身近な環境を考える

マツが語る森林の歴史
マツは北斎や広重の浮世絵にも描かれ，多くの神社仏閣でも植えられています（写真１）。このこと
から，マツは日本の木の象徴で古くから日本人の暮らしに関わってきたと思われがちです。しかし，福
井県鳥浜遺跡（縄文時代）や静岡県登呂遺跡（弥生時代）から出土した木材にマツは含まれず，登呂遺
跡では90％以上がスギでした（写真２）
。さらに，３世紀の日本を紹介した「魏志倭人伝」に記載され
ている植物にも，
マツはありません。土中の花粉分析結果から，どの時代もマツは生息していますが，人々
との関わりは薄かったようです。

写真１：広重の「東海道五十三次」にも描かれている
東海道のクロマツ並木 ［神奈川県小田原市］

写真２：多くのスギの木具が出土した登呂遺跡
［静岡県静岡市］

なお，大阪府の泉北ニュータウン開発で出土した
陶器の窯跡の灰の分析によると，使われた薪は６世
紀まではカシでしたが，７世紀後半からは全てマツ
に代わったことがわかりました。この頃，編纂され
た「万葉集」ではマツが多く詠まれていますから，
マツと人々との関わりが強くなったのは，７〜８世
紀以降と考えられます。特に，奈良時代以降は大規
模な都の建設や農地の開拓のために人里周辺の森林
伐採が盛んになり，やせた荒れ地でも耐えられるマ
ツが伐採地に侵入し，松林が広がったと思われます

写真３：破壊された森林跡に生えるアカマツ林
［埼玉県飯能市］

（写真３）
。
また，都から遠い長野県木曽谷では，人々の暮ら
しが広がった12世紀からアカマツの花粉が増えてい
ます。同時に，山間部の開拓時期に植えられること
の多いソバの花粉も増えています（写真４）。このこ
とは，人々の暮らしの広がりとマツの生息域の広が
りが重なることを示しています。マツが日本の象徴
的な木になったのは，奈良時代の頃から今日まで，
人々が森林を傷つけてきた結果でもあるのです。
（文責

広報課）

写真４：人々の暮らしと共に広がったソバ
［山梨県山中湖村］

「感性の教育について」
昨年の ７ 月から 月までの半年間，ある新聞の夕刊で六百

愛知教育大学

後藤

ひとみ

私「とんぼってどこで寝るのかなあ。
」

学長

字に満たないコラムを週 １ 回ペースで書く機会を得た。毎週

学生Ｂ「山じゃないですか。
」

学生たち「…。
」

の〆切りに追われたが，日頃から気になっていたことを書い

」
私「山はあんなに遠いのに？ あそこまで飛べるのかなあ。

大学教員を長く務めてきたので，書くことや話すことには

ね。でも，山に登ったとき，大きな木の葉を隠すくらいにたく

私「木にとんぼがたくさんとまっているのって見たことないよ

学生たち「…。
」

比較的慣れている。しかしながら，新聞の読者は顔が見えず，

掲載）についてであった。秋が深まる中で夕焼け空を見上げ，今年は
赤とんぼを見なかったなあと思いつつ，ふと，二十年以上も前の出
来事が思い出されて書いたものである。以下は，掲載内容の一部抜
粋である。
前に勤務していた大学に小さな池があった。ある秋の夕暮れ，
研究室の四年生たちと食堂に向かうとき，ふと見上げると赤と
んぼの大群が池の上空を覆っていた。その情景は今でも目に浮か
び，驚きの数だった。そして，疑問が浮かび，学生たちに尋ねた。
学生Ａ「この池からじゃないですか。
」

私「ねえ，こんなにたくさんのとんぼ，どこから来たのかなあ。
」
私「とんぼも夜は寝るよね。
」

いと強く思っている。

げる，そんな教師を本学が中心になって育てていかなければならな

いるという嘆きである。自分の感性を磨き，子どもたちの感性を広

う感想を寄せてくれた。子どもと共に動き，感じ，学ぶ教師が減って

伝った。足が汚れるとか言って，川に入らないのは教師のほう。
」とい

ある人は，
「学校の行事ということで頼まれ，川の生き物探しを手

ているものに優しくなれるのか。簡単なことではないと思う。

思う。どうしたら人の生きざまに関心が向くのか，どうしたら生き

教師になる人，子どもの育ちにかかわる人には欠かせない素養だと

持ったり，簡単に見ることのできない世界を想像したりすることは，

なった。例年にない大量発生という現象から生き物の生態に関心を

この 会 話 がきっかけで，学 生 た ちの 感 性について 考 えるように

私「…。
」

学生Ｃ「気持ち悪〜い。
」

さんのとんぼがとまっているのを見たら驚くよね。凄いよね。
」

いただいた。

たり，自分なりのオチにこだわって書いたりして楽しませて

ごとうひとみ●愛知教育大学大学院教育学研究科修了後，
公立小学校の養護教諭，同朋大学社
会福祉学部の教員，
北海道教育大学旭川校の養護教諭養成課程の教員，
愛知教育大学養護教育
講座を経て，
2010 年より教育科学系の学系長
（学部長に相当）
，
2014 年４月より現職。
教育学修士/
愛知教育大学，
博士（医学）
/名古屋大学。
日本養護教諭教育学会理事長
（3 年ぶり，
3回目の就任）
，
日本健康相談活動学会理事，
国立大学協会理事，
愛知県教育懇談会委員
（知事の諮問）
，
東海テレ
ビ番組審議会委員，
中日新聞・東京新聞の木曜日夕刊に
「紙つぶて」
を執筆
（2014 年7月～12月）
。

年齢や職業なども多様であることから，私の文章を読んで，
誰が，どう感じるかと緊張の日々でもあった。有り難いことに，共感
や励ましの手紙やメールをいただくことができた。中でも，複数の
人が印象深いと言ってくださったのが「赤とんぼと感性」
（ 月６日
11
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社会を生き抜くためのキャリア教育
～ライフキャリア教育のすすめ～
渡邉

昭宏

元神奈川県立金沢養護学校副校長

これまでのキャリア教育

割が就職後３年の間で離職しています。この割
合は昔とそう変わりはなく，職場体験先探しな

経済界の強い要請で21世紀初頭から始まっ

どを先生方が躍起になってやった割には
「キャリ

た日本のキャリア教育は，
「職業観・勤労観の

ア教育」の効果は10 年たっても出てきていない

育成」というスローガンのもと，小学校から実

のです。いったい何がいけなかったのでしょうか。

際に仕事や職場を体験させるインターンシップ
教育として定着してきました。早い時期から様々
な仕事に親しむことによって職業選択の力を育
み，学校卒業後に適職に就かせることでニート
（若年無業者）にさせないというのが当時のねら
いでした。

そもそものキャリア教育
2011年に中教 審はキャリア教育の定義を，
それまでの
「職業観・勤労観の育成」から
「社会
的・職業的自立の育成」へと方針転換をしまし

しかし導入後 10 年以上が経過し，景気も回

た。これは職場見学や職場体験活動が行事の

復してきたのに，一向にニートが減る気配はあ

ように形骸化し，それをすることがキャリア教育

りません。内閣府が 2010 年に実施した
「若者の

だと誤解している学校が増えたことへの警鐘で

意識に関する調査 (引きこもりに関する実態調

した。そして基礎的・汎用的能力という概念を

査 )」によれば，引きこもりになった理由として

導入することで，通常の授業や学校生活のなか

「職場になじめなかった」
「病気になった」
「就活

でキャリア教育を意識的に行うことが推奨され

がうまくいかなかった」
「人間関係がうまくとれ

ました。つまり
「キャリア発達を促すことがキャ

なかった」というのに加え，
「学校時代から不登

リア教育」であるならば，従来のように
「職業・

校だった」といった理由もあげられました。つま

勤労・仕事」に関係ある内容にこだわることな

り
「働けるのに働かない
（何となく就職したくな

く，どの教科や単元であっても指導する内容や

い）」と半ば怠けているように思われてきたニー

方法があるはずということを明確に示しました。

トのなかには，実際には
「働きたいのに働けない

この転換は，それまでキャリア教育を
「働く力

（雇用されない，継続しない）」という特別支援

（ワークキャリア）の育成」と理解・推進してき

学校高等部の生徒たちと，同じような苦悩を抱

た先生方に大きな戸惑いを生じさせました。そ

えてきた若者も少なくなかったのです。

れと同時に
「キャリア発達とは何か」
「具体的に

それだけではありません。キャリア教育を施

何を育てればよいのか」というキャリア教育の

し進路選択力をつけて卒業させたはずなのに，

根本を一から考え直すきっかけにもなりました。

内閣府の
「子ども・若者白書 2014」によれば，
最近でも中卒の６ 割，高卒の４ 割，大卒の３

2
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そもそもキャリア教育の中身が
「仕事」に関す
ることだけなら，導入の時から
「進路教育」
「就

社会を生き抜くためのキャリア教育

～ライフキャリア教育のすすめ～

労促進教育」といった言葉でよかったはずです。

か），それは職業でもお金でもないということを

つまりキャリア教育は初めから
「生き方教育」

丁寧に教えていくのが，本当の意味でのキャリア

「人生教育」という職業生活以外の市民生活，

（人生）教育で，それこそが本来の学校教育の

家庭生活，余暇生活などをも含んだ人生そのも

役割なのではないでしょうか。最近は
「イクメン」

のを，考えたり設計したり準備したりするための

が増えています。前世紀のような，児童生徒た

ものでした。

ちに総合職や専門職をめざさせ，
「仕事人間」

図１は中教審の基礎的・汎用的能力の定義
をさらに日々の実践に使えるように言い換えた

「企業戦士」にさせる時代はとうに過ぎ去ったの
です。

ものです。そしてそれは奇しくも最近よく言われ

一方で昔ならば家庭や地域社会のなかで，知

るＰＤＣＡサイクルと重なり，生きていくのに必

らず知らず学んだり教わったりして身に付けられ

要な力であることがわかると思います。

たソーシャルスキル
（基本的生活習慣や社会性）
を，学校で教えなければならなくなったり，教え
ることを親から求められる時代になってきまし
た。
「しつけ」に類するこれらのことははっきり
言って
「仕事以前」の内容です。ところが，若者
が就職先で疎まれたり辞めたりせざるを得なく
なってくる理由のほとんどが
「仕事ができない」
ではなく，
「しつけがまるでなってない」
「言動が
非常識すぎる」
「何を考えているのか理解できな
い」
「いったい学校で何を習ってきたんだ」といっ

図1

基礎的・汎用的能力の体系

た評価です。
反対のことを言えば，仕事力が大してついて

ワーク・ライフ・バランスというのは，仕事ば

いなくても基本的生活習慣や社会性に長けて

かりでなく家庭も大切にしようといったスローガ

いれば社会でそこそこやっていかれるのです。私

ン的なものではなく，ライフ
（人生）のなかでの

が
「職業人である前に社会人であれ」と唱えるの

ワーク
（労働）の割合・比重を考えていこうとい

は，特別支援学校高等部生徒の職場体験先の

う
「人生の設計図」です。それは１日単位の労働

社長からこう言われたからです。
「仕事は会社に

時間ということもありますし，育児や介護休暇

入ってからゆっくり教えるので，学校は社会で生

の取得，早期退職などといった人生全体に及ぶ

活できる人にしっかり育ててから会社に送り出

ものもあります。ライフは家事だけではなく，余

してください」と。

暇生活，地域生活，市民生活などあらゆるとこ
ろにあります。共通しているのが
「報酬を求めな
い・期待しない」ということです。

自立と社会参加

生きていくには職業やお金が必要だといった

多くの特別支援学校では学校教育目標のな

わかりきったことをわざわざ学校で教えることよ

かに
「自立と社会参加」という言葉を使っていま

りも，むしろ，人生にとっては何が大切か
（幸せ

す。そしてキャリア教育を
「自立と社会参加に向

3
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けて一人ひとりのキャリア発達を支援する教育」

さを身をもって訴え，それによって社会や常識

と捉えています。ハンディのある卒業生たちに

を変革していくというすごい
「働き」をしていま

経済的自立を求めるのは困難です。それよりも

す。そのようにしてできた駅のエレベーターの恩

「少しでも一人でできる部分を増やして社会に受

恵に浴しているのが重いスーツケースを携えた

け入れてもらい，住み慣れた地域で人間としての

海外旅行者です。こうしてハンディのある人に

当たり前の暮らしをしていかれるように」という

とって住みやすい街はすべての人にとって住み

願いがこめられています。

やすい街になります。そうした変革の
「役割」を
担うためにこの世に生を受けたと考えれば，本
人も保護者もこの世で堂々と胸を張って生きて
いけると思います。
さらに，先端医療研究，介護福祉，バリアフ
リー工事などの現場においては，将来世の中や
人のために働きたいと考える小・中学生の皆さ
んの
「雇用」も生み出し，それが国民総生産にも
貢献していると考えたら，いわゆる
「労働」
「勤

図2

ライフの全体像

「暮らす」は
「働く」を支え，
「楽しむ」ことは

労」をしなくても，社会のなかで共に，一人ひと
りのかけがえのない命を精一杯生き抜いている
と言えないでしょうか。

「働く」ことへの強い動機づけになります。そして

最近ショッピングモールやテーマパークで障

「働く」ことで
「暮らす」ことも
「楽しむ」こともで

がい児を連れた家族を目にしたり，マスコミやブ

きます。図２の中で
「働く」をあえて
「活動する・

ログなどにありのままの姿で登場したりしてい

参加する・はたらく」としたのは，こうすること

る障がい者を見る機会が増えたと思います。こ

でどんなに重度の障がい児にとってもキャリア

れは決して障がい者が増えたというのではな

教育が成立することを示せるからです。

く，今までのように家に閉じこもらず街やネット

最重度の人であっても覚醒している時間があ

上に繰り出してきたのです。また，書道家，音楽

ります。時間的にはわずかでも
「日中活動」をし

家，画家，映画俳優などで活躍している人のな

たり他者とふれあったりする時間があります。笑

かで，たまたまダウン症などの障がいがあると

顔を振りまいたり手足を動かしたりすることで周

いう方も少なからずいます。

囲の人に
「働き」かけています。周囲の人はその

しかし，まだまだ社会には
「偏見」や
「差別」

「働き」かけによって関心を示したり感動を覚え

が存在し
「寛容」なほどに成熟していません。よ

たりします。もっと言えば最重度の人がありのま

く
「障がいも個性の一つ」と言う人がいますが，

まの姿で街に出れば，それこそ不自由な場面に

現実にそうなるには図３のように，
「受け入れる

何度も出くわします。人目に触れることで初めて

社会」が不可欠です。同時に当事者も少しでも

社会がその生きづらさを感じて，駅もトイレも

「受け入れられる人」になる努力も不可欠です。

駐車場も投票制度も変わっていったわけです。

そのために特別支援学校でライフキャリア教育

お給料をもらえるわけではないですが，不自由

をしています。小・中学校において行われる人

4
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社会を生き抜くためのキャリア教育
権教育はそれを実のあるものにする，まさに車

