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１ はじめに

私が勤務する芦屋市立浜風小学校は，児童
数約300人の市内でも小規模の学校である。
その中で外国籍にとどまらず，親の国籍や生
育歴など外国になんらかのルーツをもつ児童
が22人在籍している。日本語が母語の児童も
いれば，英語・中国語・スペイン語・フィリ
ピン語が母語の児童もいる。母語が日本語で
ない児童は，日常会話ができても授業につい
ていくことは困難なことが多い。日本語指導
教員として配属され，子どもたちと関わりな
がら，どういった支援・指導が良いのかと模
索しながら実践してきた。子どもたちの状
態，支援体制，日本語指導の工夫について紹
介する。

２ 子どもたちの状態を知る

⑴ 自己表現が活発なＡさん
Ａさんは，日本生まれで，スペイン語を話
す家族と一緒に日本で生活してきた。１年ほ
ど海外で生活し，母語はスペイン語である。
会話はスペイン語でできるが，スペイン語の
読み書きはできない状態だった。入学した当
初は緊張もあり，「うん」「わからない」「せん
せい」「あそぼう」など，10語ほどの日本語で
会話や意思疎通をしていた。Ａさんはたびた
びクラスの友達ともめた。校庭の遊具に順番
に並ばずに遊んだからだ。クラスの皆は，勝
手なことをする子ととらえたに違いない。Ａ
さんからすれば，ブランコが空いていたから，

自分が遊んでいいと思ったらしい。Ａさんが
教室で覚えた初めての言葉は「じゅんばん」
であった。私は，まず，クラスの皆にAさん
についての話をした。Ａさんは，並ぶことの
良さを知らないし，これまでのＡさんにとっ
ては並ぶことがあたりまえではなかったのだ
ということを伝えた。次に，割り込みされた
子どもに自分の気持ちをＡさんに話させた。
クラスの皆で順番に並ぶことの良さ，大切さ
を話し合った。そして，Ａさんが順番に並べ
たときは褒め，並べなかったときは周りの友
だちの気持ちを聞かせることを繰り返し，見
守り続けた。１回では定着しない。注意した
その時は「わかった」と言っても，また遊具
が空いていたらスッと割り込んで遊んでしま
うのである。そのたびにＡさんは「Aが先！」
と怒ったり「フン！」と拗ねたりしながらも
順番に並ぶことを学んでいった。その後Ａさ
んは「どうぞ」「ゆずる」という言葉を覚え，
その態度を身に付けた。たくさんの友達に
「どうぞ」と言って順番を譲り，感謝される心
地よさを知った。友達に「ありがとう」と笑
顔で言われて喜び，Ａさんは人に譲ってばか
りで自分の活動が進まなくなってしまったほ
どである。
Ａさんの性格は素晴らしい。失敗を恐れず

覚えた日本語を豊かな表情とともに自分から
どんどん使うので，言葉が足りないときでも
皆がＡさんの気持ちを理解し関わることがで
きた。子どもは子どもの中で育つ。Ａさんは
人と関わる上で必要な日本語を着実に身に付
け，２年生となった今では友達との意思疎通

10

No.1

日本語指導
～子どもに寄り添いながら～

小学校

芦屋市立浜風小学校

教諭
にし

馬
うま

由
ゆ

華
か



にほとんど困っていないのである。
⑵ じっくり思考するＢさん
Ｂさんは日本生まれで日本育ち。両親が中
国の方で母語は中国語である。入学当初から
日本語で日常会話ができ，友達と遊び，何不
自由なく過ごしていた。１学期を終え，一見
困ることがないように当時の担任は感じてい
た。しかし，学習が進んでいく中で，日常会
話以外の言葉を知らないことに気がつき，日
本語指導の必要性を感じた。Ｂさんは自分か
ら「わからない」と言えない性格で，誰かが
「これ，わかる？」と尋ね，やっと「わからな
い」と言うことができる。このような子ども
はクラスの中で埋もれやすいので注意が必要
である。しかしＢさんは，自分からすぐに尋
ねることはできないが，自分で「○○という
ことかな」「それとも，△△かな」と考えるこ
とができるので，じっくり考え正しい答えを
導く思考力判断力には長けている。
⑶ 戸惑う子どもたち
現在，私が指導支援する６人のうち，Ｃさ
んとＤさんは友達とうまく関われなかった経
験がある。Ｃさんは，まだ日本語がほとんど
話せないとき，周りから指を指されたり笑わ
れたりしたことがあった。よい感じを受けな
かったため，自分から日本語で話せなかった
と言う。Ｄさんは，あるきっかけで友達と心
から素直に関わることが難しくなったようで
ある。二人とも，そのような状態では日本語
の学習どころではない。
つまり，日本語指導は，その子どもの背景
や特徴をつかむことが大切である。友達とよ
い関係が築けているときは，「もっと話した
い，新しいことを覚えたい，難しい言葉を使
えるようになりたい」と，希望と目標をもっ
て，進んでいけるのだと感じる。では，子ど
もたちがよい関係を築きながら共に学ぶに
は，どんな支援をしていけばよいのか。

