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１ はじめに
本校は，篠山市教育委員会学校安全安心づ
くり事業の指定校として，７年間研究を行っ
ている。さらに，新学習指導要領の実施が近
づく中，教科での授業力向上に向けた取組も
合わせて進めている。

２ 本校の取組
⑴ 目指す子どもの姿についての協議
新学習指導要領改訂のポイントを共通理解
した後，職員全員で頭を突き合わせて「本校
の子どもたちに必要な力とは何か」を協議し
た。その協議の中で出てきた意見を集約し，
授業における目指す子どもの姿を「自分の思
いを伝える子」「友だちの思いを聞く子」「自
立して考える子」の三つにまとめた。そして，
そのような子どもを育てるために，テーマを
「自分の思いを伝え合い，学びを深める子の
育成～思いを伝え合うことのできる 学ぶ集
団づくり～」として，まずは安心して自分の

思いを伝えることができる学習集団づくりを
目指して授業改善をしようと計画した。
⑵ 教科の授業交流
具体的な実践として，各クラスで年に１回，

教科での授業交流を行うことにした。本校で
は全教員が年１回安全教育の研究授業を行っ
ているので，教科の授業公開については，教
科や領域などは絞らず，テーマに沿った対話
的な授業を公開することにした。詳しい授業
交流の仕方は以下の通りである。

①授業者は指導略案を教員に配付する。
②教員は短時間でも授業を参観し，以下
の視点について，気づいたことを付箋
に書く。

授業を見る視点
・児童は自分の思いを持っているか
・児童は自分の思いを伝え合っているか
・児童は学びを深めることができたか
③授業を参観した後，授業者と意見交換
し，その内容についても付箋に書く。

④付箋を集め，模造紙に参観者の意見を
まとめ，職員室の壁に貼る。

⑤そのまとめから，自分の授業で意識す
べきことをそれぞれの職員が考える。

授業を見る時に，発問，板書，ノート指導，
指示などが「良いか，悪いか」ではなく，子
どもの姿が「どう変容したのか」という視点
で授業を振り返るようにする。こうすること
により，「伝える」「聞く」「自立する」という
子どもの姿の具体が教員同士で共通理解でき
るようになる。そして，自分自身の授業の工
夫，改善，振り返りをすることにも役立つ。
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▲ 授業における目指す子どもの姿



全教員での研修時間が十分に取れない中で
も，学校全体で同じ目標に向けた授業改善を
行うことができると考え，このように実践を
積んでいくことにした。

３ 実践事例
実際の例として，６年生の授業公開の様子
を紹介する。

６年生 算数科「立体の体積」
本学級には，複数の解き方を考えたり，数
学的なきまりを見つけたりすることができる
児童が多い。全国学力・学習状況調査の結果
では，特にＢ問題（「活用」問題として，情報
の取り出しや解釈，熟考・評価などのリテラ
シーを測るPISA型読解力に対応したもの）
の得点が全国平均と比べてかなり高く，活用
的な問題でも「まずはやってみよう」という
意識で挑戦できる。「円の面積」の学習では，
半径10cmの円が描かれた紙を切ったり，１㎠
分のマスを数えたりしながら面積を求めた。
教科書にはない方法で面積を見つけ出す児童
もたくさんいて，そこから共通点を話し合い
ながら「半径×半径×3.14」の公式を見つけ
る活動を行った。

「速さ」の学習では，100m走の動画を見なが
ら自分たちがどのように「速い」と判断してい
るのか考えさせた。「同じ時間で長い距離を
走っている」ことや，「同じ距離を短い時間で
走っている」ことで速いと判断していること
に気づき，「速さ」は「時間」と「距離」で求め
られることを自分たちで導き出させた。

そのような経験から，本学級の児童は出さ
れた課題に対して数学的な見方・考え方を
使って自分から解決しようとする素地を身に
つけてきた。一方で，教科書通りの単純な課
題では思考を揺さぶることが困難で，学級全
体で解決しようとする雰囲気になりづらい。
子どもたちから自然と声が出て，みんなの声
を聞き合うことで解決に向かうためには，少
しハードルの高い課題の設定が必要である。
本単元「立体の体積」は，５年生で学習し

た直方体や立方体の体積の求め方を応用すれ
ば，底面積の形が変わっても体積を求めるこ
とができるということが理解できればよい。
上記のように本学級の児童にとっては，この
単元は容易に理解できることが予想された。
本校のテーマである，「自分の思いを伝え合
い，学びを深める」ためには，課題の設定が
重要である。少しハードルを上げた課題を設
定し，「分からない」「これでは解けない」と
いう声から「体積を求めるためには何が必要
か」を考えさせ，底面積と高さが分かれば良
いということに気づかせたいと考えた。

単元計画 （全５時間）
第１次：底面が直角三角形の体積の求め方
第２次：角柱の体積の求め方 （本時）
第３次：円柱の体積の求め方

授業のポイント
①思いや考えを伝え合いたくなるような課題
の設定
前時では，工作用紙で1000㎤の立体を作り，

本当に1000㎤になっているか話し合ったり，
その立体を斜めに切って何㎤になるのか考え
たりする学習を行った。本時では少しハード
ルを上げて展開図（図２）から体積を考えさ
せた。
始めは黒板に辺だけを書き，あえて辺の長

さは伝えないようにする。すると子どもたち
から以下のようなやり取りが出てきた。
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▲ 図１ 児童が考えた円の面積の求め方



Ｃ１：あ，展開図だ。
Ｃ２：直角三角形が出てきた。
Ｃ３：これは，三角柱になるはず…
Ｃ４：先生，ここの長さはどうするの？
Ｔ ：ノートのマス３つ分にしておこうか。
Ｃ５：ノートのマス３つ分か…じゃあこの辺

にくっつくのかな？
このように，みんなが「よく分からない」
という状態になるからこそ，「この展開図が
立体になるとどうなるんだろう？」と想像し，
自然と子どもの中に問いが生まれ，自分の思
いや考えを声に出すようになり，みんなで解
決しようという雰囲気になる。特に下側の直
角三角形を描く時には，向きがどうなるのか
子どもたちの興味が自然と湧くところであ
る。
②思いや考えを伝え合おうとした時のコー
ディネート
学級の中には，そのような声についていけ
ない子もいる。そのような時には，子どもた
ちから生まれてきた問いを学級全体の問いに
していくために，「子どもの声」で授業をコー
ディネートすることが重要である。その事例
として，この展開図を組み立てた場合の立体
の体積を求めようとした時の子どもたちのや
り取りを紹介する。
Ｃ ：先生，辺の長さが知りたい。
Ｔ ：じゃあ，何本の辺の長さが分かれば解