～ライフキャリア教育のすすめ～

特集

考えています。

の両輪の関係にあるのです。

図4
図3

キャリア教育と人権教育

これはなにも障がい者に限ったことではなく，

自立と社会参加の関係

y 軸に自立を取って高まりを，x 軸に社会参加
を取って広がりをイメージしています。自立とは

マイノリティーと言われる少数派に共通した論

自分一人でできることを少しでも増やしていくこ

理です。
「左利き」用の道具が量産されたのも，

とです。身辺自立もあれば精神的自立，経済的

企業にそのニーズを気づかせ，採算より社会的

自立もみな同じです。最終的に培われた力が自

責任・社会貢献
（ＣＳＲ）という
「役割」を感じ取

分自身で自由に使いこなせるようになることで

らせた結果でしょう。

す。しかし，どんな人でも完全に自立することは

一方でマイノリティーの人は，周りが変わって

できません。頑張ってもできない部分があった

いくのをただ待っていたり権利主張したりしてい

ら他人に頼るしかありません。ですから
「頼み上

るだけでは
「今」という貴重な時間を無為に過ご

手」というのも立派な自立の力だと思います。赤

すことになりかねません。

ちゃんは何でも泣いて訴えます。それによって周

社会に受け入れられる人になる努力をするこ
とによって，社会でやっていかれる人になりま

囲のものを動かして自分ではできないオムツ交
換をしてもらい
「自立」しているのです。

す。それは会社だけではなくサークルでも地域

一方 x 軸の社会参加というのは，家ではでき

社会でも同じです。キャリア教育でいう基礎的・

る，学校でならできるではなく，どんな時・場所・

汎用的能力というのは
「社会に受け入れられ，そ

場面
（ＴＰＯ）でもできなくては社会を生き抜い

こで実力を存分に発揮していかれる」ようにする

ていくのは難しくなります。どんなことでも身に

ための力なのです。この点が小・中学校におけ

付いたことが実際に社会で通用しなければ意味

る新たなキャリア教育
（私はこれをあえてライフ

をもってきません。様々な所で様々な人に対して

キャリア教育と呼んでいます）を考えていく大き

同じようにできるようにしていくこと，それが最

なポイントとなります。

終的にめざすものです。
これもすべての場面で完璧にできる人はいま

ライフキャリア教育
私は，自立と社会参加の関係を図４のように

せん。転勤先など初めての場所や場面では誰か
が手を差し伸べてくれたり助言してくれたりしま
すが，それを拒んだり応じたりしなければ世界
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は広がっていかないのです。
「支援の受け入れ上

た時どうするか」という課題です。他の店に行く，

手」というのはそういうことです。

入荷するのを待つ，他の物で我慢するなどいく

就活の大学生に企業の人事担当者はよく
「大

つかの意思決定の方法があります。その物の価

学で何を学んできたかでなく，これからどれだ

値や置かれた状況によって変わりますが，
「あき

けのことを会社で学ぶ力があるかだ」と言いま

らめる」
「次のことを考える」ということができる

す。誰であってももてる能力には限りがあります。

ようになっていないと，失恋したのにストーカー

さらに変化の著しい時代のなかでは学んだこと

になる，お金が足りないから万引きをする，大学

はすぐに陳腐になります。社会に出れば毎日が

や資格試験に何度落ちても進路を変えられな

未知との遭遇だと言ってもよいでしょう。そうし

い，結婚や出世できないことを逆恨みする，失

た時に
「支援の頼み上手」
「支援の受け入れ上手」

敗や挫折からいつまでも立ち直れない，介護を

な人になっていれば，社会の荒波を恐れること

したりされたりする立場が受容できない，身近

なく生き抜いていけるのです。

な人の死をいつまでも受け入れられないといっ

ハンディのある生徒のなかには
「このやり方で

た，ライフステージ上の様々なできごとへの対処

ないと」
「この順番でないと」
「この人でないと」

ができません。これらのことは，遊びやゲームや

食べないといったケースが少なくありません。ど

スポーツでの勝ち負けにはつきものです。夢や

んなことでも新しいことを覚える時は適切な学

希望をもって前進することも大切ですが，自分

習環 境と支 援の方 法
（これを構造化と呼びま

の才能を見極めて，どこかで見切りをつけあき

す）は必要ですが，それが過剰であったりマンネ

らめて，違う道も考えられることの方が，変化の

リ化してくると，すでにそうした支援に頼らなく

激しい今の世を
「生き抜く力」になっていきます。

てもできるようになっているにも関わらず
「依存
症」になってしまいます。学習のユニバーサルデ
ザイン化として推奨される構造化は，あくまで
も手段であってそれを目的化してはいけないの
です。
社会はそんなに甘いものではありません。もし
「合理的配慮」として整備されていたとしても，

キャリア発達と生涯発達
中教審はキャリア発達を
「社会の中で自分の
役割を果たしながら自分らしい生き方を実現し
ていく過程」と表現しましたが，私はこれを
「経
験からの学び」と捉えています。

過日の大震災のような状態になれば一瞬にして
配慮などなくなります。そうした時に必要なの
は，配慮が少なくても何とかやっていける力で
す。特に
「待つ」
「我慢する」という基本的な行為
です。その力が確立していれば，混乱のなかで
の生き易さがぐっと変わってきます。
小・中学生であっても全く同じことが言えま
す。実はこれは
「結果を受け入れて次善策で納
得できるか」ということとつながっていきます。
「買い物に行ったが欲しいものが売り切れてい

6
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図5

成長・発達の全体像

社会を生き抜くためのキャリア教育

～ライフキャリア教育のすすめ～

生涯発達心理学という言い方があるように，

く，むしろそうした経験をしたからこそ強くなれ

図 5 のように人間は死ぬまで発達し続けます。

た，次の一歩が踏み出せたなどと思えるように

何が成長し続けるのかというとそれは
「こころ」

なるのです。

特集

です。そしてその源は
「経験」です。その経験を

ライフキャリアの授業

次に活かしたり，集積したりして経験知や勘とし
て，新たな場面に遭遇した時の
「知恵」にしてい
るのです。ではどういう状態になった時に
「キャ

さて小・中学校の授業のなかではどんなライ

リア発達した」と言えるのでしょうか。何かに打

フキャリア教育が実際にはできるでしょうか。と

ち込んだり解決したりした時，
「やった」という

言うよりは，先生方が日頃実践されていることを

気持ちになりますが，これによって自信がつい

「意識化」してみましょう。

て，やる気につながった時に初めてキャリア発
達したと言えるのではないでしょうか。自分の
存在価値を認めたりプライドを保ったりするこ
とも同じです。学習や経験が受け身ではなくな
り，その価値を意識して，自主性・自発性に変
わります。

図7

キャリアプランニング能力の具体例

まず図７のキャリアプランニング能力です
が，計画というのは先を見越して準備したり回
避したり心の構えをつくったりすることです。卒
業 後，十年後といった進 路を考えるのではな
図6

キャリア発達の捉え

「キャリア発達を促すのがキャリア教育」です

く，物事のBefore＆ Afterをどれだけ考えて行
動できるかというのが生き抜く力になります。

から，単に達 成感を味わわせて終わりではな

実験，調理，製作，スポーツというのは，ある

く，必ず
「振り返り」をして，図 6 のように達成感

べきゴール ( 完成形 )という目的に向かって行動

から自信へ，そして意欲へとしっかりつなげて

を積み重ねていく授業です。
「これでいいのか

いけるように
「促さ」なければなりません。たくさ

な」という不安から
「これでいいんだ」という自

ん経験することも大切ですが，そこから何を得

信につなげられるような先生方の指導の取り組

て自分自身がどう変容したか，つまり経験したこ

みが，そのままライフキャリア教育となっていき

とを自分の人生のなかに価値づけたり意味づけ

ます。この力がつくと社会では，先を読んで気

たりできるようになることが，生き抜く力になっ

働きやおもてなしができ，気が利くと言われる人

ていきます。そうすれば失敗も失恋も失態も一

になれます。

生というスパンのなかではたいしたことではな

7
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図8

課題対応能力の具体例

図9

人間関係形成・社会形成能力の具体例

次に図８の課題対応能力ですが，算数・数学

図９の人間関係形成・社会形成能力は，集団

の問題を解いたり，実験・観察をしたりする授

で行う授業，特にグループ学習や，集団ゲーム

業はすべて課題対応能力を培います。与えられ

や部活動，委員会活動などで培われます。国家

たものだとしても，何が
「課題」なのかに気がつ

や国際社会だけが社会形成ではなく，人が２

かなければ「悩む」
「考える」という次の段階に

人以上いれば社会なので，教師と児童生徒のマ

進みません。補助線一本に気づけるかどうかで

ンツーマンの社会であっても必要になる力です。

始まる数学の証明問題などはその典型です。課

お互い様という言葉があるように，人は常に

題作文とか課題研究といったものもみな同じで

多数派や勝ち組の立場で優越感に浸っていられ

す。さらに
「逆上がり」
「倒立」といった器械運動

るわけではありません。相手の立場に立って物

や書写など，見本や手本があってもなかなかそ

事を考えたり行動したりするというのはなにも

の通りにいかないものは，見本や手本とどこが

ボランティアだけでなく，お客様や利用者に接

違うのかということに気づくことで，解決策を考

する職業人にも大事な心得です。基本は挨拶や

えることになります。

笑顔の習慣でしょう。グループ発表などの際に，

いずれにしても最初からやり方がわかってい

美辞麗句を並べて滔々と話せた生徒より，朴訥

てすらすら解けるドリル学習的なものは課題対

でも心をこめて話せた生徒を評価してあげるこ

応能力ではなく，課題遂行能力に過ぎず生き抜

とが大切です。

く力にはなりません。変化の激しい現代は，もっ

ここでも見落とされがちなのが
「支援をありが

ている知識・技能を新規場面でいかに使いこな

たく受け取れる」力です。ついつい思いやり，助

せるかがポイントです。

け合いというと支援する側ばかりの指導になり

自分で調べるのは苦手でも，友達に聞いたり

がちです。助けてもらうという経験をたくさん積

して解決していく子がいます。これも，会社で一

むことで，他人の痛みや支援するタイミングと

人で仕事を抱え込まずに，相談したり，人に頼

いったものがわかってきます。体育で受け身やア

んだりして，過労死をしないで済む大事な生き

シストの練習をしたりする意味はそこにありま

抜く力となります。

す。
「ありがとう」という言葉が自然に出るような
支え合う社会の形成こそがめざされるべきで
しょう。

8
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社会を生き抜くためのキャリア教育

特集

～ライフキャリア教育のすすめ～

最後に
ここまで読み進まれて，キャリア教育の概念
が根本からひっくり返ったと思います。ワーク
キャリアからライフキャリアに目を転ずるだけで
これだけ人生観が広がるのです。
図 10

自己理解・自己管理能力の具体例

中教審が
「社会的・職業的自立」と，社会的
の方を先に掲げ，男女共同参画社会や少子高
齢社会に対する施策と同じベクトルであること

最後は図10 の自己理解・自己管理能力です。

を暗示しました。これからの世代を，膨大な年

これは，頑張れ！ イケイケどんどんの教育では

金生活者を支えるために必死に働かせる労働力

なく，立ち止まる，やり直す，あきらめるといっ

だけにする，
「ワーク」キャリア教育であってはな

たことを教えるのがライフキャリア教育です。実

らないと思うのです。

験や課題研究などでは仮説に見合った結果に

そのためにも
「仕事だけが人生ではない」
「職

導くことが優先されがちです。
「やってみたらそ

業人である前にまず立派な社会人になる」
「良き

うはならなかった」というのも立派な結論であ

人として生きていく」といったことを様々な教科

ることを教えておかないと，結果やデータをね

の授業や部活動等のなかで，しっかり児童生徒

つ造するのような人々をつくり出します。

に伝えていかないと，児童生徒一人ひとりにとっ

登山や山スキーで遭難した人々は
「大丈夫だ
と思った」と自信をちらつかせます。しかし，本

て明るい未 来はないと思いますが，いかがで
しょうか。

当の自信とは強行する勇気ではなく
「引き返す
勇気」です。状況の変転が激しい現在は常に順
風が吹くとは限らず先が読めません。自分を磨
いて社会に挑戦して栄光を勝ちとったとしても
長くは続かないのです。転機を見定め，新たな
資格取得に挑戦したり，別の道を歩んだりして
いける力が生き抜く力です。
結婚，昇進，親との同居など人生には様々な
節目があります。辛くても頑張って全力で任務
を果たそうとする責任感も大事ですが，全うす
ることがいつも最適な結果を生み出すとは限ら
ず，時には中断や解消する方がよい場合もあり
ます。ギャンブル等にのめり込み，負けが込んで
もなかなか止められない人はこうした力がつい
ていないと言えるでしょう。

引用・参考文献

・ 渡邉昭宏「みんなのライフキャリア教育」2013 明治
図書
・ 渡邉昭宏「教科の授業 de ライフキャリア教育」2014
明治図書
・ 渡邉昭宏「自立活動の授業 de ライフキャリア教育」
2015 明治図書
・ 児美川孝一郎「キャリア教育のウソ」2013 ちくまプ
リマー新書
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明治から

教育が，数学者を中心になされていたことに

大正期における
数学教育の史的検討

あると考えられる。

ところで，この時代は，日本の産業の進展

に伴い，中産階級の子弟が学問によって身を
立てようとした社会的背景があり，これは中
学校の入試競争に拍車をかける事態に陥って
いた。明治20年には『数学三千題』などが

発刊され，算術では理解よりも問題を数多く

解くことに重点が置かれていた。ここでは，

久保 良宏

北海道教育大学旭川校教授

数学教育史の研究は，これからの数学教育

のあり方について検討する上で，数学教育学
研究の重要な視点である。史的研究は，莫大
な数の文献を収集し，その解釈を通してなさ
れるが，根気強く古書と向き合うことによっ
て研究成果がまとめられることになる。

今回の連載では，古書を片手に，表面的で

教授法』が影響している。藤澤はこの中で，
「普
通ノ算術中ニハ理論ナシ」，「理論応用ト云ウ
様ナ折衷主義ヲ許サズ」と主張している。こ
れに対し寺尾寿は藤澤の主張に異を唱え，算
術においても理論を強調すべきであると主張
した。この二人の対立は，一度は寺尾の理論
重視の考え方に傾いたが，これが極端に重視
されるようになったこともあり，最終的には
藤澤の主張が大勢を占めることになる。

一方，この間の世界の情勢に目を向けると，

はあるが明治から大正期の数学教育について

明治34年から38年にかけてイギリスのペリ

考えてみたい。

する幾何教育を提唱し，アメリカのムーアは

概観し，そこに見える“先人の思想”について
明治初頭，開国とともに我が国特有の文化

である和算が洋算へと移行した直後，アメリ

カ主導とはいえ，明治5年に数学科の教則が
示されたことは画期的なできごとであったと
考えられよう。

明治10年には和算家を含む会員数114名を

有する数学専門の学会（東京数学会社）が設
立されており，この中にはその後，我が国の

ーはユークリッドから離れて実験実測を重視
学科の融合と実験実測の重要性を説き，ドイ

ツのクラインは数学の実用面と函数（関数）
観念の重要性を主張した。これは数学教育改
革（改良，改造）運動と呼ばれるものである
が，明治35年頃の我が国の数学教育は，こ