３ 支援体制

⑴ 学級の中で
① 活躍する場づくり
どの教員も一人一人の居場所を大切にされ

ていると思うが，外国にルーツをもつ子ども
の多くは大なり小なり劣等感があるかもしれ
ない。活躍する場を授業や活動の中で意図し
てつくることが大事である。先日，１年生の
授業で，季節の話題になった時担任が「フィ
リピンでは，春・夏・秋・冬がありますか」
とＥさんに尋ねた。「春と夏だけ」とＥさん
が答えると，「へえ！」とクラスの皆は驚いた。
子どもたちは新しいことを知ると同時に，Ｅ
さんに対して「良く知っていてすごい」と思
うのである。うまく活躍できるように事前に
本人に尋ねておいたり，一緒に調べておいた
りすることも念頭においておきたい。活躍す
る内容はその子どもの特技でもよい。Ａさん
は，体育のボール投げが上手で称賛され，良
い関係を築くきっかけになった。
② Give＆Takeの場づくり
日本語がわからない子どもに日本語を教え

るのは教員だけではない。Ａさんがわからな
い言葉があるとき，教員に「どういう意味？」
と尋ねる。その際，わざと他の子どもたちに
「どう答えたらいい？」と相談する。子ども
は皆必死になって答えようとする。知ってい
る言葉を並べたり，身振り手振りで表したり
と試行錯誤。答えた子どもたちにとっても，
役に立ったという充実感を得るだけなく説明
力の向上にもつながる。Ａさんは意味がわか
り，学習に集中ができる。互いにＷｉｎ-W
ｉｎな関係である。Ａさんはボール投げのコ
ツやスペイン語を教えることでクラスの皆に
お返しができた。
⑵ 保護者への支援
生まれ育った国とは異なる国での子育ては

大変である。特に子どもと向き合う時間が十
分とれない保護者が多い。学校の書類は多す
ぎて，どれが重要なもの？提出するものはこ
れでよいの？…。保護者の多くは書類１枚に
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多くの時間を割き，疲れてしまう。そこで次
の五つの支援をしている。
① 持ち物は学級通信に，イラストや写真で
示す。
② 提出書類は一緒に書くか鉛筆で下書きを
しておく。
③ 年間予定で，学校に来る日を一緒に確認
しておく。
④ 大事なことは，電話や家庭訪問で直接説
明し，確認する。
⑤ 出会ったときは，子どもの「いいこと二つ」
と「課題を一つ」伝える。
⑶ 学習環境の整備
「取り出し指導」や放課後学習の場所，子
どもたちの居場所づくりのための専用教室
「学びルーム」を設け，そこに日本語補助教材
を徐々に揃えている。この教室ではリラック
スをして学べるよう，母語の本や地図を配置
し，将来的には日本人の子どもたちへの多文
化共生教育にも活用できるようにしていく。

⑷ 職員間の情報共有
○日本語指導推進委員会（校長，教頭，各学
年一人）
定期的に開催し，子どもに関する情報交換
を行い，研究の方向・内容，支援体制につい
て話し合っている。検討した内容は職員会議
で周知し推進される。
○連絡ノート（日本語指導教員⇔担任）
日本語指導教員が，子どもの授業の様子や
授業の成果と課題を記し，担任との情報共有

に役立てている。また，担任も学級の中での
支援方法を記し，課題の克服に生かしている。

４ 日本語指導

子どもたちに指導する際，個人の日本語能
力を計るため，DLA（対話型アセスメント）
を行い，「語彙力」「聞く」「話す」「読む」「書
く」の到達度を確認し，どこまで理解できる
のか表現できるのかを把握し，支援内容と支
援方法に生かしている。また，DLAを行うこ
とで，視覚優位か聴覚優位なのかが分かり，
その子自身の強みや弱みもつかめる。その子
の良さを生かしながら学びを進める方が子ど
もにとっても指導する側にとってもよい。ま
た，単元内容を把握して，担任と「取り出し
指導」と「入り込み指導」のどちらがより効
果的か相談し，選択している。そして，「学び
ルーム」で取出授業を行う際は次の五つに重
点をおいている。
① 体験と提示物
知らない言葉を伝える際，たくさんの日本

語を使用してかえって分かりにくくなること
がある。写真やイラストを見せることが多い
が，より理解を深めるには，必ず体験を伴っ
た授業にする。２年生の授業で「見回る」と
いう言葉が出てきた。Ａさんは，その場でぐ
るぐる回ったのである。そこで，教室内を歩
きながら，ごみが落ちてないか「見回る」こ
とにした。「ごみが落ちてないかな」「きれい
だな」と，何を見るか決めて回ることだと理
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解を促した。子どもたちの記憶に残る，定着
する指導を心がけている。
② ワークシート
・発問は短く。
＊テストの発問と連動させ，読解力がど
こまでついたかわかるようにする。

・イラストや写真で示す。
・モデル文をつける。
・色分けをする。
＊文章の構造がとらえやすいように

③ 板書
子どもの日本語能力に合わせ，学習言語の
難易度や使用頻度に注意している。この単元
では，学習言語のL（リットル）やｄL（デシ
リットル）の量感がなかなかつかめない様子
だったので，丁寧にイラストで示した。
④ 予習と復習（放課後学習）
他の子どもたちと同じ学習時間で理解し力
をつけることは難しい。そこで，物語なら１
週間前に絵本を一緒に読み，説明文は２，３
日前に分からない言葉探しを一緒に行う。算
数では，つまずいた所を図や絵つきの問題を
たくさん解く復習をしている。
⑤ 多読と多作
これは，始めたばかりの実践だが，本を１
冊読み，そのあらすじを書く活動である。子
どもたちの中には語彙が少なく，日本語で会
話するのは，学校生活だけという者がいる。
友だちとの日常会話では蓄積される日本語に
限界があるので，この活動を進めている。２
週間に１回，学校の図書室で一緒に本を選ぶ
ことからスタートする。自分のレベルに合っ
た本ではなく，難しすぎる内容のものを選ぶ
子どももいるからだ。あらすじを書かせるこ
とは，その子どもが持つ語彙でどこまで再生
できるか確かめるのに最適で，多読と多作に
よって新しい言葉や知識の獲得と，表現力の
向上を目指している。