けそう？全部？
Ｃ ：３本！（全員）
Ｔ ：え？みんな３本？どの３本の辺のこと

を言っているの？
Ｃ１：ここと，ここと，ここ。

（図２で太線になっている３本の辺）
Ｃ２：え？直角三角形の面積は，縦と横だけ

で分かるから，斜めの辺はいらないよ。
Ｃ３：縦と横と高さが分かればいいから，高

さはここになる。（図２の点線を指す）
Ｔ ：ちょっと待って。ここまでの話，つい

てこれてる？Ｃ１君は，この３本って
言ってるけど，Ｃ２君は斜めの線はい
らないって言ってる。みんなはこの気
持ち分かる？

Ｃ ：うん，わかる。
Ｔ ：じゃあＣ３さんはこっちの辺（図２点

線の辺）が分かった方がいいと言って
いるけど，そのわけ，話せそう？

Ｃ ：うん。
Ｔ ：では，なぜこの斜めの辺ではなく，

こっちの縦の辺（点線）の長さが知
りたいのか，Ｃ３さんの気持ちを隣
の人に話してみましょう。

この後ペアトークをして，どの３本の辺の
長さが必要なのか話し合った。

発表者が間違えたり，聞き手が説明を理解
できていないような時には，教員が説明をし
てしまうのではなく，子どもの声で子どもた
ちの考えをつなぐように意識した。教員が話
す内容は，直前の子どもたちのやり取りをそ
のまま再現することで，聞き手は「先生の説
明」というよりも，「Ｃ２君やＣ３さんの説明」
として捉えており，自分たちで考えていると
いう雰囲気を壊さずに話し合うことができ
る。
③考えを出せたり，他者の考えを受け入れら
れたりする場の保障
２問目に図４のような立体図形の体積を求

める問題を出した。今回は，式から友だちの
考え方を予想させた。
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▲ 図３ 全体交流後の展開図

▲ 図２ 本時の導入で取り上げた展開



以下が数人の意見を交流した後のやり取り
である。
Ｃ１：４×３÷２＝６

８×３÷２＝12
６＋12＝18

Ｃ ：あ～，そっちか。
Ｃ１：18×６＝108
Ｃ ：途中まで一緒だ。上２つは一緒。
Ｔ ：じゃあ，Ｃ１さんがどう考えたのか分

かる？
Ｃ２：この三角形で分けている。
Ｃ３：大きい三角形と小さい三角形の底面積

を出して足している。
Ｃ４：ぼくは，三角柱にしてから足したけど，

Ｃ１さんは底面積を出してから一気に
高さをかけている。

このように，ただそれぞれの意見を発表し
て終わるのではなく，その子がどのようにし
て考えたのかを予想することにより，聞いて
いる子どもたちも自分の事として捉え，その
子の考え方に寄り添う姿勢が見られるように
なる。自分の考え方と比べながら考えること
により，思考力も高められると考えられる。

４ 成果と課題
図５は，それぞれの教員が授業参観後に書
いた付箋をもとにして，まとめた振り返りで
ある。「どう考えたか問い返すことで，聞こ
うとする姿が見られた」「つぶやきが多かっ
たが，自分の考えを持つことができない子も
いるのではないか」など，どれも子どもの姿
からどのような変容が見られたか判断されて
いるのが分かる。

これらの取組での一番の成果は，何より教
員自身が主体的に「どんな子どもを育てたい
か」考え，対話をし，その授業を求めて実践・
交流していることである。それぞれの教員が
自分の授業スタイルが本当に良いのか問い直
し，「子どもの姿」に目を向けて授業を振り返
るようになった。その結果，これまで以上に
教員がお互いに授業を公開・参観したり，相
談したりする雰囲気になってきた。授業方法
などを統一して実践を積んでいく授業研究の
方法もあるが，その学年，そのクラス，自分
の目の前の子どもたちの実態に応じて単元や
学習内容を工夫する授業研究を行うことで，
子どもの変容がみられる授業になってきたと
感じる。
本校では授業改善の取組を始めたばかりな

ので，子どもの変容がはっきり見とれるまで
この取組を継続し，研究として積み重ねてい
きたい。
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▲ 図４ 体積を求める問題

▲ 図５ ６年生の授業公開のまとめ



１ はじめに
本校は，昭和23年に創立され今年70年目を
迎えた。神戸市兵庫区の北西部，小高い丘陵
地の北端に位置する，通常学級９クラス，特
別支援学級４クラスの学校である。長い歴史
を有する学校であるが，校地が土砂災害警戒
区域に指定されたことと校舎の老朽化のた
め，平成25年度，第２グラウンドがあった場
所に移転し，鵯越

ひよどりごえ

校舎として現在に至ってい
る。この“鵯越”は，源平合戦一の谷戦の「鵯
越の逆落とし」で有名な地名である。また，
校名にもある“夢野”の地名は，郷土史の「鹿
伝説」に由来する（注１）。
近年では，旧市街地のドーナツ化現象によ
る児童数減少により，平成18年度に校区の４
小学校（東山・菊水・鵯越・夢野）を統合し
た「夢野の丘小学校」が創設され１小１中の
関係となった。保護者には夢野中卒業生も多
く，なかには三代に渡って本校の卒業生とい
う家庭も少なくない。従って，地域・学校へ
の関心も高く協力的で，様々な行事への参加
率は高い。
校区は，商業地と住宅地の混在する旧市街
地であり，交通の利便性も高く生活しやすい
場所である。一度この地域を離れても再び
戻ってくる方が多いのが特徴だと地域の自治
会役員は語る。一方，地域住民の高齢化は進
み，兵庫区夢野地区の高齢者の割合は，神戸
市でも５本の指に入る。必然的に，中学生に
は地域での積極的な貢献活動が求められ，期
待される。「地域貢献できる中学生とは」と
いうことを日頃から教員，生徒に投げかけ，
生徒会活動，部活動等で地域行事に参加・交

流することを積極的・計画的に行っている。
高齢者介護施設での演奏活動，地域クリーン
作戦への参加，夏休みラジオ体操での示範演
技や出席管理，さらには地域避難訓練での要
支援者の避難補助など，可能なかぎり参加し
ている。
また，防災学習等の講師を地域から招聘で

きるなど，地域の各機関に支援していただく
体制“スクールクラスター（注２）”を確立する
とともに，「中学生（ＰＴＡも含め）に地域を
支援する役割を担わせてほしい」という思い
を地域に伝え，本校が地域を繋ぐことを意識
したカリキュラム編成を行っている。
学校と地域双方向の交流を定着させること

で，地域に根差した信頼される学校づくりに
取り組んできた。地域・保護者・生徒による
地道な活動が実績として積み重なり，相互の
信頼感が深化して，良好な関係が構築できて
きたと実感している。
一方本校では，就学援助を受けている生徒

の割合が３割を超え，生徒指導・学習指導上
の課題がある要支援生徒も５割近くに上るな
ど，学習面の課題解決についての協力を家庭
にお願いすることが難しい状況であるといえ
る。このことは，全国学力・学習状況調査の
質問紙や学校評価アンケートの回答からも読
み取ることができる。

