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進級した子どもたちに新しい教科書を配る。半年たって，後期の教科書を配る。それは毎年毎回
同じように見える光景だけれども，子どもたちにとって新品を手にするあの感覚は，同じようでい
て同じではない，毎年毎回訪れる一生に一度の瑞々しい感覚。
私たちが毎年毎回繰り返していくサイクルの中にも，探求してきたこと，挑戦してきたこと，振
り返ってきたことがあって，その都度に新しいことに出会っている。同じようでいて同じではない，
その時感じ得た瑞々しい感覚を，いつまでも忘れずにいたい。
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ります。新しい時代を迎える移行
期間の今，どの先生も，瑞々しい
気持ちで挑まれています。

人権教育は，まず，教師から。

隠 れ た
カ リ キ
ュ ラ ム

教職員間，児童生徒間，教職員と児童生徒間の人間関係や，学
校・学級の全体としての雰囲気などは，学校教育における人権教
育の基盤をなすものといえます。この基盤づくりのために，キー
ワードとなるのが，
「隠れたカリキュラム」です。
「教育する側が
意図する・しないに関わらず，学校生活を営む中で，児童生徒が
自ら学び取っていく全ての事柄」を指します。
（「第三次とりまとめ」より）

参考資料：「Ｓ先生の落とし穴」
Ｓ先生はどの子も発言できるようにしたいと願って単元を構想しました。しかし，
「発言できる」
という結果を求めたために，学級にはいつの間にか「発言できることがよいことで，発言できな
いことはよくないことだ」という空気が流れるようになってしまいました。発言に至るまでの過
程を大事にしなければいけないにもかかわらず，結果を重視してしまいました。
やがて学級には，
「発言できないことはよくないことであり，改善しなければいけないこと」と
いうルールができ，できない人を見下すような視線や，できないことを中傷する言動が生まれて
しまいました。教師の熱心な姿勢が，いじめを生むことにつながってしまいました。
（「長野県教育委員会 人権教育指導資料集」より）

―こんな場面のときはどうしていますか？―
児童生徒を呼ぶときは？
・それは公正公平であるだろうか
・それはハラスメントになっていないだろうか
・それが「いじり」に発展する可能性はないだろうか
・（教師は児童生徒にどう呼ばれているだろうか）
外国のことが話題になっているときは？
・報道や噂から伝わる印象等を一般化していないだろうか
・学級集団のなかに，外国にルーツをもつ子がいないだろうか
・政治的なことと一般の人の印象を混同していないだろうか
男女の違い等への配慮が必要なときには？
・「男らしさ」
「女らしさ」を否定しすぎていないだろうか
・「性的指向に係る問題等」の視点をもって対応しているだろうか
・「手をつなぐ」などの身体的接触に対する抵抗感への配慮をしているだろうか
（「長野県教育委員会 人権教育指導資料集」より一部抜粋）

教師が意図するしないにかかわらず，子どもたちは，教職員が児童生徒に対してどのよ
うな態度で接しているか，何か問題が起こったときにどのような対応をし，どのような言
動をとっているかを見ながら，たくさんの事柄を学びとっています。
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教育課程研究協議会
授 業 校 イ ン タ ビ ュ ー
【Vol.2】

「新たな」単元構想に挑戦
伊那市立伊那西小学校
授業者
研究主 任

奥原 淳子
矢澤 純子

先生
先生

２年担任の奥原先生と研究主
任の矢澤先生を中心に，伊那西小
学校は，教育課程研究協議会にあ
たり「新たな」発想を取り入れた
授業づくりや参観の仕方に挑戦
しました。その挑戦に寄せる思
いを伺いました。

身近な存在を生かした，
「新たな」視点からの単元構想
――どんな授業を目指しましたか？

奥原：
「お話のさくしゃになろ
う」は，自分でお話を想像し
て，まとまりに分けて書く学
習でした。教科書では挿絵を
参考にしてお話を考えていく
ことになっていますが，クラ
スで飼っているモルモットを
登場人物にして，学校の隣に

School DATA
◎ 伊那西小学校（写真左）
・全校児童

〇伊那西小学校の林間（写真右）

46 名

・伊那市小規模特認校『森はぼくらの教室だ』

――物語の設定を身近なものにした，

――授業では，前時に書いた付箋が

伊那西小ならではの「新たな」視点で

たくさん並びましたね。

の単元構想ですね。

奥 原 :自 分 が 遊 ん で い る 時 の

奥 原 :国 語 で 自 分 た ち の 身 近

ことを思い出したり，こんな

にあるものを見付けて，その

ことをしたらおもしろそうだ

様子を文章で書くという学習

なと想像したりしながら，楽

もありますが，学校の特色で

しそうに付箋に書いていまし

もある林間など身近に存在す

た。最終的には５人で 83 枚

るものを生かして物語を創作

の付箋が集まりました。こん

してみるという学習は初めて

なにたくさん考えて付箋が集

挑戦しました。

まるとは，予想外でした。

たくさん集まった付箋を使って課題把握

ある林間をお話の舞台としま
した。
どちらも，子どもたちが普
段から親しんでいるものです。
モルモットは世話したり遊ん
だりしていますし，
「 林間と親
しむ日」などの学校行事や生
活科の学習などを通して，ど
こに何があるのかを知ってい
ます。その中から子どもたち
のいろいろな発想が出てくる
といいなと願って考えました。