５ おわりに

今年度，日本語指導教員として６人を指導
していく中で，４月当初は自分から質問する
ことがなかった子どもたちが自ら質問をして
解決したり，自分の力でどこまでできるかを
試したりする姿も見え始めた。クラスの中で
母語や母国の文化を話題に出すなど，よい変
化が見えている。一方で個々の課題もはっき
りしてきた。語彙力が上がっているのに，テ
ストでは問題の意味を間違え，読解の力を出
せなかった子どもがいる。今後，学年が上が
るにつれ，学習内容も深くなるので，今後も
支援の必要性を感じる。子どもたちが安心し
て能力を高めていくには，クラスの子どもた
ちとのつながりと日本語指導の継続が大切で
ある。担任が心がけていくのはもちろんだ
が，担任一人で支援を行き届かせるのは困難
である。よって，
① 日本語指導の知識をもつ教員の増加
② 担任の指導技術の向上
③ 地域の学習室の設置
④ 教材の共有
⑤ タブレットの貸出（子ども自身が調べる）
の五つが望まれる。
私自身，日本語指導教員としての知識や技

能はまだまだで，研修を受け試行錯誤の中に
いる。実践の効果を検証し，支援の工夫を凝
らしていきたい。そして，子どもたちが，分
からないから諦めるのではなく，分かるよう
になりたいと自ら学べる機会を一つでも多く
増やしていきたい。
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１ はじめに
本校の校区は神戸市長田区と須磨区にまた
がり，国道２号線より北部に位置している。
下町育ちで人懐っこく，明るく素直な生徒が
多い。全校生徒がボランティア部に所属して
おり，多くの者が地域行事へ意欲的に参加し
ている。しかし，学習面では家庭学習の習慣
が身に付いていない生徒が見受けられ，苦手
なことに対してすぐにあきらめてしまう傾向
があり，課題となっている。
本校には，神戸市立丸山中学校西野分校が
併設されている。西野分校は，1950年神戸市
長田区にある神戸市立丸山中学校・室内小学
校の分教場として開設され，神戸市立西野幼
稚園内に「西野分教場」として始まった夜間
中学校である。1995年の阪神・淡路大震災で，
西野分校の校舎が全壊，取り壊しとなり，
1996年から本校舎に併設されることになっ
た。

西野分校は，高齢の日本人のほか，在日韓
国・朝鮮人，中国人，ベトナム人など様々な年

齢・国籍の生徒が学習に取り組んでいる。様々
な理由で，義務教育が受けられなかった，卒業
できなかった方々が「積年の夢がかなった」と
心の底から全力で学習に取り組んでいる。
西野分校の「文化発表会」や「３年生を送

る会」では，本校１年生が合唱を披露したり，
生徒会役員がハンドベル演奏を披露したりす
るなど，交流の機会を得ている。「隣人から
学ぶ」姿勢・意識をさらに強くするために，
３年間を通して「西野分校から学ぶ」という
取組を67回生（2013年度入学生）から系統立
てて始めた。

２ 西野分校を通じた具体的取組
⑴ 「西野分校を知る」（１年生）
３年間を一つの流れとした人権教育に取り

組んでおり，そのテーマの一つとして「夜間
中学校 西野分校」について学習している。
１年生では「西野分校を知る」をテーマに，

西野分校を取材したＤＶＤを視聴し「夜間中
学校」とはどういう学校なのかを学習した。
また，文字の読み書きができないことが，日
常生活においてどのような影響を与えるのか
を，識字体験を通して実感させ，識字学習に
ついての理解を深めた。これらの学習を踏ま
えて，西野分校の文化発表会へ参加する。
文化発表会では西野分校生の舞台発表を鑑

賞し，本校１年生が合唱を披露する。同じ敷
地に夜間中学校があることを意識していな
かった生徒たちだが，西野分校の文化発表会
に参加し，自分たちの合唱を喜んでもらった
ことで，「夜間中学校」という学びの場を知り，
親しみを感じることができた。
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中学校

神戸市立太田中学校

教頭 鈴
すず

鹿
か

安
やす

邦
くに

互いのよさを認め合い，学び
合う生徒の育成をめざして
～夜間中学校との交流を通じて
『学び』と『学びの場』の意味を学ぶ～

▲ 太田中学校と丸山中学校西野分校



次に紹介するのは，文化発表会に参加した
本校生徒の作文である。

・西野分校の発表会は一人一人の気持ちが伝
わってきてとても感動しました。学校で学ぶ
ことができなくて，小さい頃から仕事につく
なんて考えたこともなかったけど，西野分校
の３年生の話を聞いて，今自分はとても幸せ
なんだと思いました。少ない人数でも歌声は