２ 不断の授業改善を目指し
現在，授業規律は保たれており，生徒の授

業へ取り組む姿勢は良好であるが，それが学
習内容の理解度につながらない状況もある。
家庭での学習時間・学習機会の乏しさや，学
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習意欲の低さが顕著で基礎学力の定着が困難
な生徒も少なくない。そこで，学校における
学習活動において，生徒に「学び方」を学ば
せ，より質の高い深い学びを経験させること
で，生涯に渡って「学ぶ喜び・分かる喜び」
を味わわせる必要があると考えた。
教員は教室の子どもの傍らで育つものであ
り，学校で育つものである。授業研究を中心
とした校内研修を日常的・組織的に行う実施
体制の確立・充実が喫緊の課題であった。「い
かにうまく教えるか」から「何をどのように
学ばせるか」。言い換えれば「教える専門家」
から「学ばせる専門家」へ教員の授業づくり
の意識改革を推進し，具現化する授業実践の
取組に着手することを学習面の課題として全
員で共通認識した。授業力の向上のための校
内外の研修による取組が日常の授業に活かさ
れなければならない。

３ 授業づくりのコンセプト
新学習指導要領が提唱する「主体的・対話
的で深い学び」の実現のために，学習指導の
ポイントを，教え込む形式の授業から学ばせ
るための授業デザインへと変更し，自分の学
びに他者（仲間）が関わり，共に学び深めて
いく学習集団へと転換させる仕組みを考え
た。
そこで，授業改善に取り組む研究の柱を以
下のように設定した。
⑴ 学び合い支え合う授業づくりの実践
〇一人一人の子どもの学びを保障する対話的
で深い学びが体験できる授業の実践
〇教室に，学び合い支え合う関係をつくるこ
とで主体的・協働的な学びを実現する
⑵ 授業力と同僚性を高める授業研究
〇授業研究を日常的・継続的に行う教職員集
団づくり
⑶ カリキュラム・マネジメント
〇授業研究の時間を生み出す研究内容の共有
化と組織運営の工夫・改善
〇有効性の観点からの教育活動の見直し

４ 研究の具体
⑴ 平成29年度の研究スケジュール

４月：職員研修（年度当初）
研究目的及び研究主題の共有

５月：年間計画の立案
各教科による公開授業

６月：校内スキルアップウィークの実施
（19～27日で授業相互観察研修）
第１回授業公開研修
（３年社会科公民分野）
夏季休業中：小中合同職員研修

11月：校内スキルアップウィークの実施
（９～17日で授業相互観察研修）
第２回授業公開研修
（２年保健体育科柔道）

12月：年間学校自己評価の実施と検証
２月：校内スキルアップウィークの実施

（13～16日で授業相互観察研修）
第３回授業公開研修
（１年保健体育科球技領域）

３月：本年度の研究の検証と次年度の研
究計画立案

⑵ 授業方法
〇生徒３～４人で班をつくる。可能な限り男
女比を同じにする。

〇単元において，定着させたい授業内容を「共
有課題」（教科書の内容レベル）として取り
組ませる。

〇「ジャンプ課題」として発展的課題を提示
し，班で最適解を求めさせる。

〇班で話し合っている内容を教員が把握し，
生徒に発表させる。教師による答え合わせ
はしない。

●まずは自分で考える
●分からない時は班の仲間に聞く
●仲間には聞かれるまで，教えない
●聞かれたら，教える
●班の仲間で，考えを出し合う
●他の班の発表意見は黙って聞く
●理解できない時は質問する
●最後は自分でまとめる
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▲ 学びの作法



⑶ 授業観察の方法
〇授業観察を教師中心から生徒中心の見方へ
と転換し，生徒が何を学んだかという視点
で記録する。
〇些細なことと切り捨てず，「教師の発問・指
示・支援」，「生徒の行動・発言・つぶやき・
書いたこと・しぐさ」など，気づいたこと
は時系列に沿って全て記録する。
〇どの場面で生徒が何を学んでいたか，また
は学んでいなかったかを記録する。
〇なるべく同じ班・同じ生徒について観察す
るようにし，名前も記録する。
〇授業観察を行っている教員は，生徒に声掛
けやアドバイスはしない。
⑷ 研究協議授業分析
〇授業参観したときの，生徒の変化に対する
気づきを付箋に書き，それを模造紙に時系
列に貼る。
〇似た意見をグルーピングする。
〇グルーピングしたものを「生徒の動き」「働
きかけ」「教師の動き・働きかけ」「その他」
の四つに分類する。
〇学びに対して否定的な発言・行動が多いも
の，意見の葛藤があるもの，などの気づき
をもとに，「授業時間いっぱい学ばせるた
めにどうすればよいか」「学びから降りさ
せないためにはどうすればよいか」などに
ついて協議する。
〇グループごとに「生徒の発言・行動」に対
する気づき・協議内容を発表する。「学び
が深まった，活性化したと思われる発言・
行動」に対して，その要因を究明する。ま

た，「学びから降りた，成立しなくなったと
思われる発言・行動」に対して，その原因
を究明しグループ内で共有する。とくに，
「改善すべき」ことをどう話し合ったかを
発表する。

〇各グループの発表を聴き，他のグループに
対する気づきや感想を自グループで共有し
発表する。

⑸ 支援体制
この取組は，神戸市総合教育センター（以

下「センター」という）の研究開発事業の２
年間の研究開発推進校の指定を受けたもの
だ。日常の授業実践に対して，センターの指
導主事，主任専門員等による授業参観の機会
を設け，授業改善のための具体的な指導助言
を受けてきた。また，学期に１回実施する授
業公開では，センターをとおして招聘した黒
田友紀氏（日本大学理工学部准教授）による
講演と指導助言により，本校の取組の方向性
を確認することができた。
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▲ ３年生社会科 公民分野
グループでジャンプ課題に取り組む

▲ グループに分かれて協議

▲ 各グループの発表



５ 研究成果
校内研修・学校公開研修での自己研鑽，関
係機関からの指導助言により，教員の確実な
授業力向上，資質向上に繋がっている。以下
の視点で検証を述べたい。
⑴ 生徒理解の深化
１小１中である本校の場合，教科学習の得
意不得意は生徒同士で理解している。従って
グループ学習では，素直に「わからない」と
言い合える関係が構築されることが不可欠
だ。言い換えれば，ケアしケアされることが
仕組みとして保障されていることが，授業の
中で学びから降りない大切な要因だと認識し
ている。学ぶ場である教室が，どの生徒にも
居場所となることを保障するために，教員は
生徒理解を深化させ，授業改善に取り組まな
ければならないという視点を持つことができ
た。
⑵ 授業力の向上
教員は，日々の授業と授業研究の積み重ね
の中で，目の前にいる生徒とどんな内容をど
んな方法・手立てで学ぶかをイメージして授
業をデザインする習慣ができてきた。職員室
においても他教科の教員に「あの生徒にこん
な力をつけさせたいからこの課題提示ではど
うだろう･･･」など，助言を求める場面も数多
く見られる。50分間夢中になって学びに取り
組める課題を探し求める姿に確かな成長を感
じ取れる。授業場面でも，課題克服のために
敢えて「待つ」ことや，生徒の発言やつぶや
きを「つなぐ」ことができるようになってき
た。真に，生徒が安心して学ぶことができる
環境整備に取り組めるようになったことを成
果として共有している。
今後の課題は，生徒の知識や技能の獲得，
意見の変容，説明力の伸び等に気づき，学習
内容が個の学びにつながるまでを想定した授
業をデザインすることである。

