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奈良女子大学文学部
附属中等教育学校



本報告書に記iljfされている内容は、学校教育法施行規則

第65条の５第１項において準用する第26条の２及び第６5条
の５第２項において準Ｈ１する館57条の３の規定に基づき、
教育課程の基準改善のために文部科学大臣の委嘱を受けて
実施した実証的研究です。

したがって、この研究内容のすべてが直ちに一般の学校
における教育課程の編成。実施に適用できる性絡のもので
ないことに翻意してお読みください。



奈良女子大学文学部附属
中等教育学校研究紀婆第43号
2002年３月

はじめに

学校長佐久間春夫

『研究紀要』第43集をお届け致します。本紀要は、教育課程の基準改善のため「中学校及び高等学
校における教育の連携を深める教育課程の研究開発」のテーマで、文部科学省の３年間の委嘱を受け

て行ってきた最終年の研究開発実施報告書であります。この間、新学習指導要領への移行に伴い４月

から実施される完全週５日制への対応、また、いわゆる教育内容の３割削減による学力低下の懸念と

国大協より出された入試に関する「５教科７科目」の導入問題、子ども達が自分で考える力を養うた

めの「総合的な学習の時間」の導入、少人数での指導や習熟度別指導の実施など、多くの課題を検討

してまいりました。一方、国立の教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談会より出された「今後

の国立の教員養成系大学・学部の在り方」は、単に国立の教員養成系大学・学部が直面する諸課題を

整理し、今後果たすべき役割を具体的に提示しているばかりではなく、これに連動した附属学校園は

もちろんのこと、本校のような非教員養成大学・学部の附属学校園については、大学との強い連携の

上での実験的、先導的な教育課題への対応が求められ、一層の教育実践研究を推進していくよう求め

られております。

このような状況の中で中等教育学校に移行して２年目にあたる本年11月には２日間にわたり第１回

全国中高一貫教育研究大会を開催しました。そこでは、先導的試行として本校が過去28年間にわたっ

て取り組んできましたこれまでの６年一貫教育の成果をもとに、中学校と高等学校を一体的に組織し

た「中等教育学校」にふさわしいカリキュラム編成について、貴重なご意見をいただくことができま

した。また、総合教科（環境学）をはじめとした各教科の研究授業や「６年一貫カリキユラムーその

理念と構想一」など４分科会では、活発な意見交換が交わされました。それらを参考にさせていただ

き、研究開発の最終委嘱年にあたる今回の研究紀要では、どのような生徒を育てるのか、学力に関す

る共通理解とその水準の保障、進路の保障、全校的教育研究体制の確立とさらなる発展などを、中等

教育学校の理念を実現するためのカリキュラム編成の基本に据え、実証的．実践的研究をまとめてま

いりました。

この『中学校及び高等学校における教育の連携を深める教育課程の研究開発』を検討していく上で、

生徒の自立的な知的関心を刺激することを学力の基本ととらえ、生徒が自分の将来を考え、進路を選

択していく際の援助となるように、様々な学問の楽しさ、素晴らしさを生徒自身が感得することがで

きるように「アカデミックガイダンス」を設けることが具体化しました。この「アカデミックガイダ

ンス」はイベント的なものではなく、「高大連携」の１つのモデルとなり得るものとするために、学長

の任命による各学部・研究科選出委員からなる恒常的なアカデミックガイダンス運営委員会が組織さ

れました。研究のプロである大学教官が、教育のプロである附属中等教育学校の教官と協力して、未

来を担っていく中等教育の生徒を教育するのは、大いに意義のあることではありますが、そればかり

ではなく、その協力を通じて、大学教官は「教育」の重要性を認識し、附属中等教育学校の教官は「学

問」について認識を新たにすることのできる機会であると考えております。形式的な「高大連携」で

はなく、非常に有意義な連携となることが期待されております。

一方、ハードウェア的な面での充実としてまもなく総合教育棟が完成します。そこには「総合学習

１ 



センター」の設置が計画されております。「総合的な学習の時間」の教材開発・実践的研究・地域や全
国の教育実践や資料の収集・文献的研究・歴史的研究を行う場として、さらに、総合学習に関.する公
立学校等への実践的リソースとしての役割を果たす場となることが期待されております。

４月よりこのような新たな取り組みがなされます。また、本校は、本年度より２期制に移行しまし
た。このことにより、授業時間が確保され、柔軟な時間割編成が可能となり、新しいカリキュラムの
利点を十分に生かせるものと考えております。しかし、冒頭にも述べましたように、中等教育学校は
まだその緒についたばかりであるにもかかわらず、学校を取り巻く環境は厳しいものがあります。し
かしながら、全教官の教育への純粋な情熱と徹底した打ち込みに、「伯楽ありて、然る後に千里の馬あ

り」といわれるように、改めて理屈や技術だけでなく、情熱を抱いた個性ある伯楽としての教官の存
在を見出すことの多かった一年でありました。引き続き検討すべき課題は山積みではありますが、改

革に振り回されずに本来の教育研究を忘れないで長期的展望に立ち、その方向を見誤らぬように努力
して行きたいと考えております。本研究紀要を御一読いただき、御批判、御指導をお願いする次第で

あります。

最後となりましたが、本研究開発が終わるにあたり、御多忙の中にもかかわらず御指導をいただき

ました運営指導委員会の先生方、さらに、この研究開発を陰で支えて下さった多くの皆様に心から厚

く御礼申し上げます。

２ 



奈良女７人+１Aズム被部附腕
中箙教が学校研究紀饗鋪４３彫
2002年３川

Ａ研究開発の概要

Ｉ研究開発の課題

（１）研究開発課題

中学校及び高等学校における教育の連携を深める教育課程の研究開発
（２）研究委噸事項

中学校及び高等学校において、生徒の実態に対応して、教育内容の一貫性、継続性を一層深め、
中学校及び高等学校の教育の連携を計る教育課程の研究開発を行う

（３）研究開発の委嘱期間

平成11年４月１日～平成14年３月３１日までの３か年間

Ⅱ研究のねらい

本校は昭和48年以来、主として制度的に中・高完全６年一貫教育体制をとってきた。その経験と伝

統を生かし、中・高一貫の内容・実践的な充実、徹底を目指して、平成１．２．３年度の３ケ年間、

文部省研究開発学校として中高の連携を深める研究開発・実践を行った。その成果は、総合教科「奈

良学｣、「環境学」の実践、６年一貫２－２－２制カリキュラムの編成と実践などの多様な取り組みと

して結実し、十数年後の今日まで継続されている。

以上の６年一貫教育の伝統をふまえて、本校は平成12年度より中等教育学校に移行した。今回の研

究開発では、中等教育学校の理念を実現するためのカリキュラムの編成を目標とする。そのカリキュ

ラムにおける重要課題は、以下の通りである。

（１）各教科が次の３つの領域に分かれるという仮説のもとでの、教科の性格の焦点化とカリキュラ

ムの構造化

①基礎的能力育成に関わる領域:保健体育科創作科（芸術科技術・家庭科）

②基本的学力に関わる領域：国語科英語科数学科（理科社会科）

③多面的な学力に関わる領域：社会科理科情報科

（２）将来の教科の再編をも見据えた「新教科・科目」の創設

（３）選択教科「アカデミックガイダンス」の展開

（４）総合教科・総合的学習の再構築

（５）大学・大学院との連携・援助の下での「総合学習センター」の設置

（６）「キャリアガイダンス」「ヴォケーショナルガイダンス」の展開

以上で述べたカリキュラムの櫛造を図式化すると、以下のようになる。

３ 
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Ⅲ研究計画
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カリキュラムの梢造
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研究内容等