私たちの学年のものより気持ちや思いがたく
さんつまったものでした。今の私たちができ
ることは一生懸命授業を受けることだと思う
から，日々の学校生活をがんばっていきたい
と思います。
・西野分校の文化発表会を見て，私たちが普
通に勉強したり，言葉をうまくしゃべれるの
はとても幸せなことなんだと実感することが
できました。今私はしゃべったり，言葉を書
いたり，読んだりすることができていますが，
そういうことが当たり前と思わず，勉強をが
んばりたいです。
・僕たち太田中1年生は「明日の空へ」を歌い
ました。歌い終わって席にもどる時，西野分
校の３年生から「ありがとう」といってもら
えました。すごくうれしかったです。西野分
校のみんなさんはアナウンスもたくさん練習
してきたんだなあと思いました。話もおもし
ろくしていて，漫才みたいなものもあって，
皆笑っていました。西野分校の人たちはいろ
んな国の人やいろんな年の人がいるんだなあ
と思いました。
・私たちが歌っているときに，気持ちよさそ
うに聴いてくれているようでよかったです。
西野分校の発表劇も，いろんな工夫がされて
いてよかったです。一人一人違う思いがある
んだなぁと思いました。「言葉が話せなかっ
たから苦労した」と言っていましたが，私た
ちへ発表する姿はすごくいきいきしていて，
がんばって話していたので，一生懸命さが伝
わりました。
⑵「西野分校で学ぶ人々の学び方」を学ぶ（２
年生）
２年生では，「学ぶこと」と「学びの場」を

テーマに学習を進めている。まず，自分たち
の学習状況についてアンケートをとり，自分
たちの学習に対する取組や考えを確認する。
そして，「私が学校へ行く理由」というテーマ
で自分の意見を語り，他者の考えを知ること
で，新たな心の引き出しを発見し，班やクラ
スで，学校の存在意義について話し合う。ま
た，西野分校の卒業文集から，適正就学時に
学べなかったつらさや，学べることの素晴ら
しさを読み取り，授業や文化発表会の見学，
西野分校生へのインタビューを通して「学ぶ
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▲ 第１学年 合唱披露
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▲ 第１学年 学習指導案



こと」「学びの場」について学んでいる。西野
分校の生徒の学ぶ姿勢や態度について考え，
理解し，今自分たちの置かれている状況や一
人一人の学習態度を見直すことにより，自分
たちの「学び」や「学びの場」について考え，
今後の学校生活に生かしていけるようにした
いと考えている。

⑶「西野分校における『学び』と『学びの場』
の意味を学ぶ」（３年生）
３年生では，西野分校卒業式での答辞を録
画したDVDを見ることで，西野分校の方々

が夜間中学校３年間の学生生活をどのような
「思い」で学んできたのか，３年間を終えてど
のような「思い」を持っているのかを感じ取
らせ，西野分校の方々と，自らの『学びの場』
に対する受け止め方の違いについて気付かせ
たいと考えている。そこで，少人数でグルー
プワークを行い，自分の意見を発表し，他者
の意見を聞き，共感していくことで，自分た
ちのより良い学びの場を作るためにはどうす
ればよいのかを考え，『学びの場』のあり方や，
学ぶ姿勢に対しての理解を深めていく。
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▲ 第２学年 インタビューの様子
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▲ 第２学年 学習指導案

▲ 第３学年の授業風景
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▲ 第３学年 学習指導案



３ その他の取組
「オリニソダン」「オリニマダン」
その他にも，多文化共生の授業として，自
分たちの身近な国（韓国・中国・ベトナムな
ど）の文化や歴史についての調べ学習を行っ
ている。
「神戸在日コリアン保護者の会」（以下「保
護者の会」）との懇談会を開催したり，在日コ
リアンの子どもたちの民族文化発表会「オリ
ニマダン」へ準備段階から参加したりしてい
る。また「保護者の会」は，在日コリアンの
子どもたちがハングルや民族文化などを学ぶ
場，「オリニソダン」を，神戸市立だいち小学
校を会場に開講しており，本校生徒は，「オリ
ニソダン」や「オリニマダン」などの活動に
ついて調べたり，「保護者の会」の方々から話
を聴いたりして，その方々の思いや，大切に
している文化について理解を深めている。
互いに認めあうことのできる学びを，いろ
いろな視点からアプローチすることで，様々
な人権感覚を磨くことができるよう取り組ん
でいる。

４ おわりに
本校では，西野分校の成り立ちやそこで学
ぶ生徒の様子を学習してきたが，時間が限ら
れているだけに，「西野分校から学ぶ」という
点では充分とはいえないかもしれない。た
だ，生徒の心の中に人権感覚を深く刻み込み，
バランスのとれた国際感覚を育てる絶好の機
会と位置付けることはできているかもしれな
い。「学べないこと」に起因するさまざまな
事態を知り，西野分校で学ぶ人たちの人生や，
学ぶ姿勢を知ることによって，「学ぶことが
生きること」だと気づき，自分たちの「学び」
を振り返り，今の自分と向き合うきっかけに
なっていると感じる。
また，校区内には朝鮮半島にルーツを持つ
生徒・保護者が多数在住しており，JR鷹取工
場とそれに伴う町工場や，長田区に隣接する
地域のケミカル産業など，地場産業の発展に
大いに貢献してきた背景がある。しかし，阪
神・淡路大震災で甚大な被害を受けた地域で