うした世界の流れとは大きく異なった方向に
進んでいたことになる。

このような状況の中で，小倉金之助らは，

数学教育に大きな影響を与える藤澤利喜太郎

早くからペリーらの主張に賛同し，当時の我

藤澤は，算術，代数，幾何を完全に別のも

ある。小倉が大正13年に発刊した『数学教

や菊池大麓などの名前も記されている。

のとする「分科主義」思想を主張し，菊池は
厳密な論証を基盤に置く幾何教育を提唱した
が，ここでは，いわゆる“形式陶冶”に立つ数

学指導が強調される。そしてこの思想は，中
学校は昭和６年，小学校は昭和10年まで続

くことになるが，その背景には，当時の数学
10

藤澤が明治28年に発表した『算術条目及び

が国の数学教育を批判した数少ない数学者で
育の根本問題』は当時の我が国の数学教育論
と捉えられており，そしてこの考え方は，そ
の後の数学教育再構成運動にも影響を与えて
いる。

小倉の批判は，数学教育が実生活と遊離し

ていることなどに目が向けられたが，その主

数学のひろば
張は，数学教育は日常生活に立脚して生活実

に数学教育は第一に自然界及び社会を数学的

合し，理論偏重をさけて具体的なものについ

数学的知識を獲得する方法を会得せしめねば

践の面を強調し，学問の分科孤立を廃して融
ての直観実験を重視し，思考陶冶よりも実質
陶冶を期すというものである。これは，学習

に考察する仕方を教えねばならぬ。第二には
ならぬ。」と記している。

大正期は，数学教育が数学者の手から次第

者の心理を重んじ，学問の論理的系統よりも

に離れていった時代であると捉えられる。

立つものである。このような思想は，ペスタ

実用性思考であると捉えられるが，数学の論

形式陶冶に重点を置いた数学教育への批判が，

倉は，数学には特殊的な観念と方法があり，

発生的段階を考慮すべきであるという考えに
ロッチの教育思想とも関連している。特に，
我が国のペスタロッチ研究の第一人者である

教育学者，長田新と考えを一にしたことは，
その後の展開に大きな影響を与えている。な
お，小倉と長田の共著には，昭和３年に発刊
された『現代数学教育の改造』がある。

ところで，小倉の代表的な主張は「科学的

精神の開発」と「函数（関数）観念の養成」
であろう。科学的精神について小倉は，「こ

こに二つ又は多くの事実があるとき，経験的
事実を基礎として，それ等の間に関係あるや
否やを考え，若し関係ありとせば如何なる関

ところで，この時代の数学教育は，極端な

理性を軽視しているわけではない。例えば小

これは系統ある一つの体系に組織されていて，
これを学びとらせることに重要な価値がある
とする。そして，推理や論理は他の学問によ
って得られ，数学の論理は決して論理の全般
ではなく特殊的なもの（形式的なもの）とし
ながらも，「（数学の論理は）断片的な論理で
なく，論理的に一つの体系を構成することの
意味を，年少者に理解させるために，数学が
特に有効であることは，争うべからざる事実
であろう。」と述べている。

本稿では，明治から大正期の数学教育につ

係ありや，その法則を発見しようとする精神」

いて概観したが，この時代だけでも数学教育

にある」とする。また，数学教授内容の核心

背景は異なるものの，この中には，現在の数

とし，
「数学教育の意義は科学的精神の開発

となるものについて，「それは勿論科学的精

神の中堅となるものでなければならぬ。それ

は疑いもなく函数の観念である。それ故に，

には様々な思想が登場している。そして時代
学教育の課題にも通ずるものがあるように思
われる。

なお，自由主義思想の大正期を経て，我が

“数学教育の核心は函数観念の養成にある”」

国は戦いの時代へと進んでいくが，昭和10

学的因果関係を語るものであると主張してい

ず，学ぶべき点が多々あると捉えている。『日

とし，数学において，函数がもっともよく科
る。

小倉の主張はその後，佐藤良一郎，鍋島信

太郎，黒田孝郎，山本孫一，高木佐加枝とい
った数学教育に関心を持つ数学者や数学教育
研究者，さらに数学教育実践者による旧思想
の数学教育批判につながることになる。

特に，佐藤が大正13年に発刊した『初等

数学教育の根本的考察』には，数学教育は自
然界，社会を正しく理解するための道具とし
て必要なものであるとしながらも，
「それ故

年代の数学教育は，戦時下であるにも関わら
本数学教育史学会』などの論考を参照にされ
たい。

【参考文献】
小倉金之助（1924）．数学教育の根本問題，イデア書院．
小倉金之助（1932）．数学教育史，岩波書店．
小倉金之助（1937）．科学的精神と数学教育，岩波書店．
小倉金之助（1947）．明治時代の数学，理学社．
小倉金之助・黒田孝郎（1978）．日本数学教育史，明治図書．
久保良宏（2004）．数学教育史からみる数学教育学成立の
過程，教科教育の今日的視座，北海道教育大学教科教
育研究会編．pp.145-168.
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空間の図形

定義を確認してから，課題に入った。ここか

１年

来栖 秀和

東京都立両国高等学校附属中学校主任教諭

１.

はじめに

らは，１班６〜７名のグループ学習とした。
課題（教科書p.207 ）
正多面体について調べましょう。
（1）面の形，頂点の数，辺の数などに
ついて，表にまとめなさい。
１つの頂
面の形 点に集ま 面の数
る面の数

空間の図形は，立体の分類から求積まで，
実に様々な内容を含んでおり，生徒にとって

正四面体 正三角形

習得が難しい単元であると感じている。実際

正六面体

に，生徒から立体が苦手だという声がよく聞

正八面体

かれる。そこで，立体の見方やとらえ方を深

正十二面体

めることをねらいとして，単元の初期段階に，

正二十面体

正多面体についての授業を行った。この授業
では，模型の作成や観察を通して正多面体に
親しみ，その特徴をとらえ，正多面体の美し
い性質を考える活動に取り組んだ。

２.

授業展開

まず，生徒全員に封筒で正四面体を作らせ

3

4

頂点の
辺の数
数
4

6

（2）表から気づいたことをまとめなさい。
多面体の模型は，ブロックで作ったもの
を，各班に１組ずつ与えた。このブロック片
は１辺５cmの正多角形の面になっていて，
どの辺でも結合でき，二面角もある程度可動
する仕組みになっている。

ることにした。「封筒を用いて，ある立体を
作りましょう。」と問いかけたところ，生徒
は何を作るのか疑問に思っていたが，何を作
るのかはあえてふれずに，作り方を説明して
作業を進めた。折り目をつけ，不要部分をは
さみでカットするだけなので，すぐに完成す
る。封筒の切れ端が正四面体に変形するよう
すに，生徒は驚いていた。同じ大きさの封筒
を人数分用意すれば，合同な正四面体を一度
に複数作れるので，後の課題に取り組むとき
にも都合がよい。生徒は自分で作った模型を

生徒は早速観察を始めた。正十二面体と正

観察しながら，正四面体の特徴をとらえるこ

二十面体の頂点と辺の数は，やや時間がかか

とができていた。

っていたが，
模型を見ながら数を確認していた。

次に，本題である正多面体について，その

（生徒の活動のようす）
①一人で数えていた。
・模型を動かすとわからなくなってしまう
・見えている部分を数えて２倍する
②班で協力して数えていた。
・模型を動かさず，２人で反対方向から見る
③模型を展開（分解）して調べていた。

12

生徒がのってきた私の授業

④一部の値を計算していた。
（1）
の結果を確認してから，（2）について発
表させた。すると，どの班も，
（面の数）＋（頂点の数）−（辺の数）＝２
であることに気づいていた。そこで，Euler
の多面体定理として紹介した。さらに，頂点
の数と辺の数を，それぞれ次のように計算し
て求めていた班があった。
（１つの面の頂点の数）
×
（面の数）
（頂点の数）
＝ ───────────────
（１つの頂点に集まる面の数）
（１つの面の辺の数）
×
（面の数）
（辺の数）
＝ ──────────────
２

これらの式が成り立つ理由を説明させ，皆

を発見して感動している生徒もいた。
（3）では，やや想像力が必要だが，ノート
に見取図をかきながら，正八面体ができるこ
とを理解していたようすであった。
最後に，発展的な問題を与えた。
問題２
（1）正八面体の各面の中心（※）を結んで
できる立体はどんな立体ですか。
（2）その他の正多面体で，（1）の操作を
行うとどんな立体ができますか。
※各面の正多角形の外接円の中心

（1）についてはすぐに，正六面体ができる

で考え方を共有すると，多くの頂点や辺の数

と反応があった。しかし，（2）については，

を数えなくても求められるよさに感心してい

どの班も考えているが，すぐにはわからない

るようすであった。その他，

ようすであった。聞いてみると，

・正六面体と正八面体の辺の数は等しい

・正四面体では正四面体ができる

・正十二面体と正二十面体の辺の数は等しい

・正十二面体と正二十面体では簡単に図をか

といった意見が発表された。
そして，問題１に進んだ。
問題１
（1）正四面体を２つ合わせてできる多
面体は正多面体といえますか。
（2）正四面体の各辺の中点を結んでで
きる立体はどんな立体ですか。
（3）正六面体の各面の対角線の交点を
結んでできる立方体はどんな立体ですか。
生徒は封筒やブロックで作った模型を手に
取りながら，問題に取り組んでいた。
（1）については，模型を利用することで，
どの班も苦労せず解決していた。
（2）では，

くことができないので，よくわからない
と返ってきた。そこで，課題の表に注目させ
たところ，面の数と頂点の数が入れ替わって
いるので，正四面体は正四面体のまま，正十
二面体は正二十面体に，正二十面体は正十二
面体になるのでは，という意見が出た。本質
をついた考え方に，「そうか」という声が上
がり，一方ではわからないという生徒もいた
ので，別に用意していた二重正多面体模型を
見せて，双対性について説明すると，生徒は
興味をもって模型を見つめ，驚きの表情を見
せていた。

３. まとめ

４個の正四面体と１個の正八面体を組み合わ

今回扱った課題や問題は，どれも指導者に

せると，１個の大きな正四面体ができること

とっては定番のものだと思うが，模型を使っ
た活動を取り入れることで，活発な授業とな
った。また，抽象的で難しいといわれる正多
面体について，定義と性質をまとめるだけで
なく，双対性などの発展的な内容にまでふれ
ることができ，印象深い授業になった。今後
も生徒を引き付ける教材を探究していきたい。
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結局，得をするのじゃない。」

１次関数

２年

角南 忠義 東京都葛飾区立新小岩中学校主幹教諭

1.

「買う側に電話をかける時間がどのくらい
かを聞いて考えればよいのじゃない。」
【買う側の発言】
「あまり電話をかけないし，安いプランが
よいな。」

はじめに

「電話をかけることが結構多いから，無料

中学校学習指導要領で「具体的な事象の中
から２つの数量を取り出し，それらの変化や
対応を調べることを通して，１次関数につい
て理解するとともに，関数関係を見いだし表

通話時間が長いほうが安心かも。」
「無料通話時間が長いのもよいけど，その
分料金も高いしなあ。」
双方でいろいろと相談した上で，いざ疑似

現し考察する能力を養う」とある。しかし，

販売開始。プランの一覧を使って，それぞれ

日常生活において，２つの数量を関数関係と

のグループでやりとりをさせた。

とらえて問題を解決する機会は少ない。そこ
で，１次関数の学習後，身近にある課題を取
り上げ，１次関数の有用性を実感させるよう

買「何分使ってもよいようにプランＤでお願
いします。」
「あまり通話はしないけれどプランＡだと

な課題を提示してみた。

2.

〔パターン①〕

不安なのでプランＢかなあ。」

授業展開

売「わかりました…。」
〔パターン②〕

課題
下の表は，ある携帯電話会社の料金プ
ランの一覧である。この表を基にしてど
のプランを選んだらよいか考えてみよう。
ただし，通話料は無料通話時間を超えた
分から，かかるものとする。
基本料金

無料通話時間 通話料（30秒毎）

プランＡ

950円

25分

20円

プランＢ

1500円

55分

18円

プランＣ

2500円

124分

14円

プランＤ

4000円

300分

10円

生徒に，自分が料金を払う側に立ったとき

買「どのプランにしたらよいか悩んでいるの
ですが…。」
売「え！！

どうしたらよいかなあ。とりあ

えず，Ｃくらいでどうですか。」
買「本当に？？

Ｂじゃだめかな。」

売「Ｂでもよいのでは。」
買「なぜ？」
パターン①②のようなやりとりが多く見ら
れた。特に，パターン②のように，どのプラ
ンがよいか相談された場合に勧めるプランの
選び方やその理由に戸惑うようすが見られた。

と売り手側に立ったときに何を重点にしてプ

いずれの場合も，互いに納得しているのか疑

ランを決めるか考えさせるため，売る側と買

問に思えるような雰囲気で話し合いは進んで

う側（２名ずつ）に分かれ，それぞれの立場

いった。そこで，全体で，何を根拠に考えた

でどのプランを選ぶ（選ばせる）か考えさせた。 らプランを決めやすくなるか考えてみた。あ
【売る側の発言】
「やっぱり基本料金が高いほうがたくさん
利益があるから，プランＤの契約をして
もらいたいかな。」
「安いプランだとたくさんの人が契約して，
14

る生徒が，無料通話時間も，それ以降と同様
に通話料がかかるとしたら，
プランＡ：25×20×２＝1000（円）
1000−950＝50（円）
プランＢ：55×18×２＝1980（円）