平成11年度

(第１年次）

平成元年度より実施してきた、２－２－２制を枠組みとする中高六年一貫教育の

総括と中等教育学校組織の榊築

（１）２－２－２制における教育課程の総括

（２）２－２－２制における学校組織の総括

（３）総合教科「奈良学」「環境学」の総括

（４）中等教育学校へ向けての週５日制カリキュラムの編成

（５）総合学習センターの構想

平成12年度

(第２年次）

中等教育学校における実践の栂築

（１）中等教育学校におけるカリキュラムの編成

（２）総合学習センターの構築

（３）「奈良学」「環境学」「世界学」「情報学」の展開

平成13年度

(第３年次）

中等教育学校の展開

（１）中等教育学校におけるカリキュラムの完成

（２）クロスカリキュラムの研究・実践

（３）総合学習センターの榊築



Ⅳ研究組織

１研究組織の概要

研究体制

運営指導委員会

F雨典讓Ｆ
１田山・屯川・谷本・落貫・◎石田囚己

Ｉ（ＯＥＩ尻6ﾖﾀﾋﾞ担司）

総務委員会
校長・Ｈ１校長２人・ＩＲｒ５人

nTT⑥巴

カリキュラム委員会

~￣ 

通⑫β⑫

》｝

２研究担当者（Ｏ印は、研究主任）

３運営指導委員会

（１）運営指導委員

(上記運営指導委員のすべては確定的なものではない）

５ 

職名 氏名 担当学年及び教科

副校長

圓'|校長

教教教教教
諭
二△

5馴

諭

諭

諭 樹子照男雄史也良貞元文典信道山本葉川田林中勝谷落塩吉○ 

物理

生物・環境学

３年・日本史・奈良学

2年・学務部・国語・カリキュラム

研究部長・地理・総合学習センター

研究部・英語・世界学

学務部長・数学・情報学・研究開発担当

氏名 勤務先 職名 専門分野

｜司夫子三一直芳克行子敬孝彰章悦毅泰正正豊洋松尾尾森村切田岡目合田田路重松長西奥小小森見落疋 部会学学部部部部部部部学員大大轌雰埠雰》》》
鏥委

学青青立埣檸檸諄樗》》大教教府子子子子子子犬
育県

蕊良阪阪塗嘩錘饒錘準》奈奈大大奈奈奈奈奈奈奈
教授

指導主事

授手授授授授授授授教助教教教教教教教
数学教育

教育課程

教育工学

国語史・文体史

スポーツ史

日本近代史

教育心理臨床学

素粒子論

組合せ位相幾何学

住居管理学



（２）活動計画

各教科カリキュラム作成に対しての指導助言

カリキュラムの評価

総合学習への学問的リソースの提供

総合学習における外部講師としての参加

公開研究会支援

Ｖ研究開発の経過

平成10年（1998年）

１０月14日研究開発校希望調査提出の件を、研究部より会議に提案、了承。

１１月６日プロジェクト会議①

１２月９日プロジェクト会議②

平成11年（1999年）

１月27日プロジェクト会議③

２月10日内示

２月12日総務・教務（谷本・木村）打ち合わせ

２月15日研究組織図（総務案）完成

２月17日研究課題の変更・・・・会議で了承

２月22日文部省に提出する書類を、大学へ提出

２月24日総務より連絡

運営指導委員会のメンバーの了解を得る

プロジェクト会議④

３月１～３日中等教育学校時の時間割のモデル作り

３月９日教官会議「５日制における教育課程（カリキュラム）について審議」

３月23日プロジェクト会議⑤

中等教育学校時の選抜方法・これからの検討事項について

４月12日研究開発推進委員会①（プロジェクト会議）

「研究開発第一年次の研究計画」「中等教育学校に向けての校内体制，１研究開発第一年次の研究計画」「中等教育学校に向けての校内体制の見直し」

（会議提案に向けて）

４月14日特別会議「中等教育学校時の選抜方法について」（フリートーキング）

４月１５日「実施計画書の修正版」の提出依頼の書類を受け取る

４月23日上記修正版を40部、大学へ提出

４月28日運営指導委員へ、挨拶状と修正版を送る。

５月10日研究開発推進委員会②「入検の方法、カリキュラム、執筆分担」

５月12日会議「初年度の研究紀要の執筆分担を依頼」

「平成12年度の入検について、概要説明」

５月26日教育課程の基準改善のための教育研究開発の実施の委嘱書を受け取る

（平成11年４月１日付）

５月27日研究開発学校連絡協議会（文部省主催）に出席

６月９日会議「中等教育学校の入検の方法について」

の検討

６ 



６月16日特別会議「中等教育学校に向けてのカリキュラム」

６月23日特別会議「中等教育学校に向けてのカリキュラム」

７月７日会議「来年度入検の仕事分担と、今後の仕事日程について」

７月12日研究開発推進委員会③「研究紀要執筆の共通項目とアンケートについて」

７月１５日会議「中高一貫教育の総括の執筆について、依頼など」

８月30日研究開発推進委員会④「５日制における教育課程・授業時数について」

９月８日会議「新カリキュラムに向けての移行期の時間数など」

９月１３．１４日中部地区教育研究開発協議会に参加

９月２１日文部省実地調査に向けての打ち合わせと資料の作成

９月２２日会議「附属小学校との接続について」

９月29日会議「中等教育学校・５日制におけるカリキュラムの検討」

９月30日文部省研究開発校実地調査

文部省より東京工業大学教授牟田博光先生、千葉大学教授天笠茂先生、文部省初

中局高等学校課中野晃先生の３氏が来校し、研究開発の実施状況の経過報告および

世界学の授業参観

10月12日教官アンケート・環境学奈良学のアンケートの原案作り

１０月20日中高一貫教育推進研究協議会（文部省主催）に参加

１０月２７日校内研修会名古屋大学安彦忠彦先生

「中等教育のカリキュラム構成」

１１月上旬６年一貫教育・総合教科についての教官アンケート実施

１１月19日研究開発推進委員会⑤「初年度のまとめと今後の日程について」

１１月24日研究開発推進委員会⑥「学期制・授業時間・教官アンケートのまとめについて」

１２月７日研究開発推進委員会⑦「15日の会議議題について」

１２月15日会議「２期制を取り入れるか（継続審議）

１日は45分７限授業とする（否決-50分６限授業)」

１２月24日研究開発推進委員会③「平成14年（2002年）以降の教育課程について」

平成12年（2000年）

１月７日平成12年度研究開発実施計画書提出

１月２１日総合的な学習「世界学」の公開授業と研究協議会

１月26日会議「平成12年度の総合的な学習の担当教科について審議」

２月１日代表者会で「平成12年度の総合的な学習の担当教科」を決定

２月２日カリキュラム検討のための教科主任会

２月10日カリキュラム委員３名（吉田、勝山、落葉）の選出

これ以後は、カリキュラム委員会が教育課程作成の中心となることを決定

２月14日カリキュラム委員会（１）

２月１６日会議「中等教育学校校則の検討、カリキュラム委員会の方針の承認」

２月24日運営指導委員会

運営指導委員の意見を聞き、各教科主任と委員の打ち合わせを行う

２月24日総合学習を考える会

２月25日カリキュラム委員会（２）

７ 



会議「中等教育学校に向けて、諸々の規定（内規）の検討、個別教科のカリキュラム

作成について」

カリキュラム委員が東京大学教育学部附属中・高校へ学校訪問（２期制、単位制、カ

リキュラム）

教科カリキュラム代表者会議（１）

教官会議

研究会議４回、総括会議２回、教官会議１回で、カリキュラムについて議論すること

に決定

カリキュラム委員会（３）

カリキュラム委員会（４）

カリキュラム委員会（５）

カリキュラムに関する講演会を、鳴門教育大学村川雅弘先生に依頼

個別教科と総合学習（奈良学、情報学）との関連、全教科から提出される

研究会議「２期制について」

２期制のシミュレーションを提示し、それに関して議論

カリキュラム委員会（６）

カリキュラム委員会（７）

カリキュラム委員会（８）

教科カリキュラム代表者会議（２）

カリキュラム委員が、名古屋大学附属中・高校へ学校訪問

７／14の総括会議の午後に、研究開発運営指導委員に出席要舗を決定

大阪教育大の長尾先生、大阪府立大の西森先生に、研究開発運営指導委員への参加要
諦をする

大阪府立大学総合科学部西森章子先生、運営指導委員を了承

大阪教育大の長尾彰夫先生、運営指導委員を了承

教官会議

・２期制への移行

反対１，賛成27、保留10で可決される

移行年度は、課題を各責任部門で検討してから決定する

・名古屋大附属への肪問を報告

・カリキュラム担当者会議の報告

カリキュラム委員会（10）

カリキュラム委員会（11）

長尾先生（大阪教育大学）を訪問し、指導を受ける（松本、勝山、落葉、吉田）
分蛾会繊「２期制に関する問題点」

村川雅弘先生（鳴門教育大学）識演（１３：００～１６：00）

中等教育における「総合的な学習」

カリキュラム会議と運営指導委員者会畿（９：００～１６：00）

午前：６グループに分かれて議論

午後：全体会議（運営指導委員）

３月８日

３月13日

３月１６日

４月６日

４月７日

４月１０日

４月１９日

４月20日

４月２１日

４月26日

日
日
日
日
日
日

０
７
４
６
０
１
 

１
１
２
２
３
３
 

月
月
月
月
月
月

５
５
５
５
５
５
 

６月２日

６月５日

６月７日

６月１４日

６月２１日

６月27日

６月２８日

７月７日

７月１４日

－８ 



、＿

７月15日 教官会議

2000年度の紀要は、カリキュラム特集＆総合学習＆個人研究と決定

有志カリキュラム会議（言いたいことを言おう会）参加者10名
文部省研究開発進捗状況調査

文部省：教科調査官大杉昭英先生

本校：杉峰英憲吉田裕松本博史林良樹中道貞子落葉典雄吉日

研究の進捗状況を報告し、指導を受け、中学年を重要視する必要性を再闘

1993年度卒業生へ本校教育課程へのアンケート発送

カリキュラム委員会（12）

教官会議「カリキュラムの諸問題をまとめて提示」

カリキュラム委員会（13）

長尾先生＋カリキュラム教科代表十カリキュラム委員十有志の研修会（２１

教科カリキュラム代表者会議（３）

カリキュラム委員会（14）

研究会議

・移行期のカリキュラム

・各教科の新カリキュラム構想の説明

・２期制移行に関しての問題点

1993年度卒業生アンケートの集約ができあがる

カリキュラム委員が６年有志から、２期制に関して意見を聴く

カリキュラム委員が生徒会関係者十有志から、２期制に関して意見を聴く

７月２０日

７月２５日

山硲種本博史林艮樹中道貞子落葉典雄吉田信也

告し、指導を受け、中学年を重要視する必要性を再認識する

本校教育課程へのアンケート発送

（12） 

７月26日

８月22日

８月３１日

９月６日

(23名が参加）

９月２０日

９月２７日

９月28日

10月５日

10月６日

10月７日

10月10日

カリキュラム委員が代議員に、２期制に関して説明する

カリキュラム委員会が長尾先生の指導を受ける

環境学のＦＷを見学

教官会議

・移行期のカリキュラムを議論し、次回に結論を出すことになる

・２期制への移行時期を2001年度とする原案を提示する

反対５賛成２２保留１１で可決

・各教科の榊想と単位要求について

教官会議

・移行期のカリキュラムを第２案に決定

教科カリキュラム代表者会議（４）

合科を考えている教科・科目の担当者会議

カリキュラム委員会（15）

教官会議

・新カリキュラムに関する課題を列挙し、説明

・説明に対して、質問・意見を受けた

カリキュラム委員会（16）

カリキュラム会議

・全体会で審議日程などの説明

10月１１日

10月18日

10月25日

10月３０日

11月８日

11月15日

－９ 



・グループに分かれて協議

カリキュラム委員会（17）

・各教科との協議（ヒアリング）をすることに決定

教科カリキュラム代表者会議（５）

・授業年間計画表の作成を依頼

公開研究会（公民科、数学科、英語科が公開）

大杉先生（文部省)、長尾先生（大阪教育大）に参加いただく

カリキュラム委員と理科との協議

カリキュラム委員と社会科との協議

カリキュラム委員と国語科との協鍍

カリキュラム委員と数学科との協畿

カリキュラム委員と英語科との協職

カリキュラム委員と保健体育科との協議

カリキュラム委員と芸術科との協議

カリキュラム委員と技術・家庭科との協議

カリキュラム委員会（18）

・家庭科から、「いのち・暮らし」はできないとの申し入れあり

・相談の結果、家庭科の「家族」を総合的な学習として実施することにする

．そのために、社会科が出講する形で援助する方向で考えることに決定

カリキュラム会議（教官、長尾先生）

・４５分×７限を50分×６限と平行して考える

・５０分×６限を基本に考えるが、柔軟にモジュールの考え方も含めて追求し

11月29日

11月24日

12月４日

12月５日

12月７日

12月８日

12月１４日

12月１９日

・５０分×６限を基本に考えるが、柔軟にモジュールの考え方も含めて追求していって

よいか→了承

・アカデミックガイダンスとホーム制と総合的な学習

・アカデミックガイダンスは大学の先生が講義してくれる形で追求することで了承

カリキュラム委員会（19）12月２２日

平成13年（2001年）

１月10日教官会議

・カリキュラム会議の追加の要謂

・アカデミックガイダンスの概要の検討

・５０分×６限、４５分×７限、６５分×５限などの具体的なプランを提示

１月16日カリキュラム委員が長尾先生を訪問し、指導を受ける

１月17日カリキュラム委員会（21）

１月３１日カリキュラム委員会（22）

教官会議

・ホーム制は実施しない、アカデミックガイダンス、ＣＧ、「情報学」「奈良学」はカ

リキュラム委員会案通り実施することに決定

・５，６年の「卒業研究」について議論

・５年の総合学習は、合科方式で研究する

。「環境学」「世界学」の方式については、研究部で研究することに決定

10 



、

・時間割の枠組みについて議論

カリキュラム委員が長尾先生を訪問し、指導を受ける

カリキュラム委員会（23）

カリキュラム委員会（24）

カリキュラム委員会（25）

教官会議

・卒業研究の大枠が、カリキュラム委員会案通り決定

賛成25、反対１，保留８

カリキュラム会議

・時間割枠の５つの案を提示

・それぞれの案について、各教科、個人の意見を交換する

・従来の決定であるＡ案50分×６限を見直して、Ｂ案～Ｅ案に変えるこ

反対１賛成２４保留１１

教官会議

・時間割枠のＢ案～Ｅ案のイメージを脱明

教官会議

・時間割枠のＢ案～Ｅ案について議論

新任教官に対するカリキュラム研修

教官会議

・時間割枠のＢ案～Ｅ案について議論

・オリンピック方式による採決の結果、１回で45分×７限に決定

Ｂ案：８Ｃ案：６，案：２１Ｅ案：５

カリキュラム委員会（26）

教科カリキュラム代表者会議（６）

カリキュラム委員会（27）

教官会議

・2001年度のカリキュラムの課題について説明

・有志で行事検討委員会を新設することを決定

カリキュラム研修会（６月28日）での識演を、上野謙爾先生に依頼する

附属校園運営委員会

・アカデミックガイダンスの実施が了承される

カリキュラム委員会（28）

教科カリキュラム代表者会議（７）

カリキュラム委員会（29）

東京出張（カリキュラム委員）

・文部科学省：大杉昭英先生の指導を受ける

・東京都立大学附属高校：山崎先生と協織する

・国立教育政策研究所：工藤先生の指導を受ける

教科カリキュラム代表者会議（８）

教官会議

２月13日

２月１４日

２月１７日

２月28日

３月５日

３月７日

Ｂ案～Ｅ案に変えることに決定

３月１６日

３月30日

４月２日

４月６日

４月７日

４月１１日

４月１８日

４月19日

４月２４日

４月２５日

５月７日

５月９日

５月14日

５月１５日

５月１６日

11 



・教科カリキュラム（構成及び単位数について）決定

・原案Ｉ（｢家族」を開講し、理科、情報に玉突き有り）

・原案Ⅱ（｢家族」なし、草案とほぼ同じ）

・議論、採決の結果Ⅱ案に決定

Ｉ案９Ⅱ案３１保留１

研究会蟻＆運営指導委員会

・総合学習について議論

・担当者の「登録制」という考え方が出る

研究開発学校連絡協議会に出席（中道、吉田シ）

カリキュラム委員会（30）

教科カリキュラム代表者会議（９）

・移行期のカリキュラムをカリキュラム委員会原案通りに決定

近畿地区中高一貫教育推進フォーラム出席（中道、吉田シ）

教官会議

・移行期のカリキュラムが、カリキュラム教科代表者会議原案通り承認

・アカデミックガイダンス実施計画を承認

・行事検討委員会（仮称）の結成を承認（大内、大西、笠井、河合、櫻井、野上）

上野健爾先生（京都大学）の識演１４時～17時

「数学を通して学力、新学習指導要領を考える」

アカデミックガイダンス担当者会（１）

・大学側と附属側のメンバーと今後のスケジュールの確認

・講座のテーマと展開例の具体的なものを、それぞれが作成する事を確認

日本カリキュラム学会に出席（落葉、吉田シ）７月１日まで

教官会議

・高学年の履修取り消し制度の存続について議論

アカデミックガイダンス委員会（１）

・附属から、アカデミックガイダンスの概要と具体的な展開例について説明する

・質疑応答、意見交換

アカデミックガイダンスのアンケート実施（２年生、３年生）

カリキュラム委員会（31）

アカデミックガイダンス委員会（２）

・１期を９月実施に決定

・講座の展開や内容についての意見交換

アカデミックガイダンス担当者会（２）

カリキュラム委員会（32）

教官会議

・アカデミックガイダンス実施時期を１期は９月、Ⅱ期は12月で了承

５月２３日

５月３０日

６月６日

６月13日

６月２８日

６月29日

６月３０日

７月４日

７月10日

７月１７日

８月２８日

８月３０日

９月４日

９月５日

・世界学（総合教科）の評価をＩ期の評価もＡ、Ｂ、Ｃ、、の４段階で行うことを了

承

カリキュラム委員会（33）９月１２日

1２ 



９月１９日 カリキュラム委員会（34）

教科カリキュラム代表者会議（10）

カリキュラム会議

・世界学担当者から、総合学習の４段階の評価について説明の後、議論

・少人数講座について関係教科から説明の後、議論

・新教育課程表、および授業時間数シミュレーションの説明

アカデミックガイダンスについて理学部との会合（１）

アカデミックガイダンスについて理学部との会合（２）

中部地区教育研究開発協議会に出席（吉田シ）

教官会議

・履修取り消し制度を2002年度から廃止することに決定

賛成２３反対１保留1４

・校務分掌再編の大枠が決定

カリキュラム会議

・総合学習「奈良」の構想について説明と議論

.「情報入門｣、「情報と表現」について説明と議論

・世界学の評価基準について説明と議論

アカデミックガイダンス委員会（３）

・各学部より、開講講座等について説明

カリキュラム委員会（35）

教科カリキュラム代表者会議（11）

教官会議

・少人数講座・ＴＴ授業の試行を11月から実施することに決定

・少人数講座・ＴＴ授業の構想に関するカリキュラム委員会原案が可決

賛成３４反対０保留２

研究開発学校研究発表会（運営指導委員会を兼ねる）

・国語、社会、数学、理科.、英語が授業を公開

・午後の第１分科会で、各教科のカリキュラムについて発表

・午後の第２分科会で、・世界学について発表とワークショップ

ヴォケーショナルガイダンス（１）

・職業選択を考える手引き

・講師；藤田美和子氏（ＮＨＫ記者）１３：３０～１５：00

カリキュラム委員会（36）

キャリアガイダンス

・分野別に分かれて、大学の先生方による学問分野別のガイダンス、懇談

・３限、４限に６教室に分かれて実施

教官会議

・半期ごとの単位認定科目（数学科の一部科目）の設世を承認

・来年度からのアカデミックガイダンスの準備と計画の具体化を承認

・ベイシックガイダンスの来年度からの実施を決定

９月２６日

９月２７日

９月29日

10月５日

10月１０日

10月１７日

10月２３日

10月25日

10月３１日

11月７日

11月１５日

11月１７日

11月２１日

12月１日

12月５日
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賛成２９反対６保留６

カリキュラム会議

・総合学習「奈良」について確認、議論

．「惰報入門」「憐報と表現」について議論

教官会議

・行事検討の基本的考え方・方向性について議論

・全校レクリエーションの日程等について議論

・新カリキュラムにおける校時について議論

12月１２日

12月１７日

平成14年（2002年）

カリキュラム委員会（37）

ヴオケーシヨナルガイダンス（２）

１月９日

２月２日

･税理士の話

1４ 



奈良女子大学文学部附属
中呼敬育学校研究紀要第13号
2002年3月

Ｂ研究内容

第１編カリキュラムの編成

第１章本校教育の目標

カリキュラム委員会

１本校の最近20年の軌跡

本校の進むぺき方向を探るために、まず最近の20年の歩みを簡単に振り返る。

（１）前カリキュラム：1980年代

1973年から「中高６年一貫教育」にふみきった本校は、国立大学附属校の「エリート主義」教育へ

の批判をふまえて、奈良県下随一の進学校から「普通」の学校への変革を図つた゜しかし、中高６年

一貫教育の具体化はカリキュラム編成に関してはあまり進まず、教育実践研究も個人レベルにとどま

っていた。

入学検査に「実技を含めた８教科による入学検査」「３倍抽選制」を導入した結果、高校入試がない

ことから高校段階で「学力」差が大きくなり、どの水準の生徒に焦点を当てた授業をするか、悩む時

期でもあった。「標準学力テスト」の実施や授業方法、考査の問題や方法の工夫がなされたが、次第に

授業や特別活動に停滞が見られるようになった。「特別指導」を要する生徒も年々増加し、指導方法を

めぐり教師間の混乱が生じた。そして、附属学校本来の使命を果たすことに、困難も生じはじめた。

（２）現カリキュラム：1990年代

現カリキュラムは、学校改革と同時に、1989～91年度における研究開発学校の指定にともなって開

発された。前項で述べた課題をふまえ、新たな中高６年一貫教育の内実づくりがカリキュラム上から

試みられた。その結果、総合教科「奈良学」「環境学」が創設され、英語20人授業が導入された。また、

５．６年では大幅な自由選択制度を導入した。これらの実践は、2002年度から実施される新学習指導

要領における「総合的な学習」や、少人数授業の先駆けとなった。さらに、情報教育や国際交流教育

にも力を入れた。学校的規模で教育研究が前進し、公開授業も毎年開催されるようになった。

これらの取り組みによって、多様な「学力」の向上を目指すと同時に、ある程度、進学保障も実現

できるカリキュラムづくりを行った。また、入学検査の改革（３倍抽選廃止、附属小学校接続見直し）

を行った結果、高校における「学力」差は縮小された。しかし、単位数が増加したため、３年～６年

において７限授業が行われ、生徒の特別活動などへの影響も出た。

２本校教育の報告

以上の20年の経験を基に、これから本校はどこへ向かうべきなのかを学校全体で考えた。この方向

が、新カリキュラムの編成の基本となった。
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（１）どのような生徒を育てるのか

2000年度に中等教育学校に移行しても、本校の基本的なスタンスは1990年代と大きく変わらない。

次の本校の教育目標に基づいて、教育の実践を行う。

１．自由で自立した人格と社会的責任の自覚を養う学校

２．多様な能力に対応し、それを伸ばせる学校

３．社会、世界に開かれた学校

「自由・自主・自立」は本校の校風であり、あらゆる教育活動の根幹に位置付いているが、最近の

生徒はややもすると「自由」と「勝手気まま」を混同する傾向にある。「自由」と「自律」は対である

ことを理解させ、様々な場面でこの校風を意識させたい。また、自分の頭で自主的に考え、議論し、

行動できる自立した人間を育てたい。

独立した人格の基礎を築く中等教育は、単なる高等教育への通過点ではない。したがって、大学受

験のみを目的とする中等教育はあり得ない。本校は、生徒が将来、日本社会・国際社会に通じる「良

き市民」として、生きていく力を身につけることを目指している。また、新カリキュラム作成にあた

っては、この点をより強調したものにした。

（２）学力水準

ここでいう「学力」とは、教育研究・教育実習の対象になりうる基礎・基本をふまえ、個性を伸ば

す学力のことである。また、本校は高校入試がないため、６年間において「学力」が多様化し、格差

が拡大することは避けられないと考え、次のような方策を考えた。

①入学時に「適性検査」を実施する。この検査は本校の教育を受けるのに適した能力が備わってい

るかをみるためのもので、いわゆる「受験」に必要な知識量ではない。興味・関心がどれだけ豊か

か、試行錯誤しながら考える力や表現する力が身についているか、という点を検査する。

②中学年（３．４年）の英語・数学・国語等で少人数講座を編成し、中学の内容から高校の内容へ

移る際のギャップをていねいな指導で補い、「学力」差の拡大を最小限にくい止める。

③「中学・高校学習指導要領」の内容を、生徒の発達段階に応じて合理的なカリキュラムに再編成

し、生徒の学力がスムーズに定着するようにする。

これらの手だてがないと、６年間で「学力」差が急激に拡大し、本校の目指す教育が実現できない

ことは、前述の80年代の経験から明らかであろう。

（３）進路保障

中等教育にとって、大学進学は本来の目的でないことはすでに述べた。しかし、ほぼ全員が大学進

学希望である本校にとって、多様な生徒の能力や適性にみあった進路を保障するカリキュラムを編成

することが重要である。したがって、高学年（５．６年）では「大学入試」をまったく無視するわけ

にはいかない。この点について全教官の認識は一致している。このように進路保障を確実にすること

で、本校生徒の「学力」が多様かつ一定の幅に落ち着き、中等教育学校としての教育活動が困難にな

ることを防止できると考えている。

（４）教育研究

本校は、1990年代より公開研究会の実施や研究開発学校・研究指定校としての実践を行い、全校的

な研究体制を確立してきた。今後も、この研究体制を発展させていく。さらに、中等教育学校の内実
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づくりと、中等教育学校の実態に合わせた新学習指導要領の実践を行っていく。具体的には、今回の
研究開発の内容を引き継ぎながら、以下の研究を進める。

●各教科における２－２－２制の徹底と中高内容の互換●６年一貫の「総合的な学習」
●各種ガイダンス櫛想●新科目創設と教科・科目再編の試行
●小人数授業・習熟度別授業・ティームティーチング●情報化・国際化への対応

●「検証」に基づく「評価」の研究●小学校から大学までの連携

第２章編成の基本方針と特徴

第１節基本方針

１カリキュラムを特徴づける３つの枠組み

（１）２－２－２制

本校において従来から実施している２－２－２制は、平成11年度に実施した教官アンケート結果で

は、生徒の精神的、肉体的な発達段階に対応していると評価が高い。したがって、本研究により開発

中の中等教育学校における新カリキュラムにおいても、２－２－２制の方針を踏襲する。つまり、第

１学年から第６学年までを３段階に分け、２－２－２制の各期の発達段階と目標を、次のように捉え

ている。

低学年（１．２年）：周囲への依存と個の萌芽

基本的学力及び基本的学習方法の習得

中学年（３．４年昨個の発見と模索・探求

自主的・体験的学習による幅広い学力の習得

高学年（５．６年沁個の形成と自立への展望

個性・能力・進路に応じた学力の習得と自立した人格の育成

（２）自己選択・自己責任とガイダンス・カウンセリング機能

自己選択・自己責任の態度と力を身につけることができるように、低学年から高学年までに以下の

ような講座を設置する。

・低学年（１．２年）：ベイシックガイダンス（不得意を選択する）

・中学年（３．４年）：アカデミックガイダンス（得意を選択する）

・高学年（５．６年ルキヤリアガイダンス、ヴオケーシヨナルガイダンス（将来を選択する）

特に、低学年における「ベイシックガイダンス」では、カウンセリング機能に重点を置きたい。そ

れぞれのガイダンスの詳細については、後述する。

（３）必履修・選択とデュアルカリキュラム

従来の日本のカリキュラムは、「低学年では必履修、高学年では選択」という型が多かった。

それに対して、本校で開発中の新カリキュラムは、

●基本的学力を獲成する教科を中心に、必履修を１年から６年まで設瞳する型になっている。具
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体的には、

・１年～６年まで必履修（選択必修も含む）科目のある教科：国語科、社会科・地歴科・公民科、英

語科、保健体育科

・１年～５年まで必履修（選択必修も含む）科目のある教科：数学科、理科

となっている。一方で、

●多面的学力を養成する教科、基礎的技能・精神・身体を養成する教科とガイダンス機能を中心

に、選択も１年から６年まで設置する

ものとなっている。これには、創作科と各種ガイダンスが該当する。

以上を「デュアルカリキュラム」と称することにすると、イメージ表現は次のようになる。

必履修必履修

選択選択

本校のデュアルカリキュラム 日本に多いカリキュラム

２低学年（１．２年）における基礎・基本の定着

「基礎・基本」の定着は、学校教育の不易の部分であると位極づけ、１．２年の中心目標に据える。

「基礎・基本」の内容については、習熟すべき「知織や概念」・「技能｣、自己「学習力」・［思考力」・「表

現力」などの諸点から、多面的に検討しなければならない。

「新学習指導要領」は、少なくとも２年以降に選択科目を義務づけている。しかし、中等教育学校

である本校の新カリキュラムでは、６年間の学習を保障するための「基礎・基本」を重視する立場か

ら、１．２年はすべて必履修科目としている。

３中学年（３．４年）における中高カリキュラムの互換と総合、選択

中学年は、６年一貫教育の特色がいちばん出るところである。各教科において、中学と高校の学習

内容を整除して、合理的で系統的なものに組替えることが必要となってくる。

必履修科目においては、「総合」「統合」「融合」がキーワードとなる。その背景には、中学年の「学

力」の持つ、教科の枠を越えた以下の「共通項」が存在するからである。

●教科の学習内容と生徒自身による自己発見・自己探求の課題との関連性

●教科の学習内容と現代的・世界的課題との関連性

●教科内における諸学力の総合・融合・統合

また、生徒の興味・関心や主体性をより尊重するために、「選択制」も必要である。その際、教科の

性格を反映して明確な方向性の違いが存在するので、その点に留意して「選択制」を取り入れる必要

がある。

４高学年（５．６年)における選択制の拡大

高学年においては、進路・適性に応じた大幅な選択制が必要であると考える。「個の確立」へと向か

う高学年に、名古屋大学の安彦忠彦先生の説のように「狭く、深く、少なく、長く、重く」履修させ

ることで、生徒の個性・適性をさらに伸ばすことができると考えるからである。

また、「学力」格差が大きくなるであろう数学や英語においては、その「学力」格差に応じた選択科
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目・講座の構想を充実させる必要がある。

５自己学習力の育成

中等教育学校においては､「自己学習力｣の育成が重要な課題である｡検討課題は､次の３点である。
（１）中等教育学校（少なくとも３年以降）の「自己学習力」は、「教師の示唆」はあるにせよ、「自
己」と結びついた「問題意識」からしか出発できない。こうした事情をよくふまえて、２－２－
２制各期のとりくみを整合性のあるものにする必要がある。

（２）「自己学習力」の内容・方法は、教科によって相当違う。抽象的・論理的思考が重要視され、学
問的系統性の強い「数学」と、生活感覚や個人的価値観が大きく影響する「芸術」「現代社会」「倫

理」等では、同じ「問題解決学習」といってもそこには質的な差異が存在する。「自己学習力」育
成の課題は、教科・科目の性格をよく考えて精選し、新カリキュラム全体で櫛造的に進める必要
がある。

（３）「自己学習力」育成を標傍する学習活動が、あらゆる場面で取り組まれるようになると、生徒が
「過密スケジュール」にふりまわされる事態が多発しかねない。試行錯誤し、迷い、安心して回

り道ができ、葛藤して悩むことがゆるされる時間的・精神的「ゆとり」の確保が必要である。そ

のため、生徒の「学校生活の実態と年間スケジュール」を尊重した、合理的で組織的な「自主的
学習」活動計画の作成が必要不可欠である。

６各教科の性格とカリキュラムの構造化

本校では、各教科が次の３つの領域に分かれるという仮説をたて、構造化を図っている。

（１）基礎的能力育成に関わる領域：保健体育科創作科（芸術科技術・家庭科）

（２）基本的学力に関わる領域：国語科英語科数学科（理科社会科）

（３）多面的な学力に関わる領域：社会科理科楕報科

各教科の学力は全領域に及ぶことは確かだが、乱暴を承知で、教科の性格の焦点化を図っている。

（１）基礎的能力育成に関わる領域

人間が生きていくのに必要な、身体・精神・技能の育成に深部で関わるもので、非言語的表現が中

心である。身体・精神・技能のどの部分に比重が高いか、言語的表現がどの程度かについては、教科

によって異なる。人間の成長・発達上、もっとも早くから習得せねばならない領域である。また、家

庭教育・社会教育との関連も深く、生涯教育との連携をふまえたカリキュラムづくりが必要である。

（２）基本的学力に関わる領域

「読み、書き、そろばん」に属する領域で、人間が生きていく上で必要な学力・技能に属する部分

である。国語科は「思考のツールとしての言語習得」を基本とし、「表現」力育成が柱となる。英語科

は「国際対話」を可能とするために、「実践的コミュニケーション能力」育成の課題が基本となる。「人

類の普遍的な言語」である数学は、「人間の概念形成における根幹的な文化」であるとして、「思考力

の部分から鍛えていく」ことを目指す。

こうした基本的学力が形成されないことには、中等教育学校が目指す個性に応じた多面的な学力は

身につかない。また、この領域の学力習得には他教科以上に「反復による訓練」を必要とする。した

がって、中等教育初期の段階において、必要以上に単位数を削減することはできない。また今後、「学
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力」差の拡大が予想される中で、「基本的な学力」定着のために、制度・頻度両面で、相当なエネルギ

ーを注ぐ必要が生じるであろう。

（３）多面的な学力に関わる領域

理科、社会科は、他の教科以上に「多面的な学力」形成に関わる教科である。そして、現代社会の

動向に左右されやすく、現代的課題や学問の動向等とも直結しやすい教科でもある。

両教科共に、前述の「基礎的能力」や「基本的学力」の領域を前提にして成り立つ教科であり、体

験学習・観察学習による知的好奇心の育成が、大きな意味を持つ教科でもある。また、カリキュラム

編成上、理科、社会科の学習は、１．２年より３年以降に比重を高める方が有効と考えられる。

また、「現代社会の動向に近く」、「知的好奇心の育成に大きな意味がある」ということは、「国際理

解」「環境問題」「少子高齢化」などをテーマにした「総合的な学習」との関連が深い教科ということ

になる。

第２節自己選択・自己責任とガイダンス・カウンセリング機能

１自己選択・自己責任

（１）自己選択

新カリキュラムにおけるキーワードの１つが、「自己選択」である。新カリキュラムにおいては、２

－２－２制に基づいて次のような「自己選択」を設定した。なお、それぞれの「ガイダンス」の詳し

い内容は、次項以後で述べる。

①低学年（１．２年）のベイシックガイダンス

ベイシックガイダンスは、「不得意を選択」することを目指している。つまり、

自分の不得意教科を自覚し、不得意教科を克服する

ために、自己選択するのである。

低学年で不得意教科を克服しておくことが、中等教育学校の６年間における学習活動において非

常に重要であることを生徒に納得させ、自己選択させることを目指している。

②中学年（３．４年)のアカデミックガイダンス

アカデミックガイダンスは、「得意を選択」することを目指している。これは、次のような名古屋

大学の安彦忠彦先生の選択履修の理論を参考にしている。

●中学で選択を履修する原理：広く、浅く、多く、短く、軽く

●高校で選択を履修する原理：狭く、深く、少<、長く、重く

この中学の選択履修の考え方を、本校の中学年に適用した。自分の得意な、あるいは興味のある

教科・科目を「広く、浅く、多く、短く、軽く」選択することで、高学年において自分の将来につ

ながる選択に備えることを目指している。

③高学年（５年）のキャリアガイダンス、中・高学年（３～６年）のヴオケーシヨナルガイダンス

キャリアガイダンス、ヴォケーショナルガイダンスは、「将来を選択」することを目指している。

大学での研究内容や、研究と職業との関係、中等教育段階でどのような勉強をしておくぺきか等を

質疑応答で知る。あるいは、現役の職業人の識演を聴くことで、その職業に関する知識・理解を深

める。このことで、自分の将来を選択する力を養うことを目指している。
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④高学年（５．６年）の選択科目

高学年では、できる限り多くの選択科目を用意する。そして、②で述べた安彦先生の高校での選

択原理「狭く、深く、少く、長く、重く」に基づいて、生徒が「自己選択」を行う。これは、教科

の上で「将来を選択」するものである。

（２）自己責任

発達段階にもよるが、一般的に言って選択には責任が生じるものであるから、「自己選択」したもの

には「自己責任」をもって最後まで頑張るのが基本である。したがって、現在のカリキュラムにある

「履修取り消し制度」は、５．６年段階の「自己責任」にふさわしくないので廃止することにした。

「履修取り消し制度」は、高学年において選択した科目は冬休みまでなら履修しなかったことにで

きる制度である。現カリキュラム実施の当初においては、進路変更に伴う取り消しなど、納得できる

制度であった。しかし、近年は、大学入試の科目に必要かどうかだけで取り消す生徒が増加してきた

こともあり、「自己責任」を重視する新カリキュラムにふさわしくないので、2002年度より廃止するこ

とになった。

しかし、単に「自己責任」を問うだけではいけないので、可能な限り選択の変更を認める方向を探

った結果、５月の連休明けまでなら選択の履修変更を認めることとした。

２低学年（１．２年）のペイシツクガイダンス

（１）ペイシックガイダンスとは

入学検査なしで入学してくる中等教育学校では、６年間で｢学力」差は拡大することが予想される。

実際、本校では現在の１年生、２年生が中等教育学校としての入学生であるが、「学力」差は３年生～

６年生よりも幅広くなっている。これは、普段の授業態度、小テスト、定期考査のデータ等から明ら

かである。

性格や能力が異なる個々の生徒を相手に、「基礎・基本」の定着をどう図るかは、本校にとっても困

難な課題であり、特に低学年においては、「基礎・基本」の定着は６年間の学習における成果を左右す

ると考える。そこで、低学年の「基礎・基本」の定着が不十分な生徒たちに対して、制度的な保障と

して「ベイシックガイダンス（基礎講座)」の開講を考え、議論の結果、2002年度からの開講が決定し

た。具体的な要領は、次の通りである。

＊＊＊＊★★★★★＊★＊★★★★★★★★★★★★★★＊＊★＊★★＊＊★★＊＊＊＊＊＊★★＊＊＊★★＊＊＊＊＊＊＊＊★★★★★＊★★＊＊＊＊＊★＊＊＊＊＊★★★＊＊★★★★★★★＊＊ 

要領

１．２年で基礎・基本が定着していない生徒

国語・数学・英語

（１）４月下旬～５月下旬：理科の実験における基礎指導

（２）６月中旬～７月：教科ガイダンス(面談・相談）

（３）７月～２月：教科の基礎・基本の指導

（１）週に１コマ固定し、３教科でローテーション

（例）火曜７限Ａ：国Ｂ：数Ｃ：英→Ａ：数Ｂ：英Ｃ：国→…

（２）ベイシックガイダンスの説明をし、希望生徒を募る（教師の指名もあり）

（３）２０人くらい（できるだけ少人数）で、個別指導を中心とする

１．対象者

２．対象教科

３．実施内容

４．実施方法
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（４）半日授業のときはなし

５．担当者（１）１．２年の教科担当者(非常勤のときは、教科で１名を選出）

（２）持ち時間に１時間でカウントする

６．留意点（１）最初や途中の説明（ガイダンス）を丁寧に行う。

（２）不得意教科を自分の意志で選択し、不得意教科を克服することが、自分の将来

にとって重要であることを納得させる。

（３）以上のことを丁寧に行い、参加生徒が「劣等感」をもたないように留意する。

＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊★★★＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊＊＊＊＊＊＊★★★＊★＊＊＊★＊＊＊＊＊＊ 

（２）経緯

６年一貫教育の本校においては、従来からも「学力」差は存在していた。そして、教科担任が中心

となって随時､補習・小テスト等を実施することで対処してきた。しかし、中等教育学校としての「学

力」差に対応するには、生徒への対策を学校全体の体制としてカリキュラムの中に確立する必要があ

ると考えて、ベイシックガイダンスを提案した。

提案に対して出された主な疑問・意見と、それに対するカリキュラム委員会の考えは、次のような

ものである。

.「自己選択」ということについては、１．２年生では無理があるのではないか？

→確かに、１．２年生では完全な「自己選択」は難しいかもしれないが、教科担任、ＨＲ担任が協

力してベイシックガイダンスの意義をしっかり理解させ、カウンセリングすることで、該当生徒

が選択することができると考える。最悪の場合は、教師による指名での受識でもやむを得ないと

考える。

・ベイシックガイダンスを受講する生徒が、劣等感を持つことはないのか？

→前述したように、低学年で「不得意を選択」して、それを克服することが将来へつながるという

ベイシックガイダンスの意義をしっかり理解させることで、自分の利益になりこそすれ劣等感を

持つことはないと生徒は感じるだろう。この点に関しても、教科担任・ＨＲ担任のカウンセリン

グが重要だと考える。

・少人数で、きめ細やかに対応するということについては賛成である。

・３週間に１回では効果があるのか？

→もちろん、回数はもっと多い方がよいとは思うが、低学年では可能な限り放課後の自由な時間を

確保すべきだと考えるので、提案のような回数となった。学校の体制として時間をカリキュラム

の中に保証しても、日頃の細かい指導（小テストや補習等）は欠かせない、大前提だと考える。

以上のような議論を経て､2001年12月にベイシックガイダンスの2002年度からの実施が決定された。

（３）今後の課題

ベイシックガイダンスの本来の目的は「不得意を迩択」して、それを克服することである。単なる

「学力」不振者に対する「補習講座」とならないように、「自己選択」の部分を大切にして実施してい

かなければならない。
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３中学年（３．４年）のアカデミックガイダンス

