！」とお墨つきの言葉をもらったりするだ

けで、つかえていた疑問が氷解してストンと落ち、「わ

かった！」につながる場合があるのでしょう。

　机間指導では、一緒に考えていくことが大切で､｢これ

までの授業でやった問題で､似ている問題はなかったかな？

ノートを調べてみようか｣といってノートをふり返ったり､

教科書の問題を読んでいったりといった支援をします。

悠長かもしれませんが、こうすることによって学習のしか

たを見つけさせることができるのも、机間指導のよさの

１つだと思います。　

○あれもこれもやろうとしないで工夫する

　１時間の授業中、机間指導の時間は10～15分程度

（プリント等で問題練習をする授業の場合は別ですが）

でしょう。そんな短時間で机間指導をするのですから、授

業全体のバランスを考えて支援する生徒を絞ったり、見

て回る範囲を分割したりする工夫と事前の計画が必要

です。そうしないと、本来の授業の質の低下を招いてし

まいます。

○かかりっきりにならない準備をしておく

　机間指導で予想外の事態が起こることがあります｡

それは､一人の生徒の指導にかかりっきりになってしまう

ことです。

　机間指導の最中に、その生徒のつまずきの原因が「分

数計算」や「九九」であったことが判明した場合などによ

く起こります。こういう場合には、予定の進度が遅れる

など、全体に影響します。さまざまな場合を想定して、

「放課後に対応する」ことに移すなどの対応を考えてお

くことが必要です。       　　 　　　　            （続く）

授業力をみがく  《 数学編 》

授業づくりの基礎･基本
 ｢授業中の留意点｣(その4)

◆机間指導

《机間指導の視点》
・学習内容を理解しているか。
・問題を解決する方法や見方を
つかめているか。

・授業を受ける態度や姿勢が適
切か。重要事項をノートに記
録しているか。 
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　教生の授業を参観していると、教生は実によく生徒の

机の間を歩いています。歩いている最中、生徒から質問

がでると、その生徒に時間をかけて丁寧に説明しています。

生徒からの質問がないと、教生は生徒の間を無計画に

ぷらぷらと歩き回っています。こういう無計画な「机間指導」

は指導とはいわず「机間散歩」といいます。

　授業の成り行きまかせに机間指導をしていると、机間

指導で時間を使ってしまって  予定の７割しか授業が進

まなかった」とか「支援ができなかったから、あの生徒は

わかっていないかもしれない」「机間指導の時間が十分

とれなかったので、全体的にどこまで理解されているか

わからない」といったこと

が起こります。机間指導

の重点は、右の３点を一人

ひとりの生徒について確

認することです。これらの

視点で瞬時にチェックし、生徒の状況を把握して、たりな

いところを支援していくのです。成り行きまかせの机間

指導では、それはちょっと無理という気持ちになるかも

知れません。でも、前時までの授業の流れに目をつけ

れば、「この生徒は学習内容のところで支援がいるな」と

か「この生徒は問題練習で支援がいるな」と事前につかめ

ます。廻る順序も計画しておきますと、短時間で多数の

生徒に声をかけることができ、「ほめながら」、「励ましな

がら」机間指導をしましょう。

　１時間の授業で、３回の机間指導をするとしましょう。

使える時間を全部で１５分ぐらいとすると、漫然とまわっ

ていたのではとても時間が足りません。そこで、「目的を

決めた机間指導」をすることを考えてみましょう。

　１回目は、生徒が板書されたものをノートに写してい

る時間に、学習内容の理解の具合を見ながら支援の必

要な生徒を中心に回ります。２回目は、生徒が教科書の

本文の適用問題の練習をしている時間に、考え方や解

き方の支援に回ります。このときは、一人ひとりの生徒

のノートを見て回ります。この机間指導で、いい解き方

をしている生徒や注意が必要な間違いをしている生徒

(間違えていた生徒には､机間指導で理解させておきます)