６ おわりに
学び合い支え合う授業づくりを日常的・継
続的に実践し，学び合い高め合う協働的な教
職員集団を形成することは，新指導要領の理

念に対応する研究であると信じている。ま
た，生徒に主体的に深く学び，分かる喜びを
経験させ，生涯に渡って学び続けることの大
切さを獲得させる端緒についたと考えてい
る。

（注１）県立歴史博物館ホームページ『ネットミュージ
アムひょうご歴史ステーション』参照。

（注２）支援地域内の教育資源（幼，小，中，高，特別
支援学校，特別支援学級，通級指導教室等）の
組み合わせ。
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▲ ２年生体育 柔道
“抑え込み”のポイントを探る



１ はじめに

国語が楽しかったのはいつごろまでだろう
か。自分の子どもの授業参観で，小学校の授
業をのぞく機会があった。そのとき，子ども
たちは実に楽しそうに時間を過ごしていた。
高校の授業も，かつての「講義型」のものか
ら生徒が主体の「対話型」へと大きく変貌を
遂げつつある。しかし，まだ「楽しい時間」
「楽しい授業」の創出には課題も多い。
「主体的」「対話的」「深い学び」が推進さ
れる中，私はその３要素が満たされた結果が
「楽しい授業」であると思う。その楽しい時
間が，すべての授業で実現すれば，きっと高
校の３年間は，充実したものになる。では「楽
しい授業」の実現のために必要なことは，何
か。それは誰でも，いつやっても実現可能な
「自然な『対話』を生む授業システム」を構築
することだと私は考えた。
水は高いところから低いところに流れる。
暖かい空気は自然に上へ上へと上っていく。
“自然”は，誰に強制されることなく，自ら動
き，対流していく。同じことが「対話」でも
できるはず，そう考えた。キーワードは「自
然に」であった。

２ 心理的アプローチ

「やりなさい」では人は動かない。「話しな
さい」で人は話さない。人の心理を考えたと
き，自分の見方や考え方があるときに，人は
それを披露したいと思い，批判されたときに

憤る。自分の見方や考え方がない人間は，何
もしゃべらず，憤らない。人を突き動かす原
動力は興味と関心である。では，興味と関心
が湧くシステムとは何だろうか。次でその要
素を紹介する。

３ 実践の柱

下の枠内は本実践の概略である。基本的に
は小説を題材として想定している。具体的に
は後の実践例を参照いただきたい。

① 教科書掲載の小説は生徒たちの興味
を喚起する魅力がある。主題も明
確。

→ 個人 主題に対して〇か×か等で立
場を鮮明にさせる。

② 同じ意見を持つ者同士は話しやすい
はず。意見の深化もみられるはず。

→ グループ 〇のグループ，×のグ
ループを集めて意見の濃縮を図る。

③ 〇と×のグループ同士で意見交換す
れば，対流が起こる。

→ 全体 意見の見える化を図り，意見
の化学変化を起こさせる。アウフ
ヘーベン。

ステージとしては，個人→グループ→全体
を循環させる方式。
授業者の工夫のポイントは，

① 問いの設定を単純明快なものにするこ
と。
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② 理由を考えやすいワークシート（図１）
をつくること。

③ 全体の意見交換はスピーディーにわかり
やすく行う仕掛けをつくること。
問いの設定は「良いか悪いか」「好きか嫌い
か」などわかりやすさを追求する。また，な
ぜそう思ったのかを突き止めるためのワーク
シートはテキストを読み返し，根拠を探し出
すことが主眼となるように作る。全体の場で
は，意見をスピーディーに表明し，対立点を
明確にする進行を考える。

４ 実践例

「羅生門」 実施学年 １年生
「こころ」 実施学年 ２年生
「舞姫」 実施学年 ３年生

◎「羅生門」の場合
① 個人 登場人物の「下人」「老婆」「死人

の女」「下人の主」を悪い者順に並べるこ
とを授業前課題として出題。理由も考え
させる。

② グループ 班になって，意見を統一する。
③ 全体 予め図１の枠を黒板に書き，順番

を記入。理由も簡潔に記入させる。その
後，班の代表が発表する。

【ポイント】
・本読みを個人のペースで，意図を持って行
うために授業前課題とした。

・「悪」という明快かつ深遠なテーマに絞った。

・並べ替えという単純作業を通じて，自ら
の考えの筋道を明確化させた。
・理由の説明を行うことで，テキストの中
に論拠を求めさせるようにした。

生徒の回答例
左がより悪い者
死人の女 ＞ 下人 ＞ 老婆 ＞ 下人の主

（理由）
現代の法律に照らすと左から，罪の重さが
懲役10年以下・５年以上・３年以下・無罪
となるから。

大事なことは最初にという思いから，初読
時から「悪」について考えさせることを目的
とした。悪を相対化して考えることができる
か，悪を正当化できるかどうか，などこれか
ら先の様々なシーンで考える種となる見方・
考え方の育成を目指した。絶対的な解釈を最
初に提示するのではなく，各人の切り口で解
釈し，その妥当性を削り出していく作業をグ
ループワークと発表の場で行った。
作業内容が簡単であったことで，全員が取

り組めた。また，班活動を予告してあったこ
とで，ほとんどの生徒が家庭で本読みとワー
クシートの記入を行っていた。班討議も自分
の意見があるので，自然にスムーズに行われ
た。発表に関しては，発表スキルの不足が露
呈した。
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▲ 図１ 個人ワークシート

▲ 実際の授業風景



◎ 「こころ」の場合

① 個人 登場人物の「私」「K」に対して，
自分が好きか嫌いか立場をはっきりさせ
ることを授業前課題として出題してお
く。その際，自分が何を持って好き嫌い
を判断したのかをテキストから抜粋す
る。（図２参照）

② グループ 教室を１～４のグループに分
け，自分の主張に合致する席に移動させ
る。集まった人数により３～６人で班分
けをする。意見交換の後，班の意見とし
て集約する。

③ 全体 各グループ１時間ずつ時間をと
り，黒板に好き嫌いの根拠となった箇所
を書き，発表する。他のグループから質
問・意見を出させ，応答する。

【ポイント】
・「羅生門」と同様に意図を持って本読みをす
るために予め四つの立場を説明し，家庭で
自分のペースで読めるように配慮した。
・同じ意見の者同士を配置することで，意見
を濃縮し，背後に仲間がいるということを
糧にして発表をしやすくした。
・全体の発表は，テキストからの抜粋部分を
「見える化」したことで，質問・批判のポイ
ントが明確になり，かなり活発な対話が行
われた。
・対立する意見があることで，発表は活発化
し，発表に向け家庭でも時間をかけ準備し
てくる生徒もいた。