もあり，復興に時間を要し，厳しい生活を余
儀なくされ，様々な形での支援が必要な生徒
もいる。それゆえ，互いの違いを認め，共に
育つことを理解していく人権感覚を養うため
にも，在日外国人についての学習を人権教育
の大きな柱としていく必要性があると考え
る。「自分のルーツに誇りをもち，堂々と生
き抜いて生きていく力」，「違いのよさをとら
えて，共に尊重しあう生き方」を身に付ける
ことをめざした多文化共生教育に取り組んで
いる。
阪神・淡路大震災の２年後には新しい街づ

くりがはじまり，高層マンションが立ち並ぶ
ようになった。他地域からの流入が増え，新
しい地域社会が形成されるようになってきて
いる近年，中国やベトナム，南米などから来
日した保護者・生徒も増えている実情がある。
われわれ教員も人権教育の進め方についての
研修を重ね，指導力向上を図っていく必要が
ある。具体的には在日外国人の歴史に関して
理解を深める研修，在日外国人の直面してい
る人権的な課題に関わる研修などである。
これからも，人権教育の成果を踏まえた系

統的な人権教育の実践を続けていき，本校生
徒が，世の中にはいろいろな人がいて，歩ん
できた道も思いもさまざまであること，そし
てそれらの人たちが少しずつかかわり合って
生きていることを実感し，それぞれの生き方
や思いを受容できる人になってほしいと願っ
ている。
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１ はじめに
本校は，播州織で有名な西脇市内で50年間，
定時制教育を担ってきた県下４校ある多部
制，単位制の定時制高等学校のうちの１校で
ある。全校生は200人，ボランティア活動等
の体験活動で自己有用感を育み，自信や誇り
を得て進路実現，自己実現することを教育方
針とする。授業開始は９時（１部），10時半（２
部），18時（３部）で，各部４時間授業を基本
とするが，さらに授業を選択し，３年で卒業
（三修制）する生徒が半数いる。不登校や学
業不振，家庭的・経済的な問題を乗り越えな
がら高校生活を送る生徒もいる。
本稿では，私が本校で７年間勤務する経験
を踏まえて，生徒たちに自己有用感の大切さ
を導く，本校が開発・実践している18回に及
ぶ県内外の災害支援ボランティア活動と，ほ
とんどの土日に実施し，毎年100回に及ぶ地
域ボランティア活動の効果を考察する。

２ 自己有用感を高める取組
⑴ 取組の背景
平成23年４月私が赴任した当時は，落ち着

いて授業ができる雰囲気ではなかった。暴力
やいじめ，喫煙など生徒指導上多くの課題を
かかえていた。このことから，一部の生徒の
行動ではあるが，地域の方は，長年にわたり
本校を厳しい目で見ていた。
問題行動を起こす生徒の内面に深く入り指

導していく中で，家庭や経済的な問題ととも
に，幼少期から現在に至るまで，親からの愛
情の不足が原因といわれる愛着障害や，過去
に学校とのトラブルを抱え，保護者や本人が
学校不信を抱えている例が多く見られた。生
徒は日常生活の中で，｢どうせ自分は｣とか｢ど
うせやってもむだやし｣，｢ほっといて｣など
とよく言い，自分に自信が持てず物事を否定
的に考えることが多かった。
⑵ 「何か手伝いたい」
平成23年３月東日本大震災が起こり，日々

流れるテレビ報道を見ていた生徒が「何かで
きることがあれば手伝いたい」と言ってきた。
体験活動なら自分に否定的な生徒でも参加で
きると考え，現地での災害支援ボランティア
の計画を立てた。参加の是非について職員間
で意見が分かれ，なかなか前に進まなかった。
しかし，｢体験活動こそ生徒を変える｣と職員
を説得し，生徒に参加を呼びかけた。結果，
38名の応募があり，その生徒たちを２名の教
員で引率することが決まった。バスで片道13
時間，４日間の行程だった。
⑶ 「だれも募金してくれへんで」
５月の大型連休明けの現地への出発前に，

義援金の募金活動を近くの商業施設で行っ
た。その時生徒会のある生徒が｢先生，だれ
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高等学校 命の大切さを実感
させる取組
～ボランティア活動を通して
自己有用感を高める～

県立西脇北高等学校

教頭 久
く

保
ぼ

敬
たかし

▲ 第７回東日本大震災現地ボランティア活動
(H29.７宮城県石巻市大川小学校)



も募金してくれへんで。だってうちの学校は
みんなから嫌われているから｣といった。私
は，真面目に学校生活を送っている生徒から
の言葉にショックを受けた。しかし，心配は
すぐに吹き飛んだ。｢東北に行くの？頑張っ
てきて！｣などと多くの募金とともに温かい
言葉をかけていただいた。本校生徒が地域の
人々のあたたかさを知った瞬間だった。
⑷「あなたたちは西脇市の誇りです」
出発の朝，市役所で出発式を開いていただ
いた。当時の來