子どもたちが書いた付箋
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また「新しい」子どもたちの姿に
出会えたこと
教科書と実社会を「つなぐ」

――教育課程研究協議会後の子ども
たちの様子は，いかがでしたか。

内容も自分が林間で体験

奥原:付箋を選び直して，「変

もたちの姿が見られましたか。

したことをそのままお話にし

えたんだけど，これでいいか

奥原:Ｙさんは，「好きなよう

ていました。お話をつくると

な。だれか見て」と呼びかけ

にかいてみて」と言われても

いう「書くこと」の学習に，

る姿や，迷いに迷ったあらす

動けずにいた子でした。また

これまで以上に意欲的に取り

じが完成するとみんなが集ま

私は，書くことも苦手な子だ

組む子どもたちの姿が見られ

ってきて，そのあらすじを聞

と思っていましたが，自分で

ました。

く姿がありました。このよう

――授業を通して，どのような子ど

付箋を選び，あらすじを決め

なすてきな姿に出会えて，と

ることができました。

ても嬉しかったですね。

研究授業での
「新しい」参観の仕方にも挑戦

ちょっと

意外と子どもの

見づらいかな。

字が見えて
いいなあ。

授業づくりについて考え

――今回，授業の参観にＩＣＴ機器

――よかったことはありますか？

を活用されましたね。

矢 澤 :撮 影 計 画 を 立 て る に あ

ることと撮影方法の両方を校

矢 澤 :２ 年 生 ５ 人 の ク ラ ス が

たって，奥原先生の授業構想

内の先生方で考えていくこと

大勢の先生方に参観されるこ

を共有する必要がありました。 がよかったと思います。

とになるため，先生方が少し

いつ何を映すかを考えること

――見づらさの解消だけでなく，授

でも見やすいように考えまし

で，授業のどこを見るかとい

業づくりや授業参観のあり方という

た。別の教室に画面３台を用

う「視点」が明確になると思

点でも，可能性が期待できる取組と

意して，授業の様子を映し出

いました。

いえそうですね。

しました。

（聞き手
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鈴木伸幸）

初任者研修

教師力向上研修Ⅲ（10／29）

どの子も「分かる・できる」授業づくりを考えよう
今日は、特別支援教
育の視点から考えまし
ょう。
このような困難さを抱え
ている子いませんか？

自分の学級にも、様々な苦手さや

毎日の授業の中で

困難さを抱えている子がいるなぁ。
【A 先生】
学級・授業のユニ
バーサルデザイン化
を通して、学習や生
活での困難さのある
子どもを手がかりと
して、全体の困難さ
を解消できるような
手立てを考えたい。

困っているのは自分

【Ｂ先生】
困っている子の思いや、何に苦手意
識があったり、困り感があったりする
のか、しっかり理解して、その子が安
心できる教室にしていきたい。

だけじゃないんだ。
【Ｃ先生】
「できない、分からな
い」という子どもに対し
て、その子がイメージで
きる見通しを授業でつく
り上げないといけないこ
とが分かった。「できな
い子」ではなく、本当は
「学びたいけど分からな
くていやになってしま
う」気持ちに、今回改め
て気付くことができた。

【Ｄ先生】
クラスの子に対する支援のアイディアをいただき、自分は今まで「この子の困り感を無く
してあげたい」という気持ちだけではなく、「この子の行動で授業が進まなくて困る」とい
う気持ちをもっていたことに気付きました。今日いただいたアイディアを使いながら、子ど
もたち一人一人に寄り添った支援をし、みんなが居心地がよいと感じるクラスになるよう努
力したいと思います。
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家庭学習の充実を考える②

家庭学習を子どもがマネジメントする工夫をしてみませんか？
小学校では，平成 31 年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査における児
童質問紙調査において，質問番号 17「家で自分で計画を立てて勉強をしていますか」について肯
定的な回答をした児童の割合は，昨年度よりも増加し，全国平均よりも高い数値となりました。

【児童質問紙調査】
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棒グラフ：県平均、折れ線グラフ：全国平均

例えば、帰りの会の時間の中で、帰宅してからの過ごし方について計画を立てる時間を設け、
時間や内容を可視化することでタイムマネジメントの意識を高める取組をしている学校もありま
す。各自の課題に合わせて自分で計画して取り組める家庭学習となるよう、教科会や学年会、職
員会議等で検討を進めましょう。
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