生徒がのってきた私の授業

ばプランＡのほうが安く済むことがわかった。
次に，プランＢ以降ではどうだろうか。82

…

…

1980−1500＝480（円）
となるので，プランＡの場合，基本料金は50

分30秒では2490円だから，83分を超えるとプ

円得するように設定されていて，基本料金が

ランＣにしたほうがよいことがわかった。無

高くなるにつれて，得をする料金は増えてい

料通話分を超えそうだからといって，
１つ上の

くととらえることができると考えた。
「基本

プランにする必要がないことを確認できた。

選ぶのが最も得だ」という意見やそれとは逆
に，
「でも，いくら得する額が多くても使わ

プランＢ

1500円

なければ結果的に損をしてしまうのでは…」
という発言も聞こえ，「じゃあ40分くらい使

…

多くなるから，いくら通話しても安心なＤを

金額

81分

2436円

82分

2472円

83分

2508円

84分

2544円
…

時間
…

基本料金

…

料金が高くなればなるほど，得をする金額が

う場合はプランＢのほうがよいのかな…」
「何

しかし，このように１つずつ一覧をつくっ

分くらい使うと，プランＡよりプランＢのほ

ていたのでは手間がかかるということで，何

うがよいのかな」「無料通話分がある25分を

かよい方法はないかと考え，式をつくりグラ

超えるようだったら，プランＢにしたほうが

フを作成してみた。
プランＡ：

ないかな」と，通話時間を細かく考えていく
ことになった。

＝40 −50（ ≧25）
プランＢ：

まず，通話時間と料金の関係をどのように
うことで，各グループで検討しなおすことに

＝1500（０≦ ≦55）
＝36 −480（ ≧55）

…

考えたら，各プランの比較がしやすいかとい

＝950（０≦ ≦25）

…

よいのじゃない。それより短かったらＡじゃ

このグラフを見て，「プランＢは80分くら

した。下のようにプランＡの場合について，

いまではプランＣの基本料金を超えないよう

５分ごとにかかる金額について一覧をつくっ

だから，自分はプランＢかな」という意見も

てみたところ，40分通話するとプランＢの基

聞かれるようになり，グラフで表しておくと，

本料金を超えてしまうためＢのほうがよいと

各プランをまとめて表すことができて，すぐ

いうことがわかった。

比較できるよさを確認することができた。ま

基本料金

プランＡ

950円

時間

金額

25分

950円

30分

1150円

35分

1350円

40分

1550円

45分

1750円

た，式から得をする料金が切片になっている
ことに気づく生徒もいた。

さらに細かく考えたところ，
基本料金

プランＡ

950円

時間

金額

35分

1350円

36分

1390円

37分

1430円

38分

1470円

生徒たちは，日常生活の身近な課題を関数

39分

1510円

と考え，表やグラフを活用して解決すること

3. まとめ

38分まではプランＢの基本料金を下回り，38

ができ，
とても感動していた。
これからも関数

分30秒でも1490円だから，39分を超えなけれ

のよさを実感させる授業を実践していきたい。
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続

・先生のための

Mathful
日常の「説明」
と数学の「証明」
近藤 裕

❶

日常の「説明」と数学の学習

「泣いたり騒いだりせずに自分を説明し，

奈良教育大学准教授

することは美術の鑑賞において大切な学習と
なる」，とあります。
いずれも，自分の考えを説明し，相手に伝

相手を説得するには論理しかない。算数・数

えることに関している点では同じです。しか

学はそれを学ぶものです。」数学者・新井紀

し，数学の「証明」とは説明の対象や説明の

子さんの言葉です（朝日新聞：2010.10.17）。

根拠とする事柄等に違いがあり，教科による

今回は，自分を説明し，相手を説得するなど

特徴の違いがあることが感じられます。

の日常の「説明」と，数学で学ぶ「証明」と

❸ 日常用語としての「説明」や「証明」

の関わりについて考えてみましょう。

❷ 各教科における「説明」の学習

例えば，学生が博物館などに学生割引の料
金で入場したいとき，本人の身分を証明する

「説明すること」については，数学以外の

必要があります。その場合は，「学生証」を

教科でも学習します。各教科の学習指導要領

提示することで証明できます。この証明は，

の記述を見てみましょう。

数学の「証明」とは全く異なります。あらた

教科「国語」では，
「書くこと」や「読む
こと」について，例えば，「伝えたい事実や

めて，辞書（『広辞苑』）で，
「説明」や「証明」
を引いてみましょう。

事柄について，自分の考えや気持ちを根拠を
明確にして書くこと」，「文章の構成や展開，
表現の仕方について，根拠を明確にして自分
の考えをまとめること」といった指導事項が
あげられています。
教科「社会」では，例えば，
「公民的分野
の学習において育成しようとする表現力」に
ついて，
「…どのような資料を収集し，その
中から何を基準として資料を選択し，それを
用いてどのようなことを考え，どのような根
拠で結論を導き出したのかを，具体的，論理
的に説明させるなどして，第三者に学習で得
た結論とその結論を導き出した過程をより分
かりやすく効果的に示す力を意味しているの
である」といった記述があります。
また，
教科「美術」においても，例えば，
「鑑
賞についての目標と内容」の記述の中に，
「自

せつ めい【説明】
①事柄の内容や意味を，よくわかるよう
にときあかすこと。「事情を──する」
②（explanation）記述が事実の描写や
確認にとどまるのに対して，事物や出来
事が「何故かくあるか」の根拠を示すこ
と。（以下略）
しょう めい【証明】
①ある事柄が事実または真理であること
を，理由や根拠に基づいて証拠立てるこ
と。
②〔論〕（proof）ある物事または命題の
真偽を定める根拠を示すこと。前提とな
る一群の命題から論理的手続きによって
結論となる命題を導き出すこと。論証。
（以下略）

分の感じたことや作品についての自分の考え
を，根拠を明らかにして述べたり批評したり
16

また，「論証」をひくと，次の通りです。

このコーナーは，教科書に掲載されている 「Mathful」 の先生版として，実生活と数学との
かかわりや，数学にまつわるエピソードを紹介していきます。

ろん しょう【論証】
（argument）与えられた命題の真偽を確
定するため，これを正当化する前提およ
び推理の筋道を提示すること。（以下略）
さて，中学校の数学で学ぶ「証明」は，ど

ことが大切なことであるので，読む人に補っ
て読んでもらうという甘えが許されなくなる
からである。」
また，ポリア（1954）は，「なぜ証明が必
要か」について，「任意の三角形の内角の和
は二直角である」ことの証明を例にあげ，
「こ

れに該当するものでしょうか。

のような証明を教室で教わらなかった学生は

❹「説明」と「数学的証明」と「論証」

学校と教師に文句をいってしかるべきであ

宮川ほか（2015）は，命題が真であること

続けています。「幾何学の証明というものを

をどの程度示せているかの妥当性の側面から，

学ばなかったとしたら，真実というもののい

「説明」
，「数学的証明」，「論証」の３つの用

る。」といっています。そして，次のように

ちばん簡単で，いちばんよい実例を見逃し，

語を次のように区別しています。「説明」は，

厳格な推理というものを知る機会を逃したこ

数学的には必ずしも正しくないものや，帰納

とになる。このような考えなしには，現代の

的な推論や蓋然的な推論を用いたものも含む。

生活で彼に襲いかかるあらゆるものごとを判

「論証」は，論理学の立場から形式的に定義
される証明（形式的証明）。「数学的証明」は，

断する基準をもちえないからである。」
数学を学ぶ目的の１つの側面に，「数学は，

「論証」を略記し簡略化した証明。また，「数

公理を前提として論理だけに従って考えるこ

学的証明」は，数学者のコミュニティーで一

とができ，他人の考えや権威によって判断す

般に受け入れられる証明であるとしています。

る必要がない。このような数学の特質は，自

これを参考にすると，中学数学で学ぶ「証

らを律しながら考えたり批判的に考えたりす

明」は，いわば，「中学校の数学の世界で一

るということに有用であると考えるものであ

般に受け入れられる数学的証明」でしょうか。

る」（長崎ら（2007））という点があります。

❺ 数学で「証明」を学ぶ意義

数学の「証明」の特徴は，「推論の確実さ
と明証さ」の点にあります。日常においては，

杉山（1975）は，「証明」には，「要素を分

感情豊かに説明することや１つの結論をいろ

析する」という学習指導のねらいが考えられ

いろな側面から理由づけて説明することも大

るとし，そのよさについて次のように述べて

切にしつつ，数学では，「証明」の学習を通

います。「まず，証明の述べ方がていねいに

して，真実について考えたり説明したりでき

なり，使われる論理が厳密になってこよう。

る力を子どもたちに身につけさせたいもので

なぜなら，他人がどう考えるかに無関係に，

す。

要素を残らず見落とさないように拾い上げる
【引用・参考文献】

文部科学省（2008）中学校学習指導要領解説 国語編，社会編，美術編．
新村出編『広辞苑（第六版）』岩波書店
宮川健ほか（2015）
「中等教育を一貫する数学的活動に基づく論証指導の理論的基盤」
，全国数学教育学会誌21(1)，pp.63-73．
杉山吉茂（1975）「証明の意味」日本数学教育学会誌57(5)，pp.107-111．
G.ポリア，柿内賢信訳（1954）『いかにして問題を解くか』丸善，pp.155-157．
長崎栄三，滝井章編（2007）『何のための算数教育か』東洋館，p.27．
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数学

実践研究紹介
とにより，反比例の学

変化の割合の
学び直しに着目した
関数指導の試み

関数y＝ax2

存在に気づくなど，繰

岐阜大学教育学部附属中学校教諭

（中3）

xの値がaからbまで増加するときの

「変化の割合」

り返し学び直しができ

安井 慶一

一次関数

るようにした。これに

（中2）

表、式、グラフとの関連から

「変化の割合」の意味

より，変化の割合の役
割を意識させ，第３学
年「 関 数 y＝ax2」 の

反比例

（中1）

比例

（中1）

グラフの特徴を考える

グラフにおいて、xの値が1増加する
ときのyの増加量

場面では，生徒自身が

図１ 変化の割合に関する見通し

変化の割合と関連づけて考えようとする姿を

１ はじめに

めざした。

2

第３学年「関数 y＝ax 」の学習を終えた
生徒がこんなやりとりをしていた。「１次関

３ 第１学年「比例のグラフ」における実践

数のときは，その式をみれば変化の割合がす
2

ぐわかったけど，関数 y＝ax では面倒な分
2

比例 y＝ax のグラフの特徴を考える場面
で， y＝2x を素材として比例のグラフが直線
になる根拠を考えた。

は調べる区間によって変化の割合が一定では

「表からもわかるけど，比例 y＝2x のグラ

なかった。そんな値を求めて何の意味がある

フは x の値が１増加するときの対応する y の

のかな？」

値の増加量はいつでも２だ。」

生徒たちの素朴な疑問と率直な感想を目の

y

当たりにして，「変化の割合が一定である」

2

4

という特徴は１次関数特有のものであり，本

2

2

来「変化の割合」は，区間によってその値が
－4

変わるような関数でこそ，その変化の様子を

－2

0

知るために調べるものであるということを生

2

2

考えた。

変化の割合についての学習の発展性の範囲
を高等学校以降にまで広げると，図１からも

x

4

x
y

…
…

－3
－6

1

－2
－4
2

表１

図２

変化の割合の
考え方（比例
のグラフで）

1

1

－4

1

２ 変化の割合に関する学び直しの段階

2

2

2

徒自身が気づけるような指導はできないかと

1

－1
－2
2

0
0
2

1
2
2

1

2
4
2

3
6

…
…

2

変化の割合の考え方（具体的な比例の表で）

この発言に対して，全体追究では次のよう

わかるように変化の割合が一定である（グラ

な発問をした。

フが直線になる）関数は１次関数だけである

教師「 y の値の増加量は，いつでも２という

ことがわかる。また，反比例でのみ変化の割

ことだけど，どんな式で求められますか？」

合の考え方に触れていないこともわかる。そ

生徒Ａ「例えば x の値が１から２まで１増加

こで，第１学年の比例の学習から「 x の値が

するときは，対応する y の値が２（＝２×１）

１増加するときの対応する y の値の増加量」

から４（＝２×２）まで２増加しているから，

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を限定的に変化の割合の考え方として扱うこ
18

（高校以降）
「平均変化率」→「微分係数」

が一定ではない関数の

〜比例，
反比例のグラフの特徴を変化の
割合の考え方から考察する実践〜

数の計算で求めたね。
」
「うん。関数 y＝ax

いろいろな関数

習を通して変化の割合

４−２＝２という式の計算で求められます。」

数
生徒Ｂ「Ａさんに付け足しで，x の値が−2.5

量が一定でないことを確認できていた（底辺

から−1.5まで１増加するときも同じように

が１の三角形の高さが一定ではなく，x の値

考えられます。だから，この性質はいつでも

が正の向きに増加するごとにどんどん大きく

言えそうです。」

なり， y 軸を挟んで x の値がさらに正の向き

以下は生徒Ｃの授業後の振り返りである。

に増加すると徐々に小さくなる）。
グラフが y 軸から離れると，直角三角形の

4

4

4

4

今日の授業では，比例では，比例定数やその

高さが次第に低くなっていくことに気づいた

変域に関係なく x の値がどこから１増加する場

生徒たちが次のようなやりとりを始めた。

合も，それに対応する y の値は比例定数 a の

生徒Ａ「 x の値が１ずつ増加するときの y の

値の分だけ増加していることがわかりました。

増加量は一定じゃない。だから，y の値は不

このことから，比例のグラフは直線になること

規則に変化するんじゃないかな？」

がわかりました（底辺が１，高さが a の直角

生徒Ｂ「え〜。規則性はあると思うよ。だっ

三角形がずっと続くイメージ）。

て実際に表と照らし合わせてみると…，これ
らの数は各区間の両端の x 座標の積と関係が

a

ありそうだもん。」

a

1

a
a
図３

a
a

変化の割合の
グラフへのあ
らわれ方

1

1

1

x

…

－3

－2

－1

1

2

3

…

y

…

－4

－6 －12

12

6

4

…

－2

－6

－6

－2

生徒Ｂ「例えば， x の値が２から３まで１増
加するとき，対応する y の値は−２の増加に
なっています。これは２と３の積で比例定数

４ 第１学年「反比例のグラフ」における実践
y

1

12
生徒Ｃ「本当だ！ −───＝−２」
２×３
生徒Ｂ「じゃあ，他の区間でも調べてみよう。」

10
8

生徒Ａ「他の区間を調べても， x の値がある

1

6

1

4
2
－10 －8 －6 －4 －2
1 1 1 1 1
O
2
1 1
1
－2
1
1
－4
1
－6

4

1

1 1
1 1 1 1
1
6

8

10

数から１増加するとき， y の値の増加量の分
x

－8
－10

図４

を割った数と関係があるんじゃないかな？」

変化の割合の考え方で反比例のグラフを調べる

比例のグラフの特徴についての考察で「変
化の割合の考え方」を活用してきたことで，
多くの生徒が反比例のグラフの学習場面でも，

母はその数とその数に１加えた数の積になっ
ている。ようするに，調べる区間によってこ
の値はどんどん変わるんだ。」

５ おわりに
以上の実践から，関数には「変化の割合」
が一定のものとそうでないものがあることに
気づかせることができたととらえている。
また，関数によっては調べる区間で「変化

進んで「 x の値が１ずつ増加するときの y の

の割合」が変わるものがあることに気づけた

値の増加量」に着目して調べた。この活動か

ことが，第２学年以降の関数学習における「変

ら，反比例のグラフでは比例のそれとは異な

化の割合を求める意味」を学び直すことに一

り，x の値が１ずつ増加するときの y の増加

定の効果をあげることを期待している。
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若手先生のための理科授業ガイド

vol.23

導入 のアイディア
3年

地球と宇宙

壮大な宇宙へのあこがれや，星座や流れ星の神秘的な世界への興味は，小学生から大人まで
多くの人がもっています。天体の単元は「好きな授業」の上位に入ります。だからこそ，天体
を学ぶ最初の授業において，どのような導入を行うかは，生徒の興味・関心を膨らませる意味
で重要です。

1. 空間的・時間的に意識
最も身近でかつ惹きつけられる天体現象は，夜空に輝く星々ではないでしょうか。生徒にま
ず「星空」を見せたいものです。教室を暗くし，プロジェクターとスクリーンで壮大な星空（例
えば冬の大三角形とオリオン座付近）の映像を映し出すことから授業を始めてはいかがでしょ
う。映像中のベテルギウスを指しながら，暗闇の中の生徒
たちに静かに語りかけます。
Ｔ：この星はみんなからどれくらい離れていると思いますか？
Ｓ：数万km？