（１）アカデミックガイダンスとは

本校の現在のカリキュラムでは、５年、６年においてはかなりの選択教科･科目を設置しているが、

低学年・中学年においては、芸術を除いて選択制は存在していない。したがって、生徒たちは高学年

になっていきなり教科・科目の選択を迫られ、最近はとまどう生徒も多くなってきた。また知的好奇

心が急成長したり、自己の得意科目・分野が鮮明になる生徒も出てくる時期である。

そこで、2000年度の研究で、新カリキュラムにおいて中学年に「アカデミックガイダンス」と称す

る選択学習を設置することになった。

2001年度は、アカデミックガイダンスの具体化に取り組んだ。まず、2001年４月には、附属校園運

営委員会でアカデミックガイダンスの実施が了承された。これを受けてアカデミックガイダンス運営

委員会を設置して実施計画を作成し、以下のように決定した。

＊＊＊★＊★★＊＊★＊＊＊★＊★＊★★★★★★★★★★＊＊＊★＊＊★＊★★★＊＊＊＊＊＊★＊★★★★★＊＊＊＊★＊★★★＊＊＊★＊★★＊★★＊＊★＊★★＊★＊＊＊＊＊＊＊★＊＊★★ 

2002年度アカデミックガイダンス実施要項

１．目的

生徒が自分の将来を考え、進路を選択していく際の援助となるように、様々な学問の楽しさ、素晴

らしさを生徒自身が感得する。

２日程

（１）１期９／２

９／３ 

（２）n期１２／９

１２／１０ 

（３）時間（基本）

講座ごとでオリエンテーション（全校集会・ＨＲ後）

講義・実験・ＦＷ

講座ごとでオリエンテーション（全校集会・ＨＲ後）

講義・実験・ＦＷ

１５２時間目１０：３０～１２：００

（月）

（火）～９／６（金）

（月）

（火）～12／1３（金）

１時間目８：４５～１０：

３開議予定講座一覧（原則として、１期。Ⅱ期ともに同じ内容）

２３ 

学部 調座名
担当教官

(窓ロ）
内容

生活蝋境学部
２ 

３ 

仮想世界での衣服設計

さまざまな暮らしと文化

－日本と世界一

高齢者の住剰境を考える

今ＩＭＩ存樹

佐野敏行

磯１１１窓生

）|：」ユ容子

瀬渡章子

西村一朗

(lWI：」E銭）

(1)仮想世界での衣llu設計とは

（２）使われる物日１１学、数学、プログラミング

（３）Ji1f装シミュレーションの実習

（４）企業での１１M発状況の見学

（１）フィールドワークとは（ミニ版のための目的と〃法）

（２）インタビューのしかた（(ﾛIをどう'111<か）

（３）ミニ・フィールドワークの実行

（４）何を得ることができたか

（５）11)たことをまとめる（記述)、考えたことをまとめる（分

析）

（６）まとめたものを挑んで、話し合う。

（１）学内

講義、人工女(峡室を使った実験、祝環境の実験

（２）学外

積水ハウスの紬ｲ(卜工房の兄ﾊｸﾞ:.ｘ背、介護施,没clc・の

lmL学
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４ 

２１世紀のサイエンス：

タンパク質・酵素の働き

を考えてみよう

械野洋

（１）学内

タンパク蘭・酵素のできるまで、タンパク蘭．

酵素のliHi造解析、タンパク衝・酵素の機能解析

（２）学外

SPring8(ihi1lHl度光科学研究センター)の見学

理学部

５ 

６ 

７ 

数学の散歩道

物理学とは何だろう

微生物学の最前線

－酵母菌のバイオテクノ

ロジーとゲノム解析一

小林毅

篠ｌⅡ正人

１１１下剛

兄Ｉ］正鬼

林謙吉

Y｝渕修一・

松)色欣枝

鈴木孝仁

班１１仲・

111（｜Ⅱ美知子

樫ノ|：昭

(ｲﾄﾞ本兇iL）

災介論、グラフpl1iMh、確率論、ゲーム理論・オペレーション

ズリサーチ・般適lMhmIf

(1)物理学のHI1解の方法と私たち

（２）基本粒子を捕らえる。細ぺる。

（３）ナノワールドの物理学

（４）原子から兄た物の性質

（１）私達の生活にilUわる微生物の役割について（騨鍵）

（２）微生物学の方法と応用（iii挺と実験）－解１１)菌の培養

の方法をjUlり、とくにバンをつくるのに適した酵阯菌と

はどのようなものかを、パン作りを通して考える。

（３）パン酵ｌｌｊからＩ)ＮＡを柚１１'し、柵製した後、ＩＩｉＩ限酵素処

nMする。さらに地気泳動により分離する（実験)。

文学部

８ 
スポーツが来た曰、科学

となった日

９ 
小説・映画に見る子ども

期・青年期

10 
日本語

_外から見る、中を見る

１１ 

不思識な外国旅行

－ドイツ文学を通じて物

寵世界を旅しよう－

1２ 
子どもって何だろう

(発達心理学入門）

'1,111切毅一・

佐久ⅡI］存夫

1僻Bｉ（索７．

野聡子

大内惇也

閥付拓生

功ノ」俊ｊｌ）

他ｌ粕

奥村悦二

入学院生

附属教官

''１）色光延

人坪が菜

麻生IIIC

氷竹義子

(1)スポーツ史料怖翻学

（２）スポーツの心理的効用・競技の心理：勝敗の分かれ目
は?

（３）無理のない11111き・巧みな動き

（４）asics研究所見学(神戸）

(1)近・現代の-「ども期・青（Iﾕﾘ01の特質について

（２）文芸作品・映iilji算を鑑賞し、それを素材に雛IMB・識義
を行う

（１）留学生の｢1本i}冊発汗の‘`ii{上り，’から觜える

（２）『和英調林災成』l予文を縦む

（３）’'１語が我々にとって持つ意味を考える

（４）適塾（大阪・」上浜）の見学（1211,日ﾊﾙり）

（１）ヨーロッパ,Ij来のメールヒェンやＭ・エンデの『モモ』
などの作,11,などを砿む

（２）それぞれの物illiに見え隠れしているさまざまな「境界」
に注目しながら物語を読み返す

（３）自分自身のお,１８を創作する

（１）自分自身の生い立ちをふり返りながら、子どもって何

なのか觜えてみる。子どもの特徴をふまえて、幼稚園で
の観察実習における観点を学ぶ。

（２）附属幼稚園での観察実科と観察,氾録、そのl｣のまとめ

（３）幼稚1釘での観察i氾録をもとにした討論会と２k徒iiiによ
るまとめ

（４）観察から兄えてきた子どもの湊と発達心理学との119係
について、まとめと;lIi評

附屈中等
1３ 

1１ 

方言地図を作る・銃む

(言語地理学入門）

音楽の歴史

\；城裕之

森ⅡＩ曰利

（１）全国の力ir地lxlを見て力司の分布の基礎をおさえる：

講義・演刊

（２）全国的にも｣|：粥に珍しい〃耐の現象が残る’711川へ：

フィールドワーク

(:！）まとめ：ｉ脚挺・欣習

11,．ﾘＩＬ汗楽の歴史（バロック～近現代）と時代ｆｆｊｊｔをIﾘlらかに

し、炎際に作ｌＭｊをＩＨＩきながら考える（'被ぶ）

他大学等 1５ 数学と文化の歴史

斎縢窓

(人阪府立大学）

'１，川束

（1111｣Tli大学）

'１、寺裕

（！〔人寺学園）

iｌｉｌｌＩ１局也

(1)ギリシアの数学とギリシアの社会・文化

（２）和算と江戸Iﾘｷ代の社会・文化

（３）算額見学

（４）ギリシアと『Ⅱ節の問題の数学的解OilH

※この講座は、-1101のみの開講である。



4．履修方法

（１）３年で２講座、４年で２講座、合計４講座を履修する。

（２）３年・４年が混在して受講する。

（３）自分の学問に対する興味・関心に基づいて、自分の意志で選択履修する。

（４）履修例

５識譲内容

それぞれの教官の研究分野･専門分野の先端部分や興味深い部分を､程度を落とすことなく３年生、

４年生にわかるように講義・議論し、必要ならば実験やフィールドワークを行う。

６評価方法

受講態度、講義への参加態度、興味・関心の度合い、レポートなどを総合して評価する。ただし、

膨大・過酷なレポートは課さない。

７アカデミックガイダンス運営委員会

生活環境学部：植野洋志（食物科学）増井正哉（住環境）

理学部：小林毅（数学・幾何学）春本晃江（生物・分子･細胞生物学）

文学部：奥村’悦三（国語史・文体史）佐久間春夫（スポーツ心理学）

附属中等教育：岩城裕之（国語科）越野省三（理科・化学）

鮫島京一（社会科）末谷健志（理科・物理）

吉田｜言也（数学科・カリキュラム委員長）

＊＊＊＊★★★★＊★★★★＊＊★★★＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★★★★＊＊＊★＊＊＊＊＊★＊＊＊★＊＊＊＊＊＊＊★★★＊＊★★★★＊＊＊＊＊＊★★＊＊＊★★★＊★＊★＊＊★★★★★★ 

（２）アカデミックガイダンスの意蕊

①本校にとっての意義

（１）で見たように、本学の教官の協力を得ることで、アカデミックガイダンスの講義はほ

とんどが大学教官が行うことになる。最近、高校２．３年生を対象に、大学の講義を開放して

単位を認定する試みは、埼玉県、大阪府、和歌山県などで行われている。しかし、

●３．４年生（中学３年・高校１年）を対象に

●カリキュラムにきちんと組み込んで定期的に

●しかし、教科・科目の枠を越えた講座を開講し

●中等教育の校舎へ大学教官が出向いて講義し

●必要があれば校外へのフィールドワークや見学、大学施設の利用を行う

という講座（科目）は初めてだろう。

2５ 

2002年 2003年

1期 Ⅱ期 1期 Ⅱ期

3年Ｐ君 露座1５， 辮座５ ３年Ａ君 講座６ 識座３

３年Ｑさん 識座２Ⅱ 識座1２ ３年Ｂさん 講座１ 講座２

４年Ｒ君 講座９ 講座1４ ４年Ｐ君 護座且 調理1７

４年Ｓさん 講座８ 講座９ 4年Ｑさん 識座10÷Ｉ 灘座1１



自分の進路がほぼはっきりしている高学年（５．６年）ではなく、これから自分の進路を真

剣に考え出す中学年（３．４年）の時期にこそ、アカデミックガイダンスを実施する意味があ

ると考える。自分の進路を探り始めるときに、学問のプロである大学教官から４つの講座を受

講することで学問の面白さを感じ取る。そして、その経験を基に自分の進路を碓定していくこ

とは、非常に意義のあることである。

②大学と附属中等教育学校にとっての意義

近年、様々な場面において、文部科学省は盛んに「高大連携」の必要性を述ぺている。本校

のアカデミックガイダンスは、まさに「高大連携」の１つのモデルとなり得るものである。

研究のプロである大学教官が、教育のプロである附属中等教育学校の教官と協力して、未来

を担っていく中等教育の生徒を教育するのは、大いに意義のあることである。その協力を通じ

て、大学教官は「教育」の重要性を認識し、附属中等教育学校の教官は「学問」について認識

を新たにすることができると考えている。

③大学にとっての意義

大学にとっては､アカデミックガイダンスは非常に手間のかかる授業となるだろう。しかし、

次のようなメリットがあり、大学にとっても有意義な試みだと考える。

●中等教育への関与を通して、学問的土台を豊かにできる

●中等教育の生徒への大学・学問の宣伝となる

●将来の専門家育成の基礎となる

（３）経緯

①大学と附属の意繊のずれ

本校は、１つの学問分野について一定のまとまりのあることを学習するには、識義や実習に

は最低３時間×５日間は必要だろうと考えた。しかし、大学の教官は、中等教育の生徒がそん

な長い期間（時間）耐えられるのか？という疑問を持った。高校生を相手に講義した経験の

ある教官でも、それは１日ぐらいなので、この心配も無理からぬことである。また、実際にど

のような内容・方法で講義するのかという具体的なイメージが持てていなかったため、このよ

うな心配が出てきたのである。

そのために、アカデミックガイダンス運営委員会では、本校から講座の具体例を出し、中等

教育における生徒の実態について説明して、それらについて質疑応答と議論をくり返した。本

校では当たり前だと思っていることでも、大学にとってはそうではないことも多い。例えば、

大学の教官はどうしても講義だけをイメージしているので、５日間も持たせられない（大学生

でも無理だと言っていた）と感じる。しかし、附属では、実験や実習、フィールドワークなど

を取り入れれば、５日間も可能だと考える。このようなずれを修正するのにかなり手間取った

ことは確かであるが、その時間によって大学と附属の相互理解が深まるというメリットもあっ

た。

②実施時期

最初の計画では、実施時期は

Ｉ期：７月Ⅱ期：１２月

の予定であった。しかし、アカデミックガイダンス運営委員会で協議し、大学側の都合で

2６ 



１期：９月Ⅱ期：１２月

に変更となった。新カリキュラムでは、アカデミックガイダンスの実施時期に、低学年は総合
学習「奈良」を、高学年は補習講座をそれぞれ実施する計画であったので、これらも同時に変
更となった。

2002年度の各学年の実施結果を見て、再検討する必要があると考えている。

③生徒へのアンケート実施

具体的にアカデミックガイダンスの講座を考えていく際の１つの資料とするために、７月に

生徒へのアンケートを実施した。実施したアンケートは、以下の通りである。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

アンケート調査のお願い

[調査目的］

2002年度から、週５日制と新カリキュラムが実施されます。本校の新カリキュラムにおいては、

３．４年で下記のような「アカデミックガイダンス（ＡＧ)」を開講します。

このアンケート調査は、生徒の皆さんの興味・関心がどのようなものかを知り、ＡＧをよりよい

ものにするために実施します。他の目的には、いっさい使用しません。

[アカデミックガイダンス］

（１）目的

生徒が自分の将来を考え、大学や職業を選択していく際の援助となるように、様々な学問の楽

しさ、素晴らしさを生徒自身が感得する。

（２）履修学年

３年、４年

（３）実施形態

①３年、４年の240人が異学年混合で受講する。

②１０～12講座を開講する。

③生徒はその中から前期１講座、後期１講座を選択して受講する。

④したがって、１人の生徒は３年、４年の２年間で合計４講座を受講する。

（４）実施日時（予定）

前期：７月上旬に５日間連続（１日３時間）

後期：１２月中旬に５日間連続（１日３時間）

（５）講師

①奈良女子大学文学部・理学部・生活環境学部・人間文化研究科の教官・院生

②奈良女子大学文学部附属中等教育学校の教官

③他大学の教官

④専門家

（６）講義内容

それぞれの教官の研究分野・専門分野の先端部分や興味深い部分を、程度を落とすことなく３

年生、４年生にわかるように識義・実験・実習・識論し、必要ならばブイーノレドワークを行う。

2７ 



［調査日時］

2001年７月１７日ＨＲの時間

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊★★＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

アカデミックガイダンス（ＡＧ）に関するアンケート調査

（）年１．男２．女

あなたは、次の中ではどの分野に興味がありますか？４つの分野を選んで○をつけて下さい。

言語２文化３法律４経済５心理学

悩報７コンピュータ８環境９バイオ１０宇宙科学

芸術１２保健１３スポーツ１４福祉１５教育

印

Ｉ
１
６
ｕ
 

Ⅱ次のような講座(内容は想像して下さい)が開識されるとすれば、あなたは受講｜

ますか？４段階のうち、あなたがあてはまると思うもの１つに○をつけて下さい。

あなたは受講してみたいと思い

Ｊ
１
Ｊ
１
１
Ｊ
１
１
Ｊ
１
Ｊ
１
Ｊ
１
１
 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
、
ｕ
廻
週
皿
阻

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

方言をさぐる

日本語の歴史をさぐる

留学生に日本語を教えるには

考古学入門

茶道入門

ロックから見る現代社会

メディア社会を生きる

数学の歴史

コンピュータを使って数学しよう

ＤＮＡを理科と数学で探る

音楽と歴史

スポーツを科学する

英語でプレイ

南極観測隊の生活

おもちゃ作りと保育体験実習

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
 

く
く
く
く
く
く
く
／
Ｉ
く
く
く
く
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
１
ｊ
ｊ
Ｊ
１
１
１
１
Ｊ
１
 

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

全く思わない

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

とても思う

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
 

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
 

Ⅲ．他に、「こんな内容の講座があればいい！」というのがあれば、書いて下さい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

このアンケーートの結果は、以下のようになった。
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アカデミックガイダンスアンケート結果(関心分野）010717

教育

福祉

スポーツ

保健

芸術

宇宙科学

バイオ

廻境

コンピュータ

梢報

心理学

経済

法律

文化

言語

1００ 1２０ １４０ 

人

6０ 8０ 4０ 2０ ０ 

アカデミックガイダンスアンケート結果(受講希望度）010717

保育

南極観測

英昭プレイ

スポーツ科学

音楽と歴史

ＤＮＡ 

ＰＣ数学

数学史

メディア

ロック

茶適

考古学

留学生

日本頗史

方言

）’１１１｝’’’１ｌＩ５３ＩｌＩｌｌｌｌｌＩｌＩｌ 

ｌｌｌｌｎｌｌｌｌｌＩ｝ｉＩＩＩｌｌ １１１ lElq 

卜 ｉｉｌｌｌＩｌｉｌｌｉ５Ｚ［ＩｌｌｌｌｌＩｌＩｌ 

｜
ゴ

サ
ー 一一

! 義挙箒箒扁二
ｌｈｌｌｌＩｌｑＯトl１ｉｌｌｉＩ－一

LLj卍

9０９６１００１６ 2脇３０９６４０９６５鰯６０９６７０１６８０９６

受講したいとは思わない力《１，受講してみたいが４

ｍｂｌＯ９６ 

ロ１□２ロ３Ｂ４
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mのその他の希望する識座としては、主に以下のようなものが出てきた。

ＣＧ、宇宙、絵画の歴史、環境問題、機械の仕組み、クローン、神話や伝承の研究、経済学、都

市、芸術関係、古生物学（化石発掘)、プログラミング、コンピューター、バイオ野菜と普通の野

菜、人工臓器、臓器移植、老人介護、ロボット、作家になるには、スポーツ心理学、世界各国の

政治、中国語、どうして人は生きるのか、なぜ歴史を学ぶのか、人間について、法律、人工知能、

量子論、

生徒たちは、多様な興味・関心をもっていることが分かる。

④スケジュール

2001年

１２月19日（水）：生徒への講座シラバス配布と説明

2002年

１月１１日（金）：第１希望、第２希望の登録締め切り

１月18日（金）：受講講座の決定→大学へ連絡

４月～６月：大学と附中等でテーマ・講座内容に関して協議・準備

９月２日～６日：Ｉ期講座の開講、大学と附中等とで反省会

１０月～'2月：次年度の担当教官と附中等の教官で、テーマ・講座内容に関して協議

１２月９日～13日：n期講座の開講、大学と附中等とで反省会

12月：2003年度の担当教官および講座テーマの決定と生徒への紹介

（４）今後の課題

アカデミックガイダンスの講座内容は確定したが、その内容をどのようにすれば中学年の生徒にも

興味深く伝えられるのかの検討・協議が必要である。９月までの間に、各講座の担当者と本校教官の

間で、忌憧のない意見交換を行い、生徒にとってよりよいアカデミックガイダンスになるように研究

していかなければならない。

また、生徒の評価については、受講態度や興味・関心、レポート等を総合して評価することになっ

ている。そのために、ボートフォリオ評価を取り入れる予定である。評価についても、本校教官と大

学教官との綿密な打ち合わせが必要である。

さらに、実施に際して、本学以外の教官や大学院生に対する講師科・交通費などの経費の問題があ

る。これについては、本校校長を中心として大学と調整中である。

４高学年（５年）のキャリアガイダンス

（１）キャリアガイダンスとは

自分の将来の生き方・職業選択等について考えるための時間であるキャリアガイダンスは、昨年度

（2000年度）より、学務部・進路が中心になって５年生を対象に実施している。本年度（2001年度）

の実施要領は、以下の通りであった。

３０ 
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５年生ＣＧ（キャリアガイダンス）

２００１１１．２７進路指導室

以下の要領により、ＣＧ（キャリアガイダンス）を行います。各自自分の進路選択、また目標に向

かっての高校生活における過ごし方の参考にしてもらえればと思います。皆さんの積極的な参加を期

待します。

【日程】2001年12月１日（土）３限、４限

【ガイダンス内容】

大学の先生方に来ていただき、分野別に分かれて、学問分野別のガイダンス、懇談をする。

【識師先生にお話していただく事】

・その学問分野の一般的な研究フィールド（講師先生の研究紹介等を中心に・・・）

・どのような学生を求めているか。

・将来の進路はどのように開けていくのか。

・高校時代にどのような学習をしておくのが望ましいか。他

【質問応答等の懇談】

・こんな研究は出来ますか。

・こんな研究をしたいのですが・・・

・こんな仕事に就けますか。具体的な就職先。他何でも質問してみて下さい。

分野別教室配当と講師の先生（［］は本校教官）

第１教室（人文科学系－１、理科講義室［南]）１５名

☆英語学・・吉村あき子先生（奈良女子大学文学部）

☆歴史学・・広瀬和雄先生（奈良女子大学文学部）

第２教室（人文科学系－２，５Ａ［谷本]）２４名

☆心理学・・本山方子先生（奈良女子大学文学部）

☆教育学・・西村拓生先生（奈良女子大学文学部）

第３教室（社会科学系、大教室［落葉、武田]）２９名

☆経営学・・木下明浩先生（立命館大学経営学部）

☆法学・・吉村良一先生（立命館大学法学部）

第４教室（医療系、５Ｂ［出野上、佐藤]）２８名

☆医学・・大西正人先生（滋賀医科大学医学部）

☆薬学・・松野純男先生（武庫川女子大学薬学部）

第５教室（工学系、生物教室［矢野]）２０名

☆情報工学・・筏野晃先生（広島大学総合科学部）

第６教室（理学・農学系、５Ｃ［櫻井]）１３名

☆生物学・・保智己先生、鍵和田聡先生（奈良女子大学理学部）

☆農学・・八丁信正先生（近畿大学農学部）
＊＊＊＊★★＊★＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊★★★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊＊＊＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊★★＊＊＊＊★★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊★★＊★ 
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（２）2001年度のキャリアガイダンスの内容

本年度（2001年度）に実施したキャリアガイダンスの内容記録と生徒の感想等を、＿部抜枠する。

工学系

第５教室「情報工学」講師浅野晃先生

司会・記録矢野

参加生徒１７名

パワーボイントを使い大変分かりやすく、生徒も興味を持って聞いていた。以下に内容の

要約を示す。

１．情報工学の中の画像工学の全般的な話

２．大学の研究成果の発表例

○テクスチヤ解析の研究→クラスタ分析の手法の説明

３．情報工学について

○何となくいいものと思っていないか

○プログラムの勉強と思っていないか

４．情報科学（理学部）と情報工学（工学部）の違いと位置付け

○情報科学（矢印は基礎から応用へ）

基礎理論一傭報理論一通信理論・符号理論一ネットワークアーキテクチャー

○情報工学

コンピューターアーキテクチャー→パターン認織論（画像工学）

→応用人工知能（ヒューマンインターフェイス）

５．工学部で学ぶこと－入学から博士取得まで

１，２年教養教育…さまざまな物の考え方を知る

３，４年専門、卒論…勉強の仕方を学ぶ

学部卒の就職先…システム開発（幅広い知識が必要）が中心

大学院前期２年修士卒…メーカーの技術職につくことが多い

（専門を生かすには大学院は必須）

① 

後期３年後に博士取得

６．専門課程カリキュラムの例

○専門基礎科目

○専門科目（基幹と周辺）

システム工学の品質管理…理

学部と違うところ

○広島大学総合科学部の例

7．企業からはどんな人が求めら

れているか

・自分で考える人（一人一人の・自分で考える人（一人一人の着想が大切）

・志の高い人（世界一になるチャンスは誰にでもある）

・本当の勉強をする人（基礎をきちんと理解する）

８．即戦力とは何か

・学生が考える即戦力は、スキル・知識をすぐに活かす人と思っている。
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・企業が考える即戦力は技術の変化をきちんと掌握でき、常に学び続ける人である。
９．インターネットを利用した情報検索の例