も探します。一巡して、いい解き方や間違いの紹介をし

ます。３回目は、教科書の練習問題やあらかじめ作ってお

いた練習問題のプリントを生徒がしているときに、全員

に声かけができるように回ります。しっかりとした支援の

必要な生徒には向かいあって一緒に考えたりします。

　机間指導のよさは、一斉授業の中で、一対一に向かい

合って、その生徒に応じた指導ができることです。また、わか

らないところを生徒自身の言葉で表現させられることです。

　理解の早い生徒は、質問があれば、挙手をするのです

ぐわかります。そのときには、質問に答えながら、少しレ

ベルの高い課題に挑戦させたりします。

　一方、理解の遅い生徒が支援を求めているときは、

じっとしているのでなかなかわかりません。事前にその

ような生徒を予測し、計画しておかないと素通りしてし

まうことにもなります。支援を必要とする生徒は、手元を

観察すると、遠くからでも「鉛筆が動いていない」ことで

推察できます。このような生徒を発見したときこそ、机間

指導のよさを発揮するときです。そっと横に行き、しゃがん

で話をしてみましょう。生徒の目の高さになって、小さな

声で話しかけるのです。

Ｔ：（教師）「どこで止まっているのかなー？」

Ｓ：（生徒）「････」

Ｔ：「問題を一緒に読んでみようか。」（一緒に読む）

Ｔ：「さっき説明した問題とどこが違う？」

Ｓ：「数字」

Ｔ：「そうだね。数をおき換えたらどうかな？」

Ｓ：「これでいいのですか」

Ｔ：「そうだよ。慎重に計算してね。」

Ｓ：（自信なさそうに）「計算できたけど･･･？」

Ｔ：「おお！正解！」

Ｓ：（うれしそうに）「あ！そうか。わかった！」

　何も支援していないのに自然にわかってしまうことも

しばしば起こります。問題を一緒に読んだり、見守られて

いたり、「正解！」とお墨つきの言葉をもらったりするだ

けで、つかえていた疑問が氷解してストンと落ち、「わ

かった！」につながる場合があるのでしょう。

　机間指導では、一緒に考えていくことが大切で､｢これ

までの授業でやった問題で､似ている問題はなかったかな？

ノートを調べてみようか｣といってノートをふり返ったり､

教科書の問題を読んでいったりといった支援をします。

悠長かもしれませんが、こうすることによって学習のしか

たを見つけさせることができるのも、机間指導のよさの

１つだと思います。　

○あれもこれもやろうとしないで工夫する

　１時間の授業中、机間指導の時間は10～15分程度

（プリント等で問題練習をする授業の場合は別ですが）

でしょう。そんな短時間で机間指導をするのですから、授

業全体のバランスを考えて支援する生徒を絞ったり、見

て回る範囲を分割したりする工夫と事前の計画が必要

です。そうしないと、本来の授業の質の低下を招いてし

まいます。

○かかりっきりにならない準備をしておく

　机間指導で予想外の事態が起こることがあります｡

それは､一人の生徒の指導にかかりっきりになってしまう

ことです。

　机間指導の最中に、その生徒のつまずきの原因が「分

数計算」や「九九」であったことが判明した場合などによ

く起こります。こういう場合には、予定の進度が遅れる

など、全体に影響します。さまざまな場合を想定して、

「放課後に対応する」ことに移すなどの対応を考えてお

くことが必要です。       　　 　　　　            （続く）

「机間指導」のよさを生かす3

授
業
力
を
み
が
く

数
学
編

「机間指導」の留意点4
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結果の考察から関連づけへ
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1