き

住
し

壽
じゅ

一
いち

西脇市長が｢あなたた
ちは西脇市の誇りです｣と挨拶された。出発
直後のバスの中で私は生徒に市長の言葉を復
唱した。生徒のやる気に火をつけていただい
た言葉だった。本校は「ボランティアの西脇
北」として産声をあげた。
⑸ 言葉を失った現地の様子
被災地に近づいたとき，町が真っ暗なこと
に気付いた。津波がすべてをさらっていった
町は２か月経っても停電したままだった。バ
スの中で，それまで元気だった生徒は静まり
返り，目の前の光景に言葉を失った。
次の朝，宮城県石巻ボランティアセンター
から指示を受けた民家に到着した。軒先まで
津波がきた家の家財道具の撤去と床下に溜
まった臭いのきつい真っ黒な泥をすくい出す
作業を担当した。海から200メートル離れた
その場所にも，いたるところに，津波で壊れ
た民家や車が残っていた。生徒はその状況を
しっかり感じ取り，黙々と作業した。行く
先々で，被災された方々から，｢高校生？兵庫
から？遠いのにありがとう！｣と声をかけら
れた。普段褒められることの少ない生徒たち
が，どこに行っても歓迎され，感謝された。
⑹ 災害支援ボランティアの成果
西脇市に帰着後，解団式での生徒の目は出
発前と明らかに変わっていた。被災された
方々の役に立てた自分に対して，今まで味
わったことのない達成感と充実感でいっぱい
だった。
現地災害支援ボランティア活動は，出発ま
でに何度も褒められ，現地でボランティア活
動をして褒められる。そんな中で，生徒は「自
分って結構やるやん」と前向きになり，自信
がついてくる。校名入りのベストを見た人々
から感謝の言葉をかけられることで，学校に
対する誇りと自分自身への誇りができてい

く。このサイクルが連続して起こり，自己有
用感が育まれ，自信や誇りに生徒たちは気づ
き始めた。災害支援では，どんな生徒も被災
地独特の雰囲気を感じ取り，黙々と作業する
中で自分を見つめ直す。体験教育の中でも，
災害支援ボランティア活動はとても教育効果
の高い活動であると感じた。しかしながら，
実施の際には被災地に入るにあたり安全安心
に十分に神経をとがらせ計画することが肝要
である。

⑺ 被災地での活動は生徒に新たな変化をもたらした
被災地で，作業をしながら生徒が言った「こ

んな大変な現地の状況を西脇市の方々や全校
生徒に知らせたい」という言葉。これをきっ
かけに，夏休み明けの９月に，映像と生徒の
語りを組み合わせた全校報告会を実施した。
初めて全校生徒の前に立って話す生徒の表情
は，活動を終えた自信と東北を何とかしない
といけないという責任感であふれていた。大
きな成長であった。この活動は後に，被災地
の現状と被災された方々の想いを地域に伝え
る「語り部活動（現在55回実施）」に引き継が
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▲ 東日本大震災現地ボランティア活動出発式

▲ 災害支援ボランティア活動



れ，報告書やDVDに編集してストックした
り，本校だけの活動で終わらせず他校へも広
がりを見せることで，被災地の風化を防ぐ。
ゼロからのスタートで，手探りをしながら突
き進んだ。

⑻ 地域支援ボランティア活動の開発
ボランティアの取組は，地域の足元へも
次々と広がっていった。
平成23年５月の第１回東日本大震災現地ボ
ランティア活動が終わった後，９月に地元が
大雨に襲われて，学校そばの住宅街で洪水が
起こった。生徒は｢東北までボランティアに
行っているのに，地元の一大事に何もしない
わけにはいかない。すぐに行こう｣と言い，
全校生が２日間地元での災害ボランティアを
行った。今でもこのときのことを感謝される
地域の方々が多数いらっしゃる。これを機
に，西脇TMO（西脇商工会議所のもと地域活
性化を主導する組織）とつながり，祭りやイ
ベントのスタッフなど，地元でのボランティ
ア活動の機会が広がった。今では全校生徒が
ボランティア部に所属し，毎週ほとんどの土
日に活動している。人材バンク制をとり，自
分の都合に合わせて参加できるシステムに
し，多くの生徒にボランティア活動を体験さ

せることを大切にしている。年間100回以上
の地域ボランティアに参加していると，地域
の方々がいかに行事を大切にし，地域の産業
や経済，文化を大切に考えているのかが，手
に取るようにわかってくる。地域へ出て活動
すれば，本校に対して良いイメージを持って
いなかった地域の方々からも｢また来てくれ
たの｣，｢ありがとう｣と声をかけられる。災
害支援ボランティアと同じように，生徒に自
己有用感が育まれ，地域で迷惑をかける行動
は少なくなった。地域は生徒を成長させる大
切な教育資源である。
本校は今年創立50周年を迎えるが，破損し

ていた体育館の緞帳が地域の方の手によって
新調された。地場産業である播州織業者から
生地を提供していただき，地元の世界的キル
ト作家の小東風彩先生の監修のもと，地域の
方々や本校が交流している東日本大震災で被
災された方や本校生など計1500人が毎日のよ
うに針を入れ，手作りの播州織大緞帳（５m
×12ｍ）を16か月かけて完成させた。それは
本校が地域によって支えられている証でもあ
る。

⑼ 兵庫教育大学大学院との共同研究
これまでの実践を通して，生徒の自己有用
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▲ 地域支援ボランティア活動の一つ「語り部活動」