「羅生門」「こころ」ともに明確な答えのな
いところにテーマをおいた。長年指導を続け
ているディベートの論題設定の経験が活かさ
れたと思う。全体に共通する一つの正解はな
いが，グループそれぞれの考え方の中に正解
がある，という状態を創ることができたと思
う。更にそれを全体が許容する雰囲気の醸成
にも成功した。それは，これらの実践を支え
る以下の考え方に因るところが大きい。

生徒への指導は
生徒を 同質均等 に導くことが目的
ではなく，
生徒が 異質同等 を前提として対話

をする活動を構築することが目的。

この授業を終えた後，生徒に対話形式で感
想を聞いた。生徒からは「久しぶりに国語で
燃えた」「こんなに真剣に本を読んだのは初
めて」「自分と違う見方・考え方が分かって新
鮮だった」「誰かに『それ違う』って言うのが
嫌だったけど，喧嘩にならずに受け入れられ
てホッとした」などプラスの意見が多かった。
しかし，一方で「以前より定期テストの点数
が下がった（評価への対応）。前の形式の方
がいい」「おもしろかったけど，何が残ったか
と聞かれると，何も思い浮かばない」などマ
イナスの意見もあった。
「羅生門」では導入で対話形式の授業を取

り入れたが，「こころ」では授業の大部分をこ
の対話形式で行った。舵の取りにくい部分も
あったが，アクティブ・ラーニングが授業全
体のどこまで取り入れられるのか試してみた
いという意図もあってチャレンジした。

◎ 「舞姫」の場合
定期テストや大学入試等への対応という点

も考慮して授業を構成した。この授業のポイ
ントは「自らが問いを作成することを通じて
出題者の視点を獲得する」である。
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▲ 図２ 個人ワークシートの一部



導入 豊太郎擁護・豊太郎批判・エリス擁護・
エリス批判のグループ分けをし，代表者
がスピーチを行った。

→ 下の取組とは別に本読みを個別にさせる
ための意義付けとして，スピーチをさせ
た。（大いに盛り上がった）

① 本文を八つのパートに分割し，一人１
パートを担当する。

② 各パートごとに集まり，漢字・語句・文
意を確認する形式で問いの割り振りを行
う。

③ 個人 担当するパートで問いを作成す
る。

④ グループ パート内で各自が作ってきた
問いを検討し，統一した問いとして整え
る。

⑤ 全体 他のグループに，作成した問いを
解答させ，解答と解説を作成グループが
行う。

【ポイント】
・問いを作成する過程で本文を熟読する機会
が発生し，主体的に作品に関わることがで
きた。
・パート内での討議により，作成した問いの
精査が行われた。
・解答・解説を行うことで設問の妥当性や解
答の妥当性が浮き彫りにできた。

生徒が主体的・自立的，かつ対話的に授業
に取り組む光景が見られた。授業の主役を生
徒へ返した取組だった。
生徒たちが黙々と，しかし活き活きと教材
に取り組む姿がそこにはあった。「じゃ，始
めてください」と「では終わります」の二語
しか発しない授業を体験することができた。
また，活発な発言に因らずとも教材と「対話
する」授業の可能性を垣間見た気がする。

５ マルチに使える仕掛け

今まで紹介してきた取組のグループ内対話
において，対話促進のために度々以下の仕掛
けを用いた。「５人組」班編制の中で，ロール
プレイの要素を加えることで自然な対話への
道筋をつくった。この仕掛けは，小説教材の
みならず教科の枠を越えてあらゆる授業の中
で「使える」ものであると思う。
【グループ内での役割分担】
赤，青，黄，桃，緑の５色それぞれの性格

を次のように設定し，割り当てる。

赤…司会。リーダー性を発揮する。
青…冷静に批判。
黄…盛り上げ役。
桃…和ませ役。ニコニコ相づち。
緑…怠惰。やる気なし。

【効果】
・普段はやりづらい批判も役柄だからと理由
付けして行うことができる。

・役割を交代していくことで，それぞれの立
場から見た討議を実感できる。

・現実に即して，怠惰な存在にどう対処する
のかを経験できる。

＊「緑」を入れるかどうかは，意見の分かれ
るところではある。

６ 今後の課題

「発表スキルの不足」「評価への対応」はこ
の一連の取組を行う上で課題となった。「発
表スキルの不足」に関しては，科目だけの取
組では限界があると思う。１年時の総合的な
学習の時間を活用し，学校全体で全員のスキ
ルアップを図るなどの方策が必要である。ま
た，「評価への対応」に関しては，対話によっ
て獲得した力を評価するものに変えていかな
ければならない。次期学習指導要領が目指す
「学び」や大学入学共通テストも含めて，学科
や学校全体で考えていくべき課題である。
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１ はじめに
新学習指導要領改訂の趣旨に「主体的・対
話的で深い学び」とある。特に「深い学び」
の視点は極めて重要である。これを十分理解
し取り組まないと「活動あって学びなし」と
言われる形式的な授業になる恐れがある。
理科では，「問題解決の活動の充実」と「日
常生活や社会との関連を重視する」方向で検
討された。これは，これまで行われてきた理
科教育と大きく変わらないものであり，むし
ろ，私たちが授業を行う上で大事にしてきた
ものであると考える。これらを踏まえ，以下
に「深い学び」を中心に据えた授業づくりに
つながる実践を紹介する。

２ 絵や図，フローチャートの活用
～６年生 「水よう液の性質」～

「見えなくなった金属はどうなったのだろ
うか」という学習課題に対して，予想を立て
る段階でイメージ図（図１）を活用する。モ
デルを提示することで，想像しやすくすると
ともに共通したイメージを持ちやすくする。

予想したイメージ図を提示しながら説明す
ることで，イメージの共有ができ，積極的な
交流につながる。その際，子どもたちが名付

けた「〇〇説」というくくりで分類（図２）
することで予想を整理していく。

次に，実験方法を考える場面では，フロー
チャート（図３）を活用する。出てきた予想
を検証するには上記の①と②の仮説を調べる
２段階の実験をする必要がある。これを分け
ないで思考させることで，学習課題の解決ま
でのプロセスが明確になり，主体的な実験を
することができる。まず，個人で書かせ，各
班で意見を出し合い実験方法をまとめさせ
る。次に全体交流をする。さらに班で再検討
することで，より深く検討した方法で実験す
ることができる。
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▲ 図１ イメージ図のモデル

▲ 図２ 子どもの予想と仮説

▲ 図３ フローチャートを用いた実験方法



また，単元の終わりに発展学習として，水
溶液を見分ける実験がある。それだけでも子
どもたちは興味をもって実験するが，特定す
るための基準表（図４）をフローチャート形
式で書かせる。七つの水溶液から三つを選ん
で実験し，クラス全体で話し合い，確認する
ことで主体的な実験・検証へとつながる。

３ 既習事項を活用した発展学習
～５年生 「流れる水のはたらき」～
本校の近くには加古川が流れている。実際
の川の様子を観察するには適した場所であ
る。川には様々な流れる水のはたらきが見ら
れ，またそれを抑止する工夫がされていて興
味深い。教科書では，最後に水害を防ぐ工夫
を調べる活動があり，その例が紹介されてい
る。工夫を紹介する前に自分たちで水害のな
い町にするにはどうしたらいいか考える授業
を取り入れる。