知識を活用して学びを確かめる2

　理科の年間カリキュラムを俯瞰して見ると、いろいろな

内容が区分を超えて関連し合っていることが見えてき

ます。例えば、小学4年の学習内容では「季節」が鍵に

なっています。「季節」の移り変わりに合わせて、児童は

身の回りの生き物の活動や成長を比較するだけでなく、

星に関する学習でも夏と冬の夜空を比べます。季節が

変わると気温が変化することから、「気温（空気の温度）」は

生き物の活動や生活が変化する原因になっていることを

学習しますが、水のすがた、水のゆくえ、もののあたたま

り方、ものの体積と温度などの単元でも「温度」が学習の

鍵になります。また、4年の「粒子」概念の形成に関連する

金属・水・空気に関連した内容と「地球」概念の形成に関連

する天気に関連した内容は、「水」および「固体・液体・気体」

という観点で結びつきます。

　学習が分断されて知識が孤立するよりも、知識と知識、

学びと学びが有機的に結びついたほうが、自然の事物・現

象に対する理解が深まり、科学的な見方や考え方が育

成されやすいことは間違いありません。しかし、カリキュラ

ムに内包されている内容の関連性は、理科学習のどの場

面で児童に示される（あるいは児童が意識する）のでしょ

うか。導入における学習の振り返りにおいて、教師が関

連づけを意図した発問を行えば、児童が関連性を意識し

た状態で本時の学習が進行するかも知れません。ある

いは、仮説の設定や結果の考察の場面において、推論の

根拠として既習内容が想起されることが望まれます。し

かし、これらの関連づけは、ある内容とある内容にリンク

を生みますが、知識と知識を網状に結びつけた構図をイ

メージさせるものではありません。知識のネットワーク

をつくるためには、各単元あるいは小単元の最後の学

習で、学習したことを振り返ってまとめてみるような活

動が有効になると考えられます。

　知識や技能を活用すると、自分の得た知識・技能の

不十分さが自覚されたり、「使える知識・技能」となること

で理解が確かになったり、知識・技能の意味づけがなさ

れて有用感が得られたりするような効果が期待できます。

理科学習において、知識や技能を活用するための方法

を以下に紹介します。

① 関連づけ型の活用：学習したことを他の事象と関連

づけるような活用で、比較を通して類似点や相違点が

吟味されることもあります。水を温めたときに体積が

増加するという知識が、水を熱したときに沸騰して状

態変化が起こる事象の説明において活用されると、

「加熱すると最初は体積が増えるが、加熱し続けてあ

る温度になると状態変化が一気に起こる」というよう

な物質の変化についての見方・考え方を導くでしょう。

② 検証型の活用：学習したことを似たような他の事例

に当てはめて検証するような活用です。知識・技能の

応用と言い換えることもできます。水が氷になったと

きに体積が増加することを学習したあとで、金属の

缶に入った飲み物を凍らせてはいけない理由の説明

を求めるような展開は、検証型の活用に該当します。

③ 知識総合型の活用：学習したことを整理したり、関連

づけたりするなかで、整理や関連づけの観点として、

概念、用語、観察実験の方法や結果などを用いるよう

な活用です。「水のすがた」と「水のゆくえ」の学習を

総括するようなまとめでは、沸騰と蒸発を適切に区別

して用いること、湯気と結露した水滴はいずれも水蒸気

が冷やされて生じることなどがグルーピングの鍵に

なると考えられます。

　 ①の活用は、仮説の設定や結果の考察における推論を行

うような場面において、②の活用は、小単元や1時間の学習

における問題解決が終了した次の活動として、③の活用は、

単元、学期末、学年末の総括的な学習として実施可能です。

　小学校理科カリキュラムにおいて、「水」は多くの学習

内容で扱われているため、内容と内容を結びつける鍵に

なります。粒子概念との関連では、身近な物質である

「水」が取り上げられ、液体としての性質、溶解現象、水溶液

の性質を学習します。生命概念との関連では、生息環境

としての「水」、生命を支える「水」という観点が複数の単

元に存在していて、地球概念との関連では、地球環境に

おいて循環し、その表面や内部を変化させるものとして

取り上げられます。小学4年「水のすがた」は水を材料に

して物質の状態変化を学ぶ単元で、「水」を加熱したり冷

却したりする実験を行います。この状態変化に関連した

学びは、日常生活において目にする雲、雨、雪のでき方を

理解するときの基礎になり、さらには「水」の状態変化が

地球環境の形成に関係しているという見方に発展します。

実験室から地球環境へというマクロな方向への展開だけ

でなく、物質の状態変化はミクロな粒子として物質を捉

えるような見方にも発展します。また、沸騰によって生じた

水蒸気の体積変化は、蒸気機関として利用されてきたため、

物質の三態の学習はエネルギー概念ともリンクします。

すなわち、「水のすがた」は、小学校理科カリキュラムの

ハブ（拠点）になって、学習内容のネットワークを形成します。

　水が水蒸気になる状態変化の観察では、沸騰したとき

の泡がどこから出ているかに注目させるとよいでしょう。

水を加熱すると、水温が約40℃の段階でビーカー等の

器壁に細かな泡が観察されるようになります。この泡は、

水に溶けていた空気です。水蒸気の泡は、加熱された部分

（エネルギーが加えられた部分）から激しく出ているので、

泡の出てくる場所に注目した観察が状態変化のしくみ

を理解するポイントになります。

　「水のすがた」において水を加熱または冷却する実験

では、スタンドに支持環や自在ばさみを付けて、丸底フ

ラスコや温度計を設置するような操作を行います。金属

や水の温まり方の実験でもスタンドが用いられることは

ありますが、加熱器具の種類に合わせて位置を調整したり、

水が入った丸底フラスコが不安定にならないように固

定したりする操作は児童にとって初めての経験になるで

しょう。高さと長さを調整するねじの違いと使い方に慣

れること、支持環や温度計の位置の意味を理解すること、

突沸や火傷を避けるための注意が大切です。     （続く）

授業力をみがく  《 小学校理科編 》

知識と知識のネットワーク
－「水のすがた」と関連づけ・活用－　
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　理科の年間カリキュラムを俯瞰して見ると、いろいろな