携帯からインターネットへ接続して生の情報を紹介

［質疑応答］

Ｑ、博士になる人は何パーセントくらいですか？

Ａ、工学部では20人に１人くらい。化学は多いと思います。アメリカでは企業は博士をほとんど採用

している。博士を取得するには、論文博士と課程博士の２通りがあったが、社会人留学制度を利用

して博士号を取得する方法もあり、徐々に増えている。

Ｑ個人でできる研究とできない研究について教えて下さい？

Ａ・基本的には個人でできない難しい研究はない。難しいのはとっぴな発想がいる点。大学の研究は

得体の知れないことをやっているという誤解がある。案外身近にありそうなことをやっている。

Ｑプログラミングの技術を取得するにはどうしたらよいですか？

Ａ・大学を出る必要はないが、その後どのように生きていくかが重要。それによってどんな大学に行

くかまたは専門学校へいくかを考えるとよい。専門学校を出て職人になると給料は高いがリスクも

大きい。

Ｑ、大学で学ぶ数学はどんな内容ですか？

Ａ・微積分の応用と線形代数などを学ぶ。論理的に展開する力をつける訓練が重要となる。

［生徒アンケート集約］

○今まで大学で何をするのかをほとんど何も知らなかったというのが分かった｡分かりやすい説明で、

大学がどういう所か大掴みに分かったような気がする。進路を考える上で大きな材料になったと思

う。

○大学では大まかにどういう事をするのか分かったが、細かいところはあまりわからなかった。でき

れば電気工学の事も聞きたかったけれど、こういう企画はあった方がよいと思う。英語は大切なの

かと思った。

○自分の想像と現実の違いというものが分かったのがよかった。習えると思っていたものが習えない

とか。わがままを言うのなら、大学に入った後の話だけでなく、入る前に何をしておくのがいいの

か零を教えてもらいたかった。早く先取りしたいというか、予習をしたいのだが、一体何を勉強し

ておけばいいのかわからないもので。

○将来必要だろうと思われる職種で行く学部を決めてもだめだと分かった。自分が一番したい仕事を

－番に考えることが大切なのだと思った。

○情報工学の難しさと大きさが分かった。少し、自信もなくなった。でもやっぱり行きたいと思う。

まだ、わからないことが多そうだがやってみる価値はありそうだ。

○英語の書物を読むことが多いらしい。英語ができてあたり前らしい。英語を頑張らねば６

○工学部の学部はいろいろあるけれど、その違いを具体的に教えて欲しい。情報工学と情報科学の具

体的な内容を聞けたのは非常に良かった｡－体どこの学部がおもしろいのかというのが分からない。

今まで何回か社会人の人から話を聞いていたが今日のが一番良かったと思う。

○英語・数学が重要だと思った。大学での勉強の流れがよくわかった。とりあえず勉強せんといかん

のか。勉強力をつけるのか。

○結概思っていたものと違う。教養教育に興味がある。自分がどの学科に進めばいいか考える参考に
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なった。

○情報工学とは自分の考えていた学部とは違っていた。自分の目指している学部の位極的なものがわ

かった。どの道に進むにしる基礎が大事。自分で考えて工夫して自分の力にできたものの勝ち。工

学の業界で生きるには表現力が必要。一人で考える分、多少厳しい事があるが、その分の成果は大

きい。

○情報工学という内容だったので進路と完全に一致したものではなかったけれど、工学部ということ

について知らないことを知れたのでよかった｡勉強というのが必ず必要ということがよく分かった。

結構情報工学についての自分自身の内容理解が間違っていた｡大学の感じが分かってよかったです。

○会社の求める即戦力というものを知らなかったので、まずその点について参考になった。何をやる

にしても将来を見る力が必要なのを感じた。情報工学というのが想像以上に分野が広いことが分か

った。大学の様子を知ることができ、貴重だったと思う。

○話がわかりやすかった。大学に入って研究をするために高校での基礎をしっかり見につけておくべ

きだと思った。

○この学科に行くには、ものすごい勉強をしなくてはいけないということが分かった。軽い気持ちで

工学部に行きたいと思ってたけど、難しい。

○「情報工学」のイメージとしては近未来的な技術という感じでかなり漠然としていた。今回の講演

でその漠然さがなくなったというわけじゃないけど、わかったこともあった。何を勉強したいかと

いうのは今の所ないけどみんな難しそうなことをしているという印象があった。高校の勉強で精一

杯だから見当はつかない。自分が職業を考えるために大学に行こうと思っている｡もっと他の情報

も知りたいと思った。

［生徒アンケートに対する浅野先生からのコメント］

★「英語が重要なのがわかった」というコメントがいくつかありましたが、まったくその通りです。

大変残念ですが、世界で通用するのは英語であり、英語のこの地位は当分変わらないでしょう。た

だ、理系の英語は、意志が正確に伝わればよいのであって、難しい言い回しは使わず簡潔明瞭に表

現します。英語というよりも「国際学術語」といった感じです。

英語の上手下手は、研究者・技術者の能力には本来関係のないことです。しかし、仕事の能力は

あるのに、たかが英語ごときができないがために能力を発揮できないとしたら、悔しいと思いませ

んか？

★私が大学に入ったとき、ある教授に「英語はできて当たり前、英語以外にもうひとつ外国語を使え

るようになってください」と言われて、「英語もまともにできないのに、そんな…」と思ったこと

があります。しかし、最近は大学の第２外国語の講義は縮小される傾向にありますが、私自身は第

２外国語（ロシア語）をやっていて良かったと思います。実際にソ連（当時）に短期留学したとい

うこともありますが、そういう「実利」よりも、いろいろな外国語を学ぶことによって、物事のさ

まざまな捉え方を知り、視野を広げることができます。志は、高く持ちましょう。

大河ドラマ「北条時宗」では、人々が日本語・朝鮮語・中国語・蒙古語を自由にあやつり、各地

を行き来しています。（あれはドラマですが）あれを見ると、外国語を使うことなど、そう大したこ

とではなく、ごく自然なことに見えてきませんか？

★｢大学に入った後の話だけでなく、入る前に何をしておくのがいいのか等を教えてもらいたかった。

早く先取りしたいというか、予習をしたいのだが、一体何を勉強しておけばいいのかわからないも
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ので｡」という感想がありました。

別に、何の予習もする必要はありません。少々先取りして勉強しても、その差は在学中にすぐ埋

まってしまいます。あえて言えば、高校の勉強を、受験で必要な科目以外もきちんとやっておいて
ください。

講演でも述べましたが、重要なのは「世の中の変化に即座に対応できる力」です。世の中の変化

に対応できるためには、まず新しく現れた知識を即座に学んで理解せねばなりません。それができ

るためには、高校・大学で「勉強力」を鍛えておくこと、さらに、高校レベルでの基礎知識を十分

に身に付けておくことが必要です。基礎知識があれば、新しい知識を理解する大きな助けになりま
す。

私は高校時代日本史が嫌いで、共通一次（現センター試験）でもとらなかったし、勉強もあまり

しなかったのですが、今ではとても後悔しています。社会情勢を理解するには歴史の知織の下敷き

が必要ですし、そもそも自分の国の歴史すら知らなくては、外国人と話をするときに困ってしまい

ます。

★「この学科に行くには、ものすごい勉強をしなくてはいけないということが分かった。軽い気持ち

で工学部に行きたいと思ってたけど、難しい｡」という感想がありましたが、別に工学部に限らず、

どこの学部学科でもそうですよ。ただ、工学部や医学部では勉強を強制され、鍛えられる雰囲気が

ありますが、文系学部では自分の意志で勉強する雰囲気があります。でも、だからといって文系学

部で勉強せずに遊んでいたら、４年経ってもそれなりの人間にしかなれません｡とくに文学部では、

心ある学生は本当によく勉強していますよ。

かつては、「大学生は勉強していなくて当たり前、勉強よりもアルバイト・サークルなどの社会経

験のほうが大事」というような雰囲気がありましたが、そんな時代はとうに過ぎ去っています。

★あと、「プログラマになるために大学に行くべきか？」という質問について、補足しておきます。

確かに、大学ではプログラム言語の知識くらいは教えてくれますが、プログラマになるための訓

練をしてくれるわけではありません。ですから、大学の情報工学科に入ればプログラマになれるわ

けではありませんし、世の中のプログラマは大学の慨報工学科出身の人ばかりではありません。

それは、体育大でプロ野球選手になる訓練が受けられるわけではないのと同じです。ところが、

プロ野球選手でも、大学（しかも体育専攻でない大学）を出ている人がたくさんいます。高校卒で

プロに入れば、若いときから活離してお金が稼げると思うのに、なぜ大学に行くのでしょうか？

（中には「巨人の逆指名を受けたいから」という人もいたようですが、それは別として）それは、

選手として活躍した後のことを考えているからです。選手として生きてゆくのは、野球の能力だけ

があればできます。しかし、引退後、コーチになって選手を指導したり、スカウトとして働いたり

するには、広い視野と見織が必要です。大学でさまざまな勉強をすることは、広い視野や見識を養

うのに大きな効果があります。

プログラマも同じで、プログラマとして生きるだけなら、プログラムの能力があればやっていけ

ます。しかし、後進を育てたり、チームのリーダーになったりする時には、大学で学んだ経験も役

立つことでしょう。また、プログラマはスポーツ選手と同じで、あまり年をとってはできない仕事

です（このあたりが、同じ「jMii人」でも、板前や大工とは違うところです）から、先の人生のこと

はよく考えておく必要はあると思います。
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人文科学系２

講師：奈良女子大学：本山方子先生（心理学）

奈良女子大学：西村拓生先生（教育学）

記録：谷本文男

１ガイダンスの進め方

本山先生、西村先生の順で15分～20分程度お話をしていただき、お二人の話が終わったと

ころで、５分程度休憩。

再開後、本山先生、西村先生それぞれのグループに分かれて、話し合い。

２両講師の話の概要

（１）本山先生

人が生きているところならどこにでも研究対象がある。

心理学の領域

５つの領域がある。

教育心理学、発達心理学、社会心理学、認知心理学、臨床心理学

専攻にむけて

人間が好きな人、いろいろな人があることに興味のある人

他の文系の学問より、将来の進路がやや広い

高校時代の学習、仲間や教師を共感的に理解する。

統計、パソコン、出来ないより出来た方がいい。

鹿の心理

鹿は、人が鹿煎餅を買おうとするとよってくるが、でも、台にのっている煎餅を食べ

ようとはしない。なぜか。

② 

（２）西村先生

●教育学とは何か

総合的人間学､何でも屋､手広いけれども、

深くない

固有の方法論がない

人間を「生成」の相において見る

●私はどんな研究をしているか

教育哲学、教育史、教育思想史、

美的教育論の歴史を調ぺている。

教育の危機、教育改革、しきりにいわれる、教育の危機、教育改革、しきりにいわれる、昔からいわれ続けている、

日本の教育の歴史は、教育危機、教育改革、その失敗の歴史

「美的教育論」を使えないか、芸術体験によって人間が揺り動かされて変わる。

●期待される学生像、進路

素直さと疑い深さの両方を持っていること

人間が変化する不思議さを感じる

今当たり前だと思われていることは、本当にそうなのか。

●高校時代にやっておきたいこと

本、芝居、映画、人間をとらえたものをたくさん見てください。
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３こつのグループに分かれた話し合いの概要

（１）本山先生心理学グループ（女子８名、男子２名）

一人一人何に関心があるのかを、生徒が話して、それに対して木山先生が答えるという

形式。

・現代の世相を反映して、カウンセラーに関する質問おおい。

・スポーツ心理、あがり症

・社会心理学、値切るのうまい人

・音楽療法に興味ある・

（２）西村先生教育学グループ（女子２名、男子６名）

生徒の方から様々な角度の質問が出て、西村先生がそれに答える。

・教育の危機の現代における諸相、

・卒業後の進路、アナウンサーやスチュワーデスになった人もいる。

・大学における授業、単位の取り方から、

・教員免許の取り方

・社会科学、人文科学をやるときに高校で日本史、世界史一通り学習していないとしんど

いへ

（３）評価と今後の課題

受講しているほとんどの生徒の態度は真剣で､興味･関心をもって講師の話を聞いていた。これは、

識師の話の内容が良かったことに加え、次のような用紙を配布し、メモを取りながら話を聞くように

指導した結果でもあると考える。

★＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊**＊＊＊＊＊＊＊**＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊**士士**＊＊*＊＊＊＊

５年生ＣＧ（キャリアガイダンス）～学問について知る～

☆学問についての話を聞く時は次の点に注意して聞こう。

・その学問分野の一般的なフィールド

・教育内容、授業形態（講義では何を学ぶのか、ゼミ、実習・実験などの様子は）

．求められる資質（適性、能力、関心、興味）

・職業とのつながり（将来どのような職業を目指す人に適するか）

ＭＥＭＯ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊士士＊士士＊＊＊＊＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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また、上記に抜粋して示したアンケート結果から、キャリアガイダンスが生徒の進路選択に大いに

役立っていることがわかる。各分野に１人ずつ、本校教官がコーデイーネーターとして参加していた

が、その方向からの評価も高いものであった。

しかし、生徒が希望する学問分野を網羅することはできず、希望の学問分野が用意されなかった生

徒は、よく似た分野の分科会に参加せざるを得なかった。できる限り多くの分野の識師をそろえる事

が、今後の課題の１つである。さらに、現在の形式では、生徒は１つの分科会にしか参加できない。

せっかくの機会なので、せめて２つの分科会に参加できるように、今後考えていきたい。そのために

は、午前中の４時間をキャリアガイダンスに使わなければならないだろう。

以上のことから、キャリアガイダンスの目的は、一応、達せられていると評価できる。

５中・高学年（３年～６年）のヴオケーシヨナルガイダンス

（１）ヴォケーショナルガイダンス（VooationalGuidance）とは

ヴォケーショナルガイダンスは、生徒が自分の将来を考え、職業選択の際の参考になることを目的

として、本年度（2001年度）から３年～６年の希望者を対象に行っている。様々な職業で活躍中の人

たちの話を直接開くことで、生徒が職業についての理解を深め、希望を持ってその職業を目指すよう

になればよいと考えている。

2001年度は、２回のヴオケーシヨナルガイダンスを予定している。

第１回：2001年11月17日（土）１３：３０～１５：００

第２回：2002年２月２日（土）１３：３０～１５：００

第１回の要領は、次の通りである。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊士士＊

第１回VocationalGuidance（ＶＧ）のお知らせ

VocationalGuidance（職業選択を考える手引き）

学務部進路指導室では、皆さんが将来の自分の生き方を考えるヒントとして、さまざまな職業の世

界で活躍している人生の先輩のお話を直接きかせていただく場を設定しました。第１回は下記の要領

で行いますので、希望者は是非参加してください。

記

程・・・１１／1７（土）１３時30分～15時

師・・・藤田美和子氏（S55本校卒業ＮＨＫ記者）

所・・・大教室

日
講
場

☆キーワード・・・記者、報道、マスコミ、放送、放送局、情報伝達、取材、政治経済、世界情勢、

地方自治、女性、仕事と家庭・・・

藤田さんは本校を昭和55年に卒業後、京都大学文学部からＮＨＫ・記者畑を歩まれ、現在は大阪府

庁の記者クラブ詰めで活騒されています。
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どんなお話がきけるの？

・仕事の内容、おもしろいこと、つらいこと・その仕事につくには

・どんな中高生活をおくったか・どんなタイプが向いているか、向いていないか

・今、しておくとよいこと・・等々・自由に衝疑応答

＊＊★＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

（２）2001年度のヴオケーショナルガイダンスの内容

第１回の概要は、以下の通りであった。

①参加生徒数３年：６名４年：８名５年：９名６年：３名合計26名

②講演の概要

Ｏオウム真理教を７年間取材し、オウム真理教に関するドキュメンタリーを作成

Ｏ専門分野は、在日外国人問題

○楽しさ：世の中を最前線で見る、いろいろな人の生き方考え方を知る、達成感、もの作

りの喜び、何かを世の中・社会に訴える

○つらいこと：ネタを取ること、不規則な生活、余裕がない、人生設計が立たない

○どんなタイプが向いているか：好奇心が強い人、仕事を楽しめる人、英語の必要性大

○この仕事を選んだきっかけは？：人との出会し､、ものを書くことがすき

○世界情勢を身近に受け止めている

○情報操作について：記者の主観が入る、記者間で議論しながらバランスを取っていく、

事実は事実として伝えていく

(３）評価と今後の課題

講演終了後、生徒に次のようなアンケートを実施した。

＊＊＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第１回VocationalGuidance（ＶＧ）アンケート

学年（）年

１．今日の話は、あなたにとって、

５：すごくよかった４：よかった３：ふつう２：よくなかった１：全然よくなかった

どれか１つに○をつけて下さい。

２．今日の話は、あなたが自分の進路を考える上で、

５：すごく役に立つ４：役に立つ３：影響がない

どれか１つに○をつけて下さい。

２：役に立たない１：全然役に立たない

３．自由に感想を書いて下さい。

★＊★＊＊＊＊＊＊＊★＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１．と２．の集計結果は、下のグラフのようになった。
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１
１
１
１
 

数人

５４３２１ 

評価

これを見ると、生徒は非常に高く評価していることがわかる。希望者のみが対象であるとはいえ、

講演内容がよかったことがわかる。

［生徒の感想の抜粋］

○記者の仕事というのは普段聞けないので、とても貿重な経験でした。入社したらこういう仕事があ

るとか、具体的にわかりました。取材の大変さ、面白さということにも触れることができ、記者の

仕事に興味がもてました。とても良かったです。（５年）

○記者も将来志望している職業の一つだったのですが、今日の話を聞いて、もう一回考えてみるべき

だと気がつきました。華々しいように見えたのであうが、プライバシーや報道被害で苦悩するよう

なこともたくさんある。本気で取り組まないとやっていけない仕事でした。（６年）

○社会、人間を相手にした仕事は大変だということを、改めて感じた。実際に社会で活鰯している人

のお話を聞くのはとても貴重だと思うし、将来に向けての具体的なイメージを持つことができる。

これからもこういう機会がもっと増えればいいと思う。実際に授業してもらったり！？なんて事も

楽しいかもしれない。いろいろ考えさせてもらいました。（６年）

○以前からジャーナリストや記者といった仕事には興味があったが、藤田さんの話を聞くと色々な陰

の部分もあり、考えさせられた。（３年）

○今回の話でもわかった様に、仕事には、やっぱりその仕事が好きでなければとてもじやないけどで

きないということがやっぱりあることを改めて知りました。だから、給料がどうのという以前に“自

分のやりたいこと”を見つけることが先だと感じました。（３年）

○私たちが見ているニュースを作っている人の話が聞くことができてよかったです。日頃抱いている

ソボクな疑問も解決できました。私は報道関係志望者ではないんですが、すごく大変な仕事だとわ

かりました。わざわざ来てくださって、ほんとうにありがとうございました。（４年）

○ふだん、私たちがブラウン管を見ているだけではわからないＴＶのほんとうの奥がわかりました。

ＴＶのスイッチをつければ映っている番組も、たくさんの人たちと人と人とのつながりによってで

きているんだなぁと思いました。これからは感謝して見ます。（４年）

○ほんとうに素敵な人に会えてよかった。でも、放送記者にはなりたくないと思った。世の中には、

いろんな人がいろんな生活を送っているんだなぁと感じ、鳥肌がたつ気がした。（６年）

感想からもわかるように、生徒たちは職業についての理解、希望を深め、さらにその職業の奥にあ

る人間や人間のつながりについても考えている。以上のことから、本年度から取り組みだしたヴオケ

ー４０－

〆

／二

／］ 
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－ショナルガイダンスは順調な滑り出しであり、この方向で進めていきたいと考えている。

今後は、より多様な職業の世界で活躍している人を講師として迎えることができるように、保護者
や地域との連携をはかっていくことが課題である。

６４つの「ガイダンス」の関係学問

開発中の新カリキュラムにおける４つの「ガイダンス」

アカデミックガイダンス（ＡＧ）

ベイシックガイダンス（ＢＧ）

キャリアガイダンス（ＣＧ）

ヴォケーショナルガイダンス（ＶＧ）

について述べてきたが、これらの４つの関係を図示すると、

④ 
⑥ 

⑭ 
職業

右上図のようになる。

現カリキュラムにおいて、すでにＣＧとＶＧを実施してきた｡2002年度からの新カリキュラムでは、

４つの「ガイダンス」すべてを実施し、ポートフオリオや生徒へのアンケートなどで評価を行う。そ

の評価を基にして、これら「ガイダンス」の内容や相互の関係を、改善・調整していく予定である。

第３節デュアルカリキュラム

１必履修・選択とデュアルカリキュラム

日本のカリキュラムは、前半で基礎（幹）を固め、後半で選択を通じて枝葉を伸ばすスタイルとな

っているものが多い。しかし、外国においては、前半・後半を通じて幹と枝葉の両方を固めて伸ばす

カリキュラムがある。後者のカリキュラムを、「デュアルカリキュラム」とよぶことにする。

本校の新カリキュラムは大枠として以下のようになっているので、デュアルカリキュラムに近いと

考える。

●国語科、社会科・地歴・公民科、英語科、保健体育科、数学科、理科では必履修(幹)を高学年（５．

６年）まで設置している。

●ベイシックガイダンス（１．２年）やアカデミックガイダンス（３．４年)、創作科におけるの選

択制の導入（３．４年）などで、低・中学年から選択を入れて枝葉を伸ばすスタイルになってい

る。

２今後の課題

中等教育６年間において、全員に学ばせたい内容・科目は何か、選択履修が適切な内容・科目は何

かを、学校全体や各教科で研究した結果、新カリキュラムはこのようなデュアルカリキュラムになっ

た。

しかし、高学年の必履修が多すぎるのではないかという意見もある。例えば、数学科が主張する５

年の「総合数学Ｉ」の選択必修については、「数学嫌い」の生徒が選択することが予想され、その生徒

たちが単位を修得できるかどうかを心配する声もある。その声に応えて、数学科では「総合数学Ｉ」

の教育内容・評価方法等についてさらに研究を進めている。

このように､必履修と選択の関係については､今後も教科と連携して検討を加えていく予定である。
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第４節小人数授業・習熟度別授業・ティームテイーチング

１少人数授業

完全６年一貫教育である中等教育学校では、「学力」差が拡大しやすい。そこで、今回の新カリキュ

ラムにおいては、小人数授業や習熟度別授業を取り入れることとした。本校では、現カリキュラムに

おいて、前期課程における英語科の20人授業や、技術・家庭科と保健体育科の30人授業が実施されて

きた。この方向を、新カリキュラムでは他教科にも広げようと考えた。

ここで、小人数授業といっても20人もあれば30人もある。そして、単純にクラスを分割する場合も

あれば、習熟度で分割する場合もある。さらに、時期や指導内容によって単純分割と習熟度別分割を

使い分ける場合も考えられる。そこで、ここでは小人数授業と習熟度別授業をあわせて、「少人数授業」

と呼ぶことにする。

少人数授業が、どの教科で、どのような方法で実施するのが適しているのかを研究した結果、次の

ように決定した。なお、各教科における詳しい内容については、「第２編個別教科」の各教科の部分

を参照のこと。

２ティームテイーチング（ＴＴ）

上で述べた少人数授業の他に、研究によってティームテイーチング（以下、ＴＴと記す）が適して

いると考えられる教科が以下のように決まり、新カリキュラムでＴＴを実施することとなった。これ

についても、具体的な内容は「第２編個別教科」の各教科の部分を参照のこと。

4２ 

人数 教科 科目 学年 単位数 目的

20人

国語

社会

英語

国語総合

現代社会

IntroductoryEnglish 

IntroductoryEnglish 

3年

4年

1年

2年

２ 

２ 

２ 

２ 

各種の表現力育成

意見表明・討論力育成

語学（聞く・話す…）

語学（聞く・話す…）

25～35人

数学

英語

代数・幾何Ｉ

数．幾何Ⅱ

IntegratedＥｎｇｌｉｓｈ 

IlltegratedEnglish 

3年

4年

3年

4年

２ 

３ 

２ 

３ 

学力格差への対応

学力格差への対応

語学・学力差への対応

語学・学力差への対応

30人 技術・家庭
工創基礎１．生活基礎１

工創基礎２・生活基礎２

1年

2年

３ 

２ 

実習・危険防止

実習・危険防止

形態 教科 科目 学年 単位数 目的

ＴＴ 

理科

英語

情報

基礎理科

総合理科

IntroductoryEnglish 

IntroductoryEnglish 

IntegratedEnglisb 

IntegratedEnglish 

情報Ｂ

1年

３年

1年

2年

3年

４年

5年

２ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

観察・実験の重視

観察・実験の重視

ＡＬＴと組む

ＡＬＴと組む

ＡＬＴと組む

ＡＬＴと組む

実習への対応



３その他の小人数授業

１，２で述べた以外にも、次のような小人数授業を実施する予定である。
保健体育科：１～６年で、教科内選択科目として30人授業

芸術科：５．６年で、音楽、美術の選択者が合計10名以上であれば開講

４少人数授業・ＴＴの試行

2002年度からの新カリキュラムにおける少人数授業・ＴＴの実施に先立ち、2001年度の１１月より、
少人数授業・ＴＴを試行した。その教科・科目と実施形態は、以下の通りである。

(１）英語科

①実施形態

●４年生：前田先生とニューマン先生のＴＴ

●火５限火６限火７限（打ち合わせ）金４限合計４時間／週
●2001年11月20日より実施

②企画理由

●新カリキュラムで実施する予定の、４年生におけるＴＴの試行である。

●講師の関係と、時間割変更を最小限に押さえるため、上記の時間数となった。

(２）数学科

①実施形態

●２．４年生：池野先生による放課後の補講

●２時間×３日＝６時間/週

●2001年11月19日より実施

②企画理由

●２．４年の学力補充が必要な生徒に対して、少人数で補講を行い、授業内容を十分に理解
させるとともに、学習態度を身につけさせる。

●講師の関係と、時間割変更が無理なため、上記のような形態となった。

(３）家庭科

①実施形態

●３年生：元根先生と原田先生のＴＴ

●月６限水５限木２限金５限

●2001年12月10日より2002年２月１日まで実施合計19時間の予定

②企画理由

●昨年度まで男女別（女子のみでパジャマ製作）であったが、今年度より初めて男女共学と

して、編み物（棒針編み）を実践した。指導方法について研究中である。

●これは新カリキュラムで実施する３年生活デザインへの試行の一部である。
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(４）保健体育科