脆弱な川を砂で作っておく。市長になって
その川を水害が起こらないようにするにはど
うすればよいかを考えさせる。ポイントは必
要な場所に適切な工事をすること。むやみに
工事をして洪水が起こらなかったからよいと
いうものではない。公共工事であることや，
環境への配慮も考えさせる。子どもたちは，
流れる水のはたらきの特性から，工事の必要
箇所を特定し，班で話し合いながらそこにど

のような工事を行うのかを考え，着工する。
子どもに自由に考えさせると，ユニークなア
イディアが出てくる。ただ，意外にも現実に
ある仕組みと似ている工事例が多くみられ，
後の水害を防ぐ工夫へとつなげやすい。

工事例①は，堤防を作り，さらに石を埋め
て固めている。一般的な護岸工事である。工
事例②は，増水した分を逃がす遊水地。その
他にも川に障害物を置いて流れてきたものを
せき止める砂防ダムの役割をするものや，曲
がったところを直線的に流れるように川をつ
けかえたものなどもあった。
これらをもとに検証していくことで，得た

知識を深めることができるとともに，実際の
川における災害を防ぐ工夫の在り方について
実感を伴った理解を図ることができる。
発展学習は教科書にも取り上げてあり，ま

た教材研究によりさまざまな取組ができる。
地域教材を開発するのもおもしろい。授業時
数との兼ね合いもあるが積極的に取り上げた
い。
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▲ 図４ 特定するための基準表
▲ 工事計画の話し合い

授業の流れ
１．工事計画 ２．工事着工
３．大水発生 ４．現場検証

▲ 工事例① ▲ 工事例②



４ 観察記録の活用
～６年生「月と太陽」～
子どもたちは「月の見え方が日によって変
わるのはどうしてだろうか」という学習課題
に対して，予想を立てることがなかなか難し
い。月を見た経験や既習事項を出し合いなが
ら予想していくがなかなか深まらない。月に
対する子どもたちの持っている情報が漠然と
して，議論の焦点化が図れないからだと考え
られる。そこで，「かげのでき方と太陽の光」
や「月や星」で行ったような観察記録を本単
元でも活用できないかと考えた。
観察に時間がかかるため，本単元に入る前
から行う。観察はワークシートを２種類用意
する。１枚目のワークシートでは，いろいろ
な形の月（三日月・上弦の月・十三夜・満月・
下弦の月）を観察させる。ねらいは，月に興
味を持たせるとともに，日によって月の見え
方と見える時刻や位置が違うことに気づかせ
ることである。昼間に見える月があることを
知らない，あるいは忘れている子もいる。こ
の昼間の観察を活用し，全員に観察の仕方を
共通理解させることも可能である。また，観
察間隔が適度にあいているため，観察記録の
点検・確認がしやすい。２枚目のワークシー
ト（図５）で，三日月から十三夜までを18時
という決まった時刻に観察させる。ねらい
は，太陽を西に固定し，短い間隔で観察させ
ることで，少しずつ見える位置が東へ変わっ
ている，少しずつ見える形が太くなっている
ことに気づかせることである。

子どもたちの観察記録を見て分かったこと
は，課外での観察が主になるため，なかなか
正しい位置に月の形を書きこむことができな
いということである。正しく観察記録を残す
ことができなければ，予想する上での材料と
はならない。そこで活用したのが国立天文台
の「今日のほしぞら」である。観察の翌日に
教室に掲示し，必ず自分たちで確認させる。
それにより，位置や形のずれから自分の観察
の仕方を見直すことができ，少しずつ正確に
観察できるようになってくる。
それをもとに気づいたことを出し合い，予

想させることで太陽と月の位置関係から見え
方が違うのではないかと自ら仮説を立て，実
験ができる。これらの活動から，太陽と月が
同時に見られない場面（満月から新月）のイ
メージも持ちやすくなり，理解が深まる。

５ おわりに
授業づくりをする上で大切にしていること

は，子どもたちにいかに興味を持たせるかと，
いかに考える力をつけさせるかである。その
ための手立てをどう講じるか。それには，教
材をどう解釈し，目の前にいる子どもたちに
どう向かわせるかを深く考える必要がある。
全く新しいことをする必要はない。本当に
「？」を感じた時の子どもたちはいきいきと
している。自然と話し合いも活発になる。そ
のような授業を少しでも増やしていくこと
で，「深い学び」を中心に据えた授業づくりを
構築していきたい。
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▲ 図５ ワークシート２枚目

▲ 月の見え方を確認する実験



１ はじめに
現任校に赴任して６年が経過しました。着
任した当時は通常の学級18クラス，特別支援
学級２クラス，生徒数660人という但馬では
最大規模の学校でした。それまでの美術担当
２人体制がこの年を境に私１人になりまし
た。前任校は小さな学校でしたので授業数は
少なく，その分，多種多様な校務分掌を担っ
ていましたが，現任校では美術の授業だけで
21時間担当することになり，分掌については
配慮していただきました。現在，生徒数は
556人まで減りましたが，それでも年度当初
は，生徒の顔と名前がなかなか一致しないま
まの怒濤のような日々を送ることになりま
す。

２ 取り組みの内容・方法
⑴ 授業の様子など
①入学後最初の授業
「美術の授業は何のためにあるのでしょ
う？」この質問が毎年１年生最初の授業の導
入です。生徒からは「絵を上手に描けるよう
にするため」というニュアンスの答えが返っ
てきます。学習指導要領には，教科の目標と
して「表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，

美術の創造活動の喜びを味わい美術を愛好す
る心情を育てるとともに，感性を豊かにし，
美術の基礎的能力を伸ばし，豊かな情操を養
う」とありますが，この授業ではあえて答え
を教えません。「３年間でその答えが解って
くれると嬉しいな」とだけ，言っておきます。
次にＢ６判の白紙を配布して新入生テスト

を行います。問題は毎年同じで，「ニワトリ
を１羽描きましょう」です。いきなりのテス
トに生徒たちは少々戸惑い，四苦八苦しなが
らも一生懸命描きます。記名は用紙裏面で，
時間に余裕がある生徒には自己紹介も書かせ
ます。作品はとても楽しいものが多く，かな
りの描写力が感じられる力作からイラスト系
のかわいい作品まで様々です。意外に多いの
は「４本足のニワトリ」です。これらを実物
投影機でモニターに映すと教室が大爆笑に包
まれるのですが，裏面に記名してあるので誰
が描いたものか解りません。大いに盛り上
がった後，「写真で撮ったら四本足のニワト
リはあり得ないよね。でも絵の世界では可能
だよね。これから３年間，楽しい授業にしま
しょう」と締めくくります。

②教室環境について
赴任当初，準備室を挟んで二つある美術室
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▲ ２年女子「雪の日の通学路」