内容が区分を超えて関連し合っていることが見えてき

ます。例えば、小学4年の学習内容では「季節」が鍵に

なっています。「季節」の移り変わりに合わせて、児童は

身の回りの生き物の活動や成長を比較するだけでなく、

星に関する学習でも夏と冬の夜空を比べます。季節が

変わると気温が変化することから、「気温（空気の温度）」は

生き物の活動や生活が変化する原因になっていることを

学習しますが、水のすがた、水のゆくえ、もののあたたま

り方、ものの体積と温度などの単元でも「温度」が学習の

鍵になります。また、4年の「粒子」概念の形成に関連する

金属・水・空気に関連した内容と「地球」概念の形成に関連

する天気に関連した内容は、「水」および「固体・液体・気体」

という観点で結びつきます。

　学習が分断されて知識が孤立するよりも、知識と知識、

学びと学びが有機的に結びついたほうが、自然の事物・現

象に対する理解が深まり、科学的な見方や考え方が育

成されやすいことは間違いありません。しかし、カリキュラ

ムに内包されている内容の関連性は、理科学習のどの場

面で児童に示される（あるいは児童が意識する）のでしょ

うか。導入における学習の振り返りにおいて、教師が関

連づけを意図した発問を行えば、児童が関連性を意識し

た状態で本時の学習が進行するかも知れません。ある

いは、仮説の設定や結果の考察の場面において、推論の

根拠として既習内容が想起されることが望まれます。し

かし、これらの関連づけは、ある内容とある内容にリンク

を生みますが、知識と知識を網状に結びつけた構図をイ

メージさせるものではありません。知識のネットワーク

をつくるためには、各単元あるいは小単元の最後の学

習で、学習したことを振り返ってまとめてみるような活

動が有効になると考えられます。

　知識や技能を活用すると、自分の得た知識・技能の

不十分さが自覚されたり、「使える知識・技能」となること

で理解が確かになったり、知識・技能の意味づけがなさ

れて有用感が得られたりするような効果が期待できます。

理科学習において、知識や技能を活用するための方法

を以下に紹介します。

① 関連づけ型の活用：学習したことを他の事象と関連

づけるような活用で、比較を通して類似点や相違点が

吟味されることもあります。水を温めたときに体積が

増加するという知識が、水を熱したときに沸騰して状

態変化が起こる事象の説明において活用されると、

「加熱すると最初は体積が増えるが、加熱し続けてあ

る温度になると状態変化が一気に起こる」というよう

な物質の変化についての見方・考え方を導くでしょう。

② 検証型の活用：学習したことを似たような他の事例

に当てはめて検証するような活用です。知識・技能の

応用と言い換えることもできます。水が氷になったと

きに体積が増加することを学習したあとで、金属の

缶に入った飲み物を凍らせてはいけない理由の説明

を求めるような展開は、検証型の活用に該当します。

③ 知識総合型の活用：学習したことを整理したり、関連

づけたりするなかで、整理や関連づけの観点として、

概念、用語、観察実験の方法や結果などを用いるよう

な活用です。「水のすがた」と「水のゆくえ」の学習を

総括するようなまとめでは、沸騰と蒸発を適切に区別

して用いること、湯気と結露した水滴はいずれも水蒸気

が冷やされて生じることなどがグルーピングの鍵に

なると考えられます。

　 ①の活用は、仮説の設定や結果の考察における推論を行

うような場面において、②の活用は、小単元や1時間の学習

における問題解決が終了した次の活動として、③の活用は、

単元、学期末、学年末の総括的な学習として実施可能です。

　小学校理科カリキュラムにおいて、「水」は多くの学習

内容で扱われているため、内容と内容を結びつける鍵に

なります。粒子概念との関連では、身近な物質である

「水」が取り上げられ、液体としての性質、溶解現象、水溶液

の性質を学習します。生命概念との関連では、生息環境

としての「水」、生命を支える「水」という観点が複数の単

元に存在していて、地球概念との関連では、地球環境に

おいて循環し、その表面や内部を変化させるものとして

取り上げられます。小学4年「水のすがた」は水を材料に

して物質の状態変化を学ぶ単元で、「水」を加熱したり冷

却したりする実験を行います。この状態変化に関連した

学びは、日常生活において目にする雲、雨、雪のでき方を

理解するときの基礎になり、さらには「水」の状態変化が

地球環境の形成に関係しているという見方に発展します。

実験室から地球環境へというマクロな方向への展開だけ

でなく、物質の状態変化はミクロな粒子として物質を捉

えるような見方にも発展します。また、沸騰によって生じた

水蒸気の体積変化は、蒸気機関として利用されてきたため、

物質の三態の学習はエネルギー概念ともリンクします。

すなわち、「水のすがた」は、小学校理科カリキュラムの

ハブ（拠点）になって、学習内容のネットワークを形成します。

　水が水蒸気になる状態変化の観察では、沸騰したとき

の泡がどこから出ているかに注目させるとよいでしょう。

水を加熱すると、水温が約40℃の段階でビーカー等の

器壁に細かな泡が観察されるようになります。この泡は、

水に溶けていた空気です。水蒸気の泡は、加熱された部分

（エネルギーが加えられた部分）から激しく出ているので、

泡の出てくる場所に注目した観察が状態変化のしくみ

を理解するポイントになります。

　「水のすがた」において水を加熱または冷却する実験

では、スタンドに支持環や自在ばさみを付けて、丸底フ

ラスコや温度計を設置するような操作を行います。金属

や水の温まり方の実験でもスタンドが用いられることは

ありますが、加熱器具の種類に合わせて位置を調整したり、

水が入った丸底フラスコが不安定にならないように固

定したりする操作は児童にとって初めての経験になるで

しょう。高さと長さを調整するねじの違いと使い方に慣

れること、支持環や温度計の位置の意味を理解すること、

突沸や火傷を避けるための注意が大切です。     （続く）

「水のすがた」の教材研究3
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（元山梨大学教育人間科学部講師）

1931年東京都生まれ。
東京教育大学生物学科卒。東京都公立中学校教諭を経て、筑波大学附属中学校・高等学校教諭。1986年
筑波大学附属中学校副校長。1989年学習指導要領作成協力者（副主査）。1992年から筑波大学・杏林大
学・日本獣医畜産大学・都留文科大学・山梨大学において小中学校教員を目ざす学生の実践的理科教材
研究の指導に当たる。2008年から2年間国際協力事業団（JICA）のケニア理科教育向上プロジェクトに
参加、指導書を作成。著書「若い先生のための理科教育概論」（東洋館）「最新 科学・今日は何の日」（東洋館）

畑中 忠雄 はたなか ただお

１年「地球」
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［例］地震計の原理　　　　　

① おもりをつるした糸をもち、左右にゆっくり動かす 

→ おもりが揺れる。

② 糸を素早く左右に動かす → おもりはほとんど動かない。

③ おもりの重心のところが不動点になることを理解させる。

④ おもりをつるしたばねの端を指でつまみ、上下に素早く

揺らす → 上下動に対する不動点ができる。

⑤ このようにしてできる不動点にペンを付けると地震の

揺れが記録できること、近年まで、この原理を利用した

地震計が使われたことなどを説明する。

・ 現在は電磁式地震計が主流になったが、地震でも揺

れない点がないと揺れは記録できない。そのような仕

組みを作るには？ということを導入に、本実験を紹介

する意義は変わらない。

   