①実施形態

●５年ＡＢ組：８０名の講座について、竹村先生を加えた３名でのＴＴ

●水３限水４限金１限合計３時間／週

●2001年11月２１日より実施

②企画理由

新カリキュラムで実施する予定の、120人４識座展開の試行である。

(５）理科

①実施形態

●１年：矢野先生十稲場先生のＴＴ

●３年：矢野先生十稲場先生、櫻井先生十稲場先生のＴＴ

●火４限水１限水３限金４限金６限合計５時間/週

●2002年１月15日より実施

②企画理由

●新カリキュラムで実施する予定の、1年、３年におけるＴＴの試行である。

(６）国語科

①実施形態

●２年生：谷本先生十住吉先生とのＴＴ。

●３年生：岩城先生＋住吉先生とのＴＴまたは少人数講座を使い分ける。

●火１限火２限火３限火４限火５限土１限合計６時間／週

●2002年１月15日より実施

②企画理由

●新カリキュラムで実施する予定の、３年生における少人数講座の試行である。

●本年度２年にも実施するのは、次年度新カリキュラムの当該学年になるため.次年度新カリキュラムの当該学年になるためである。

５今後の課題

以上で述べたように、新カリキュラムにおいては多様な少人数授業・ＴＴを実施する予定である。

2001年度の試行の結果を分析・検討し、それを参考に2002年度より実際に授業を行いながら、教科・

授業内容・時期などによって最適な方法は何なのかを研究していかなければならない。さらに、習熟

度別授業のクラス編成の際に､生徒にクラスを選択させる方法や留意事項など､研究すべき課題は多々

ある。また、少人数授業・ＴＴを実施すると、非常勤講師の時間数が増加するのは避けられない。そ

のため、増加分の予算措極や、教官との打ち合わせ時間の確保などが大きな問題となってくる。

一方で、教科・科目によっては、少人数ではなく多人数でも教育効果が上げられるものも存在する

であろう。それぞれの教科・科目・講座に最適な人数・榊成はどのようなものかについても、研究を

深めていきたい。

４４ 



第５節モジュール制

１時間割のモジュール制

2002年度からの新カリキュラムは、４５分×７（６）限授業を実施することに決定した。４５分は、単

に50分から５分だけ短くしただけではなく、１５分を１つの単位として、その単位３つ分での45分とと

らえている。この考え方を、１５分を１モジュールとする「モジュール制」と呼んでいる。

このモジュール制に決定するまでの経緯は、以下の通りである。

カリキュラムにおける各教科の単位数を確定するためには、時間割の枠（コマ数）を決定しなけれ

ばならない。1999年12月に、完全週５日制における新カリキュラムにおいては、５０分×６限でいくこ

とが会議決定された。

その後、中等教育学校としての６年一貫教育の面から各教科カリキュラム研究を進めていく中で、

各教科の要求単位数が50分Ｘ６限では収まらない状況になってきた。これには、アカデミックガイダ

ンスをはじめとするカリキュラム新構想の出現や、センター試験における５教科７科目櫛想への対応

なども関係している。そこで、以下のように議論をして研究を深めた。

（１）５つの案

2001年３月に、カリキュラム委員会から次の５つの案を提示した。

Ａ案：５０分Ｘ６限（1999年12月の会議決定事項）

Ｂ案：５０分×６限十７限（現行の枠に近い）

Ｃ案：６５分×５限

Ｄ案：４５分Ｘ７限

Ｅ案：４５分Ｘ６限＆65分Ｘ５限

これらの案のうち、５０分以外は15分を１モジュール（１単位）として考えたものである。つ

まり、

４５分＝15分×３モジュール

６５分＝15分×４モジュール＋５分

という考え方である。１５分を１モジュールとして多様な組合せを考えることにより、各教科や

色々な授業形態に最適な時間数を作ろう試みたものである。

さらに、Ｅ案は前期課程と後期課程で時間割の枠組みを違えようという斬新なものである。

こうすることで、前期課程の負担を増やすことなく後期課程の授業時間数を確保しようとした

のである。

Ｅ案について、時間割のシミュレーションを提示して説明した後、それぞれの暗について、

各教科、個人の意見を交換したところ、以下のような意見が出た。

・理科系の教科は、４５分はきつい

・英語、国語は65分はきつい

・前期課程は、６５分は集中力が持たないだろう

・６５分を各教官が30分十５分十30分と分割して授業をしてもいいのではないか

・６５分だと授業を変えなければならないだろう

・各教科の特性による向き、不向きはわかるが、それだけにとらわれないで考えてほしい

．もし、自分の教科に向かない時間割になっても、本当に授業ができないのか？それとも、
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授業の構造を変えれば、対応できるのか考えてほしい

．Ｅ案については、魅力的だが休み時間がずれる点が問題だ、片方が授業をしているときに

片方が休み時間になるのはうるさくて集中力がなくなる、１国２制度のようであまりよく

ない

・生徒にとってのよい時間割を組むためには、４５分案が最適だ

議論の後、従来の決定である50分×６限のＡ案を見直して、Ｂ案～Ｅ実に変えることに決

定した（反対１賛成２４保留11)。

（２）４５分ｘ７限に決定

2001年３月の次回の会議で、Ｂ案～Ｅ案のイメージを説明するした。

そして、４月の会織において再度議論をしたところ、次のような意見が出た。

・休憩時間がずれているのは、保健室としては困る

・数学としては、６５分の方がよい

・５教科７科目を主張している国大協は、一枚岩ではないのではないか？

その後、採決の結果、Ｄ案：４５分×７限に決定した（Ｂ案２８Ｃ案：６，案：２１

５)。

Ｅ案：

２今後の課題

今回の研究では、１５分モジュールの考え方そのものについての議論があまり深まらなかった。自分

の教科の授業に対する影響や、単位数に関係した意見が多かった上、時間の制約もあったので、全体

を見通した議論まで発展させることができなかった。これは、反省すべき点である。

しかし、１５分モジュールの考え方は、授業時間を固定したものと考えずに、それぞれの教科・授業

形態・授業内容に応じた枠組みが作成可能であるという点で、非常に魅力が多い。

今回の議論では深められなかったが、引き続き15分モジュールについて研究していきたい。

第６節行事

１「行事を考える会」

新カリキュラムにおいては、教育課程や学習面からだけではなく、生徒の日常生活面からの改革も

必要だとの考えから、2001年６月に、「行事を考える会」を組織した。これは、カリキュラム委員会の

呼びかけに応じた有志教官（大内、大西、笠井、河合、櫻井、野上）で結成された。

行事を考える会では、「生徒の立場から考える」ことを第一として毎週１回、会合を持って議論を深

め、行事などの再検討を行ってきた。その際、本校の教育目標である

○自由で自立した人格と社会的資任の自覚を養う学校

○多様な能力に対応し、それらを伸ばせる学校

○社会・世界に開かれた学校

を具体化し、「どのような生徒を育てるのか」ということを基本に議論を深めた。
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２検討事項

行事を考える会は、2002年１月段階において会議に様々な提案を行っている。その主なものは次の

通りである。

蕊1m〔iＥ
敏'ﾊﾞ打ち合わせ

'k從朝の会

Ｉ限

２限

３限

４１１Ｎ 

ｲﾊﾞ休み

生徒ｲﾊﾞの会

iI1ihi） 

５１MＡ 

６１MＡ 

７限

雌終｢校

８：３０～８：３５ 

８：３５ 

８：４５～９：３０ 

９：４０～１０：２５ 

１０：３５～11：２０ 

１１：３０～１２：１５ 

１２：１５～１３：00 

13：００～１３：１０ 

１３：１０～１３：２５ 

１３：２５～１４：１０ 

１４：２０～１５：０５ 

１５：１５～１６：００ 

１８：１５ 

日程
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現在の行事 新行取案 目的 日程 内容

一泊行事

全校レクレーション

全校レクレーシヨ
ン

1年クラスづくり＆HR運営

2～6年レクレーション＆クラスづくり 5月

－泊行事

学年レクレーション

(学年親睦会､レク）

球技大会

体育大会

スポーツフェス

ティバル(体育祭）

I～3年､４～6年のつながり意蝉の確立

牛桂令(前期体育部＆後期体育部)の
辿営による行事

7月

縦割りによるチーム縄制

全学年合同体育大会

(球技大会は体育の授粟､または学年
合同HRでも可能？）

音楽会

学芸クラブ発表会

学園祭

カルチャーフェス

ティバル(文化祭）

スクールフエス

ティバル(学園祭）

文化(音楽･演劇)との触れ合い

学芸クラブの発表の増(学内向け）

前期裸程のHR強化(?）

皿営委員会の運営による行事

学芸クラブの発表の墹(学外向け）

1～6年のつながりの意臓の強化(?）

3月

9月

1.2年＆音楽選択者の発表会

学芸クラブ(器楽部＆演劇部)の発表会

(有志発表会(＆教官の発表会)）

器楽部＆演劇部の発表と美術＆技術
の作品展

(1～4年まで演劇＆クラス発表）

秋の行率 ￣ －－ ～ ￣ 

修学旅行 峰学旅行

3年宿泊行事
３年宿泊行、(週

泳剛||純(?)）
体験学習(?）

学年(120人)で宿泊を伴う行事を考え、
実行する



第３章カリキュラム編成作業

１編成日程

（１）研究推進委員（８名)、運営指導委員（12名)、カリキュラム委員（３名）を決定する。

（２）研究推進員会が中心になり、平成11年度中に「平成元年度より実施してきた２－２－２制を枠

組みとする中高六年一貫教育の総括」を行う。

（３）教科カリキュラム代表者が中心となり､平成12年度中に各教科のカリキュラム細案を作成する。

（４）カリキュラム委員会と教科カリキュラム代表者が中心となり、平成12年度中に新教科・科目の

創設を行い、平成13年度中にそれらのカリキュラムの編成を行う。

（５）カリキュラム委員会が中心となり、平成13年度中に新カリキュラムを編成する。

（６）研究推進委員会とカリキュラム委員会が中心となり、平成13年度中に「総合学習」の形態とカ

リキュラムを決定する。

（７）研究推進委員会が中心となり、平成12年度中に２期制・単位制への移行について決定する。

（８）カリキュラム委員会が中心となり、平成12年度中に移行期のカリキュラムを決定する。

（９）平成14年度は１年～３年、平成15年度は１年～４年、平成16年度は１年～５年、平成17年度は

全学年で新カリキュラムを実施する。

（10）新カリキュラム実施のための細目を決定する。

２平成１３年度までの作業日程

（１）平成11年

４月中等教育学校に向けての校内体制の見直しを始める。

５月平成元年度より実施してきた２－２－２制を枠組みとする中高六年一貫教育の総括項目の

洗い出しを行う。

６月中等教育学校の入検の方法と中等教育学校に向けてのカリキュラムの検討を始める。

７月研究紀要執筆の共通項目とアンケートについて決定する。

８月５日制における教育課程・授業時数について協議する。

９月中等教育学校・５日制におけるカリキュラムの検討を行う。

文部省研究開発校実地調査が行われる。

１０月教官アンケート・「環境学」「奈良学」のアンケートの原案を作成する。

校内研修会（名古屋大学安彦忠彦先生「中等教育のカリキュラム榊成｣）

１１月６年一貫教育・総合教科についての教官アンケートを実施する。

学期制・授業時間・教官アンケートのまとめについて協議する。

１２月２期制を取り入れるかについて議論する（継続審議)。

新カリキュラムは50分の６限授業とすることに決定する。

（２）平成12年

１月総合教科「世界学」の公開授業と研究協議会を行う。

２月新カリキュラム検討のための教科主任会を行う。

カリキュラム委員（３名）を選出する。

運営指導委員会を開催する。

総合学習を考える会を開催する。
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諸々の規定（内規）の検討、個別教科のカリキュラム作成について議論する。

カリキュラム委員が東京大学教育学部附属中・高校へ学校訪問する。

教科主任会で、各教科と総合学習との関係の一覧表提出を要請する。

個別教科と総合学習（奈良学、情報学）との関連表をまとめる。

２期制について議論する（継続審議)。

カリキュラム委員が名古屋大学附属中・高校へ学校訪問する。

２期制への移行を決定する（移行時期は継続審議)。

校内研修会（鳴門教育大学村川雅弘先生中等教育における「総合的な学習｣）

新カリキュラムの方向性についてグループ別に議論（午前中)、運営指導委員も交えて全体
で議論（午後）する。

文部省による研究開発進捗状況調査が実施される。

1993年度卒業生へ本校教育課程へのアンケートを発送する。

新カリキュラムの諸問題をまとめて提示し、共通認識を行う。

新教育課程表(案)を提示する。

運営指導委員の長尾先生十カリキュラム教科代表十カリキュラム委員十有志による研修会

で、新教育課程表（案）について議論を行う。

1993年度卒業生アンケートの集約ができあがる。

平成13年度より、２期制に移行することを決定。

移行期のカリキュラムを決定する。

新カリキュラムの課題を列挙し、環境学、世界学の合科的な形態などについて議論する。

来年度の３月までに単位数を決定し、講座編成条件などの細部も決定する事を確認する。

各教科で授業年間計画表の作成を開始する。

カリキュラム委員会と各教科との、単位数、講座条件などに関する協議を開始する。

「いのち・暮らし」構想が挫折し、代わりに、「家族」構想が浮上する。

モジュール制も考慮して、４５分×７限構想も平行して考えることに合意する。

「アカデミックガイダンス」構想の概略を決定する。

「ホーム制」構想に関して議論したため、新カリキュラムの大枠については継続審議とな

る。

3月

４月

月
月
月

５
６
７
 

８月

９月

10月

11月

12月

（３）平成13年

１月各教科、カリキュラム編成の視点と授業年間計画表の概略を決定する。

総合学習の形態について、研究部で研究することに決定。

時間割の枠組みについて議論。

２月カリキュラム委員会から、新カリキュラム案を提示し、議論する。

３月各教科の単位数を決定し、講座編成条件などの細部も決定する。

テーマ研究（最初は「卒業研究」と称していた）の大枠を決定する。

４月卒業に必要な単位数等、諸内規を改定する。

５月家庭科要望の「家族」の実施は見送る。

５年の総合学習として「健康」の創設を決定する。

６月校内研修会を実施する。

上野健爾先生（京都大学）の講演：「数学を通して学力、新学習指導要領を考える」
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アカデミックガイダンスの実施要項を決定する。

各教科のカリキュラムの編成を終了する。

現行の「履修取り消し制度」の廃止を決定する。

研究開発研究発表会を開催する。

少人数講座・ＴＴ授業の構想を決定する。

新教科・科目のカリキュラムの編成を終了する。

９月

10月

11月

12月

ベイシックガイダンスの実施を決定する。

平成14年(４） 

１月

２月

新カリキュラム全体の編成を終了する。

研究開発実施報告譜を完成する。
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奈良女ｆ大学文学部附属
'1j淳教行学校研究紀要第Ｉ3号
2002年３月

第２編個別教科

第１章国語科

荒木由弥・有地秀樹・岩城裕之

金沢節子・谷本文男・吉田隆

１本校の国語科カリ

１－１カリキュラム－１

露
庭の国語科カリキュラム

カリキュラムー覧表・指導庖表・指：

F:■二１

■
●
回
■
回
■
■
。

５１ 

1年 2年 ３ｲlｚ ４年 5年 ６年

文 文 必 目 剛 必 同
科【Ｉ 凶砺基礎 国語基礎 [則:ハ総合 [呵甜総合 現代文 現 ｔ文 現代文 ○ 現代文 ○ 
Ili位数 ４ ４ ,Ｉ Ｊ１ ２ ２ ２ ２ 

科目 古典 古典 古典 ○ 古典 ○ 
１１t位政 ２ ２ ２ ２ 

科目 古典講読 古典淑駆 迦択漢文 ○ 遡択漢文 ○ 
11t位数 ２ ２ 

科目 発展現代文 ○ 発展現代文 ○ 
１１t(｡k数 ２ ２ 

科 悠礎古文 ○ 悠礎古文 ○ 
肛数 ２ ２ 

科Ｉ］ 発展古文 ○ 発鵬ｉｌｆ文 ○ 
１１Ｗ数 ２ ２ 

科、 '1，論文 ○ 'j、摘文 ○ 
１１t位敬 ２ ２ 

1年

４皿位

Ｚ（４２ 

．０ｍ(に

３年

４１$1位

.０年

､81Ｗと

５年

５皿(エリL代文２

占典２古貞寅銃１

６イ『

文系･Ｉ・望瑠系･Ｉ皿代Ｚ２

古典２週棋餌腿２

路IHI

写$・く
こニ
レＩＰ

(１年．迺年）

ＯＢ分のNEE白を相手にわかりやすく説明1･ろ掠制を
-「ろ．

(３年、４年）

○ｍチの意見を正しく聞き、n分り)月えを効!&的に
fz畿一する練習をする。

(ＳＩＦ、６年）

Ｏ鴎凹を選び、互いの芽え〃を頃つたり)．涙ぬたI)する鑑
し合いを経験する｡

吾くこと
(１年．２年）

○町の回りの二とや調べた二とを6,倍-9･ら丈など日

く。

(３年、４年）

○文軍鱒成に注懲して文章をＩＤ〈練翻を-り゛ろ。

ｏｎ分の常えをまとめ、文中をむく純利と-$･る゜

(５年、６年）

○砿かなIlU成力と盛か液捕想ﾉ)をKrにつ6）、鑓Fl1Iyjで説得
ﾌﾞ〕のある文章を書く練習をする｡

○磯かな創造力を養うために、ftlIGi的に11Ｉ作活動駐取り人
れる゜

銃〃こと

○文庫の侭Ｉ典や筋道をと

らえる。

○躍増人物の心燗をとら

える⑲

○文嵐の要什をとらえる,

○娚而ぺ，人物ＩＨＩ平にlｌＵＬ

て読みﾛ杜]う。

○文唖の内容を、言語爽

現とi、じて正確に読みと

る。

o3t会・睡史・自然との

関わりの深い文ntを茂

み、「l己の舞えを深める。

○醜IIll的文匝か｢j、事例

や母鯛のlUl係、鏑延の過

りuなどを戎みとる。

○文'1A的丈取に猫かlLた

､L掛人物、愉段、心I側な

どを戎現にMIIして茂みと

ろ。

○文学IMj文章から、二とぱに

対十る感受性を磨き、ロ己の

劃威を拡充するよう、醜みの

深化を固る．

○鋭明的文軍について、茂魂

や二と１２を手がかりに重荷の

発想の残自性や思想を蕊みと

ろ。

Ｏ作Ｊ１,のテーマ・作東の思

想を読みとる⑫

ＯＩﾘＩｉｌｉ以降の作,Ruを取り上

Iグ．興織の肱だと深化を側
る゜

○現fい)作Hh201ULに益印

的な艇みと血l迅的な読みの

綻介をL1dろ

月踏⑪項
ｏｎ鍋文陸の理解

・丈、文亘．文節、単語

○身近な言葉に関心を拝

＝）,､ 

○口諦丈抜の５F解

・収鮪の活ＦＭ・肋剖．肋

動詞

○抽政的な田念を濁すIIi

位に注gi-I曇る。

○脚奇lL漫調や多襲的左

底欺を凝十言葉に注遺十

る．

○常用漢字に否鼎する．

ｏＩｌ本､iを対取化-ﾘｰら姿

勢を〃につける．

・敬硲

・燗111句、二,とわざ

ＣＩＨ扉化の中で日l可の文化や

伝佳に関心と理解を深める。
○ﾛﾔ化のＩｕ柊や辻会の蛮化

にｲｩう打､Ｗ)肥問題Iﾆﾘﾛ幡

的に閣心を持ち、農力・な言

蹄感此を町につける。

密
\ 

○字形を整え、文?iこの大

きさ、妃列肥UHに気を付

けて衝く'

○文字を大切に扱う心を

鍵う゛

○字形．文ＥｉＥｖ)大きさ、

圧列促侭Hfどり)迫不適を

判断して、効果lVjに啓く゜

し)にl的や必要に応じて迩切な形式や文?;:の啓芭方を澱え．調和よく香<とと(》に、杏fyさ｣'た文字の形、大きさ、
促列腿1,の詞和などについて班解を漁ｙｊら。

古文・襖丈

ounJ典を魏卑慣れ、その

世界に触れ．面白さを味

ｵ）う⑩

oB5刺をCIU心にtli典に暁

しむ．

○語洗、畦ir丈を『【がか

りに古典呰説『）。

○硯しみや-ｹい古典をも

とに、古典の世界・発想

をinろ。

○聴小的な古典文睦を芋

ぶ』

○文４t鈍解'二必凹な古典

文峻、誕文のｲﾘ披を'7bぷ゜

○作品のテーマ・作苛の思想

を弦みとる。

Ｏさまざまな文収に触れ、古

文・漢文の世界・忠想やlりぇ

方壁とらえる。

ｏまとよりのある作IMIを茂

み．古典にｉｑしむとともに．

文化と低縫に吋する関心を

疲『)ろ．

。f１７`魁のテーーハ作者の思想

を茂みとる．

･MICから1Kノ5期=皮での丈読

史を系碇的lこ学ぶ。

折茂
卯、

(1年、２年）

○疵召を菅IIJづける。

(３年、４年）

○興味・関,L､に応じて本を選び波野をし．叩Iyj世界

を広Ｉｒる。

(５年．６年）

○読谷を通じて、若者のMj魁人間性に触れ、ｎらの人格形
成を因る，



１－２国語科学習指導要領について考える

新学習指導要領と旧学習指導要領の違いを概観する。

まず、新学習指導要領と旧学習指導要領の中学・高校の目標を比較する。

□旧学習指導要領・中学

能力を高めるとともに、思考力や想像力を養い言語感覚を豊国語を

かにし、

■新学

国語を

し、国語に対する認織を深め国語を尊重する態度を育てる。

新学習指導要領・中学

能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力や想像適切に表現し正確に理解士る

力を養い言語感覚を豊かにし、国語に対する認識を深め国語を尊重する態度を育てる。

□旧学習指導要領・高校

能力を養うとともに、思考力を伸ばし心情を豊かにし、言語

深め、国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。

国語を

感覚を磨き、言語文化に対する関心を深め、

■新学習指導要領・高校

能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力を伸ぱ適切に表現し的確に理解する国語を

し心情を豊かにし、言語感覚を磨き、言語文化に対する関心を深め、国語を尊重してその向上を図

る態度を育てる。（いずれも、波線部、本校国語科）

旧学習指導要領では、中・高いずれも「…理解し…表現する能力」と、なっていたのに対し、新

学習指導要領では、中・高いずれも「…表現し…理解する能力」と、「理解」と「表現」の前後関係

が逆になり、「表現」が先に記されている。さまざまな国語の能力の中で、身につけるべきものの第

１が表現能力であると考えられている。

次に、内容の取り扱いについて。

１日学習指導要領…「Ａ表現、Ｂ理解、［言語事項]」という２領域１事項。

新学習指導要領…「Ａ話すこと．開くこと、Ｂ響くこと、Ｃ読むこと、［言語事項]」という

３領域１事項。

領域が２から３へと１つ増えている。旧学習指導要領における「Ａ表現」が新学習指導要領では

「Ａ話すこと.開くこと」と「Ｂ書くこと」という、音声表現・文字表現の２つに分けて記述さ

れていると考えればよい。

「目標」において、「表現」を第１に記述していることとあわせて、「表現」を音声表現・文字表現

の２つに分けて記述していることは、「表現」を重視しているのはもちろんのこと、「表現とは何か」

をきちんと考えようという姿勢がうかがえる。

従来、「表現」というと「書くこと」「作文指導」に重点が置かれていた嫌いがある。日常生活にお

いては、文字表現をする局面より、音声表現をする場合の方が圧倒的に多い。また、「表現の質」にお

いても、後戻りできないという点で、音声表現は文字表現と大きく違う。

以上のことから、「Ａ話すこと・聞くこと」をカリキュラムの中にどのように位置づけるかが１つ

の大きなポイントとなる。

１－３本校国鱈科の考え方

（１）国語とは

いつの時代でも､人は､母語のよりよい使い手たらんと心がけなければならない｡人は母語話者（｢話

者」とは、音声として話すということのみを指すのではなく、思考のツールとして言語を習得するこ

とを指す）となることなしには、知的作業を営むことができない。母語の水準以上に外国語に練達す
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ることなどあり得ない。思考、表現、伝達、その他の知的活動を支える最も基礎となるものは母語の