▲ 播州織緞帳 お披露目会
地域の方々とともに手作りした播州織緞帳

▲ 地域支援ボランティア活動

▲ 地域ボランティア活動の内容



感を育むためには，他者に対して貢献し，承
認される体験を得ることができるボランティ
ア活動が効果的であると感じていた。それを
実証するために，平成27年度より兵庫教育大
学大学院教授の新井肇氏（現関西外国語大学
教授），研究員の森本祐司氏との共同研究で，
その効果を明らかにする取組を行った。
学校で育てたビオラ900株を市内の幼稚
園・保育園に配る「花いっぱい運動」を，本
校の全１年次生徒のボランティア学習として
実施した。自己有用感について，「花いっぱ
い運動」実施前後に質問紙を用い効果測定を
行った。栃木県教育センターの自己有用感尺
度を参考にした尺度（５件法９項目）（下表）
を用いて，「花いっぱい運動」を実施した前後
で得られた尺度得点ならびに下位尺度得点に
ついて，一要因の分散分析による反復測定を
行った。その結果，ボランティア活動は自己
有用感に有意に高いことが示された。
いつも，マスクをしたりフードを被ったり
して自分を隠していた生徒が，この活動を通
してそれらを外し，隠さないようになった。
また，口元にたくさんのピアスをしている生
徒が，園に向かう途中でピアスを外し，園児
と元気に交流を図っている姿もみられた。
「子どもたちが近くにきてくれてうれしい気
持ちになった」「もっと子どもたちと遊びた
い」と園児たちとの交流に充実感を抱いた感
想が生徒から語られた。

３ 結び
この共同研究を通して，ボランティア活動
が生徒の自己有用感向上に有効であることが
実証された。
内閣府の子ども・若者白書では，日本の若
者は諸外国に比べて，自己を肯定的に捉えて

いるものの割合が低く，自分に誇りを持って
いるものの割合も低い。特に自分に満足して
いるものは５割弱に過ぎない。また，本校の
生活実態調査では，１日に３時間以上ゲーム
やメールなどをしている生徒は５割を超え，
５時間以上の生徒は３割に達している。生徒
は，夜中１時，２時まで起きていて睡眠時間
が少なく，慢性的な疲労感から学習等の学生
生活に集中できない状況がある。実体験が少
なく現在の生活の変化をいやがり進路など新
しいことにチャレンジする意欲が稀薄であ
る。
東日本大震災ボランティア活動は，脈々と

受け継がれ，７回目を迎えた。真夏のボラン
ティアに３年連続参加する生徒も出てきた。
何かを感じ，また，何かを伝えたい気持ちが
根底にあるように思えた。万の命が奪われた
被災地の復旧・復興の道は果てしない。生徒
たちは，汗を流して被災地を走りまわり，話
を聞き，被災地のニュースを注意して見るこ
とで，引き出しが増え，心に余裕ができたよ
うだ。
被災地への思いを風化させてはいけないと

いう気持ちが，生徒たちの新たな想像を芽吹
かせ，人としての成長につながることを願っ
ている。生徒が成長する環境を作り続けてい
くことが私たちの使命と考える。

引用文献
森本祐司（2016）.定時制高校におけるボラン
ティア活動の在り方に関する研究－自己有
用感を育むために－
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▲ 作業終了後の被災された方からのお礼
（自己有用感が育まれる瞬間）

▼ 自己有用感尺度



１ はじめに
本校は平成24年度から高校学力向上推進プ
ロジェクトの研究校として，必要な基礎的・
基本的な学力の確実な定着を図り，授業改善
や学習意欲の向上，学習習慣の定着を図りな
がら，学力の向上を推進してきた。また，昨
年度より「ひょうご学力向上サポート事業」
のアクティブ・ラーニング推進校として，一
方的な教え込み授業の改善を心掛けている。
私は現在本校勤務８年目であり，数学にお
いて「わかる授業」の実践を目指して取り組
んできた。今年度，学習指導要領の改訂に伴
い，生徒が「どのように学ぶか」が大切だと
いう認識のもと「主体的・対話的で深い学び」
の実現に取り組んでいる。以上の経緯から，
本校での数学指導の実践報告と，「主体的・対
話的で深い学び」の授業実践例を紹介してい
きたい。

２ 「主体的・対話的で深い学び」の
実践例 ～類題を考える～

本校は自然科学コースにおいて，特色のあ
る授業の取組を心掛けてきた。数学では問題
演習が授業の中心となるが，論理的思考力を
身に付ける方法として，演習問題の類題をつ
くり，その問題の目的などを考えさせる取組
を行った。問題文の作成においては，「～に
おける」「～において」「～であるとき」のよ
うに，数学特有の表現があり，計算力に加え
て思考力や「ことばの力」が必要であるため，
主体的・対話的な学びを実現し，深い学びへ
と発展させることに適しているのではないか
と考えた。

⑴ 取組
１回目は，２次関数のグラフがx軸の正の

部分で交わるときの条件を求める問題で，関
数の係数を変えて類題をつくらせた。その方
法は，
① 各班５～６名の班をつくる。
② 10分程度各自で類題をつくる。
③ 良い類題の中から問題を選んで班員に解
かせる。

④ 板書をして発表する。
この問題は三つの条件（判別式，軸，y軸と

の交点）の共通範囲を求める問題であるが，
分母の大きい分数や無理数になるものが多
く，計算間違いや，計算は合っていても解な
しといった解答が目立った。そのため，生徒
にとっては取り組みにくいものとなった。

そこで，その反省を踏まえて２回目は，数
字を変更しやすい問題に改めた（指導案参
照）。
sinθ±cosθ= a において， aの値を各自

で考えさせて，sinθcosθなどの値を求めさ
せた。この問題は，－ ≦a≦ の範囲で考
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「わかる授業」の実践を目指して「わかる授業」の実践を目指して
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▲ 班別で類題を考える