 

［例］アルミはく検電器を作ろう     

簡単な箔検電器をグループで自作させ、静電気や電流

への関心を高める導入的な制作活動である。

① ペットボトル（容量３５０ｍｌ 以上）のふたに穴をあける。

できればゴム栓を使う。

② 写真のように銅線（太さ１ｍｍ以上）を曲げ、ふた（ゴ

ム栓）に差し込む。

③ 銅線の先にアルミ箔２枚（幅７,８ｍｍ、長さ約６０ｍｍ）を

取り付ける（根元を細い銅線で巻くとよい）。

④ 下敷きや定規を羊毛や絹、ポリエステルなどの布でこ

すり、静電気を起こさせたら検電器の銅線に近づけた

り触れたりするとアルミ箔が開く。※湿度が十分低いと

確実に反応する。

 　 

［例］防災袋に何を入れるか　

・ 日本は火山の噴火や地震、高潮、津波などの災害が特

に多い国の１つである。避難に必要な防災袋に入れる

ものを考えさせることによって、災害に対処する心構

えを育てる。

① 防災袋の準備がある家の生徒に、中身を紹介させる。

② これを参考に、グループごとに理想の防災袋を完成

させる。

授業力をみがく  《 中学校理科編 》

手軽にできる観察・実験（４）

ばねによる不動点振り子の不動点

ばねによる不動点を利用した上下動地震計（啓林館版教科書より）

教科書：ｐ６４～６６ 参照

地震のとき、お
もりとその先に
つけた針がほと
んど動かないた
め、地震のゆれ
が記録できる。
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［例］地震計の原理　　　　　

① おもりをつるした糸をもち、左右にゆっくり動かす 

→ おもりが揺れる。

② 糸を素早く左右に動かす → おもりはほとんど動かない。

③ おもりの重心のところが不動点になることを理解させる。

④ おもりをつるしたばねの端を指でつまみ、上下に素早く

揺らす → 上下動に対する不動点ができる。

⑤ このようにしてできる不動点にペンを付けると地震の

揺れが記録できること、近年まで、この原理を利用した

地震計が使われたことなどを説明する。

・ 現在は電磁式地震計が主流になったが、地震でも揺

れない点がないと揺れは記録できない。そのような仕

組みを作るには？ということを導入に、本実験を紹介

する意義は変わらない。

   

 

［例］アルミはく検電器を作ろう     

簡単な箔検電器をグループで自作させ、静電気や電流

への関心を高める導入的な制作活動である。

① ペットボトル（容量３５０ｍｌ 以上）のふたに穴をあける。

できればゴム栓を使う。

② 写真のように銅線（太さ１ｍｍ以上）を曲げ、ふた（ゴ

ム栓）に差し込む。

③ 銅線の先にアルミ箔２枚（幅７,８ｍｍ、長さ約６０ｍｍ）を

取り付ける（根元を細い銅線で巻くとよい）。

④ 下敷きや定規を羊毛や絹、ポリエステルなどの布でこ

すり、静電気を起こさせたら検電器の銅線に近づけた

り触れたりするとアルミ箔が開く。※湿度が十分低いと

確実に反応する。

 　 

［例］防災袋に何を入れるか　

・ 日本は火山の噴火や地震、高潮、津波などの災害が特

に多い国の１つである。避難に必要な防災袋に入れる

ものを考えさせることによって、災害に対処する心構

えを育てる。

① 防災袋の準備がある家の生徒に、中身を紹介させる。

② これを参考に、グループごとに理想の防災袋を完成

させる。
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2 2年「電流の性質とその利用
　　 －電流の正体：静電気」

3 3年「自然と人間」

多忙な中での研究というのは大変ですが、“理科が

好き？”などの初歩的な調査も、単元や学年、男女な

どを比較してまとめれば、その結果を授業に生せる

だけでなく、立派な研究・報告になります。日本理科

教育学会など多くの学会がありますが、ぜひ、どれ

かに加入されることをお勧めします。全国から参加

される先生方の大会での報告は本当に参考になり

ますし、シンポジウムや記念講演などもいい勉強に

なります。配られる資料やプリント類も、立派なお土

産です。いずれは、ご自身の研究を発表する場にも

なるわけです。また、毎年変わる開催地の風土に

触れ、それぞれの地域の風景や動植物、授業で使え

そうな地学関係の名勝などを訪れるいい機会にも

なります。

ささやかな研究に取り組み、
学会にも入ろう

※長期ではなく、短期の避難を想定して作成させる。

教科書：ｐ192～201 参照 教科書：ｐ206～210 参照

防火袋の内容例（災害当日、とりあえず必要な最小限の物品を想定）

飲料水ボトル 非常食 懐中電灯 携帯ラジオ 携帯電話 小型ナイフ 

軍手 ばんそうこう 包帯 消毒薬 常備薬（胃腸薬 風邪薬） ビニー

ル雨コート 親戚・友人等の電話番号表 健康保険証

・ 防災グッズとして忘れられがちなものに「靴」がある。慌てて素足で避

難しようとすると、がれきの道は歩けない。考えようによっては、水や

食料より大切である。



（愛知教育大学生活科教育講座教授）

1960年大阪生まれ。
大阪教育大学大学院教育学研究科修了（教育学修士）。大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程
（単位取得退学）。博士（文学）。愛知教育大学助教授、准教授を経て、2008年より現職。2002年より日本
生活科・総合的学習教育学会常任理事。専門は生活科教育、総合的な学習、カリキュラム論、ジョン・デューイ
の教育学。最近の共編著に『探究的・協同的な学びをつくる－生活科・総合的学習の理論と実践－』（三恵社、
2013年）