習得である。

（２）現代の社会と国語

『ことば』こそ民族のアイデンティティの中核といえるものであり、固有の文化・伝統を継承発展

させていく上にも、感受性豊かな人間性を培うにも、国語の能力は重要であり、欠くべからざるもの

である。確かな個を確立した上で、自己実現、自己表現を現代の社会の中で全うするにあたって、表

現力と情報処理能力をきちんと関連づけて考える必要がある。

（３）中等教育学校の国語

３年ごとに区切らずに６年間をひとまとまりの期間とし、その中で生徒に提供すべきことは、生徒

達が自ら考え、迷い、試行錯誤する「ゆとり」である。

国語教育について言えば、言語を獲得し、自らの感性を文章の中で磨き、考え得られた自らの思想

を自らの言葉で表現し、そしてそれを他人に発信していく力を育んでいくことである。つまり「表現

することの痩得と鍛錬」こそ求められている。

（４）個性・進路に応じて

６年間を基礎・充実・発展の３段階に分けて考える。基礎期（１．２年）では、６年間の学習のも

とになる心榔え、学習習慣、有効なツールを身につけることを目指す。充実期（３．４年）は、有機

的に継続させることにより、個人的な興味関心から、社会的・総合的な学習への進化をねらう。発展

期（５．６年）では、将来の進路を視野に入れつつ、適性に応じた学習の深化を目標とする。

すでに述べてきたように、「生きる力としての国語能力」という観点から、必履修科目がどうしても

多くなるが、その中で、６年生において進路適性に応じた学習の幅を設ける。

□６年選択科目

次の５つの科目をおく。

「発展現代文」「基礎古文」「発展古文一「小論文」「選択漢文」

それぞれ、その名にふさわしい充実した内容で開講する。

２本校カリキュラムの特色と具体的展開

２－１目標

６年一貫カリキュラムにむけての国語科の基本的考え方は、平成12年度研究開発実施報告書（１）

で示したとおりであるが、ここで改めて国語科の６年一貫カリキュラムで強調したい２点をあげる。

（１）情報活用能力を高める

国語科と情報活用能力との関わりを、広く「表現」技法の一つとして考えたい。したがって、情報

の洪水の中でそれを処理することをベースとし、惜報をどう発信していくかという点を特に重視した

い。これが２年次「情報と表現」の基本コンセプトとなる。

言うまでもなく、１０年前と現在の大きな違いは情報関連機器の発達にあろう。コンピュータの処理

能力は飛躍的に拡大してきた。コンピュータが使えるということは、現代社会で生きていく上で非常

に重要な能力の一つになっている。しかし、コンピュータそのものの操作は、ＧＵＩ（GraphicalUser

lnterface)や音声認識技術などによって徐々に簡単になっており、この方向はますます推進されてい

くであろう。また、携帯端末や、デジタルテレビやインターネットなどの双方向メディアの登場によ

って、今後重要になってくる能力は情報処理機器の操作（例えば作文をワープロで作成することなど）

が中心ではないと予想される。重要なのは情報処理をベースとして、情報をどう加工し、発信してい
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<かという情報活用能力である。この課題に、２年の「情報と表現」で応えていきたい。

（２）表現の力をつける

表現する力をつけることは国語科の重要な役割の一つであるが、あえて「表現」を強調するのは、

特に「音声表現」と「実用文を書く」ことを重視するがためである。

「生きる力」「国際化」など、学習指導要領におけるいかなるキーワードとも結びつくのが「表現す

る力」である。表現する力の重要性について改めて述べることはしないが、その重要性はますます高

まっているということを確認したい。その上であえて「表現する力をつける」ことを強調するのは、

これまでの国語教育への反省による。

表現で何よりも重要なことは、多くの人にわかってもらうことである。論文が響けない大学生や本

格的なテクニカルライターが不在であると言われる現在の日本の状況は、実用文を書くことをさほど

重視してこなかった我が国の国語教育にも責任の一端があるといえる。実用文を書くことは国語だけ

の課題ではなく、他教科との連換が欠かせないのであるが、こういった連携の可能性も視野に入れ、

本校カリキュラムにおける「書くこと」の指導については、実用文が書けることも目指す。

また、我々の日常の言語生活を考えると、そのほとんどが「話し、聞く」ことである。日本語での

表現ということを考えると、避けて通ることの出来ない事柄であると考える。

生徒の発達段階や総合学習との関わりに鑑みて、３年で「音声表現」と「実用文を書く」ことに重

点を置いた表現指導を行うことをカリキュラムの柱とする。また、実用文を書くことについては４年

でも行い、小論文が書けることを目標とする。

２－２２年「情報と表現」

（１）実施の意義と目標

携帯電話のメールをはじめ、我々の文明の電子化のスピードはすさまじいものがある。また、それ

に伴う情報の氾濫も現代社会の特徴といえよう。このような時代を生きていく上で、必要な情報にい

かにアクセスするのかということ（情報の真偽の確認も含めて)、得た情報をどのように加工するのか

といったことは「生きる力」として必要なスキルになろう。この情報収集と情報発信という一連の流

れを「表現のための作業」ととらえ、考えていくのがこの教科の目的である。なお、１年の「情報入

門」でコンピュータを使用する技術をすでに身につけていることを前提に展開する。

半期の一連の授業を、中・高校生を問わず身近な電子メディアであるメールについて自覚的になる

ことから始まり、情報収集と悩報発信の二本柱、３次展開を考える。

（２）展開計画

第１次メールを考える－「手紙」ではない「メール」－（２時間）

１対１の情報収集と発信の際、メールの利用法は重要なスキルとなる。

「情報と表現」の第１歩に、メールの文体と書き方を考えてみたい。

第２次情報収集（５時間）

（１）キーワードを考える一検索エンジンの使い方一

検索エンジンでｗｅｂサイトを検索する際、キーワードが非常に重要になる。

同じ事柄をどういうキーワードで検索すれば効果的なのか、実際に検索をしながら考えていく。

（２）情報を確かめる－インターネットと活字メディア、映像一

インターネット上のデータの特徴の一つは１次資料、２次資料が混在している点にある。この

ことを理解し、情報を扱わなければならない。

いくつかのホームページを閲覧し､相互に比較することで､それぞれの情報のズレを認識する。
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また、各新聞において同一事件がどのように報道されているのか、ということについても演習し

てみる。

第３次情報発信（５時間）

（１）何がふさわしいのか一メディアの選択一

何かを発表する場合、どのようなメディアを利用するのが効果的なのかを考えなくてはならな

い。メディアの種類が多様になればなるほど、どのメディアを利用するのかということに自覚的

になることは重要であろう。したがって、中・高校生が利用できる様々なメディアについて、そ

の特徴と利用のコツをつかむことを情報発信の最終的な目標とする。これについては下に示した

展開例12時間目において考えたい。

（２）よい発表（プレゼンテーション）の条件

総合学習の発表などをにらみ、中・高校生が利用しやすいいくつかのメディアについて、どう

すればわかりやすい発表が出来るのか、利用のコツは何か、ということを実習を通じて考える。

まず、あるテーマについてパワーポイントを利用してプレゼンテーションを実際に行う。その

後同じテーマについてプロが作ったプレゼンテーションと比較し、パワーポイントを使った良い

発表の条件を考えてみる。

同様に､各グループごとに共通のテーマについての発表を「プリント」「模造紙｣を使って行う。

その後、できあがった作品を相互に比較することで、それぞれのメディアをどのように利用すれ

ば「わかりやすい」のか、その条件を考えていく。

１時間目「メールの書き方」（読んでもらうメールを書くには）

２時間目「検索エンジンを使ってみよう」（検索競争）

３時間目「どうしたら速く探せる」（複数のキーワードを入れる）

４時間目「ｗｅｂサイトの比較」（どっちがいいかな？）

５時間目「新聞記事の比較」（何が本当か）

６時間目「情報収集のまとめ」（ｗｅｂサイトと新聞・書籍の比較）

７時間目「パワーポイントでプレゼンテーション」（パワーポイントの使い方）

８時間目「パワーボイントでプレゼンテーション」（実際に作ってみる）

９時間目「パワーボイントでプレゼンテーション」（同じ題材でプロが作成したもの、グルー

プどうしでの比較）

１０時間目「さあ、困ったパソコンがない１１」（プリントや模造紙を使った発表）

１１時間目「さあ、困ったパソコンがない！！」（作業）

１２時間目「情報発信のまとめ」（これであなたも情報の達人）

基本的に演習形式とする。

また７時間目以降については、実際に発表資料を作ることに重点を置く。したがって、実際に

作ってみる場合の題材は膨大な題材についてではなく、比較的簡単な題材を準備することが肝要

である。その題材について、パワーポイント、プリント、模造紙を使った発表の演習を行うこと

とする。

３３年「表現」２－３３年Ｉ表現」

（１）実施の意義と目標

この世の中で自己表現をせずに、身を潜めて世渡りをしていくことはほぼ不可能に近い。他者との

よりよい関わりを目指して、表現についてきちんと学習することは極めて重要なことである。これに
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ついては、平成12年度研究開発実施報告書（１）や、２－１の「目標」の部分ですでに述べてきたこ

とである。

さて、従来「表現指導」というと主に「書くこと」に重点が置かれてきた。しかし、我々の日常生

活においては、「書くこと」よりも「話すこと」の方が圧倒的に多いのである。何かを言語で表現する

際、我々に最もなじみ深く重要であるはずの「話すこと」が従来あまり重視されてこなかったのは、

一つに｢話すこと」の体系的指導のためのカリキュラムがほとんど存在しなかったこと、音声という、

時系列でどんどん消えていくものをつかむための機器の未発達によって、文章で言う「読み返し」や

「推敲」にあたる作業が出来にくかったことがあげられよう。しかし、機器は発達を遂げ、コミュニ

ケーションに関わるデータの蓄積も見られるようになった現在、これまでの表現指導のあり方を反省

し、「書くこと」の体系的指導と同時に「話すこと」の体系的指導を行いたい。そのためのカリキュラ

ム案を（２）で示す。

また、「書くこと」に関しても、これまでは「オリジナリティ」「独創性」が重視される文章を書く

ことを多としてきた。例えば、詩歌の単元を学習した際に、生徒個々人に作品の創作を行い冊子にま

とめることなどである、これらは小学校から高等学校まで、現代の生徒は経験したものである。しか

し、表現で何よりも重要なことは、多くの人に分かってもらうことであり、コミュニケーションが円

滑に行われることである。したがって、表現におけるオリジナリティは尊重されない。むしろ独善に

陥る危険を排除するためには、表現レベルでの個性的な部分を消し去った方が望ましい。この位相の

違いが、あえて「書くこと」の指導の中で「実用文を響く」ことを設定することの理由である。

このように、生徒が自ら話し、響き、そしてフィードバックするためには、少人数講座でなくては

十分な効果が期待できない。したがって、実施は少人数辨座で行うこととする。

なお､生徒の発達段階や総合学習との関わりに鑑みて３年での表現指導をカリキュラムの柱とする。

（２）展開計画

実施学年・科目は、３年・国語総合とする。２時間連続となるため、２時間を１ユニットとカウン

トする。

まず、全体を「話すこと」「欝くこと」の２本柱とし、それぞれに半期をあてる。「話すこと」を先

に配置したのは２つの理由による。まず｢話すこと」の内容が「書くこと」よりも多岐にわたること、

次に「書くこと」と「話すこと」のまとめの活動としてスピーチを位置づけ、話すことの基礎をおさ

え（話すことに自覚的になることも含めて)、原稿を書き、発表へ、という一連の時系列の流れを重視

したためである。

①話すこと

音声表現が文字表現と大きく異なる点は、以下の２点である。

ア「話す」行動が行われる場面は多く、状況によって様々な言語運用を求められる点。待遇意識な

ど、書く場合には手紙文の場合くらいしか意識しない事柄が日常的に出現する

イ聞き手にとっては音声表現は次々と消えていくものであり、話し手は詩くこと以上に情報の整理

が重要になる点

これら２点を念頭に、以下の展開を考える。

●第１次まずは声をだしてみよう一声を見ながら－（３ユニット）

はっきりした発音とは何かということについて、音声分析装置を利用し、考えていく。

聞き取りやすい発音・声にどんなことが重要なのかを体験から明らかにすると同時に、それを

目で見ることの出来る機器を利用し、実際に波形や数値を目で見ることを取り入れた。生徒たち
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の興味をひくことも理由の一つであるが、数値に極き換えることで、これまでの評価シートなど

を利用した「主観的」な評価から、より客観的なものへと変えていくことをねらうものである。
なお、ここで主に扱うのは、発音、声の大きさ、発話スピードである。

●第２次どういう内容をどんな順序で－全体から部分へ。そして、ホームズ型と＝ロンボ型一

（４ユニット）

音声表現に限らず、何かを表現する時には情報をどう配極するのかということを考えなくては

ならない。特に音声表現の場合、後に戻って確認するということが難しいため、情報の配極は特

に気を配るべき事柄である。

たとえば、同じ価値を持っている情報についての表現（描写の場合など）がある場合には、全

体から部分というクローズアップの構造が肝要である。

また、明確な目的達成型の発話の場合、一つのまとまった発話（文章）内における重要な情報

を先にもってくる頭括型（以下コロンボ型とよぶ)、重要な情報を後にもってくる尾括型（以下ホ

ームズ型）の２種が考えられるが、コロンボ型表現は音声表現の場合に特に利用しやすい型であ

ることを認識したい。

一方で、「おち」のつく話や遠慮が働く場合にはホームズ型発話が有効であり、発話の目的に応

じて情報をどのように構成していけばよいのかを考える時間とする。

もちろん、何が伝えるべき情報であるかという憐報の吟味も重要である。しかし、「音声表現」

の特徴を中心に考えるため、情報の吟味については「譜くこと」で追求したい。

具体的展開は以下の通りである。

１ユニット目わかりやすく説明しよう

次々と消えてゆく音声にのせて表現する場合、全体から部分へという流れがもっとも理

解しやすいことを、ゲームを通じて知る。

２ユニット目通報してみよう

火災の通報ゲームを通じて、重要な情報（結論）を先にもってくる「コロンボ型」表現

を体験する。

３ユニット目「おち」のある話

音声表現の「後戻りができない」,性質をカバーするものとして「コロンボ型」表現をと

りあげたが、人間関係や狙いによっては、重要な情報（結論）を最後まで保留する「ホー

ムズ型」表現があることを体験する。

４ユニット目まとめ

●第３次試してみよう－いろいろな音声言語表現一（４ユニット＋１）

いわゆる「話す」コミュニケーションで重要なことは、外的状況が広いことである。話し言葉

の技術を、いつ、どのように使うのかが肝心になる。いろいろな場面を想定し、理想的な話し方

をシミュレーションする。

１ユニット目相手がかわると

相手によって様々な言い方を工夫しなくてはならないのが音声表現の特徴の一つである。

同じ事柄を、いろいろな設定の相手に伝える練習。主に敬語と語の選択の問題。

例止ものを借りる。親しい友人、顔見知りの上級生、隣の家の人など

例２：挨拶。いろいろな場面を想定。

２．３ユニット目インタビューをしてみよう
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インタビューに必要なことは何かを考えてみる。インタビューのビデオなどを見て、い

くつかの注目点を引き出してみる。その後模擬インタビュー。

４ユニット目面接を受けてみよう、やってみよう

聞かれる立場、聞く立場になって模擬面接。ある学校の入試を想定し、グループで模擬

面接。

②書くこと

先に示したとおり、実用文を書くことを目的に進めていく。３年という学年は「環境学」が行わ

れる学年であり、レポート作成等も増えてくる二とから、その効果が期待される。

●第１次まずは響いてみよう－「見たままを書く」－（３ユニット）

まずは何かを書くために、写真などを見てそこに映っているものを文章で描写していく。書くネ

タがないということがないため、とりあえず何かを譜くことはできると考えられる。

また、文章を書くためには、情報収集が必要である。映っているものを拾う、ということが、書

くための情報収集につながっている。次に、その材料をどのように並べるのかという点に注目する

ものである。さらに、使う単語も考えなくてはならない｡抽象度の高い語は避ける方がよい。また、

向後氏の言う「ワンワード・ワンミーニング」は理想である。これは階層的語葉体系における下位

の語を使うということでもある。３ユニット目では、使う単語について考えていく。

１ユニット目何がl決っているのか－写真を描写一

２ユニット目元の写真が再現できる？－どういう順序で書いていくのか－

３ユニット目元の写真が再現できる？－どんな譜を使うのか_

●第２次どういう内容をどんな順序で（４ユニット）

第１次で行ったことをさらに深め、構想マップやパラグラフ展開を本格的に扱うのが第２次であ

る。

テーマも学校紹介や学園祭の企画という、わかりやすい伝達が求められるようなテーマであるも

のの、第１次で扱う描写とは異なり、書くための傭報の抽象度を増してある。

本格的に実用文を譜<ための技能に注目させるのが第２次である。

４ユニット目学校紹介文を響こう－材料集め・柵想マップー

５ユニット目学校紹介文を書こう一段繕榊成一

６ユニット目来年の学園祭の企画書を書こう－パラグラフ展開１－

７ユニット目来年の学園祭の企画書を書こう－パラグラフ展開２．まとめ一

文章表現ももちろんであるが、わかりやすい文章を響くためには情報をどう配世するのかという

ことを考えなくてはならない。特に自分の主張、意見を相手に伝え、説得するために、段落構成の

基本から効果的なパラグラフ展開の技法を身につけることが望まれる。

●第３次試してみよう－文章表現と音声言語表現一（３ユニット＋１）

これまでの流れをふまえ、スピーチ原稿を作成し、文章表現と音声表現のまとめとする。基本的

にスピーチは「書く」作業と「話す」作業の協調によって生まれるものであり、その点で、３年の

表現指導のまとめに位極づけられるものとなろう。

扱う題材はさらに抽象度を高くし、自分の考えを伝えるというテーマとしたい。

８ユニット目スピーチ原稿をつくるにあたって

－主張を成立させる方法・問の立て方・全体の構成と推蔽一

９ユニット目スピーチ原稿を書く！
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１０ユニット目スピーチ原稿を書く！

１１ユニット目発表会

１１ユニット目は、「話す」「書く」のまとめとしてスピーチを行う。

なお、これらの櫛想の参考として荒木晶子・向後千春・筒井洋一『自己表現力の教室』（摘報
センター出版局2000年）を利用した。

（４）４年、ティームテイーチング（ＴＴ）・少人数講座による表現指導

３年の表現指導ではそれぞれ半期ごとに「話す」「書く」を設定した。しかし、最終的なゴールがス

ピーチとなるため、「書く」ことについてはまだ十分であるとは言えない。また、大学入試の小論文を

射程に入れ、さらに本校カリキュラムの「テーマ研究」もにらみ、小さな論文が書けることを目標と
する。

数回を１ユニットとして設定し、それぞれにテーマを設け、文章を謡いていく形態を考える。きめ

のこまやかな指導をしていくために、ＴＴ・少人数講座として開講する。

３公開研究会（国語）

３－１公開授業指導案

岩城裕之／2001年11月15日

１本時について

「火災や事件の通報」という行為は、ゴール（目的）がはっきりした言語表現である。

ゴールは「早く救助に来てもらう」ということであり、短時間に適切な順序で備報を伝達してい

かなくてはならない。この場合、出来事の種類（火事か救急かなど)、場所、事態の細かい状況、と

いう情報が考えられるが、順序に注目すれば、場所の情報が先にくるような表現を心がけることに

なる。

２展開案

学年・クラス：３年生Ａ組（男子20名女子21名計41名）

指導目標：

l何が情報として求められているのかを考える（情報の吟味）

２必要な悩報をどういう順序で出していけばよいのかを考える（慨報の出し方）

３時間軸上に、重要な情報を先に持ってくる表現法があることを知る

また、音声表現の場合、それがふさわしい場合が多いことを認識する

指導過程：
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学習活動 指導上の留意点

本時の目標を明らかにする（導入）

車両火災の写真をみて説明（展開１）

通報ゲームを行う（展開２）

まとめと次時の予告

火は１ムム後えをう両的開二了考何ど車目展ゲゲ終を：○○○○○○ 
災の写真を見て説明する文章を響かせる
特には告げない

認竺辮雛蕊騨役割分担を決める

!ま:尉報が良かったのかを考え､なぜ良かったのか
る。特に以下の２点についておさえる
伝えればよかったのか
いう順序が望ましかったのか

○展開１での文章と比較し､状況に応じた情報内容の吟味が必
要であることをおさえ、まとめる



３－２公開授業のねらいと新カリキュラムとの関係

新カリキュラムにおける国語科の特徴として、特に「備報活用能力を高めること」「表現する力を身
につけること」の２つをあげている・これらは、生徒たちを取り巻く現代の社会環境に、国語科がど

う対応していけるのかということを考えた場合のキーワードである。今回の公開授業では「通報」と

いうテーマで櫛成し、火事を発見した第一通報者と、その通報を受けて適切な指示を出さねばならな

い消防センター、その出された指示に従って迅速に行動する消防署員という組み合わせのもとで、コ

ミュニケーションを成立させる条件は何か、音声表現の特質から考えねばならないことは何かについ

て考えさせることをねらいとしている。

３－３研究協議の概要（－以下は授業者の返答.．は他からの意見）

（１）授業全体について

○協力的な印象

←ふだんはおとなしい生徒たちである。国語に対する苦手意識は比較的少ない。

○映像資料の収集によく尽力されたことがわかりました。

（２）具体的な授業展開と方法について

○映像（写真）資料と広島の地図をみせて生徒に通報させるという手法について

普段、生徒に縁のない場所（広島）を与えて、通報

すべき場所を探す手間をかけさせようとする意図はよ

くわかった。

ならば､写真の下に付したコメントは不要ではないか。

←コメントなしで映像を読みとりきることは不可能

だと考えた。コメントの中にはわざとくず情報も混ぜ

てあり、情報を選択させることも課してみた。

○数人の生徒に通報をさせる中で「どんな順序で通報す

るのが効果的か考えてみよう」ということも動機付け

にいれてもよかったのでは。

←当日は、実は途中でその指摘をはさんだのだが、

その後の生徒の通報の仕方に変化はなかった。事前に

他のクラスで同様の授業を行った際、変化の見られた

クラスもあった。

・教師の指導はどうあるべきか、指導をはさみすぎるの

もわざとらしいのではという見方もできる。

アパート火災

あなたが歩いていると､上り写耳のような元公に山くわしました｡アパートの

三吋から虚２K出ています、ｱﾊﾟｰﾄﾘﾆIZ人がいるらしく､｢火事竜」とか「団Uｿ

てくれｊと2.いった戸が､､こえて色女した.

已所は坦回のとおりです、泊防目に当伍してください.