の活用法を考えました。１人で担当するため
教室は一つで十分なのですが，第一美術室は
広くて机も大きく作業しやすい代わりに水道
の蛇口が四つしかありませんでした（現在は
増設しています）。さらに廊下側の窓は資料
や道具を置く棚が置いてあり窓を開けられな
い密室のような状態でした。一方，第二美術
室は狭く，机も小さく，水道は教室内にはあ
りません。授業は広くて動きやすい第一美術
室ですると決め，まず廊下側に並んでいたス
チール棚を第二美術室と倉庫に移動し，おそ
らく何年も開けたことがなかった窓を全開に
し，廊下から中の様子が見えるようにしまし
た。以来，廊下を移動中の生徒はもちろん，
校長先生をはじめ，他教科の先生も興味深げ
に覗いてくださり，生徒はいい意味での緊張
感を持って制作しています。
第二美術室は現在，美術部が使用していま
す。美術全集をはじめ静物画のモチーフや陶
芸制作のための回転台，などを常備していま
す。

③水彩絵の具の使い方について
１年生の一学期に静物をモチーフにして水
彩絵の具の使い方と色についての学習をしま
す。パレットに12色の絵の具を全て並べ，混
色と重色について考えさせます。筆先で少量
の絵の具を混色し，一筆ごとに色味が変わる
不思議さを体感させ，モチーフの微妙な色の
変化や明暗の様子を，チューブから出したま
まの生色ではなく必ず自分の色で表現するよ
う指導します。
④写生会について
９月の北園祭（体育祭と文化祭）の後，学
年ごとに写生場所を決め，弁当持参の１日が
かりで制作します。作品のサイズは四つ切り

で，秋の作品展に応募する作品の多くがこの
写生会から生まれます。
１年生は学校周辺の住宅街。２年生は少し

離れた住宅街。３年生は農村風景が期待でき
る集落に出かけます。制作の指針となるよう
なプリントは事前に配布し，特に１年生には
時間をとって説明します。生徒はチェック
シート形式の反省用紙に必要事項を記入して
作品の裏面に貼り，ある程度着色をした下描
きを一旦提出します。点検を済ませてから写
生会当日を迎えるのですが，１年生には先輩
の制作途中の作品も可能な限り見せるように
しています。
当日は，お世話になる地区の区長さんにお

願いして公民館の水道やトイレを借用しま
す。恒例の行事として定着しており，地域の
皆さんにも温かく見守っていただいていま
す。
⑤小中一貫教育について
豊岡市では平成19年度に「小中連携教育推

進協議会」が発足しました。前任校で小中連
携の担当をした際，中一ギャップを中一チャ
ンスとするために美術教師の立場で何ができ
るかを考えました。当時，中学生の作品を校
区の小学校に貸し出し観賞してもらった取組
が好評でしたので，現任校では以前から行わ
れていた小学校への「乗り入れ授業」とあわ
せて「中学生作品巡回展」を実施しています。

⑵ 美術部の活動について
①目標は日本一
若い頃は運動部の顧問で，勝ちにこだわっ

て指導してきました。美術部の顧問になって
からも負けず嫌いの性格から，「どうせやる
なら大きな目標に向かって活動したい」とい
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う思いで，部員たちには「日本一を目指そう」
と鼓舞し続けています。部員の中には運動部
から転部してきた生徒もいます。体力的なエ
ネルギーが有り余っている中学生ですから，
希望があれば時にはランニングや体を動かす
ことをしてもよいと言っており，坂道ダッ
シュでストレスを発散させるシーンも見られ
るユニークな美術部です。活動時間について
は，休日の活動も含めて部長を中心とした生
徒の自主性に任せています。休憩時間を上手
に設定し，効率よく活動しています。

②合評会
「一ヶ月一作品を完成させる」これが美術
部の唯一具体的な目標です。作品ジャンルに
ついては全て個々の自由ですが，なぜか写真
を見ながらの風景作品が多いです。個性的な
作品を生み出すために，色や形については写
真にとらわれず，自分の線で自分だけの形を
自分だけの色で表現するように指導していま
す。使用する写真は生徒が撮影してきたデー
タをモニターに映し，視点や構図について講
評を加えながら指導することもあります。
完成した作品は合評会で相互に評価し，学
年ごとにその月の優秀賞を互選して，常設展
示とは別に廊下に貼り出して紹介していま
す。
③作品展示について
活動場所（第二美術室）前の廊下にパネル
を常設し，部員たちは新しい作品が完成する
たびにビニル製の簡易額の入れ替えをしま
す。体育館への通路にあるので全校生が目に
しており，美術部以外の生徒に対してもいい
刺激を与えています。また，普通教室前廊下
の額を部員がそれぞれ一枚担当し，長期休業
中に入れ替えて展示することで作品発表と同
時に環境美化に役立てています。

３ 取組の成果
地元の豊岡市美術展や伊藤清永賞子ども絵

画展に毎年100点ほど出品しています。この
展覧会で入選することが地域の児童生徒の励
みになっています。そのほか兵庫県幼・小・
中造形教育展，兵庫県小・中・高校絵画展，
全国教育美術展などに出品していて，この６
年間，毎年何らかの形で学校表彰していただ
きました。中でも全国教育美術展の全国学校
賞と兵庫県小・中・高校絵画展の学校賞には
心が躍りました。生徒が心を込めて仕上げた
作品を１人でも多くの人に観ていただく機会
ととらえ，今後も出品を続けようと思います。

４ おわりに
本校生徒会のスローガンは「当たり前のこ

とが当たり前にできる北中生」です。授業に
向かう態度はとても落ち着いており，放課後
の部活動では中学生らしいパワーを発揮して
います。こんな恵まれた教育環境で授業がで
きることに感謝の気持ちを忘れず，専門性を
さらに向上させるため，今後も真摯な態度で
研修を積み，生徒の素直な表現欲求に答えて
いく所存です。
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▲ ３年女子「出漁を待つ」

▲ 美術部・制作の合間に腹筋を鍛える！

▲ ３年女子「城崎にて」

※豊岡北中学校の作品は「兵庫教育」２月号
「わたしの作品」ページにも掲載しています。



１ はじめに
本校は，今年創立66周年を迎える夜間定時
制普通科高等学校である。勤労青年のための
教育機関という定時制高等学校の従来からの
使命に加え，時代の変化に伴い，不登校・中
途退学者等への学びなおしの機会提供，困難
を抱える生徒の自立支援等の面でも期待が高
まっている。また，外国籍の生徒や発達障害
等の特別な支援を必要とする生徒への対応な
ども重要な課題となっており，多様化する生
徒への対応が期待されている。
昨年度より新入生オリエンテーション合宿
を１泊２日の日程で実施している。今年度は
国立淡路青少年交流の家にて，各部オリエン
テーション，学習活動，アクティビティ（カッ
ター訓練等）を行う中で，基本的な生活習慣
や学校生活で必要なルールを身につけ，学年
クラスへの帰属感や連帯感を深めた。また，
昨年度より競技場所を体育館から運動場に変
更した体育祭や約10年ぶりに開催した文化祭
では，生徒による実行委員会を本格的に組織
化し，受け身の運営から生徒による主体的な
運営への転換を図っている。
またキャリア教育の新たな取組として，職
業観の育成に向けた，生活基盤を保証する有
給のインターンシップを今年度から実施して
いる。卒業年次に慌ただしく進路学習を展開
するのではなく，早い学年から居住地域にあ
る企業のことを知るとともに，企業の求める
技術者として手に職をつける経験を通して，