中野 真志 なかの しんじ

生活科における危機管理
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　生活科では、他教科等に比べ、教室外や学校外に出か

けることが圧倒的に多く、安全への配慮や危機管理への

対応を最優先しなければなりません。特に近年、これまで

安全と考えられていた学校内や通学路等でさえも悲惨

な事件や事故が発生しています。それゆえ、環境整備、

事前調査、引率体制、および、活動範囲等、具体的な

対応が不可欠となります。こうした準備や確認については、

教師個人の判断や裁量に任せられている実態もありま

すが、学校全体の安全計画の一環として全教職員の共

通理解をはかっておくことが重要です。

　本号と次号ではトラブル解決と混乱回避のポイントに

ついて述べます。まず、以下の具体的な項目を確認して

みてください（※□にレ点をつけてみましょう）。

（1） 校区・登下校

□交通量の多い場所、信号機のない交差点、歩道のな

い場所やガードレールのない場所などの確認　

□梅雨や台風の接近時など、降雨量によって増水しやす

い川や水路、側溝などの確認

□集団下校などの折に友達と別れ一人きりになる場所

及びそこから自宅までの距離の確認　

（2） 校内探検

□歩行の邪魔になる廊下やホールの展示物、掲示物の有無

□屋上への非常階段等の施錠の確認

□家庭科室にある包丁や理科室の薬品などの保管状況

や施錠等の確認

（3） 町探検・商店街の見学

□探検ルートの下見と保護者による交通指導等の

要請、集散場所等の確認

□地震など自然災害を含めた緊急時の避難場所、学校・

家庭等への連絡方法の確認

（4） 公共物や公共施設

□見学当日の催し物や利用団体、施設利用者等の確認

□非常口、非常階段等の確認、避難経路の確認

（5） 公園・野原・里山

□寒暖、日差し、降雨等の対応と持ち物の確認

□遊具、折れやすい木の枝などの安全性の確認

□ムカデやスズメバチ、ウルシやヨウシュヤマゴボウ

など、毒やかぶれたりする動植物への指導と対策

　これらの項目を確認するだけでなく、たとえば「校区・

登下校」では曜日や時間帯の違いによる状況を複数の

教員の目と足をつかって把握すること、「校内探検」では

邪魔になる展示物などを子どもの目線で確認したり、

入ってはいけない部屋やさわってはいけないもの、ルール

や約束を徹底したりすること、「町探検、公共施設の訪問」

では下見はなるべく直前の同じ時刻、できれば同じ曜日

に実施すること、緊急時の連絡方法を徹底しておくこと、

「公園・野原・里山での活動」では、特に春先や秋は気候

や天候が変わりやすいので注意すること、ウルシやヨウ

シュヤマゴボウ等の植物は図鑑だけでなく実物を確認

することなどが大切です。

　しかし、上記の具体的な内容は各学校の環境によって

異なります。従って、これらを参考に各学校で具体的項

目とその対策を再検討し、学校全体で共有し理解する必

要があります。また、環境は変化しますので、適宜見直し

改善することが重要です。

　生活科にかかわる苦情・クレームとしては、保護者、地域、

そして学校内の教職員からの３つが予想されます。いず

れの場合も相手の話をよく聞き、わかりやすく説明する

ことが望まれます。また、自分一人で抱え込んだり、解決

したりしようとせずに、学年主任や管理職の先生方に「報告・

連絡・相談」するという３つの基本を心に留めておきま

しょう。以下、生活科に関する代表的な苦情・クレームを

例にあげながら、そのトラブル解決・混乱回避について

考えてみたいと思います。

（1） 地域からの苦情やクレーム

　「町探検でお店の商品に触ったり、買い物客の邪魔に

なったりする。」「公共の場所や施設の中で騒いだり、ふ

ざけたりする。」「無断でよその家の庭や畑に入って生き

物の採取などをしてしまう。」

　対応：校外での活動の際、マナーやルール、具体的な

約束などをしっかり指導すること、子どもからの話もよく

聞き、状況を把握するとともに、子どもの興味や関心、意

欲を損なわないような注意の仕方に心がけましょう。

（2） 保護者や家族からのクレーム

　「依頼した持ち物や提出物等の説明不足で、急には準

備できない、面倒だ。」「長期休業中の飼育当番や水やり

当番ができない、気に入らない、事故が心配。」「家庭で

の生活やお手伝いの調査とプライバシーの扱い。」

　対応：苦情やクレームが電話はもちろん、連絡帳など

によるものであっても、その日の内に初期対応を行うこと、

直接に学校への訪問があった場合、基本的には複数の

教員で対応すること、学級(学年)集会、ＰＴＡ等、様々な機

会を利用し、依頼事項やお知らせをわかりやすく説明し、

余裕をもって理解と協力を得ておくことが必要です。

（3） 校内・教員からの苦情やクレーム

　「学校探検での迷惑、騒動、混乱。」「学級園や学級

農園の雑草等の手入れ、道具の片付け、テラスへの土や

泥の持ち込み。」「学校飼育動物の世話・管理、臭い、

鳴き声等。」

　対応：朝の打ち合わせ等で具体的な活動を連絡し、

理解・協力をお願いすること、マナーや約束の確認など、