蕊
．どうするべきか与えた上で（手品の種明かしを示した上で）課題にとりくませ、それでもできない

ことに気付かせ、できるように鍛えていくという考え方もあり得るのではないか。

（３）授業そのものの企画内容について

○音声表現指導の目的はそもそも何か。

←日常的な場面で書く表現と違う点について自覚的になろうということ、具体的には、推敲でき

ないということで情報の選択と配列に配慮がいるということなど。

○「通報」というのは、ふだんのおしゃべりとパプリックスピーキングの中間的な位瞳づけといえる

が、この部分が生徒に伝わっているか。

←今回の授業の目的は「書くこと」と「しゃべること」がどう違うか自覚的になることで両者を
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考えさせることにある。

○情報伝達の効果的な情報配列ということについて、今回は火災の通報ということだったので、イメ

ージされる順序は、「場所→火事の種類→様子」であり、「メラメラ燃えている」や「今、夜です」

などの描写的な情報は不要なものであったが、これが、新聞記事になると様子が変わる。だれにと

って重要な情報かで順序が変わることに気付かせることも大切では。

．最初にまず写真をみて書かせた（→描写させた）のはこの伏線なのか。

←あくまでも「書く」と「話す」の違いに気付かせる目的であった。示'魔された点も参考にした

い。

ｏ最初に脅かせたものを分析し､与えられたものの何に注目しているかということを分析することは、

読みの指導にも応用できよう。

（４）６年間カリキュラムのなかでの位置づけについて

０３．４年の「聞くこと、話すこと」の目的に「相手の意見を正しく聞き、自分の考えを効果的に主

張する…」とあるが、「通報」では、「相手の意見を正しく聞き」の視点が欠けるのでは。

←まず、「効果的に伝えること」ことに主眼をおいた。

｡（本校国語科より）「聞くこと」「話すこと」に自覚的になるためには、従来の「評価シート」方式

にたよるのではなく、より具体的な場面、より客観的な資料で自覚的にさせるように指導していき

たいと考えている。

３－３公開授業に対する自己評価と見学者の評価

授業者としては、最初に写真を文章で描写させたのち、通報ゲームをすることで書いたものとの比

較による音声表現の特徴に気付かせようとする柱を立てた授業であったが、５０分の中身としては、す

こし詰め込みすぎて、まとめがおろそかになってしまったことが、反省点である。

見学者の評価として、課題の設定、授業のストーリー性に高い評価をいただき、授業そのものにつ

いてもさまざまな示唆に富むものとの感想をいただいた。

３－４公開授業のまとめ

公開研究会で行った授業は、２－３で示した３年「表現」で行う予定の授業の一部であった。

今回寄せられた意見などを活かしながら、表現指導の体系を作り上げていくことが本校国語科の使

命の一つであると考える。
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第２章社会科

本校社会科は、中学社会科と高校地歴科・公民科で櫛成されるが、本稿では中等教育学校社会科と

する。

落葉典雄・勝山元照・笠井智代

鮫島京一・武田章・中村博之

１本枝の社会科カリキュラム

１－１新学習指導要領と新カリキュラム

本校社会科の新課程におけるカリキュラムは下の表の通りである。また、次ページには学習指導要

領との対比表および各科目に関する簡単な説明を記載したが、詳細は本文をご覧いただきたい。

新課程カリキュラムー覧表

備考

・表中の太字は必修、斜体字は選択必修、他は自由選択

。「文化と社会」は芸術科との合科で合計３単位

・４年「現代社会」は、ＴＴ・少人数方式で実施する

・６年の選択方法については、今後変更の可能性あり

6２ 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

文 理 文 理

科目

単位数

地理的分野

３ 

歴史的分野

３ 

現代史

２ 

現代史

２ 

日只衣｣芒rＢ

３ 

曰亥衣更Ｂ

３ 

日ﾉ衣j芒?８

３ 

日衣｣芝'曰

３ 

科目

単位数

現代社会

２ 

現代社会

２ 

遡り涙史

３ 

Ｂ ｶﾋﾞ､ﾉｳﾞ目史曰

３ 

赴界笠Ｂ

３ 

赴界更Ｂ

３ 

科目

単位数

｣世(理Ｂ

３ 

jZ9[理８

３ 

ﾉＺｉ淫7Ｂ

３ 

ｊＺｉ(室Ｂ

３ 

科目

単位数

倫理

３ 

倫理

２ 

科目

単位数

文化と社会

３ 

政経

３ 

政経

２ 

講座編成 クラス クラス クラス クラス 選択 選択 選択 選択



新指導要領との差異一覧表

｢新指導要領」に基づく「カリキュラム」例 本校社会科新「カリキュラム」

学年

③
鞘

［公民科］［地理歴史料］

※太字は必修、斜体字は選択必修、他は自由選択科目

※中学は便宜的に１週間あたりの時間数に修正している

[1］「新指導要領｣では､当然のことながら､中学高校間に断絶があるのに対し､６年一貫(2-2-2制)カリキュラムである。

高校では､公民科･地理歴史科に分かれているのに対し､６年一貫社会科の構成になっている。

[2］１年｢地理的分野｣は世界学習の比重を高くしている｡人ロ問題や地域間の結合については､「現代社会｣で履修する。

２年｢歴史的分野｣は世界史学習の比重を高くしている｡１９世紀末以降の歴史は､「現代史｣で履修する。

[3］３．４年｢現代社会｣は､中学｢公民的分野｣｢地理的分野｣の一部､高校｢現代社会｣の融合科目である。

３．４年｢現代史｣は、中学｢歴史的分野｣高校｢世界史Ａ｣｢日本史Ａ｣の融合的科目である。

[4］５年｢文化と社会｣は､芸術科との合科科目である。

５．６年｢地理Ｂ｣｢世界史Ｂ｣｢日本史Ｂ｣各Ｂ科目では､各A科目的な課題学習的要素を盛り込む予定である。

[5］学習指導要領の制約を受けない研究開発枝であるが､高校段階における公民的分野の履修単位数が少なくなる可能性があるため、

５年文化と社会･6年倫理･6年政経のいずれかを選択するように指導する予定である。

学年 分野・科目単位分野・科目単位分野・科目単位 学年 分野・瀬目単位分野・科 ヨ単位分野・瀞b目単， 立

中１

中２

中３ 公民的分野２．４

地理的分野Ｌ５歴史的分野Ｌ５

地理的分野Ｌ５歴史的分野Ｌ５

１年

2年

3年

地理的分野３

I●●■■qg5■■■BBU■DpbpB■ﾛﾛﾛﾛ■白■Uhh白白dhOODbbBbbbb■白白a■OOObp●bpbp■■■■｡●｡●●BpPPPPPPPP■ＰＰＰ■■｡□①UUUgPpUDUWUppPsD■●●0000●●O●●■■■■■■け｡､凸□■■●aaQOObLLbb■▲■ｑｄｄの●●551句句UUOfUmUU1U弓■■■＝ﾆｰｰｺｰｰｰﾆﾆｰﾆﾆｰﾆﾆﾆﾆﾆｰｰｰﾆﾆﾆ÷

歴史的分野３

現代社会２ 現代史２

高１

高２

高３

塀ｿ(坊f会２

続理２

鰯bf令i塵騨 ２ 

世界史Ａ２

j騨璽』２Ｈ争堪1Ａ２

地理Ｂ４世界史Ｂ４

日本史Ｂ４

４年

5年

6年

現代社会２ 現代史２

j魁血璽Ｂ３遥fj展j遭rＢ３

文化と社会３.…－－…_……………….‐………-..-……………_…………４１喪留坦………11…
倫理３．２ｊｉ勤理Ｂ３世銀｣:！'Ｂ３

政治経済３．２ β弓触色rＢ３



２本枝カリキュラムの特色と具体的展開

２－１本校社会科カリキュラムの特色

社会科の新カリキュラムは、６年一貫校としての本校のカリキュラムの特徴である２．２．２制に従い、

空間認識・歴史認識・現代認織を軸に構成した。１年地理的分野と２年歴史的分野において、必要最

低限の空間認識と歴史認織の力を身につけさせた上で、３．４年の現代社会と現代史を通して現代認

識を深めるとともに個の認識について考えさせるという榊造である。５．６年は選択科目であるため、

それぞれが選択した科目を通じて４年までにつけた前述の力を向上させていくことになる。

特に、３．４年において現代社会と現代史は、近年課題とされてきた社会科教育における問題点を

解決すべ<新設したものである。詳細は後述するが、中等教育学校としての利点を生かして編成した

カリキュラムであり、今後の中等教育における社会科教育のカリキュラム開発に貢献するものと確信

している。

その他、本校社会科の基本的な考え方は平成12年度研究開発実施報告書（１）に詳しい。なお、今

年度の変更点は以下の通りである。

○５年理系日本史Ｂ・世界史Ｂ・地理Ｂの単位数２→３

○倫理５年２単位→６年文系３単位・理系２単位

○６年政経２単位一文系３単位・理系２単位

○芸術と社会→文化と社会

２－２現代社会

新カリキュラム実施に際して、本校社会科では従来の中学社会（公民的分野）と高校公民との学習

内容をより密接に関連づけるため､上記フレームの導入を決定した｡この授業科目の導入によって我々

が企図する若干の事柄について、以下に説明する。

２－２－１「現代社会Ｉ」３年２単位

本校における中学社会公民的分野の授業では長きにわたって、従来のいわゆる「蛸壷型」的発想に

とらわれない、柔軟かつ多様な実践を積み重ねてきた。とくにその集大成ともいえる「憲法学習」（本

校『研究紀要』、第41集、吉田裕論稿を参照）の基本方針は、新カリキュラム移行後も当然ながら継

承するものであるが、それにたいしてプラスαを必要とするに至った。というのは以下に詳述するよ

うに、４年の必修科目「現代社会Ⅱ」において2002年度から少人数授業を実施することに伴い、それ

に見合った学習内容の精選や授業方法の再編などの条件整備が肝要と考えられたからである。端的に

述べれば、

①３年の段階で公民科に必要な基礎・基本的あるいは知識的事項を重点的に学習し、現代社会へ

の関心を培う程度までの到達をめざす。４年の段階ではそれを活かすかたちで討論・議論や小論

文作成などの応用的、実践的学習に内容配分を傾斜した授業を行い、社会を批評する力や価値判

断の育成・精錬を目標とする

②３年では比較的身近なテーマや社会問題(例えばドメスティックな事柄)を主として取り上げ、

４年ではより広い視野にたったそれら（国際問題）を重点分野とする

というのがアウトラインである。無論、これは大筋での展開方法にすぎず、学習単元や到達目標によ

っては傾斜配分が逆転させられるようなフレキシビリティを持つ。また授業者としては、「２年間のタ

イムスパンで公民科の授業を組み立てる」ことで、生徒の「学びにおける充実」と「ゆとり」との両
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立に多少なりとも貢献できるのでは、という展望も開ける。このように、中学年（３，４年）の授業科

目を、各々の学年の発達段階を顧みつつ－時系列的に統合させる試みは、本校の教育方針である２－

２－２制の理念に照らしても、より理に適うものと言えよう。

「現代社会Ｉ」の具体的な学習内容予定について述べる。昨年度の中学社会公民的分野の授業にお

いて扱われたテーマを参考にしてあるが、新カリキュラム施行に際して説明が必要と思われる鞭項を

箇条響きする。上述のように、次学年との役割分担を前提としたうえで以下の各条項をご覧いただき
たい。

①「社会」を見つめそこに潜む様々な問題を意識化するために必要な基本タームや概念枠を、実
例を交えつつ提供する。

.「ほんとうの『わたし』はどこ？」～アイデンティティーと役割演技理論～

.｢社会」といってもいろいろある～共同体・社会集団の形成の仕方について～

．「『個人」あっての社会？『社会』あっての個人？」～社会契約論入門～

②法律や法的権利・義務を考えるための基礎知識を習得する。

。「この国の主役は誰か？」～民主主義と法治主義事始～

．「権利」というコトバについて学ぶ～西洋語，ORights1'と翻訳語の成り立ち～

.「嘘つきは泥棒の始まり？」～わたしたちの日常生活の法律と道徳をみる～

．「憲法は何のためにある？」～近代法思想史への招待～※１

③日本国憲法の条文を読む。（前掲『研究紀要』吉田裕論稿を参照）※２

．「自由」「平等」のほんとうの意味を考えてみる～正義論入門～

．「カバンの中身を見せなさい」と言われたらどうする？～「新しい？」人権～

．「平和は勝ち獲るものなのか？それとも戦わずして勝つ？」～第９条議論～

④この国の仕組みがどうなっているのか調べよう。

．「国会」～議員がどうして会議中に居眠りするのか、考えてみよう～

.「内閣」～その総理大臣、いったい誰が決めたの？首相公選制を調べよう～

.「裁判所」～司法制度改革って、なんのために、どのようにやるの？～

・「国と地方ってどういう関係にある？～地方自治と分権論～」

④経済通になろう！

。「カネは天下の廻りモノ」～僕らの小遣いは家計・企業・政府を廻る～

。「商売の鉄則を学ぶ」～安売り合戦から「市場原理」を理解しよう～

.「日本人１億2800万人の生活をおカネの面から見てみよう」～ＧＮＰ、ＧＤＰ～

.「景気が悪いとどうなるの？」～景気循環と政府の役割～

．「銀行はもっとも安全な金庫か？」～金融機関の働き、「信用」と金融危機～

．「税金を知ろう」～税はどんなところから取られて、どこに使われている？～

・「あなたは経済大国日本に生まれてよかった？」～豊かさについて考える～

※１「近代法思想史」は、「現代史」（３年２単位）の授業内容との関わりが深い範囲であり、 同授

業担当者との調整が必要である。

※２『紀要』において、吉田論稿では「憲法学習」の一環として立法・行政・司法や地方自治を学習

するという方法であったが、本カリキュラムにおいては、関連性は保ちつつも「憲法」そのもの

とは一応切り離したかたちで、これらの単元を扱う。
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２－２－２「現代社会Ⅱ」４年２単位

（１）少人数授業の意義

上述の３年「現代社会Ｉ」が「基本的知識・概念の習得」を主眼とするものであるのにたいし、本

科目では「方法的学力」の育成に重点を置く。ここでいう「方法的学力」とは、任意の社会問題につ

いての調査方法や分析方法を生徒自身が精錬させていく力、表現・伝達能力、意見表明や討論能力な

どをさす。こうした学力育成は授業外でも可能であり、事実、他教科や生徒個人の日常生活のなかで

潜在的に培われているとも言えるが、それを顕在化させ、自立した－人格として現実の社会に関わっ

ていくための価値判断を鍛錬する場を提供するのは、社会科の役目であると考えている。上で述べた

意見表明や討論は、問題事象にたいする個人的価値判断をもとに、「共感と反発」→「分析・評論」→

「総括」と練り上げられていくいわば共同的営為であり、個々の生徒の主張を尊重しつつも、全体で

得られる結論を同時に共有するということがこの営為にとり必要十分条件となる。こうした作業の場

を保障するためには、２０人の少人数授業が極めて効果的である。

（２）年間授業計画と指導方法

いまさら言うまでもないことだが、社会科とりわけ公民科の授業は生（なま）ものであり、そのと

きどきに起こる社会問題や事件を常に反映させつつ進行させられるべき使命がある。３年の段階では、

最低限抑えておかねばならないスタティックな基礎知識が比較的多いのに比べ、４年の当科目ではそ

うした生もの的傾向がなお更強い。それゆえ、年間授業計画は大きな枠組みのみの設定とし、小枠と

して取り上げられる具体的社会現象や解決課題などは、授業の進行具合によって常に修正・変更を余

儀なくされる。指導者としては、臨機応変に対処していく覚悟が必要である。以下に述べる年間授業

プランには、現状にて教員の側から資料や問題意識を提供できるテーマを挙げてある。テーマ設定は

生徒にとってわかりやすく、を最優先に、また２項討論や多項討論、または全員による討議などを行

うのに適したものが望ましい。さらに、テーマ毎に、生徒たちがそれを考える祭のバックボーンとし

て備えておいて欲しい知識や概念装置などをあらかじめ組み込むことにより、学習到達度の充実をは

かる。

①２０人×６クラス（い、ろ、Ｉま、に、ほ、へ組）を、２人の教員（Ｘ教諭、Ｙ教諭）が担当する。

②学習内容については、便宜上Ａ分野（哲学・倫理学、心理学、法律・政治学等の領域）とＢ分

野（国際関係学、社会学、経済学等の領域）にわけ、生徒は１年間を通じてＡ、Ｂ各分野をそれ

ぞれ１期、Ⅱ期に学習する。

③Ｘ教諭とＹ教諭は開講に先立ち、Ａ,Ｂいずれの分野を担当するかを打ち合わせておく。以下の

ようなシミュレーションが出来る。

１期い、ろ、Ｉま組（Ａ分野学習）Ｘ教諭担当

に、ほ、へ組（Ｂ分野学習）Ｙ教諭担当

Ⅱ期い、ろは組（Ｂ分野学習）Ｙ教諭担当

に、ほ、へ組（Ａ分野学習）Ｘ教諭担当

くＡ分野＞

「生命」－.遺伝子操作、クローン技術。生きる権利と死ぬ権利を考える．生を哲学する

「環境」－・鯨の肉を食べてもよいか.「人命は地球よりも重い」は妥当な命題か

・未来の世代の人々には「快適な生活を営む」権利があるか．石油資源は誰のものか．経済

成長と環境保護は両立可能か
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「ジエンダーとフェミニズム」－．男らしさ、女らしさとは何か.身の回りのジェンダーを

探そう．なぜ人は結婚するのか・性愛の多様性について考える

その他に、「日本の政府は大きくあるべき？小さくあるべき？」「現代日本の若者文化を批評す
る」などを予定。

＜Ｂ分野＞

「メディア」－．１Ｔ社会の欠陥について考える．厚生大臣がＴＶカメラの前でカイワレ大根

を食うことの意味を解釈する．マスメディアの発達で人間はどう変わった？

「テロリズム」－．オサマ・ビンラディンだけが悪者なのか.赤穂浪士は「義士」かテロリス

トか.テロと正当な戦争の違いを討論しよう

「グローバリゼーション」－．世界中にマクドナルドがあるのはいいこと？.ＥＵ経済統合の

メリットデメリットを考えよう.あなたは途上国の飢える人のために私財を提供できるか

・異文化を理解することは可能か

その他、「日本とアジアの教科書問題」「ベンチャービジネス入門」などを予定。

（１）開講時にはＸ教諭、Ｙ教諭によるＴＴ方式で、年間授業プランおよび意見表明や討論方法

などの説明を行う。２時間程度を予定。

（２）生徒が授業方法に憤れるまでの間、担当教員がリードして資料提示、討論テーマの設定を

行う。１ヶ月程度を予定。その後は、生徒自身によるテーマ選択、授業・討論進行に移行

する。担当教員は、当該テーマについての基礎知繊の提供や、議論・討論中のアドバイス

等の援助にとどめるのが理想だが、介入の割合は担当者自身の判断に委ねられてよい。授

業の各単元（枠組み）を終える時点で、小論文もしくはレポートを課して、生徒の問題意

識がどの程度深まったのかを確認する。

（３）各学期末に、全体討論会または代表者討論会を設定する。Ｘ教諭、Ｙ教諭によるＴＴ方式

で行う。２時間程度を予定するが、４年のカリキュラムを考慮した場合、世界学との調整

が必要になると考えられる。

（４）評価は、レポートと平常点（積極性、発言内容、小論文の思考レベル等）で行うことを基

本とするが、定期試験の時間を用いた小論文形式も可能である。

２－３現代史

２１世紀を生きる生徒個々人が、現代社会の抱える諸問題を自分との関わりの中でとらえ、未来に向

けてどういう方向性を見いだすか、それが社会科としての大きな目標である。そのために必要となる

のが、自分たちの立つ「今」がどのような動きの中に存在するか、という現代史からの視点である。

本校では、新カリキュラムで３．４年に「現代史Ｉ.Ⅱ」（各２単位）を設置し、並行して行われる「現

代社会Ｉ.Ⅱ」と連携しつつ、従来は中学歴史と高校世界史・日本史でそれぞれ実践していた現代史

部分の総合化を企図している。

（１）現代史とは

「ポスト冷戦」「グローバリゼーション」「リージョナリズム」「文明の衝突」「多文化主義」「エスニ

シティ」「人口問題」「環境問題」「ＩＴ」その他、巻にあふれるさまざまな用語は、現代社会の諸相を

示している。これらの用語で語られる現代とはどのような時代なのか。
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２０世紀末から２１世紀にかけて、世界は新しい局面を迎えている。その変動を歴史的な視点から読み

解くことが現代史学習の主題である。ゆえに、まず２０世紀をどうとらえるかが重要な第一の課題と

なる。

２０世紀は「資本主義capitalism」と「国民国家nationstate」の時代である。この両者の拡大とそ

れが引き起こす矛盾や軋礫が、２０世紀の、さらには現代社会の諸問題を説明するキーワードとなる。

この二つのキーワードを理解するには、「長い19世紀」に始まるグローバリゼーションの歴史を前史と

してふまえる必要がある｡近代の起点として､16世紀をとるか18世紀末をとるかという論争があるが、

ここではその議論はおくとしても、１８世紀末にはじまった環大西洋革命以降のグローバリゼーション

の展開は、その後の世界を規定する大きなうねりとしてとらえられなければならない。環大西洋革命

から帝国主義の拡大へ、そして第一次世界大戦・ロシア革命へという流れを「長い19世紀」と括るな

らば、その「長い19世紀」が生んだ未解決の諸問題が、第二次世界大戦、冷戦、民族紛争と数え切れ

ない戦争が続いた２０世紀の方向性を決定づけたということができるだろう。また環境問題や人口問題

は、「長い19世紀」から続く一連の「発展」が飽和状態に達したもの、エスニシテイや反グローバリゼ

ーションの動きも、資本主義の世界システム化に伴い世界を席巻したいわゆる合理主義に対する「伝

統」側のアンチテーゼといえる。国際化や人権、環境問題を語る際に、こういった世界システムの史

的展開に対する認識を欠くと、思考のバランスを失うおそれがあるだろう。「なぜ今こうなっているの

か」について考える作業を抜きにして「これからどうすべきか」を語ることはできない。政治、経済、

社会、文化などあらゆる分野において、この視点は重要なものとなる。したがって、ここでは現代史

として、環大西洋革命以降、２１世紀の「今」に至るまでをその守備範囲とする。

第二に、「現代社会」「現代史」に共通することだが、「世界の中の日本」をどうとらえるかという課

題がある。上述した「合理主義と伝統」の問題とも関わることだが、日本は古今不変の「日本文化」

を持つ不変の存在というわけではない。「伝統」や「文化」は恒久的なものではなく、むしろ世界シス

テムに取り込まれる過程で形成された新しい認識といえるだろう。「アジア」等の概念もまた同様であ

る。そこで現代史では、アジアがいかにしてアジアとなり、日本がいかにして日本となったかという

過程を読み解いていく必要がある。そのためにも、日本史・世界史の枠を越えて現代史学習を行うこ

とには大きな意味があるといえるだろう。

（２）現代史プラン

調査活動や討論も取り入れた単元史学習を構想している｡全体として､政治史の流れをおさえつつ、

史的システムとしての資本主義の展開と軋礫、その展開にともなう国民国家モデルの浸透とそれがも

たらす矛盾を軸に、社会史・文化史的な視点を組み込んだ榊成をめざす。

①環大西洋革命がもたらしたもの

：三つの革命／自由主義とナショナリズム

②帝国主義時代

：欧米の動き／アジア、アフリカの抵抗と挫折／近代日本の誕生

③第一次世界大戦とロシア革命

：帝国主義戦争／社会主義政権の誕生

④戦間期

：AmericaasNo．’／ヴェルサイユ体制／アジアの民族運動／大正から昭和へ

⑤第二次世界大戦
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：アジア太平洋／ヨーロッパ

⑥冷戦と「第三世界」の誕生

：東西対立／第三世界の自立／「戦後」日本

⑦国際世界の再編

：社会主義圏の解体／グローバリゼーシヨンの加速／民族紛争／文明の衝突／日本の現状

３総合学習との関連

1990年度から始まった総合教科「奈良学」以来、社会科は本校の総合学習において内容．方法両面

にわたって中心的役割を果たしてきた。「奈良学」「環境学」「世界学」創設時には、社会科がその内容

榊成において主導的役割を果たした。また、本校総合教科の大きな柱であるフィールドワークを中心

としたリサーチ活動は、「現代社会フィールドワーク」や「東大寺フィールドワーク」（２年）など従

来から本校社会科において実践してきた手法を取り入れたものである。

新カリキュラムにおいては、従来の形態（統合型総合学習）である「環境学」と「世界学」におい

てはもちろん、新設の総合学習においても社会科が深く関わっていくことが不可欠であろう。たとえ

ば、短期集中方式で実施する１．２年の「総合学習奈良」では、奈良という地域の性格上歴史的視

点が重要となるであろう。分散型総合学習として、１年の技術と２年の国語を中心に展開する「情報」

についても、発信する内容や情報倫理といった面で、側面からの援助が必要になろう。また、５年で

保健体育科を中心に創設する「健康」では、部分的に社会科の教員が授業を担当する予定である。さ

らに、生徒個人が自らテーマを設定して研究する「テーマ研究」（６年の選択科目）においても、社会

科の教員の多くが、その指導に携わることになる見込みである。

なお、昨年度の具体的な連携としては、「世界学」で行われた難民問題の講演会の事前学習を「現代

社会」の授業で実施した。「世界学」担当者から、「クロアチアの難民支援ＮＧＯスタッフの講演会を

企画しており、講演を聴くのに必要な知識をレクチャーしてほしい」という申し入れがあった。これ

に対し、「現代社会」の時間に、以下のような内容について授業を行った。

．'日ユーゴスラビアについて

・難民について

・ＮＧＯについて

上記の例のように「現代社会」と「世界学」で同様のテーマがある場合、「現代社会」がその事象の

理解に必要な知識を中心に、「世界学」が態度や技能を中心に分担して担当することも、教科と総合学

習が連携をはかるひとつのあり方であろう。

４全国中高一貫研究大会（公開研究会）

４－１公開授業と新カリキュラム

４－１－１３年公民授業（授業者ｉ中村博之）と新カリキュラム

新カリキュラムでは３年から４年にかけて現代社会を置く予定である。３年では憲法学習を中心と

しながら、それを単なる知識として「覚える」だけでなく、現代社会の諸側面で憲法が生きている事

に気づかせることが目的である。

今回の公開授業では、国家行政の学習を踏まえたうえで、現在各方面で議論されている「首相公選

制」の問題にまで踏み込んだ。
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学習の方法としては、教師の講義を受けるとともに、グループ毎にテーマを定めたうえで文献調査

（インターネットを含む）や駅前でのアンケート調査などを含んだものになっており、フィールドワ

ークを取り入れて調査研究の方法を身につけさせる訓練の場ともしている。

公開授業はそれらをまとめた“発信,，の場とした。本校『研究紀要42集（１）』４８ｐ「３．４年の学

力の特徴」で「現代的課題を踏まえた問題解決的学習方法による訓練が、重要な意味を持つ」に即し

た櫛成である。

また同紀要49ｐでは「（１．２年と３．４年の決定的な発達段階上の違いは）『自分でおもしろい発

見をしなくては、探求する気にならない』段階の違いであろう」と述べている。

公開授業当日の発表を見ると、首相公選制に関わる新しい規定を生徒自らが試案を述べていた班が

あった。これはまさにそのグループの生徒にとっては「自分でおもしろい発見をした」結果、「探求す

る気になり」、教師側の予想を越えた学習を自ら進めた結果であるといえよう。

４－１－２６年政経授業（授業者；鮫島京一）と新カリキュラム

今回の公開授業では、授業者の私的体験を通じて“問題に直面した際の人間の様々な行動様式”を

抽出し、それが“異文化',に接したときの対応行動と共通することに展開した。また、基本的には教

師が教域上で話を進めつつも、随時生徒との“対話”を通して展開していくという形態をとった。

この授業の前提として、世界には多様な文化が存在しており、今後ますます日本もその渦の中で存

在していかねばならない事の学習が前時までになされ、また公開授業後の授業では、さらに抽象度の

高い教材を用いて、多文化・異文化理解を進めていく際の行動決定方法について生徒に考察をさせて

いく手法をとっている。

このような多文化・異文化理解教育を進めていく際に、ややもすれば「世界には多様な文化が存在

しており、それを日本人も“無前提”に受け入れねばならない」というような教師側の価値の押しつ

けがなされることも稀ではない。しかしそのような“結論が決まっている，,“道徳的,'な授業では正当

な多文化・異文化理解教育にはつながらないであろう。

生徒の価値判断を尊重しつつ、生徒が「教師が望んでいる答えは何か」と気にすることなく、「建前」

だけが横行しない授業をしていくことが大切ではないだろうか。

同紀要49ｐ「５．６年の学力の特徴」では「分析的でより広い視野からの複眼的思考ができるよう

になり、“テーマ，，性の高い発表も可能になる｡」「(４年までに比べて）二項討論に加えて多項討論、

対話的議論などケースバイケースで多様な方法が展開できる」としている。授業者はこのような点に

配慮しつつ授業を櫛成しており、それが「分析的でより広い視野からの複眼的思考ができるようにな」

っている５．６年の認識力を高めることにつながるのではないかと考えられる。

４－２研究授業について

４－２－１公開研究会授業（政治経済）

授業課目：６年・政治経済（選択科目男子７名・女子６名）

授業者：鮫島京一

授業日：2001年10月１５日１限

授業テーマ：「引き出物論争」あるいは「カルチャーショック」－人は自分と異なる価値に遭遇した

時にどうするか－

授業目的：２１世紀には、いまよりも人の移動がはげしくなり、自分とは異なった価値を持つ人と接
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触する機会が増えることが予想される。わが家で起こった「引き出物」論争を通して、