数億km？

6000000000000000000km

Ｔ：とても遠いことがわかります。星々と地球との距離はこの
ようにあまりにも遠いため，光の速さ（秒速30万km）で
何年かかるかで示されます。

Ｓ：ベテルギウスは光の速さだと…

いま，みんなが
642年前にベテ
見ているベテル ＝ ルギウスから発
ギウスの輝き
せられた光
いま，みんなは642

＝ 年前のベテルギウス

を見ている

Ｔ：ベテルギウスだけではありません。夜空に輝く星々の多くが数百年前から数千年前の輝きです。
太陽でさえも８分前の姿をみんなは見ています。
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２. 身近に実感させる工夫
導入時のみならず天体授業全般においてICTの活用は効果的です。また，地球上の映像から
地球全体，太陽系，銀河系，銀河団と短い時間で移り変わっていく動画を見ることができる
Webページがあります。アメリカ自然史博物館のHP（http://www.amnh.org/our-research/
hayden-planetarium/digital-universe）では，地球・

太陽

太陽・銀河の相関関係，宇宙全体のスケール感を
大画面で味わわせることができます。

地球

地球と太陽とのスケール感や距離感は大人でも
つかみにくいものです。生徒がもっている素朴な
空間概念は，図１に近いものでしょう。これを示
して，
「間違いを指摘しよう」と発問すると面白

図１

天体の大きさや距離を誤ってとらえた例

い授業展開になります。
また，図２のような直径１mの太陽が教室にあったとして，他の天体の大きさを身近なもの
に例えます。たとえば地球は直径１cmのビー玉の大きさになります。その後，実際の地図を
加工して，図３のようなスライドを作製します。学校付近の地図を使用すると，生徒が実際に
その場所と学校との距離をイメージしやすくなります。

図２

直径1mのボール

図３

加工した地図

Ｔ：教室に直径１ｍの太陽があるとすると，どんな大きさの地球がどのあたりを回っていますか？
Ｓ：ビー玉の大きさの地球が郵便局の前を通っています。
Ｔ：実際の太陽と地球のスケール感についてどう思いましたか？
Ｓ：地図を見ると，地球の軌道は私の家の前も通っています。教室（太陽）からは家の前のビー玉は
絶対に見えないと思います。地球は太陽から比べるととても小さくて，とても遠くを回っている
ことがわかりました。

髙田 太樹（東京都中野区立南中野中学校指導教諭）
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感染症の拡がり方
― 蚊による病気のお話 ―

染等により稀に重症化し，デング出血熱に移
行することがあります。アジアや中南米など
熱帯や亜熱帯の地域で流行しており，日本で
は帰国後の発症例が年間200例ほどで推移し
ていました。
都市型のデングウイルス感染では，ヒトだ
けが宿主となります。日本における媒介蚊で
あるヒトスジシマカは，吸血の際にウイルス

嘉糠 洋陸

東京慈恵会医科大学教授

を取り込み，その体内で増殖の場を与えます。
再びヒトを刺した際に，ウイルスを注入し，
新たな感染を成立させます。このような蚊媒
介性感染症には，マラリアに加え，日本脳炎，

１．真冬のマラリア

黄熱，フィラリア症などが知られていますが，
インフルエンザ等に比べ，これら疾患の病原

私の業界で語り継がれている一つの症例が

体伝播効率は，頭一つ抜きんでています。例

あります。それは，90年代に真冬の北海道で

えば西アフリカなどのマラリアの流行地域で

見出された「マラリア」です。マラリアは，

は，たった一人の感染者と十分な数のハマダ

寄生性原虫が蚊の吸血を介してヒト体内に侵

ラカが存在することで，新たに100人以上の

入することで発症する疾患で，発熱，貧血，

マラリア患者を生み出します。吸血は，蚊に

脾腫から重症化に至ります。日本では，年間

とって子孫（卵）を残すために必須の行動で

100例前後の輸入症例が報告されています。

あり，我々人間を感知し正確無比に狙って刺

このケースでは，札幌に住むある中年女性が， しにやって来ることが，高い感染成功率の理
熱帯熱マラリアを発症しました。しかし海外

由です。インフルエンザのような咳や唾によ

渡航歴どころかパスポートも取ったことがな

る感染経路に対し，病原体を充填した注射器

い。寒冷の札幌とはいえ，地下鉄構内は１年

が空を飛んでいるようなものと考えれば合点

中温暖なので，そこに生息している蚊が海外

がいきます。

からのマラリア罹患者の血を吸ったのだろう
と推測されましたが，それよりも何よりも，
マラリアを想起した医師に拍手喝采。血液塗

病原体が宿主集団の中で拡散する

能力

抹標本にギムザ染色を施せば容易に確定診断

を考えてみます。それを表す指数として，基

が付きますが，そもそもこの状況で，熱帯病

本再生産数（R0）があります。ある病原体の

であるマラリアを鑑別に挙げる人はいないと

オリジナルの感染者が，宿主になりうる集団

言ってよいでしょう。

に侵入した際に，その感染者の全感染性期間

２．デング熱の国内流行
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3．感染症の拡がりやすさ

において二次的に現れる感染者の平均数を指
します。やや乱暴な言葉で表現すると，一人

2014年夏，約70年振りにデング熱の国内流

の患者が，新たに何人の人間に病気をうつせ

行が明らかになりました。デング熱も蚊が媒

るかを表す数字です。R0＞１であればその感

介する疾患で，デングウイルス感染による発

染症は拡大します。適切な治療やワクチン導

熱・頭痛・関節痛などが主な症状です。再感

入などによりR0＜１となれば，その流行は終

科学のひろば
の代々木公園で蚊に刺され
た大学生らがデング熱と診
断され，また彼らに直近の
海外渡航歴が無かったこと
が発端でした。結果，８月
から10月までの間に計160
名のデング熱患者が確認さ
れました。そのうちの159
例は，ウイルス遺伝子配列
の解析から，代々木公園で
同定されたウイルス株によ
るものであることが判明。
東京に行ってないのにもか
かわらず， 代々木公園ウ
図

イルス株

病原体による感染症拡大・終息のモデル

によるデング熱

を発症した兵庫県西宮市の
息に向かいます（図）。医療が発達する近代

一症例は，関係者に驚きを与えました。つま

以前は，高病原性の病原体においてそのR0が

り，一人が感染源となり，そこから蚊の吸血

１を下回る要素は，宿主に適切な免疫応答が

という連鎖行為によって，これだけ拡大した

惹起されるか，激しい流行により単に感染可

ことを如実に示すものでした。しかし，マラ

能な宿主がいなくなることが主だったと考え

リアやデング熱ではR0が軽く100を超えるこ

られています。治療法が無かったハンセン氏

とを考えれば，それは驚くに値しないことに

病などは，強制隔離によってR0を減少させた

なります。

悲しい過去がよく知られています。
一般的な感染症について，R0を見てみまし

5．おわりに

ょう。毎冬に流行する季節性インフルエンザ

感染症は，誰の身にも突然降りかかるとい

は1.3前後，2009年の新型インフルエンザで

う点においてまさに厄災です。この最初の患

は1.4〜1.6と推定されています。教室での人

者をデング熱と診断したのは，埼玉県のとあ

口密度が高い学校などでは，この数字が2.4

る医師でした。過去にデング熱の輸入症例を

に上昇します。多くの人が幼少期に罹ったこ

経験しており，真夏にそぐわない，強い関節

とがある麻疹（はしか）では９〜17，性感染

痛を伴う発熱から本症を疑ったそうです。

症に分類されるヒト免疫不全症候群（AIDS）

2014年の台湾でのデング熱患者は約１万人，

では1.02とされています。感染症の流行は，

死者は10数名を数え，その致死率は0.1〜0.2

この数字のべき乗の結果とも言えます。よっ

％を記録しています。日本において，この敬

て，仮に１に近くても，R0＞１である限り患

意に値する一人の医師の洞察と判断がなかっ

者は増え続けます。

たら，昨夏どころか，今後の流行もしばらく

4．あなどれない蚊のチカラ
昨夏のデング熱国内流行の判明は，東京都

は水面下のままだったかも知れません。患者
一人の診断が，国民全体の益になることもあ
るのです。
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指導

理科１分野

のポイント

１ 事故防止と安全管理
半年がたち，授業にもとかく慣れが生まれ
やすい頃。後半の授業改善を図るとともに，
事故防止と安全管理について再確認したい。
事故防止のためには，誰がやっても失敗や事
故が起こりにくくなるような観察・実験指導
計画を立てる。教科書よりも薬品の量を少な
く，マッチは１〜２本，カミソリなどの刃物
は使うときだけ配りすぐに回収する，などの
配慮も含まれる。必ず予備実験をして，生徒
の安全に対して特に注意すべき点をメモして
おく。生徒の立場で実験のイメージトレーニ
ングをすることが大切である。授業後は計画
が適切であったかどうかを毎回必ず振り返る。
授業中の教員は，実験監督者でもある。事故
が起きないように，また，事故が起きたとし
ても規模が拡大しないように気を配る。演示
実験等で生徒を教卓に集める際は，実験装置
と生徒の間の安全な距離を考える。特に，薬
品を使う場合には，生徒の目の位置が教卓よ
り高くなるようにしたい。実験室では常に全
体が見える場所に立つ。個別対応の時間が多
すぎると全体が把握できない。事故が授業中
に発生していてもすぐにはわからず，あとで
はっきりする場合がある。養護教諭や学級担
任との連絡をふだんからまめにしておくこと。
万が一事故が起きた場合は，その症状にかか
わらず，授業担当者が直接保護者に連絡をす
ることが原則である。首から上の怪我，特に
頭部や目については必ず病院に連れていく。

振り返る
た（図２の指導計画の【実験２】〜【実験４】）。

図１

おたすけカード

図２

指導計画

１回の実験では，条件を変えて全員が必ず
配線と測定を行うように指示する。カードを
見ながら生徒全員が１人ずつ順番に実験。各
自測定が終わるたびにコードや計器類を取り
外す。他の班員はカードと照らし合わせなが
ら配線や測定手順が正しいかどうかを確認す
る。間違いがある場合は班の中でお互いにチ
ェックし合う。電流計と電圧計の使い方につ
２ ワンポイント
いては，それぞれ該当するカードの裏面にチ
（１）第２学年 「電流とその利用」
ェックリストを入れた。時間が余った時には，
実験が多い単元。静電気でバチッときた経
過去のカードをもう一度配付し，学習内容の
験などから，苦手意識や恐怖心を抱きがちで
振り返りを行った。最初のうちはカードを常
あり，実験中ほとんど手を出さない生徒がい
に確認していた生徒も，回を追うごとにカー
た。また，実験技能の差が大きく，配線や計
ドなしで回路図を見て配線ができるようにな
器の接続確認などの個別対応に苦慮すること
った。また，実体配線図を回路図にする作業
も多かった。このような状況を改善するため
も円滑になった。
「おたすけカード」という実験支援教材を作
（２）第３学年 「化学変化とイオン」
った（図１）
。カードには，回路図と写真が
第２学年の学習内容が土台となる単元。原
印刷されている。この写真は，生徒が使用す
子や分子の理解が不十分な生徒にとって，イ
る器具を使って実際に配線をしたものである。 オンはさらに難しい概念である。特に，中和
このようなカードを７種類，10枚ずつ作成し
反応をイオンで考察させることは，教員にと
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理

っても指導がとても困難な学習内容といえる。
これらの状況を受けて，「イオンチップを用
いた視覚化」を授業に導入した。
イオンチップは図３のようなもので，厚紙
に印刷したものを生徒に切り離させ，使用し
た。黒板掲示用に拡大したものも作成した。

H Na
H＋

Na＋

O

H

Zn

CIー

Zn2＋

Cu2＋

図３

イオンチップを用いて，塩酸に水酸化ナト
リウム水溶液を加える場合の中和実験を考察
する。実験前には，図４のようなイオンがあ
るとする。
塩酸

水酸化ナトリ
ウム水溶液

H
Cl
Na

Cl

O

図４

H

H

塩酸と水酸化ナトリウム水溶液のイオン

水酸化ナトリウム水溶液をピペットで１回
加えると，図５の左上のようになる。さらに
水酸化ナトリウム水溶液を１回ずつ計４回加
え，
ビーカー内のイオンについて確認する（図
５）
。生徒は自分のイオンチップを使ってそ
の都度確認する。
【１回】

【２回】
Na

Na

H
Cl
Cl

【３回】

O
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【４回】
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図５
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水酸化ナトリウム水溶液を加えた回数とイオンの変化

これらの作業後，「それぞれのイオン数が
どのように変化するか」という発問をする。
イオン数や水分子の数の変化をグラフ化する
ことによって，これまでの考察をもう一度振
り返る（図６）。
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ｘ軸：水酸化ナトリウム水溶
液を加えた回数
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ｙ軸：イオンや水分子の数
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図６

3

4（回）

イオンや水分子の数の変化

発展として，水酸化ナトリウム水溶液に塩
酸を加えた場合の様子をイオンチップで考え
させる。また，イオン数の変化についてもグ
ラフ化する。このとき，他者への説明活動を
授業デザインに組み込むことでイオンの理解
をさらに深めたい。

３ イトカンのつぶやき
学習の途中で成果を振り返り，その後の取
り組みを促すような評価を形成的評価という。
毎時間あるいは学期ごとに自分の授業を振り
返り形成的評価を積み重ねることで，教師の
指導力は向上する。学習指導案の実態調査も
形成的な評価であるべきだと思う。なぜなら，
調査によって個別指導の観点が明確になるか
らである。その授業で当該生徒にどのような
学習支援を行うのか？ どのような変容を期
待するのか？ 研究授業のための実態調査で
はなく，自分の指導内容を具体的に改善する
ための評価が必要である。また，学校評価の
一環として，生徒による授業評価を実施する
こともある。この場合，年度当初に自分の授
業の重点項目を生徒に説明しておくことが必
要である。シラバスとして明確に打ち出し，
学校ホームページなどに公表しておくともっ
と良い。生徒からの正直な評価は時に厳しい
ものもあるが，謙虚にその声を受け止め自分
の宝としたい。
伊東 寛（千葉県立船橋啓明高等学校教頭）
25

指導

のポイント

理科２分野
〜考えを聞いて，また考える〜

夏休みも終わり，後半の授業計画について

全面について注意を促した後に，とにかく触

いろいろと考えを巡らせている頃だと思いま

れてみること，持ち上げてみること，あごを

す。今回は２年「動物の生活」の単元を中心

動かしてみることなど自由に観察をさせます。

に，教材の工夫と生徒同士の学び合いを授業

他のグループには異なる動物の頭骨を渡して

計画に盛り込む工夫について説明をします。

ありますので，観察する頭骨の種類を変えて

2年 動物の生活

動物ごとの違いについても考察をさせます。

キリンの頭骨は軽い！
この単元は生徒が興味・関心をもちやすい
単元のひとつです。その一方で生徒がすでに
いろいろな知識をもってもいるので，生徒に
「へぇ〜」と言ってもらえるような教材を準
備するのはなかなか大変な単元でもあります。
血管の通る穴