事前学習をしっかりすること、飼育栽培活動に関する基

本的な知識・技能を習得することが大切です。

　以上のような苦情やクレームを素直に、また謙虚な態

度で受け止めることは重要ですが、それらすべてをネガ

ティブに受け止めてしまうと生活科の活動がマンネリ化、

矮小化しかねません。苦情・クレームは学校、そして生活

科への関心の高さだと考えることもできます。また、苦

情やクレームの種類によっては、その対応を子どもと一

緒に考えることが、子どもの自立の基礎を養うことにつ

ながります。そして、苦情・クレームへの対応を通して、

「生活科の理解」を深めながら、学校と家庭と地域で

連携しながら子どもを育てるという認識を深めたいも

のです。　　　　　　　　　　　　　　       　（続く）

授業力をみがく  《 生活科編 》

生活科のトラブル解決＆混乱回避（その１）
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　以上のような苦情やクレームを素直に、また謙虚な態

度で受け止めることは重要ですが、それらすべてをネガ

ティブに受け止めてしまうと生活科の活動がマンネリ化、

矮小化しかねません。苦情・クレームは学校、そして生活

科への関心の高さだと考えることもできます。また、苦

情やクレームの種類によっては、その対応を子どもと一

緒に考えることが、子どもの自立の基礎を養うことにつ

ながります。そして、苦情・クレームへの対応を通して、
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に抱える理科教育の課題、そこから発生する学校の要

望にそった独自の活動を行っています。

　理科実験の準備、理科室の環境整備、観察・実験器具

のメンテナンス、子どもからの疑問・質問にも答えてく

れます。電磁石などの、元エンジニアとしての得意分野

では、授業の中でＴ２として直接子どもたちへの支援も

行います。科学工作では、児童の誰もが「回った!光った!

音が出た！」という感動を体験できるように手助けをし、

子どもの笑顔を引き出すことで、理科室のおじさんたち

自身もやりがいを感じています。

（３） 日立理科クラブの授業支援・教材作成

　小中学校からの要請に応

じて、授業支援の担当者が

チームとなって学校へ行き、

理科の授業を行う支援も

盛んです。平成26年度は、

小学校246回、中学校26

回の支援を行いました。自

作の教材をもって、子どもたちの好奇心を引き付け、思わ

ず感動の声があがるような演示実験を行ってくれます。

また、一人ひとりの子どもたちに直接体験させることを

重視し、ものづくりを手伝ったりすることで、理科授業の

質を高めています。電気やエネルギーの分野では、教員

からの要望やアイディアを基にした手作りの教材を使い

ながら、企業で取り組んできた先端の技術開発の一端

を児童へ提示することもあります。親子学習の講師とし

ても人気が高く、万華鏡を創りながら、親子で光の性質

を学ぶなどの講座を実施しています。科学への興味・関

心を高めてくれる大きな存在となっています。

　オシロスコープや誘導

コイル等実験機器の使

い方のアドバイス、さらに

教材開発の面からも学校

の理科をサポートしてく

れます。新たに開発作成

した理科教材は、教員研修で先生方に紹介するととも

に、小中学校へ配布し学習に活用してもらっています。

（４） 理数アカデミー講座

　理数への関心が高く、将来、研究者やエンジニアを目

指す中学生を対象に、学校の理科授業をより発展させ

た内容で、授業講座を開設しています。

　理科や数学で学んだ原理や法則が、暮らしの中にど

のように役立っているのか、先端の科学技術とどうつな

がるのか、工場での製品開発の苦労話なども織り交ぜ

ながら、授業が行われます。教室での授業の他に、ＪＡＸＡ

（宇宙航空研究開発

機構）筑波宇宙セン

ターなど先端科学

技術研究施設の見

学も実施され、子ど

もたちの夢はふく

らみます。

　進歩した科学的知識とその応用から発達した科学技

術は、今日、高度化・専門化し、理科学習と日常生活の

つながりを示すことが難しくなっています。日立理科ク

ラブのメンバーは、企業で培った知識とものづくりの技

術を生かして、学校と日常生活を繋ぐ役割を果たしな

がら、子どもたちをはじめ、我々教員にとっても科学の

先達となっています。ご褒美は子どもたちの笑顔です。

科学サポート日立理科クラブとの連携
未来を拓く科学大好きっ子の育成
地域の窓
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未来を拓く科学大好きっ子の育成1

日立理科クラブと連携した理数教育2

　日立市は、西に阿武隈山系、東に太平洋を臨み、穏や

かな気候、豊かな自然環境に恵まれています。明治時代

から鉱業、電気機械産業を中心に、日本有数の工業都市

として成長してきました。豊かな自然環境とものづくり

のまちとして発展してきた歴史を背景に、日立市では、

子どもたちの「科学する力を養う」ことを教育の目標に

して取り組んでいます。

　　　　　　　　　