自らの将来展望を拓く機会とした。企業に
は，アルバイト契約を前提とし，適性判断就
業の観点を導入し，卒業後の正式採用を視野
に入れた受入れもお願いしている。このよう
に地域社会の担い手となる人材の育成にも貢
献している。

２ ＮＩＥ実践にあたって
⑴ 新聞の年間購読計画
実践１年目は，９月～11月と１月の計４ヶ

月に亘って，６紙（朝日・毎日・読売・日経・
産経・神戸）の朝刊と夕刊セットでの提供を
受けた。実践２年目は，４月・５月・６月・
９月の４ヶ月は朝日・読売・産経，10月・11
月・１月・２月の４ヶ月は神戸・毎日・日経
を朝刊と夕刊をセットで，年間を通しての提
供を受けた。
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授業実 践授業実 践授業実 践

「２年間のNIE実践を通して」「２年間のNIE実践を通して」
私たちの生活と新聞～新聞をより身近に感じる～私たちの生活と新聞～新聞をより身近に感じる～

県立錦城高等学校 教諭 田
た

中
なか

宏
ひろ

典
のり

▲ 文化祭（錦城祭）



⑵ 新聞コーナーの設置
本校のHR教室は県立明石南高等学校と共
有しており，教室には新聞を常設できないた
め，本校の校舎からHR教室への渡り廊下に
新聞コーナーを設置した。また，各学年ごと
に，夕刊を中心に教室に新聞を置き，生徒に
より身近に新聞を感じられるように工夫し
た。また，新聞のバックナンバーについては，
約１カ月間分を目安として，生徒玄関に近い
保健室前の廊下に閲覧スペースを設けた。

３ 実践の内容
⑴ 第１学年「現代社会」の取組
地理歴史科・公民科では，資料やデータと
して新聞記事が多用される。また，一つの「出
来事」を取り上げ，その扱いを見比べるなど
新聞を活用した実践事例は多い。そのため今
年度は，新聞の「ペーパー」としてのヴィジュ
アル面での「強み」を考えるため，株式市場
欄の見比べとして，全面高になった日の株式
市場欄と全面安になった日の株式市場欄を見
比べた。
平成29年１月４日から２月13日の期間で，
最高値は２月10日，最安値は１月31日であっ
たが，２月11日（土）の新聞がなく，全面高
は１月26日を使った。新聞社により「白」「黒」
の差に相違があった。授業では日本経済新聞
を用いた。

⑵ 第１学年「生物基礎」の取組
生物基礎では「生体防御」の授業の中で，

インフルエンザやノロウイルスの記事を取り
上げて，ウイルス感染や細胞性免疫のしくみ
についての補助的な教材として活用した。ま
た，３紙に掲載されたノーベル賞を受賞され
た大

おお

隅
すみ

良
よし

典
のり

さんの記事を紹介し，生徒が生物
への興味・関心を持ってくれるきっかけ作り
として活用した。
⑶ 第４学年「キャリア教育」の取組
キャリア教育では，自分が気になる新聞記

事を探し出し，その記事に関して，他の新聞
記事の内容と比較，またはインターネットを
使って，その後の追跡調査に取り組んだ。
Ａ３判用紙を使用し，表面には「自分がそ

の記事のどういった点が気になったか」を記
入した。裏面には「比較して分かったことや，
調べてみて気がついたこと」を感想ともにま
とめ上げた。
たとえば，味覚障害に関する記事に，小さ

い頃の食事や運動といった日常生活での習慣
が，濃い味を好み，味覚が鈍化するといった
味覚障害につながっている可能性があるとい
う内容があった。生徒は「味覚障害」という
言葉や「味覚障害になる原因」について興味
を持ち「味覚障害の種類」や「味覚障害を防
ぐ方法」「味覚障害度をチェックできる項目」
などをインターネットで調べ，まとめた。
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▲ 渡り廊下に設置した新聞コーナー

▲ 生徒の活動の様子



生徒からは，「普段気にしたことのない味
覚のことについて調べることができてよかっ
た」や「おいしい物をこれからも食べ続けら
れるように今のうちから食生活を気にしてみ
ようと思った」といった感想があった。帰宅
時間が遅く，食生活のリズムが悪くなってし
まいがちの定時制の生徒たちにとって，自分
の食生活を振り返るとても良い機会になっ
た。

４ 新聞記者派遣の取組
平成28年12月15日（木）に新聞記者派遣事
業として，４年生の14人を対象にして，社会
人になるにあたっての新聞の必要性を知って
もらおうと，兵庫県NIE推進協議会事務局長
の山

やま

崎
さき

整
ただし

氏に「ニュースを知れば一目置かれ
る！？」の題で，講演を依頼した。本校の生
徒は全く新聞を読む習慣のない生徒が大半を
占めている。そのため講演では，当日の新聞
から過去の様々な記事を取り上げ，社会に与
えた影響について，言葉を噛み砕きながら分
かりやすく説明して頂いた。中でも大手IT
のDeNAのサイトが，他のメディアから記事
を無断で転用したことなどが分かり，同社の
全サイトが休止になってしまうなどの経緯を
詳しく解説された。記事の正確性に欠点のあ
るネットニュースと新聞記事を比較しなが
ら，新聞の必要性を強く強調されていた。

最後に山崎氏から本校生に向けて「１日に
10分でもいいから新聞をめくって世間で何が
起こっているか知って欲しい。新聞から得た
情報や知識の蓄積は，社会に出てからも必ず
役に立つ」とアドバイスを受けた。

５ まとめ
多くの生徒に新聞に触れてもらおうと，年

間を通した新聞提供を計画し，渡り廊下や
HR教室に新聞を置き，生徒に新聞をより身
近に感じさせるためこの実践を行ってきた
が，本校生の新聞に対する関心は２年間を通
して明確な変化は認められなかった。
しかしながら，兵庫県NIE事務局長の山崎

整氏を招いて実施した講演会では，多くの生
徒が新聞の必要性を感じ，新聞に興味を持た
せるよい機会となった。
また授業では，教科の学習理解を深める事

に新聞を活用し，キャリア教育では自分が気
になる新聞記事を探し出し，他の新聞記事の
内容と比較するなど工夫した内容となった。
今年度は４年生の総合的な学習の時間を

使って，毎週必ず新聞を読む時間を設けてい
る。
２年間のNIEの活動を通して，新聞を使っ

てどんな活動をし，生徒にどのような力を付
けさせたいのかなど，学習の見通しをより明
確にして実践を行うことの重要性を強く感じ
ている。
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▲ 新聞記者派遣事業