生物の多様性等を理解してもらうために，動
物園からお借りした頭骨の標本を利用した授
業展開例を紹介します。

①

ヒョウの標本
犬歯が発達している様子が観察できる。
下あごには血管の通る穴がある。

頭骨の準備

広島市安佐動物公園から10種類程度の動物
の頭骨を事前に借ります。肉食動物はライオ
ンやヒョウ，草食動物はシマウマやアミメキ
リン（おすすめ！）
，雑食動物はニホンザル
やヒヒなどを選んでおきます。それ以外にも
カモシカやキツネなどを借りても良いです。
広島市安佐動物公園
園内で飼育し，死亡した動物を骨格標本

キリンの標本

かす取組をおこなっている。学校側のかか

頭骨は見た目より非常に軽い（長い首の上にあるため）。
ほぼ同じ大きさのシマウマの頭骨と比較しても骨の質感
が全く異なる。

る費用は往復の送料だけであること，生徒

Step Ⅱ

として学校に提供することで教育活動に活

気づいたことを周りに伝えよう！

が自由に手にとって観察できることなどか

生徒の思考力，判断力，表現力等をはぐく

ら，インターネット上にも授業の実践例が

む観点から，言語活動を授業計画の中に取り

多く出ている。

入れる実践は多く報告されています。中教審

(http://www.asazoo.jp/learn/lending.php)

の諮問や答申にも「アクティブ・ラーニング
（能動的学修）」という言葉が出てきますので

②

授業の進め方

Step Ⅰ

観察して気づいたことを書こう！

１グループにひとつ，頭骨を渡します。安
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これからも講義的な学習方法だけでなく，学
習者が自ら参加する学習方法を教師側が意図
的に設定していくことが重要です。そこで，

理

私がよくおこなっている方法について紹介し
ます。

Step Ⅲ

科

生徒が気づかなかったことを伝え
よう！

考察の内容をホワイトボードにまとめ発表
する際は，ブース発表形式でおこないます。

眼の付き方の違いや，歯のつくりの違い，
鼻腔の構造など生徒が気づいたことを全体で
共有することはとても大事です。さらにワン

発表の方法

ポイントとして，授業の最後に，生徒が気づ

①グループの代表者は発表のために自分の

かなかったことを教師側から提示できると生

テーブルに残る。
②他のメンバーは，それぞれ違ったグルー
プのテーブルに移動する。
③発表をする。聞く人はメモをとり，でき
れば質問をする。
④発表が終わったら，自分のグループに戻
り，聞いたことを他のメンバーに伝える。
⑤他のグループの意見も踏まえ，自分のグ
ループの考えを発展させる。

徒の興味・関心はとても深まります。
ひとつの例として真猿類の眼の構造の眼窩
後壁を紹介します。私が経験している中で，
生徒がヒヒの眼の後ろにだけ眼球を納めるた
めの骨があることには気づいたことはありま
せん（残念ながら…）。
眼窩後壁は真猿類にだけ見られる構造で眼
球の動きを安定させ，立体視をしやすくする
のに役立っています。高い視力を得るための
構造です。原始的な猿である原猿類にはこの
ような構造はありません。この単元では最後
に「動物の変遷と進化」について学習をしま
すが，そこにつなげることもできる内容です。
眼の進化については，NHKで過去に放送さ
れた「地球大進化 第５集 ‑ 大陸移動

目に

秘められた物語」に，とてもわかりやすく描
かれています。
眼窩後壁
小集団での発表の様子

クラスの全員に向かって説明をすることは，
生徒はあまり好きではありません。小集団を

真猿類には眼球をしっかりと納
めるための眼窩後壁がある。眼
球をカメラとすると，眼窩後壁
はそれを支える三脚の役割にた
とえられる。

つくって，その中でコミュニケーションをと
るようにさせると意見が出され，活気が出て
きます。言語活動を取り入れた授業の工夫に
ついてはインターネットでも簡単に検索でき，

ヒヒの標本

今回は，教材を活用した，生徒同士の学び

文科省のホームページでは授業事例集も含め

合いがある授業展開について書きました。生

て掲載されているので，参考になります。（文

徒が学んだことを教師がどのように引き出し

部科学省：先生応援ページ

ていくか。授業計画の中にたくさんのアイデ

http://www.mext.go.jp/a̲menu/shotou/

ィアを盛り込んでいくことが大事です。

new-cs/senseiouen/index.htm）

三村 太郎（神奈川県横浜市立東山田中学校主幹教諭）
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理科１分野

実践研究紹介

生活の中に潜む不思議を問題に育て，
生徒主体の追究活動を支える
〜エレキギターを中心教材とした
２年「電流と磁界」の実践を通して〜
土居 哲也

愛知県刈谷市 夢と学びの科学体験館 指導主事

1．はじめに

次の時間，生徒Ａはドライバーを手にとり，
エレキギターの分解を行った。その結果，エ
レキギターの内部には，磁石に巻かれている
コイル（ピックアップ）があることを見つけ
た。そして，ピックアップにはたくさんのコ
ードがつながっており，このコードのどれか

私が授業づくりで意識していることは，生

が弦につながっているのではないかと考え，

徒が本気になって「知りたい」「解決したい」

コード１本１本をたどっていった。しかし，

と願うこと。そして，生徒自身の手で追究が

これらのコードは，スイッチやアンプの端子

できるかどうかという点である。

につながっ

私たちの身の回りには不思議なことがたく

ているだけ

さんある。その不思議なことをそのまま提示

で，弦とは

しても，
「へー」「すごい」で終わってしまい，

つながって

本気になって「知りたい」「解決したい」と

いないこと

いう気持ちにはならない。生徒がこのような

を知った。

気持ちになるためには，教師がねらいをもっ
て素材を教材化し，生徒がこれまでの考え方
とのずれを意識しなければならない。
そこで，単元の導入では，じっくり時間を
使い，身近な不思議を問題に育てる活動を重
視している。

2．実践

エレキギターを分解するようす

生徒Ａの授業日記
今日は，エレキギターを分
解しました。すると，ギターの中から，ピックア
ップが出てきました。ピックアップには，たくさ
んのコードがついていたけど，肝心の弦とはつな
がっていませんでした。このことを知り，どうし
て弦とピックアップはつながっていないのに音が
出るのか知りたくなりました。

生徒Ａは，エレキギターとアンプは電気コ

本単元の中心教材として，エレキギターを

ードでつながっていることと，ギター本体か

用いることにした。そして，エレキギターの

ら音が出ているのではなくアンプから出てい

特徴を明確にするため，アコースティックギ

ることに着目した。このことから「エレキギ

ターと比較する活動を導入とした。

ターから音が電気信号となってアンプに伝わ

生徒Ａは，２種類のギターを比較した。そ

っているはずだ。そのためには，エレキギタ

して，アコースティックギターは，弦の振動

ー本体が電気を発生させているに違いない」

を本体中心の穴で大きくしているのに対して，

という仮説を立てた。

エレキギターは，音を大きくする穴がないこ
とに気づいた。
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生徒Ａの授業日記
エレキギターをさわったの
は，はじめてでした。よく見ると普通のギターと
は構造が全く違いました。エレキギターは，アン
プから音が出ます。きっと，弦と本体はつながっ
ていて回路になっていると思います。今度は，エ
レキギターの中身を見てみたいです。

生徒Ａは，ギター内部にあるピックアップ
に着目した。ピックアップは，磁石とコイル

理
からできている。そこで，小学校で作った自

生やその道の専門家へ取材に行ったりしてい

作発電機を思い出し，実際に作る活動に入っ

るだろう。その教材探しの一つの手段として，

た。生徒Ａが作った自作発電機は，アクリル

近くにある科学館の利用を提案したい。

パイプにエナメル線を巻きLEDをつないだ

多くの科学館では，学習指導要領にしばら

ものである。パイプの中に磁石を入れ振って

れることはなく，身近な自然事象を楽しんで

みると，磁石が動くたびに電気が発生するこ

もらいたいということをコンセプトにしてい

とが確認された。しかし，電気が発生する仕

るのではないだろうか。私が勤めている愛知

組みまではわからない生徒Ａは，その謎を解

県刈谷市にある「夢と学びの科学体験館」で

きたいと思い，インターネットを用いて，磁

は，「見て，聞いて，触って，身体で科学を

石とコイルから電気が発生する仕組みを調べ

感じよう」とテーマを掲げ，誰でも科学を楽

ていった。その結果，電磁誘導という言葉に

しめる場所となっている。

たどりつき，エレキギターも弦とピックアッ
プで，誘導電流が発生していることを知った。
生徒Ａの授業日記
インターネットで，磁石と
コイルから電気が発生する仕組みを調べました。
すると，電磁誘導という現象を見つけました。こ
れは，コイルに磁石が近づいたり遠ざかったりす
ると，コイルが磁界の変化に反応して電流が発生
するという現象です。

生徒Ａは，意見交流時に自作発電機を示し
ながら，電磁誘導について発表した。しかし，
その発表はインターネットで調べた内容を読

当館では，土・日・祝日・夏休みに，身近
な自然事象とふれあえる体験講座を行ってい
る。これまでに行った講座は，「モーターと
割り箸を使った骨伝導スピーカー作り」，「ブ
ラックライトを使い紫外線について考える実
験」，「日光に当たると色が変わるスライム作
り」などがある（２か月ごとに３講座を更新
している）。
また，誰でも使える卓上型電子顕微鏡があ
り，植物の花粉などを観察することもできる。

んでいるだけで，電気が発生する仕組みを自
分の言葉で説明できていなかった。そのよう
すを見た仲間が，それぞれ追究してきた情報
を出し合い，学級全体として電磁誘導の仕組
みを共通理解することができた。
生徒Ａの授業日記
磁石とコイルから電気が発
生することを発表しました。電磁誘導という言葉
は調べてわかったけど，電磁誘導が起きる仕組み
を上手に説明できませんでした。でも，Ｂさんの
「磁石が電子を押してコイルを１周させる」とい
う発表を聞いて，なるほどと思いました。

3．おわりに
生徒主体の授業づくりができるかどうかは，
中心教材がしっかりしているかどうかに尽き

マツの花粉（×1300）

マーガレットの花粉
（×2400）

さらに，空気や光，液体窒素などをテーマ
とした科学実験ショーを行ったり，最先端の
プラネタリウム投影機を備え，宇宙に関わる
情報を発信したりしている。
近くにある科学館を上手に利用することで，
生徒が本気になって「知りたい」
「解決したい」
と感じることができる教材を見つけることが
できるのではないかと考えている。

る。その教材を開発するために，多くの先生
方は，テレビの科学番組を見たり，大学の先
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科

理科２分野

実践研究紹介
3. アカハライモリとは

理科室で動物飼育を
〜学習における実物教材を
身近な場所に〜
山本 晃

大阪府吹田市立南千里中学校教諭

ア カ ハ ラ イ モ リ（Cynops pyrrhogaster）
は，有尾目イモリ科イモリ属に分類される日
本を代表する両生類の有尾類といえる。「ニ
ホンイモリ」という別名もある。本州，四国，
九州とその周囲の島部に分布する日本の固有
種である。平
地から山地の

１. はじめに

水のきれいな
水 田 や 小 川，

小学校では当たり前に行われている動物飼

池など，流れ

育が，中学校ではあまり行われていないので

が緩やかな水

はないか。支援

中で生活して

学級担当教員が

いる。
食性は肉食性で，オタマジャクシやミミズ，

個人的に飼育し
ているメダカな

昆虫などを食べる。
体長は10cm前後で，メスはオスよりやや

どが見られはす

大きい。２対４本の短い足と長い尾をもつ。

るが。
理科としては，いろいろな制約があり，持

皮膚がざらざらしていて，背中側は黒〜茶褐

続・継続・組織的なむつかしさはあっても，

色で，腹は赤地に黒の斑点模様になっている。

生きた教材・実物が身近にあることは大切で

赤みや斑点模様は，地域差や個体差が大きい。

ある。

フグと同じテトロドトキシンという毒をもつ。

2. 飼育生物の設定
理科室で飼育できる動物といえば，スズム

イモリは再生能力が高く，尾・四肢・目の
レンズなども再生し，脊椎動物では最適な再
生実験動物として利用されている。
2006年には，環境省レッドリストに準絶滅

シ・カブトムシなどの昆虫類，メダカや熱帯
魚などの魚類，カメなどのハチュウ類，オウ

危惧種として記載された。

ム・インコなどの鳥類，ハムスターなどのホ

教材としては，トカゲやヤモリなどのハチ

ニュウ類が考えられるが，場所がせまくても

ュウ類との違いを強調するのに適している。

飼育でき，あまり手がかからず，しかも有用

4. イモリの魅力

なものを考え，両生類のアカハライモリを勧
めたい。

①

どこの理科室にも水槽があること，また，

背中側は黒っぽくて目立たないが，腹は

その利用があまりされていない（？）こと，

②

ほとんど完全水中生活で，飼育が簡単。

そして，前々任校でイモリを数年間飼育して

小型であるため，普通の観賞魚用設備（水

きた経験と捕獲のめど，エサの手に入りやす

槽と簡単なろ過装置）で間に合う。

さで，アカハライモリを飼育することに決定
した。
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赤く派手。結構動くので見ていて楽しい。

③

エサの入手が簡単で，しかも長生きする。
とにかく飼育がしやすいのでお勧め。

理

5. 準備

7. 利用

45〜60cm位の水槽。イモリが逃げ出さな

生徒は大変興味をもち，理科室に来るのを

い，密閉しないふたが必要（今回は網戸用の

楽しみにして

網をホームセンターで購入し，木枠も手作り

いる。早めに

をしたが，ふた付きのプラスチック水槽が便

理科室に移動

利）
。底に薄く小石を敷き，半分くらい水を

し，観察をし

入れ，オオカナダモなどの水草を入れ，しば

てくれている。

らくなじませる。隠れ場所にするため，また， 「 イ モ リ が か
水が酸性にならないようにするために，貝殻
などを入れておこう。陸になる大きめの石，
またはカメ用の浮島などもあるとよい。
イモリはネット販売もされており，１匹