（１） 企業OBからなる日立理科クラブ

　日立理科クラブは、日立製作所グループの工場や研

究所に勤務してきたOB、理工学博士や技術士、製造現

場の匠など、97名がメンバーとなっています。長年の製

品開発などに関する知識やものづくりの技能を、小中学

校での理数教育支援にいかし、子どもたちの科学の夢

を広げることで、大きな社会貢献を果たしています。創

業100年を超えた日立製作所からも、日立市の理科教

育に大きな協力と支援をいただき、日立理科クラブと市

教育委員会が連携した教育活動を発展させてきました。

日立理科クラブでは、日立市の子どもたちのために、ユ

ニークな６つの事業を行っています。

　日立理科クラブのメンバーは、企業OBとして、「子ども

たちの科学の夢

を広げよう」とい

う目標へ向けて

の手応えと共に、

社会貢献への達

成感を感じてい

ます。

（２） 「理科室のおじさん」市内全小学校へ配置

　市内25の小学校には、日立理科クラブから派遣され

るそれぞれの「理科室のおじさん」が、週に2日、理科室

に常駐しています。教員と協力して、子どもたちが楽しく

理科の学習に取り組めるよう活動しています。学校ごと

1958年茨城県生まれ。茨城大学卒業後、高萩市・日立市小中学校に勤務。2009年～日立市教育委員会指
導課指導主事として勤務。「科学大好き推進事業」担当として日立理科クラブと市内小中学校の連携を進
める。2012年～日立市立会瀬小学校校長。2015年～現職。

川崎 恭子 かわさき やすこ

P R O F I L E

（日立市教育委員会指導課課長）

【目指す子ども像】

○ なぜという疑問をもち、進んで調べ解決する子

○ 科学が好きで、国際社会で活躍する子
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ず感動の声があがるような演示実験を行ってくれます。
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からの要望やアイディアを基にした手作りの教材を使い

ながら、企業で取り組んできた先端の技術開発の一端

を児童へ提示することもあります。親子学習の講師とし

ても人気が高く、万華鏡を創りながら、親子で光の性質

を学ぶなどの講座を実施しています。科学への興味・関

心を高めてくれる大きな存在となっています。

　オシロスコープや誘導

コイル等実験機器の使

い方のアドバイス、さらに

教材開発の面からも学校

の理科をサポートしてく

れます。新たに開発作成

した理科教材は、教員研修で先生方に紹介するととも

に、小中学校へ配布し学習に活用してもらっています。

（４） 理数アカデミー講座

　理数への関心が高く、将来、研究者やエンジニアを目

指す中学生を対象に、学校の理科授業をより発展させ

た内容で、授業講座を開設しています。

　理科や数学で学んだ原理や法則が、暮らしの中にど

のように役立っているのか、先端の科学技術とどうつな

がるのか、工場での製品開発の苦労話なども織り交ぜ

ながら、授業が行われます。教室での授業の他に、ＪＡＸＡ

（宇宙航空研究開発

機構）筑波宇宙セン

ターなど先端科学

技術研究施設の見

学も実施され、子ど

もたちの夢はふく

らみます。

　進歩した科学的知識とその応用から発達した科学技

術は、今日、高度化・専門化し、理科学習と日常生活の

つながりを示すことが難しくなっています。日立理科ク

ラブのメンバーは、企業で培った知識とものづくりの技

術を生かして、学校と日常生活を繋ぐ役割を果たしな

がら、子どもたちをはじめ、我々教員にとっても科学の

先達となっています。ご褒美は子どもたちの笑顔です。
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　日立市は、西に阿武隈山系、東に太平洋を臨み、穏や

かな気候、豊かな自然環境に恵まれています。明治時代

から鉱業、電気機械産業を中心に、日本有数の工業都市

として成長してきました。豊かな自然環境とものづくり

のまちとして発展してきた歴史を背景に、日立市では、

子どもたちの「科学する力を養う」ことを教育の目標に

して取り組んでいます。

　　　　　　　　　

（１） 企業OBからなる日立理科クラブ

　日立理科クラブは、日立製作所グループの工場や研

究所に勤務してきたOB、理工学博士や技術士、製造現

場の匠など、97名がメンバーとなっています。長年の製

品開発などに関する知識やものづくりの技能を、小中学

校での理数教育支援にいかし、子どもたちの科学の夢

を広げることで、大きな社会貢献を果たしています。創

業100年を超えた日立製作所からも、日立市の理科教

育に大きな協力と支援をいただき、日立理科クラブと市

教育委員会が連携した教育活動を発展させてきました。

日立理科クラブでは、日立市の子どもたちのために、ユ

ニークな６つの事業を行っています。

　日立理科クラブのメンバーは、企業OBとして、「子ども

たちの科学の夢

を広げよう」とい

う目標へ向けて

の手応えと共に、

社会貢献への達

成感を感じてい

ます。

（２） 「理科室のおじさん」市内全小学校へ配置

　市内25の小学校には、日立理科クラブから派遣され

るそれぞれの「理科室のおじさん」が、週に2日、理科室

に常駐しています。教員と協力して、子どもたちが楽しく

理科の学習に取り組めるよう活動しています。学校ごと

地
域
の
窓

消費電力測定装置

ご褒美は子どもたちの笑顔3