えなければならない問題ではあるが，あえて
そのことには触れずに取り組ませた。ほとん
どの班はaの値が１より小さい分数で考えて
いたが，中にはsinθ+cosθ=2とした問題を
考えており，発表の際に θ=0°，90°，45°
などの値を入れさせて，2になるのは不可能
であることを気づかせた。改めて，数学Ⅱ「三
角関数の合成」の単元で再度この話を思い出
させて，－ ≦a≦ であることを再確認さ
せた。その点では，他の単元につなげること
もでき，生徒も前回よりも積極的な活動をす
ることができた。

⑵ 考察
最初，生徒は戸惑いを見せていたが，慣れ
ていくにつれスムーズな取組ができるように
なった。さらに，これらの例題を定期考査等
で出題した結果，定着度は高く，その効果は
あった。しかし，数学の授業では毎回できる
ものではなく，「総合的な学習」や「課題研究」
の授業などで，入試問題の類題を作成したい。
そのことにより，生徒の希望する大学の入試
問題を研究するきっかけにもなるので，自分
の進路への意識向上にもつながるのではと考
える。

３ 「丁寧さと反復」を心掛けて
⑴ 解答を丁寧に
数学の授業では，教科書や問題集の解答を
生徒に板書させる機会が多いが，こちらが求
める解答を書けない場合が多い。毎年７月に
行われる兵庫県数学教育会高等学校部会によ
る「大学入試懇談会」の中で，大学側の「国

語力の低下により言葉を書かない，数式の羅
列となっている」という言葉が印象的であっ
た。確かに考査の答案や生徒の板書を見る
と，数式を並べているだけの答案が多く見ら
れる。また，生徒に宿題や自宅学習をさせて
も，なかなか自分で解くことができない生徒
が増えてきている。市販の参考書・問題集の
解答も最近詳しく解説が掲載されているもの
も多くなったが，途中の計算過程が省略され
ている部分の「行間」を理解できない生徒も
いる。そのため，授業で生徒が板書した解答
の答え合わせをする時は，できるだけ解答を
丁寧に記入することを心掛け，考査や模試な
どで復習しやすいノートづくりをさせること
を心掛けている。また，演習プリントの解答
もできるだけ授業で教えた解き方を理解して
欲しいために，自分で手書きした（または打
ち込んだ）解答は，「行間」を意識して作成し
たものを配布している。
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▲ 班別で考えた類題の発表

▲ 生徒の板書とその解説

▲ 演習プリントの解答



⑵ パターンを反復演習
現在副教材として兵庫県版問題集などをも
たせて，教科書の演習問題の補充をしている
が，１題だけでは定着が図れないために，類題
を何問か入れた演習プリントを作成している。
本校では週末課題を毎週課しているが，例え
ばベクトルの１次独立の問題５問程度を１枚
にしたプリントを配布したり，基本的な問題
を集中的に解かせたりして，自ら最後まで粘
り強く解くことができるように，パターンの
反復を意識したものを作成している。課題提
出を評価に加えており，ほとんどの生徒が真
面目に取り組むため，反復演習に適している。
また，定期考査前にもこれまで作成したプリ
ントや，重要例題や頻出問題をまとめたプリ
ントなどを職員室前に置いて生徒が自由に取
ることができるようにした。

４ ホームルームでの活動
⑴ 朝SHRの小テスト
基礎的・基本的な学力の確実な定着を図る
ことを目的とした小テストを，毎週１回朝の
SHRで行っている。数学は授業の復習的な内
容をあまり取り入れず，中学校で学んだ計算
問題や方程式を解くことなど，計算能力の向
上を目指したものにしている。またその数字
に関しても，あえて原子量（例えばC：12，O：
16）や重力加速度g=9.8を含んだ計算をさせる
など，他の教科に関連した計算を入れて，教科
横断的な指導を心掛けている。

⑵ 学習環境の整備
教員が気持ちよく授業ができる環境が必要

であると考え，数学の授業だけでなく，どの
授業においても学習環境を整えることに努め
た。特に，机間通路の確保は，机間指導をす
ることが多い授業では，生徒の取組を把握す
るために欠かせない。以下は学級担任をして
いた時の取組である。
ア 机間通路の確保のために，鞄を椅子の
下に入れるなど工夫する。

イ 授業開始前に，机の上に不要な物がな
いかを確認する。（授業準備）

ウ 黒板を広く使うために，緊急な連絡以
外は後方の黒板を活用する。

他にも，ゴミを散乱させないこと，教科書
は毎日持って帰ること，などの指導も行った。

５ 最後に
一人でも多くの生徒に「わかる」という実

感を味わってもらいたいというのが数学の教
員になったきっかけである。授業中の生徒の
「わかった」という反応や理解したときの喜
ぶ表情を見るのが本当に好きである。数学の
授業が分かり，数学が好きになることが「主
体的に学習に取り組む」姿勢の育成につなが
るのではと考える。そのために，教師側が授
業や教材に何らかの工夫をする必要がある。
そして，生徒に負けず，教師も常に学び続け
る強い気持ちを持ち続けることが授業の改善
に結びつくのではないかと考える。
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▲ パターンの反復を意識したプリント

▲ 教室内の様子



33

1  
  2  

A
A

3   
 

 

42

sin +cos
sin cos

sin3 +cos3

sin +cos
sin3 +cos3

sin cos  tan 1/tan

sin cos 2
sin +cos = a 

sin cos

tan 1/tan
 

 

 

sin cos = a
2 2a  

sin cos  sin3 +cos3

 

 

 

5

 

38
199  