わいい」という女子も多い。
班の数以上を飼育していれば，ハチュウ類
と両生類の区別のために班ごとの観察ができ
る。動き方や足の付き方，指の数，泳ぎ方な

100〜200円（送料別）で入手可能。私は，許

どの観察は興味深い。触ってしまった場合は，

可を得た水田の側溝で捕獲した。水田などに

必ず手をよく洗うことを忘れずに。

は勝手に入らないよう注意すること。

ろ過装置で弱い水流が発生するので，オオ
カナダモが成長し，常時利用できる。葉緑体

6. 飼育

や原形質流動などの細胞観察，光合成や呼吸

60cmの水槽なら，10匹程度までの飼育が

の実験などに利用しやすい。運がよければ白

できる。エサは「イモリの主食」など，大き

い花を見ることもできる。無性生殖の教材と

めのペットショップで購入できる。ちなみに， しても適している。
以前は，冷凍鶏レバーを一口大に切って与え

水槽の底の汚泥には，センチュウやワムシ

ていた。10分以内に食べつくせる量がよい。

などの原生生物がいて，水中の微小な生物の

エサやりは，週に１〜２回でよい。２週間く

観察に適している。

らい与えなくても簡単には死なない。

8. おわりに

水替えは，１〜２週間に１回，水槽の水の
半分くらいを水道水で交換するとよい。ろ過

いろいろな植生を確保していても，学校に

装置のフィルターはこまめに洗浄したほうが

池やビオトープを備えていても，生きた教材

よい。水槽内壁や，水草の周りなどに藻がは

をよく使っているだろうか。

びこるので，こまめにナイロンたわしでこす

理科室の水槽で育てていれば，教材として

ったり，手

すぐに役に立つ。生徒にとっても，いつでも

で取り除い

見られる生き物が身近にいるのは楽しいこと

た り す る。

である。

エサやりや

生徒が理科を身近に感じ，教員の熱い思い

水替えなど

が伝わりやすい。動物の世話をするのに，手

の記録もし

間や時間の確保がむつかしいという半面，忙

ておこう。

しいなかでも生き物に餌を与えたり観察した

死んでしまった場合は，乾燥させてシャー

りすることは，癒しの時間にもなるので，ぜ

レなどに入れれば，標本として利用できる。

ひお勧めをしたい。
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薬の投与は
病気を引き起こした
ライフスタイルの
継続許可？

いることでしょう。保健室で薬を飲んで症状
が治まれば，「ああ，ここに薬があってよか
った」「薬に助けられた」と子どもたちも思
うことでしょう。
ところが，その薬が， この世の悲劇

の

始まり─とファーマン博士は言っています。
薬を飲むということは，何かしら不調がある
ということ。しかし，薬一つで症状が消えた

宇多川 久美子

ら，その不調があったことなど忘れてしまう

薬剤師 栄養学博士
一般社団法人国際感食協会 代表理事

のではないでしょうか。忘れはしないまでも，
「また同じ不調が現れたら，同じ薬を飲めば

『薬の発明はこの世の最大の悲劇である。
医者のしていることは，その病気を引き起こ

だから，薬箱には常備薬が欠かせません。つ

してしまったライフスタイルに対して，継続

まり，薬があることで，その不調を生んでい

の許可を与えているようなものだ。』

る根本原因について考え，消していく努力を

この言葉を見て，みなさんはどう思ったでし

免れているということです。まさにファーマ

ょうか。

ン博士が言っているように，薬の存在，それ

この言葉の主であるジョエル・ファーマン

を処方する医師は，「その病気を引き起こし

博士は医師です。医師といっても，「大学病

てしまったライフスタイルに対して，継続の

院の権威ある医師」でも「 神の手

許可を与えているようなもの」なのです。

をもつ

外科医」でもありません。ファーマン博士は

子どものころから，薬を服用することに慣

栄養療法の専門家であり，主に食事や生活習

れ親しみ，誤ったライフスタイルは正される

慣のアドバイスによって，多くの人の健康を

ことなく，大人になりメタボリックシンドロ

サポートしてきました。アメリカではNo.1の

ームになり，正しい生活を送っていればかか

ファミリードクター（家族のかかりつけ医）

らないはずの病気で人々は亡くなりつづけて

としてよく知られた存在です。

いる──まさに「薬の発明はこの世の最大の

薬の発明は

この世の悲劇

の始まり

いきなりファーマン博士の言葉を冒頭に掲

悲劇」と言えます。もちろん，先天性の病気
や急性の症状など，薬が必要な場合もありま
す。20世紀最大の発見といわれた抗生物質の

げたのは，みなさんに「薬についての常識」

おかげで多くの命が助かるようになりました。

を考え直していただきたいからです。およそ

しかし，私たちが当たり前のように飲んでい

生まれてから今まで，薬を飲んだことのない

る「薬」は本当に必要なものでしょうか？

人はいないでしょう。
「不調を感じたら薬」
「風
邪をひいたら薬」と，私たちの日常は，薬と
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いい」と思っているのではないでしょうか。

薬剤師としての思い

切っても切れない関係にあります。保健室の

私が薬剤師になったのは，「医療に携わり

薬箱の中にも多数の薬が，まるで小さな援軍

たい」「健康に貢献したい」という思いが強

のように，子どもたちを助ける出番を待って

かったからです。薬剤師になり，
「これからは，

保健のひろば
病気で苦しむ患者さんたちのために精一杯，
働こう」という熱い思いを胸に，調剤薬局で

子どもたちに伝えていただきたいこと

の勤務を始めました。ところが，薬を出しつ

現在は，ほとんどの自治体で中学生までの

づけるにつれて，ある疑問が湧いてきたので

医療費が無料になっています。そのことによ

す。
「ＡさんもＢさんもＣさんもＤさんも…，

り医療機関へ気軽に通う習慣ができてしまい

みんな毎月，必ず同じ薬をもらいにくる。病

ます。そして何か不調があれば「薬」となっ

気を治すために薬を出しているはずなのに

てしまうのです。この習慣は，大人になって

…」もちろん，こんなことは前々からわかっ

医療費が有料になっても変わりません。また，

ていたことで，高血圧や糖尿病の薬を出す患

病院でもらう薬は強いけれど，市販されてい

者さんには，「このお薬は一生のお付き合い

る薬は弱い，と思っている方も多いと思いま

ですからね，欠かさず飲んでくださいね」と

す。しかも，市販薬は，コンビニエンススト

言っていました。患者さんも，「そうだよね，

アやインターネットで，24時間いつでもどこ

これからもよろしくね」と，まるで大事な相

でも購入できるようになり，ますます手軽さ

棒を得たかのようでした。しかし，一度「お

に拍車がかかっています。しかし，市販薬の

かしい」と思い始めたら，この当たり前の光

重大な副作用で失明した人や命を落とした人

景がとても奇異に思えてきたのです。慢性症

もいます。2013年度までの５年間に，製造販

状でない患者さんは，たしかに一定期間，薬

売業者が（独）医薬品医療機器総合機構に報

を飲めば来なくなります。「この薬，効いて

告した副作用の疑い例が1225件，うち死亡15

いるよ」「だいぶよくなってきたよ」という

人，後遺症が残った重症例15人。かぜ薬での

言葉を聞くたび，やりがいを感じたものでし

死亡８人，解熱鎮痛消炎剤，漢方製剤での死

た。でも…，もし本当に薬が「効く」のなら， 亡報告もあります。５年間でのこの数字を多
どうして病気自体がなくなっていかないので

いと見るか，少ないと見るか…。「風邪気味

しょうか。病気になる人が減っていかないの

だから早めに飲んでおこう」と思って飲んだ

でしょうか。

風邪薬で命を落とした人もいるのです。因果

病気をなくすお手伝いをしたくて薬剤師に

関係の特定は難しいので，実際にはもっと多

なったのに，このままでは，まるで病気の名

くの影響があると考えられます。

の下に，患者さんを薬に縛りつけているよう

では，どうしたらよいのか？

処方箋でも

な気がしたのです。そんなおり，ふと開いた

らう薬にしても，市販薬にしても，できるだ

旧厚生省のホームページに，私は衝撃的なひ

け薬を飲む事態にならないようにしてほしい

とことを見つけました。「一に運動，二に食事， のです。ですから，今のうちから，薬に頼ら
しっかり禁煙，最後に薬」──答えは，ここ

ない生活をするために，バランスのよい食事

にありました。本当に人を健康にするため必

をすること，特別なことではなく日常の中で

要なのは，運動と食事を筆頭とした生活習慣

身体を動かす習慣をつくることがいかに大切

を正すことだったのです。そして薬を飲むこ

かを，子どもたちに伝えていただきたいので

とではなく，むしろ「最後に薬」という事態

す。

に至らないようにすることだったのです。

【著書】薬が病気をつくる（あさ出版）
薬剤師は薬を飲まない（廣済堂出版）
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指導

のポイント

保健体育
「走り方」に着目した短距離走・リレーの学習指導

１．
はじめに

３．
短距離走の学習指導のポイント
1）ドライブジャンプ（ドライブ感覚）
①
②

両足を大きく開いてジャンプ
両足をそろえてジャンプ

①②での動きの感じを比べ，タイミングよ
上の図の走り方は速いか，それとも遅いか。 く地面に力を加えてジャンプする感覚と体幹
これが目の前の子どもたちの走り方だとした

が固まる感覚を培う。接地脚が「ドライブ」

ら，授業者はどこをみて，何を指導するとよ

になるには「接地脚の膝を過度に曲げない」，

いだろうか。本稿では，合理的な疾走の脚動

「背筋を伸ばして体をつぶさない」，「接地時

作に着目して，①どこをみるのか（外的視点）

間を短くする」の３点に留意する。なお，ジ

と，②何がどうなるとよいか（内的視点）を

ャンプ時に肩を下方向へ押してもらい，地面

整理して，短距離走とリレーの学習指導の一

を叩くとジャンプが大きくなる。

例（10のアイデア）を提案する。

2）ドライブスタート（角度一致の感覚）

２．
速く走るには？
1）どこをみるのか（外的視点）
上図と右図を比較すると違い

倒れ込みからダッシュ（気を付けの
姿勢から静かに倒してダッシュ）

角度一致の感覚とは，

が鮮明になる。その違いは「地

上体の向きと下腿の押す

面に着かない脚（非接地脚）と

方向が一致する感覚であ

地面に着く脚（接地脚）の位置

る。「ドライブジャンプ」

関係」と「非接地脚の膝の屈曲

での力の入れ方を上方向

具合」の２つである。これらが疾走動作を観

から前方向へと移行させるイメージをもつと

察する際の外的視点になる。

段階的な学習指導となる。

2）何がどうなるとよいか（内的視点）

3）ドライブレース

非接地脚の膝が屈曲していれば，回転半径
が小さくなり，スイング速度が増す。また，
非接地脚が接地脚をタイミングよく追い越す
こと（ターンオーバー）は，疾走動作には欠

（レース感情による角度一致感覚の洗練化）
④ スタートから２〜５ｍ先に置いたペ
ットボトルを手で倒す競走
（１対１勝負）

かせない。いわゆる「脚が流れること」を解

子どもたちのスタートは「後ろ脚が一気に

消してくれるからである。また，腕もスイン

前脚を追い越す動き」と「一瞬前脚が浮き，

グしている。一方，接地脚に着目すれば，前

接地後，直ちに後ろ脚が前脚を追い越す動き」

方に向かうための力を接地脚が加えているこ

がある。後者から前者への移行には，スター

と（ドライブ）がわかる。つまり，合理的な

トの動きで決着がつくレースが有効である。

疾走の脚動作は，接地脚の「ドライブ」と非

「１勝したら１歩後ろ」と相手と合議するハ

接地脚の「ターンオーバー」で成り立ち，い

ンディキャップで勝敗の未確定を保障する。

ずれも感覚の自得に必要な内的視点になる。
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4）
「パタパタくん」でターンオーバー
⑤ 「パタパタくん」を蹴って進む
「装着位置」
×
「歩き方･走り方」
×
「距離」

印の拍を長くするにはドライブが重要になる。
⑥スキップのつくり方は，まず，手で机を
叩いて「トット・トット」のリズムをつくる。
次に，椅子に座って脚で同じように音を出す。

「パタパタくん」とは合理的な疾走動作改

最後に，立ってやってみて完成である。⑦で

善を目的とした補助具である。補助具を蹴っ

は「膝が前へ」，⑧では「接地脚の着地が進

て進むとパタパタと音が鳴り，パタパタした

行方向を決めること」を体感させていく。

感じが残る。命名したのは子どもたちである。
「パタパタくん」の装着位置，歩き方・走り方，
距離の３要素のかけ合わせで構成する。
両脚に「パタパタくん」を一つ
ずつ装着する。装着位置は足首，
脹ら脛，膝下，膝上への４段階で
ある。右の写真は装着位置が膝下
である。非接地脚が接地脚の「パ
タパタくん」を蹴ることで非接地
脚の膝が折りたたむことになる。
非接地脚の回転半径が小さくなり，
スイング速度の向上が期待できる。
「歩き方・走り方」では「パタパタくん」
を足のつま先当たりできちんと蹴れているか

４．
リレーの学習指導のポイント
⑨ 30m直線・ペアリレー
⑩ 100m直線・トリオリレー
リレーの学習では人数，走距離と試行回数

の３つがポイントである。個人が走る距離が
長いほどバトンパスでの要因が勝敗に影響し
にくいため，ペアやトリオから始める。走距

離はペアで30m，トリオで100mとする。最適
なバトンパスは本気勝負のレースでの運動経
験と，その反省の蓄積によって決まる。その

ため，試行回数を保障することが大切となる。

どうかの情報を運動中に的確に得ることがで
きるように，ゆっくり蹴ることから始め，慣
れてきたら徐々にスピードを上げていく。
距離は，５mから始め，徐々に距離を延ば
していく。「決められた距離を単に走る」と
いう意識から，
『どれだけ「パタパタくん」
を蹴り続けることができるか』という意識へ
転換させる。ターンオーバーの持続距離に着
目させ，中間疾走の学習課題の参考とする。
5）スキップでドライブ＆ターンオーバー
⑥ スキップのつくり方
（音を手掛かりに）
⑦ ヒップスキップ（かかとで尻打ち）
⑧ ５種のスキップ（前後・左右・回転・
斜め・ランダム）
スキップはドライブとターンオーバーの学
習に最適である。右図
の矢印の部分でターン

５.まとめ
ドライブを力点としたスタートでの上体と

下腿の角度一致を「スタートダッシュは頭突
き」と子どもたちは表現した。また，「ター

ンオーバーはパタパタくんを蹴る」，「リレー
はスピードつなぎ」といった表現も体育授業

の中で生まれた。これらの言葉は，短距離走・
リレーの学習指導のポイントを端的にとらえ
た表現である。本稿の10のアイデアを契機

として，子どもたちにとっての「走り方」に
着目した実践を期待したい。
【参考文献】

木越清信（2011）
「合理的な疾走動作の獲得を目指した補
助具の開発」ミズノスポーツ振興財団 報告書
本稿では，山中靖子先生・中嶋悠貴先生・村瀬啓亮先生・
佐藤慎之介先生（名古屋市教諭），清水康太先生（愛知県
稲沢市教諭）の授業を基軸にした。

鈴木 一成（愛知教育大学創造科学系保健体育講座講師）

オーバーが起こり，矢
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市 立 市 川自然 博 物 館
市立市川自然博物館は，市川市動植物園内にある
自然系の博物館です。有料の動物園内に立地すると
いう特殊な条件にありますが，動物園を訪れたお客
様の多くが博物館にも足を運んでくださり，週末を中
心に大勢の人でにぎわいます。
展示は，市立博物館の使命である地域の自然の紹介を常
設展示室で行い，動物園にいらっしゃった他市のお客様でも
楽しめる展示を特別展示室で行っています。
常設展示では，市川市の地形や自然をコンパクトに紹介
し，東京 23 区に隣接するという本市の特徴として
「都会のカ
ラス」など「都市の自然」をクローズアップしています。
特別展示室では，生き物の飼育展示に力を入れています。
哺乳類・鳥類を主とした動物園を補完する意味も込めて，爬

特別展示室の飼育展示

虫類・両生類・魚類・昆虫などを飼育しています。これらの

分類群は生活史が短いこともあり，短期間に卵から親へと成長します。展示では，成長過程をそのままご
覧いただけるような工夫をしています。
身近に水田すら見当たらない地域ですから，カエルの
卵やカナヘビ，バッタ，カマキリなどの生き物はもはや身
近な存在ではありません。展示室で
「はじめて実物を見
る」子どもも大勢います。ミジンコの飼育展示で
「ミジン
コって目で見える大きさなんだ」と驚いていた若いお父
さんの感想が印象的です。播いたドングリから芽が出て
いる展示を見て，
「目からウロコ」のお母さ
んも多くいます。情報があふれている時代
飼 育 ケ ース の
子ガエル

だからこそ，実物を展示することに意義が
あると考えます。博物館の展示としては
「変
化球」かもしれませんが，飼育展示は多く
のお客様に支持されています。

自然観察園

施設概要
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【所在地】〒 272 - 0801 千葉県市川市大町 284（市川市動植物園内）
【Tel】047 - 339 - 0477
【開館時間】9 : 30 － 16 : 30（入園は 16 : 00 まで）
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）
，年末年始，臨時休館あり
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特別支援教育のポイント
特別支援の視点を取り入れた
中学校の授業改善の具体的取組について
中学校における
特別支援教育の現状と課題
文部科学省の全国調査では通常の学級に在

授業改善
具体的支援と期待される取組
（1）
Universal Design for Learning
（UDL）

籍する特別な支援を必要とする児童生徒の割

中学校での授業改善の例として，様々な認

合は6.5％と報告されています。年代別では

知特性の生徒にもわかりやすい授業を展開し

小学校１年生が9.8％，中学校３年生が3.2％

ようというUDLに基づく授業実践がなされ

と年代が上がるにつれて割合は減少していま

ています。

す。果たしてこの数字は実態を正確に反映し
ているのでしょうか。
中学生になると生徒の主たる困り感が，生

UDLに様々な観点から取り組んでいる実
践がありますが，①視覚化
加・活動

③参

という４つの観点から

活上の課題から学習上の課題へと移行してい

学校全体で取り組んだ実践を紹介します。

ます。そこには教科担任制による授業スタイ

【授業構成の工夫】 この学校では授業の構成

ルの違い，講義形式・知識重視の授業などの

を表１のように構造化し，様々な効果が見ら

要因があると考えられます。

れました。

るという意識の芽生えも見られます。また，
人間関係の複雑化に伴うコミュニケーション
のずれから，周囲から孤立する生徒も見受け
られます。学習，生活面の失敗体験を重ねる

表1
【授業構成の工夫】

さらに，成績の評価が自分の評価につなが

ことで，自己肯定感や意欲の低下が見られ，
の二次障害が見られ始めます。
自己肯定感の低下や誤学習から問題行動を

【効果】

さらには集団不適応，不登校，うつ状態など

授業構成の工夫と効果

❶小テスト（前時に予告，一問一答式）：5分
❷背景的知識の視覚的共有（活動内容に関連す
る内容を大型テレビで視聴）：5分
❸本時の主展開（ねらいを明示，考える・発表
するなど生徒同士の活動を保証）：30分
❹まとめ・次時テストの確認 ：10分
・意欲の向上
・授業へ見通しをもって参加
・学習の定着
・学習内容の共有化
＊教師の授業改善とノウハウの共有化

起こす生徒も出てきます。教師も反社会的な

効果は，学習に遅れがちで後ろ向きだった

行動に注目しがちになり，学習の躓きが主訴

生徒を，授業に引きつけるために，教師が様々

で問題行動が見えにくい生徒への対応が遅れ

な工夫を凝らした結果です。９教科でできる

がちになるのも事実です。

限り同じパターンで授業を構成したことも効

ある学校で，生徒自身に「学習・生活上の

38

④共有化

②構造化

果的でした。

困り感に関するアンケート」を実施したとこ

【授業展開の工夫】 授業展開では，教師が自

ろ，その結果が教師の評価と乖離していたと

作のプリントを拡大投影機で映しながら授業

いう報告がありました。教師の捉える生徒の

を進めるなどの試みもありました。視覚化す

実態と生徒自身の抱える困り感の差異を象徴

ることで聞き逃しが減少することに加え，板

するデータでした。

書量を少なくすることで生徒の負担感を減少

させる効果も見られました。

の指導計画（現状把握と目標設定，具体的な

【教材等の工夫】 特別な支援ニーズのある生

指導・支援内容の決定）の作成が必要です。

徒へは，プリントや定期試験の問題への配慮

アセスメントについて田中ビネーやWISC

が有効です。LDや視覚認知に苦手さのある

など標準化された発達検査もありますが，簡

生徒にとって，明朝体は識別が難しいことが

易版チェックリストを使用する方法もありま

指摘されています。丸ゴシック体で少し大き

す。また，教師の見取りや生徒自身によるア

めのフォントを使い，文字間・行間に余裕を

ンケートも重要なアセスメントとなります。

もたせたり，文字の区切りに配慮したりする

ある学校では，国語（漢字，簡単な文章題，

など，レイアウトを工夫する学校も増えてい

作文，書字スピードなど）・数学（四則計算，

るようです。

単位の換算や定規コンパスなどの使い方）で

忘れ物，読字，聞き逃し，書字などの困難
さを抱える生徒への配慮がほかの多くの生徒

簡単なレディネステストを実施しています。
アセスメントをもとにケース会議等を行い，

の学びにも効果をあげました。これこそが

いつ・だれが・どのような方法で指導・支援

UDLの考え方だと思われます。

するのかを明確にし，教師同士がチームとな
って指導支援することが重要です。また，目

（2）認知特性などへの配慮
「板書をうまく写せない」という声をよく

標が達成されたか，指導内容は適切であった

耳にします。その原因を「入力→情報処理→

かなどの評価・修正についても複数の目で行

出力」という観点で考えると，どの段階で躓

うことが重要になります。

いているかによって，表２のように支援の方
法も変わってきます。

前向きな気持ちを育てる

いずれにしろ，その生徒の困り感に沿った

支援に魔法の杖はありません。個別指導計

具体的な支援が必要になります。支援の実際

画に基づいて，チームで日々の支援を積み重

については市販の文献やネットなどで情報が

ねていくことが重要です。教材や指導方法の

集められると思います。

ノウハウだけではなく，生徒と教師の信頼関

表2
段階

生徒の躓きの段階による支援の方法
生徒の困り感

支援の方法

入力

見る，注目すべきと ・わかりやすい板書
ころに注目できな
の 工 夫（ 色 分 け，
い。
四角囲み）
・ビジョントレーニ
ングの実施

情報処理

覚えられない。書く ・一度に覚える量の
タイミングがわから
削減
ない。
・視写の訓練の実施
・板書のタイミング
の指示

出力

書くこと自体ができ ・マスや罫線のある
ない。
ノートの使用

（3）個別の指導計画に基づいたPDCA

係も重要な要素となります。そのためにも，
生徒が安心して過ごせる学級経営，UDLの
考え方に基づくわかりやすい授業実践，さら
に個の特性に配慮した取組を行うこと。これ
らをもとに一人でも多くの生徒が学習内容を
理解できるように支援することが大切です。
また，学習内容の習得（スキル）も大切な
要素ですが，生徒自身に「できるようになっ
た」経験をさせること。そのことにより，自
己肯定感や次もやってみようという「前向き
な気持ち」を育てることが生徒の将来の成長
につながるのではないでしょうか。

効果的な指導支援を進めるためには，個別
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実践研究紹介

自ら進んで学び，意欲を高め，
互いに支え合う授業の取り組み
〜マット運動におけるペア・グルー
プ学習 集団演技への挑戦〜
山口 大和

静岡県浜松市立南陽中学校教諭

Ⅰ はじめに
今回の実践では，２年女子のマット運動で
いかに生徒たちが自ら進んで意欲的に学べる
か，いかに言語活動の充実を図り，互いに支
え合いながら取り組んでいくことができるか
を目指した。また，グループ学習を取り入れ，
個人の技をペアやグループの客観的な評価・
アドバイスにより向上させることで，少しで
もマット運動の楽しさや充実感を味わってほ
しいと考えた。
しかし，通常のグループ学習では意欲向上
や言語活動には繋がりにくい。そこで今回は，
ペアで取り組み，技の出来栄えを確認し合い，
それに対する効果的な学習方法を見つけたり，
補助をし合ったりする活動に取り組ませる。
さらにペアで演技構成も考え，演技発表を２
人で行う。それを「デュエット」と称して発
表会をする。また，次年度（３年時）は人数
を増やし，
「シンクロ」と称してグループ単
位の発表会へと発展していくようにしたい。
発表会ではグループで協力して，一つの作品

表会に向けて技の練習や演技を考えていく。
そして互いに協力して技の向上を助言し合い，
２年時以上にマット運動の楽しさや充実感を
味わわせたい。

Ⅱ 研究実践
1

生徒の実態
生徒たちは学習に対しては一生懸命取り組

み，意欲も見られる。苦手な種目であっても，
できるようになりたい，がんばろうという思
いをもっている生徒が多い。しかし意欲とは
裏腹に，充分な技能の習得ができているとは
いえない状況である。
2 授業実践
（1）技の習得に向けて
このような実態をふまえ，苦手意識が多く
あるマット運動で，得意な生徒も自分なりに
向上したという喜びと充実感を味わわせたい。
演技の発表会はシンクロナイズドスイミング
のように，ペアで同時に技の展開を行うため
練習もペアで行い，相互に助言や補助をし合
い技の習得に励む。
技能に関しては小学校で基本的な技の習得
への取り組みはしてきているため，そこから
発展技へとつなげて，組み合わせて演技構成
を考えていく。学習カードや技能チェックシ
ートを使い，生徒間でも技能の確認がしやす
いようにした。練習の場においても，マット
の設定やビデオ機器などの教材を多様化し，
自分たちで考察や振り返りがしやすいように
した。

を創りあげ，
自分たちの
体で表現す
る。
ここでは
グループ学
習によって
言語活動の
充実を図り
ながら，発
36

グループで演技を考える

ビデオで出来映えを確認する

保健体育

また，学習カードを用いて，技のチェック
を行った。技を項目ごとにチェックし，どこ

Ⅲ 成果（◯）
と課題（●）

でつまずいているか，どこを練習すれば良い
か分かるようにした。自分ができる技，練習
すればできそうな技，演技構成に入れられそ

〇技の習得のために，学習カードを使いチェ
ックをした。項目からつまずきを確認し，

うな技を練習，確認しながら選んでいった。

練習を重ねていくことができた。ペアやグ
ループで確認をし合うことによって，いろ
いろな角度からの気付きがあり，練習に反
映させることができた。また，互いを評価
することによって賞賛の声を受けると，そ
れが自信につながりさらに練習することに

つながった。
〇デジタルカメラやビデオカメラを使い，自
分たちの技の出来映えを確認することによ
って意欲向上につながった技の習得に励む
ことができた。客観的に自分の技の出来映
えを見ることができ，演技の修正がしやす
学習カードを用いて技をチェックする
くなった。
〇ペアやグループをつくることによって，話
（2）演技構成に向けて
し合い活動を充実させたり，マット運動に
練習を重ねながら，演技が共にできそうな
必要な補助をしたりすることができた。
相手とペアをつくっていった。ペアで出来映
えを確認し合いながら取り組むことによって， 〇ペア・グループでの取り組みのため，支援
や補助も活発になり，発展技に挑戦する生
今までよりも自分の状態を把握しやすくなり，
徒が増えていった。
出来映えも修正しやすくなっていった。互い
〇発表が集団演技であったため，ペアで技の
に補助をし合い，客観的に見て感想を伝える
組み立てやきれいに見せるためにはどうし
などのアドバイスを積極的に行った。
たら良いかなどの話し合いがいつも以上に
活発であった。授業に取り組んで行くなか
で自ら課題を発見し，そこから課題解決に
つながった。
●技能の習得では，演技の構成を考える・組
み立てる・修正するということに時間がか
かるため，先を見通した時間の確保が必要
であった。最終的に集団演技にしていくの
であれば，もっと基本的な技の習得にも時
間を掛けたほうが良いということも感じた。
こうした取り組みのなかで，小学校と中学
校のつながりがもっと見られると良かった。
●集団演技の演技構成を中心に考えてしまう
ので，ひとつひとつの技の正確さがかけて
しまうところもあった。今後、基本的な技
の習得はしっかり押さえて，演技につなが
ペアで技の組み合わせを考える

るようにしていきたい。
37

学校
紹介

魅力ある学校づくりを目指して

〜「防災教育の充実」
「小中連携教育の推進」〜
東京都中野区立第七中学校
はじめに
本校は，東京都中野区の北東部に位置し，

体験を通し，生徒自身に大災害が発生したら
まず自分の命を守り，次に身近な人を助け，

春には桜が一杯の地域です。本校は，現在，

さらに避難所運営への協力など地域に貢献す

通常学級９学級，固定の特別支援学級４学級

る意識と態度を育ててきております。これら

の生徒総数315名の学校です。

の一環として本校生徒による「七中防災隊」
を５年前に創設しました。

〇小から中への円滑な接続に向けて
本校は，近隣２校の小学校と合同で「小中
連携教育」の研究を行いました。まず，本校
区での中１ギャップの調査と「中野区学力に
関わる調査」結果を分析することから研究を
開始しました。その結果，６年生がもつ入学
中野区教育委員会学校教育向上事業の研究

に当たっての不安や，小中共に力を入れる必

指定を受け，平成24・25年度は「防災教育」，

要のある教科などがわかりました。そこで，

平成25・26年度は「小中連携教育」に取り

それらの要因を取り除くことにより中１ギャ

組んでまいりました。

ップは解消すると考えたのです。その点を踏

〇災害から命を守るために

まえ，共通事業としてのオープンキャンパス

生徒にとって，平成23年３月11日の東日本

や各種行事での小中相互交流，乗り入れ指導

大震災は，忘れられない日となっています。

の実施。さらに９年間を見通した学習の接続

現在も時折校内に鳴り響く緊急地震速報に机

や授業規律，挨拶，生活規律，人間関係力な

の下に身を伏せる機敏な動きや，避難訓練で

どに取り組んでまいりました。その中で，児

の緊張した様子など，経験したからこそ命を

童生徒連絡会の開催

守る行動をとれる状況が続いています。私た

により本校区の小中

ちは，何としても生徒の命を守らなければな

連携キャラクターが

りません。そこで，学校独自の訓練や地域と

できたことは大変有

連携した防災訓練の実施と共に授業や様々な

意義でした。

おわりに
今後，小中連携教育をさらに推進し，中１
ギャップを払拭させると共に近隣小学校と連
携した防災教育を計画的に実施することによ
り，生徒・保護者・地域から信頼される「魅
力ある学校づくり」を目指してまいります。
（校長

宮下 彰）