カルチャーショックが日常化するこれからの社会について考えを深める。

（１）授業についての問題意識：なぜ、「政治経済」の授業で文化を取りあげようとするのか？

現代世界が急激に変化しつつある。政治的には国民国家を越える主権の登場、経済的には多国籍企

業に象徴されるグローバル資本の活発な展開、国際関係においては地域紛争・南北問題・環境問題と
イシニー

レ､つたグローバルな議題が登場している。こうした社会的変化は、大きく三つの変化から構成されて

いる｡第一にＩＴ革命などの「技術的変化｣、第二に税制や選挙制度の改革あるいは国際機構の成立な

どといった「制度的変化｣、第三に「共生」「持続的可能な発展」「地球市民」といったローマクラブな

どが打ち出すスローガンに象徴される「価値的変化」である。「政治経済」（以下、単に「政経」とす

る）の授業において、現代世界を客観的かっ勤的にとらえていくためには、次のことが課題となる。

すなわち、社会的変化と生徒のおかれている状況・現実の間をいかに媒介するのか、またそのために

どのような教材を用いるのか、である。

「政経」の守備範囲としては、おもに「技術的変化」「制度的変化」が中心になりがちである。教科

書の目次をみれば、「基本原理」「しくみ」という項目が並んでいる。これは「制度的変化」について

の学習といえる。「技術的問題」については時事的なテーマとして取りあげられる。あるいはテーマ学

習の一つに加えられるだろうか。しかし、「価値的変化」については、他の二つの変化と比べて取りあ

げ方が弱いように思われる。実際に、教科書はこうした「価値」（文化や思想）にかかわる章を割いて

いない。ここに授業者は問題を感じている。
ソニア

「技術的変化」「制度的変化」はいずれも、線的な発展を前提としている。古し､技術・制度から新し

い技術・制度へ、これは一般的に進歩とよばれる。たしかにその側面はある。誰にでも共通な、「普遍

的」な、価値ないし目標を実現することは必要であるからだ。しかしながら、現代世界では、これま

でア・プリオリに設定されてきた「普遍性」そのものに懐疑が生じている｡坂本義和の言葉を借りるの

であれば、現代世界は「相対化の時代」の只中にあるのである。

これまでの「政経」では、ア・プリオリに設定された単一の価値・目標に生徒を誘うことが念頭に

おかれてきたのではないか｡これは、社会が一つの目標・価値に向かって統合される時代（高度経済成

長期）には有効であったといえよう。社会が単一の目標・価値を設定しえる時代であれば、価値や目

標の多元性・多様性については語られなくなる。それらはすでに決まっているからである。この論理

にしたがうならば、社会的変化を構成する三つの要素のうち、「価値的変化」は二義的な問題とされて

しまわざるをえない。現代世界が「相対化の時代」であるにもかかわらず、「政経」の教科書（授業）

は、こうした論理の延長線上にあるのではないだろうか。

急激に変化を遂げつつある現代世界では、自発的で、想像力があり、より独創的で、批判力のある

人間を育てることが必要となっている。その背景には、社会が－つの価値や目標に統合することが難

しくなってきていることがある。つまり、多元的かつ多様な価値・目標の中から、どれがより良いか

を自ら決める力が問われる時代へと転換しつつあるのではないだろうか。そうであるならば、「政経」

がとりくまなければならないのは、すでに設定されたあるべき価値・目標を学ばせるというものでは

ないだろう。そうではなく、生徒が自ら立脚している価値・目標から出発し、現在の「制度的変化」

「技術的変化」「価値的変化」を問い直し、より「普遍的」価値・目標へと至る過程が、めざすべき授

業なのではなかろうか。端的にいうのであれば、価値・目標の相対化を前提としながら、いかにして

「普遍的」価値･目標を学んでいくのかである。それが転換期の中で「政経」に問われていることでは
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ないだろうか。そのためには、「価値的変化」を中心に据えた授業方法を模索しなければならない。

こうした授業を榊想するにあたって必要となってくるのが、次の二つのことである。第一は、文化

について学ぶ機会を組み込むことである。価値・目標の多元性・多様性をどのような教材でつかむか

といえば､やはり文化的生産物ではないだろうか｡自らの価値と異なる価値と接触することによって、

より「普遍的」価値・目標に到達する。そうした価値・目標からみて、現代世界の政治、経済、国際

関係はどうなっているのか、そしてそれをどのように再編成しなければならないのか、という問いが

出る。二れは構想力がなせる技である。こうした力をどのようにつけていくかが、現実の政治や経済

をめぐる諸問題に、生徒が関与するにあたって欠かせないものとなるだろう。授業者が文化について

学ぶ時間を「政経」に確保しようとするのは、こうした考えに基づいている。

第二は｢対話」である。これは､debateではなく、dialogueである。生徒が参加する授業といえば、

debateをすることがよいと考えられているフシがあるようだが、はたしてそうだろうか｡debateは欧

米（とくにアメリカ）で取り入れられ、日本の教育現場に「輸入」されている。しかし、debateの本

質は、競争的な近代社会で、理解より議論に勝つこと（したがって二項対立が前提となる）を目指す

ゲームである。もちろん、議題によってはdebateが有効な場合もあるが、これでは価値や目標の多元

性・多様性が軽視されてしまうのではないか。それに対し、dialogueとは、自分とは異なる価値・目

標に対して、同情と親愛の気持ちをもつもの、したがって、まずは耳を傾け理解しようとする営みで

ある。dialogueは、debateのように他者に打ち勝とうすることが目標なのではなく、他者を理解しよ

うという真の努力なくしては成立しないものだといえる。激動する現代世界を生きていくために必要

な力は、dialogueを遂行できる力であると授業者は考える。言い換えれば､dialogueという方法でな

ければ、「政経」において（｢政経」だけではないのだが）文化について学ぶことはできないというこ

とである。以上が、授業者が今回の研究授業を行うにあたっての問題意識である。

（２）単元の構成と目標単元名「カルチャーショック」とどうつきあうか？（１時間）

（２－１）単元の構成について

「政経」の授業は週に３回組まれている。そのうち２回は、政治や経済についての基礎的な知識を

学ぶ時間としているが、１時間は時事的な問題やテーマを定めて議論することにあてている（実際は

基礎的な知識を学ぶことが多いので、二週間に１回の割合で議論している)。議題は教師が用意するの

だが、時には生徒が自ら論じたい議題を用意し、それについてみんなで討論することもある。今回の

研究授業は、時事的な問題やテーマを定めて議論する時間であり、－単元の授業となっている。

（２－２）議論をする上での生徒の知識

「カルチャーショック」については、言葉の理解はできていると考えられるが、生徒が自らの問題

として考えを深める－つまり「カルチャーショック」とどう向き合うか－には、至っていない。こ

の授業をするにあたっての前提は以下の点である。

①生徒にとって日本社会において自らの価値と異なる者といえば、外国人労働者であろう。外国人

労働者の現状については、すでに４年生の総合学習「世界学」で学んでいる。そこでは実際にフィ

ールドワークやインタビューが行われ体験的学習をつんだ。しかし、生徒にとって外国人労働者は

身近な存在とはいえない。世界学は外国人労働者の存在を意識化する上で有効であったが、もう－

歩進んで、自分たちと共に社会を構成するということはどのようなことか、ということまでは至っ

てはいない。「彼らは彼ら、僕らは僕ら」といったところが正直なところだろう。
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②国際紛争．地域紛争及びその解決手段については、国連の機構、集団的安全保障、ＰＫＯ、ＰＫ

Ｆといった諸活動とともに１期で学習した。

③地域紛争、民族紛争、テロリズムや、昨今報道される外国人による犯罪は、生徒が自らの価値と

異なる者との「共存・共生」を展望するにあたって影を落としている。

④グローバライゼーションが進む中で問題となっていることの￣つとして文化の均質化がある。た

とえば、ハリウッド映画の世界的受容が引き起こす問題である。これについては、「多国籍企業の展

開とＷＴＯの功罪」という単元で学んでいる。

（２－３）単元の目標と教材について

自分とは異なる価値を持つ人間との接触によって生じる「カルチャーショック」は、グローバル化

が進展するなかで、私たちが最も経験することの一つであろう。しかし、欧米のみならず世界の国々

と日本社会を比較してみたとき、日本がきわめて同質性の高い社会であることに気づく。つまり、か

の地では「カルチャーショック」は日常的な出来事であるが、この地においてはそう頻繁に出くわす

出来事ではない｡したがって､複数の文化が併存する社会を櫛想することはじつに難しい問題である。

日本という文脈において「カルチャーショック」をいかに考えさせることができるか。「カルチャー

ショック」は個人レベルで直面する問題であり、感情的な障害を引き起こす。また「カルチャーショ

ック」は、生活の習慣をはじめとする日常生活の次元から、政治に対する価値判断の基鵡といった高

度な次元を含む広い範囲で経験する。

グローバル化の時代とは「カルチャーショック」が日常化する時代でもある。順応しようとして緊

張する者、自分の居場所がないと感じる者、新しい環境で必要な役割を演じなければならない圧力に

屈する者あるいは楽しむ者､混沌の中で自らの価値を発見する者など､さまざまな反応が想定される。

「カルチャーショック」への反応にはどのようなパターンがあるのか。そしてそれにどう対処してい

けばよいのか、考えてみたいと思う。

教材として今回の研究授業では、アグネス・チヤンの『体験的国際交流論』（日本放送協会）を用い

る。「カルチャーショック」について、図式的ではあるがわかりやすくまとめられているからである。

（３）指導案 ｢引き出物論争」あるいは「カルチャーショック」

－人は自分と異なる価値に遭遇した時にどうするか－

（▽教師の問い▼教師の解説・説明）
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授業のながれ 教師のコメント及び生徒の活､1１

【導入】秋が来れば思い出す・・・

▽鮫陶（授業者）が昨年の秋に結蛎式を挙げる時に、

蛾も困ったことは何か、と'111う。

▼彼醗妥の「引き出物」を何にするかを決めることであ

つた゜

エピソードを交えながら楽しく話す。

鮫IHI夫ｸii}で相談していたがなかなか決まらず、双方の実
家に相淡した。ところが、各人が椎ＩＭＩする品物が迎い、
ますます収拾がつかなくなってきた。

【IInllII1】引き出物あれこれ
▼各人が推醗した引き出物の候hliを紹介する。カード

にして黒板に掲示する。

▽「沼たちであればどれにするか？」

▽ 「いくつかに分かれたけれども、引き出物は１つだ．
どれにするか、みんなで決めよう｡」

それぞれの0W,物についての椎IMI者の主弧を織り交ぜなが
らin；す。

掲示したカードから１つ選ばせ、そのEl1IIlをきく。

できれば一つに絞らせたいが、できなくても柵わない｡生
徒同士が、どれにするか説得しあう識鐙が大切。



＜資料＞アグネス・チャン：『体験的国際交流』（日本放送出版協会）

自分が育ってきた社会から、急に異文化の社会に放り込まれた個人は、いろんな現象や反応を引き

起こします｡

第一にパーシング（passing)。これは自分のもともとの文化を捨てて、新しい文化に溶けこむこと

です。これが前向きな反応であれば、新しい文化に溶けこむ面が強調され、とりたてて問題はありま

せん。しかし、否定的な反応として現れると、それまでの文化をゼロと見なして、新しい文化に自分

をはめこむことになります。たとえば、小さいころからイギリスに憧れている中国人がイギリスに行

ったとして、なぜ私は中国人なんだろうと悩み、その結果、すべてイギリスがいいと思う。つまり、

全否定と全肯定が同時に起きる。個人が自分の文化より上だと思っている文化圏に行ったときによく

見られる現象です。

二つ目は、シヨービニスティック（chauvinistic)。パーシングの反対で、新しい文化を全面的に否

定して、自分のもともとの文化をオーバーに強調する現象です。・・・。

次に二つの文化のどちらも受け入れられずに、両方を行ったり、来たりするのがマージン（magin）

－７４－ 

【展llIl2］論争の彼方に・・・
▼鮫Kliのところで実際に披つたの険ｉｎは、「ラジオ付懐

１０近灯」「電子辞１１ﾄﾞ」「食器セット」であったことを
iViす０ 

▼「ここで注目してほしいのは、リlきⅡ}物を選ぶにあた

っての各人の反応であった」と述べ、‘1つのパターン
を示す。

①鮫陶の母・姿の父②鮫脾l'の父
③鮫島夫婦④鮫Khの祖母･妾の母

▽「二の４つの類型のうち、ｵｨｵらはどれにあてはまる
か゜先ほどの議強での|:1分を考えてみよう」

鮫川の突家と変の実家で行われた、行人の脱柵工作につ
いて,濡す。

`1つのパターンを類型化したカードを掲示する。

①わがiiiを行く②新しい避択肢へ
③117ぶらりん（トリレンマ状態）
①UnA〔（いいと二どり）

【lnHllll】での議論を振り返り、自分が当てはまる類型
に>it手をさせる。

【峡iⅢ３】アグネス・チヤンの文化交流論
▼「災はこれは異文化に接した11ｷの個人の反応によく似

ているのだ｡次の資料をi班んでみよう｡」

○資料ニアグネス・チャン『体験的|副際交流論』
(日本放送１１１版協会）

▼アグネス・チャンは４つのパターンを示している。

それぞれ確認しよう。

(a）passing（１））chHuvinisLic 

(c）margin （｡）mcdiation 

▽「異文化に接したときに、ｌ:1分は(a)～(｡)のどのパタ

－ンをとると思うか？」

溢料を配布し、生徒に読ませる。

４つのパターンについてしっかりとlM1i蝦する.IAl塀につ

いては適宜、Ｍｉ足･解説する。

((1)～((1)をカードにして黒板に掲示し、【皿'１１１２】で行っ

た①～④の類型と対照させる。

迦択させてj1I1il1を述べさせる。(a)～((1)を＃llみ合わせて

梓える生徒もありうる｡いったん生徒の愈兄を１１{させて

から、より具体的な状況を設定して選ばせる二とも考え
る。

【まとめ】

▼今後の世界では、私たちが好もうと好まざるとも、（Ii「

らかの形で自分たちとは兇なるiIli値に遭遇することに

なると予想されている。「カルチャーショック」に悩む

二とがI;I常化する時代が来るのである。

▽「カルチャーショックと付き合うためには、（a)～(｡）

のどれが一番望ましいだろうか？」

▼さて、私の引きｕｌ物なのだが、結局、デパートの引き

出物カタログに決めた｡各人が二'三鵬する品物が取り揃

えられていたからである｡後I:I、デパートから各人が注

文した品物のリス１，が送られてきた｡彼.彼女らは、I1l

ら主張した$Ｈ１物ではなく、欲望の趣くままに別の,１１１物

を手に入れていたのであった。

fiU1の1K挺を示す｡①少子iiFi齢化にともなう労働人｢Iの
不足に対処するための外国人労lllh折受け入れ（法務省111

人lIi1符nI1il11iIii)、②フランスの社会学折ジャック.アタリ
の子Au、③グローバル化の進1m、④アメリカのスチュア
ートiW7校の生徒の集合写真（『ナショナル．ジオグラフィ

ツク』より）など。

４１ﾐ徒の愈兄をきく。互いに雛i満させる。
いう結総になるであろうが、ほんとう

(〔l)が望ましいと

にそうか考えさせ

ろ｡授業新は(c)が望ましいと考えるので、その点につい

て雛強する｡時11Mがないことが苫r処されるので、その場合

は、後fIiillI論する。



です。一人の人間の中で、何が正しいか正しくない力､の戦いが起こるのですから、たいへんな現象で

す。これは、たとえば移民の子どもによく現れます。三世の場合は現地に溶けこんでしまう場合が多

いのですが、二世は親から受け継いだ文化と、新しい文化との間で基準が立てられなくなりやすいの
です。

そして最後に－番理想的なパターンが、二つの文化を両方とも取り入れる〆ディエーション

（mediation）です。・・・･異文化のいいところと、自分の文化のいいところを、うまく取り入れる

ことができれば、その結果は個人の成長にもつながると思います。

（４）研究協議

（４－１）教材の選択について

質問：教材として「引き出物論争」は適当だったのだろうか。話の内容はどちらかといえば日本文

化を示すものであり、文化･価値観の相違を理解させるのに適当といえるのだろうか。クロー

バライゼーションが引き起こす異文化接触の問題とは必ずしも一致しないのではないか。

鮫島：確かに今回の授業が日本文化の土壊の上に成立していることは事実である。「カルチャーショ

ック」を疑似体験させることを重視するのであるならば、他の教材（トランプを使ったゲー

ム）が考えられる｡また、疑似体験については、すでに世界学においてなされている。今回の

授業の目的は、「カルチャーショック」そのものについて学ぶというよりも、「カルチャーシ

ョック」への個人の反応を学ぶことにある｡異文化理解となると、生徒は櫛えがちである｡昨

今のニュースを見れば見るほどそうであろう。このような状況であるならば、「カルチャーシ

ョック」についての授業となると生徒は不必要に身榊えてしまうのではないだろうか。それ

ゆえに日常生活にもじつは価値をめぐる論争があることから出発した方が、異文化接触につ

いて櫛えることなく、類推が可能なのではないだろうか。

質問２：アグネス・チヤンの「カルチャーショック」の４パターンを用いたのであるが、その背景に

は、文化には多様性があるということはみんな認めるだろう、という予定調和があるのでは

ないか｡文化には排他性が伴うこともあり、それを踏まえなければ､政治の問題と文化の問題

が関連しないのではないか｡

鮫島：アグネスの図式については、授業のなかでも＝メン卜したようにmediationが望ましいとい

うことが前提となっている。私が企図したのは、生徒にこのmediationが望ましいというの

立場を批判させることであったが、時間の都合でできなかった｡私としてはlnargin、宙ぶら

りんが一番望ましいと考えている。指摘されたように、文化の排他性という視点が落ちてし

まえば、異文化理解が単なる相対主義にとどまり、権力の問題が欠けてしまう。じつは、こ

の点が異文化理解教育の陥窯ではないだろうか。「世界にはいろんな文化がある。それぞれ大

切だ｣ということは最もである。しかし､たとえば､Ａ国では女性を不平等に扱う文化があり、

Ｂ国では男女平等の文化がある。それぞれ同じ価値があるからいいではないかといえるか。

相対主義の論理はこれを認めてしまうが、男女は平等でなければならないであろう。ここに

普遍主義の論理が必要となる。しかし、普遍主義だけでも限界がある。なぜならば、普遍主義

は、誰にとっての「普遍性」なのかという問題、また先進・後進という価値判断がなされて

しまう問題があるからだ。これは植民地主義や南北問題、民族主義といった政治経済的問題
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と密接にかかわっている。したがって､普遍主義と相対主義の二つが視点として必要であり、

わたしたちは「宙ぶらりん」状態の中で、より「普遍的」価値あるいは対話の可能性を追求

していくことが大切だと思う。

（４－２）授業方法について

質問：これまでの社会科の授業では、導入があり、先生が主導的に話し、結果が出るといった展開

が主流であったが、今回の授業はそうでない授業方法があることを模索している。「対話」と

いう方法であるが、生徒が何を感じているか、また話を通して何を感じるかを大切するもの

であったといえる。しかし、この「対話」という方法で気をつけなければならないのは、教

師側が生徒の発言のポイントをおさえ、それを踏まえた展開をすることではないか。

鮫島：そのとおりだと思う。意地悪な見方をすれば、自分を含めて従来の授業方法は生徒の発言

する力を奪っていると思う｡彼.彼女らには発言する力がすでにあり、教師がそれを奪って

いる。それはおかしいではないか。このことが「対話」という方法を模索し始めた理由の一

つである。しかしながら、「対話」という方法で授業を進める場合、ともすれば言いぱなしと

なることがある。自由に考えを述べさせるだけでは不十分であり、指摘されたように、教師

が生徒の発言を適格に位置付けることが大切である。生徒の発言から、より普遍的価値は何

かとすすめていくための模を打ち込んでいくこと、と言うことができるだろうか。しかしな

がら、いまだに模の打ち方については研究中である。今回、この「対話」という授業方法が

うまくいったのは、少人数であること、生徒の対話能力が授業者よりも高かったということ

である。授業でも時折あることだが、自分たちで「勝手に」議題を設定してあれこれと議論

をすることができる生徒たちである（そのために補習が必要となるのだが）。

（４－３）６年一貫教育との関係

質問：今回の授業は、「政経」で文化を取り上げるということであったが、仮にこの授業内容を高校

１年の「現代社会」の授業で行ったとするならば、おのずと授業内容も変わるのではないか。

また、文化について学ぶ時間を独自に設定することを考えているのか。

武田：新カリキュラムでは３年・４年で「現代社会」を学ぶことになるが、３年では憲法学習を中

心にして基本的知識の習得、４年では現代社会の諸問題をあつかう。文化については、独自

のカリキュラムとして組み込むことは考えていない。「現代社会」の授業において扱うことに

なる。

鮫島：たしかに今回の授業内容を「現代社会」で行うことは可能である。もし、そうするのであ

れば、「政経」ではより高度な問題、たとえば「文明間の衝突」と「文明間の対話」とい

ったような議論を展開することが可能となるだろう。いずれにせよ、授業の内容について

は、「現代社会」「倫理」「政経」の連関させ、一貫教育の特徴がだせるように検討してい

かなくてはならないと考える。

４－２－２３年公民

（１）公開授業に対する研究協識のまとめ

研究協議では、生徒による発表方法の工夫・改善の余地について、および授業設定として、「行政」

の単元に挿入したことについて、の２点に意見が集中した。前者については、各班が調査・検討した
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内容を模造紙にあらわし、授業時間内にスピーチする、という形で進行したため、「発表者以外の生徒

は、話を聞いているだけでは分かりにくかったのではないか」という意見や、「スピーチ能力を向上さ

せるためのトレーニングも授業の一貫として必要ではないか｣、また、「各班にたいし、発表内容のレ

ジユメを作成するよう指導するほうがよかったのではないか」等という助言をいただいた。これは、

公開授業であるということを理由に、すべての班の発表を50分という制限時間のなかに無理に押し込

めることを優先したという、授業者の都合によって引き起こされた要素が強く、今更ながら最大の反

省点である。また「プレゼンテーションの能力」を高めることは、社会科授業作りにおいて欠かせな

い要素の一つであり、その意味で参考になった。後者の点については、「『国家行政との関わり』とい

う問題設定よりも、『(主権の）代表者をどう決めるか」という形での提起が望ましかったのではない

か｡」とのご意見をいただいた。ある単元の下で何を学ぶか、という枠組みの作り方についても、より

注意深い検討の必要性を改めて考えさせられる。

つぎに授業プランと効果についてであるが、こちらは概ね協議参加者から好評の言を頂いた。￣アン

ケート活動の実施は、外の社会に生徒が直接触れる機会を与えるという意味でよいことだ」「授業のま

とめの部分で､公選制の是非について再度意見を求めたところ､『保留』の意見が大幅に増加したのは、

物を考える上で必ず起こってくる現象であり、授業として成功であると思う」という意見や、「マスメ

ディアでもよく取り上げられる割に、意外と議論が深まっていないテーマをあえて生徒に調べさせる

という視点が新鮮で、是非今後の授業作りの参考にしたい」との、望外のご賛同もいただいた。

一方、ある班の発表（｢配布プリント」１，項目３－②を参照）のなかで、公選制を実施する際には

「憲法改正が必要不可欠」という結論があったのにたいして、授業者自身としては「憲法を改正せず

に実現可能な公選制」という対案に到達するところまで生徒の思考を持っていきたかった、という意

図を協議中に提起したのだが、「そこまで（３年生の）生徒に求める必要があるのか疑問である。積極

的に政治に参加しよう、という気持ちや姿勢が育ったという段階で授業を終えて構わないのではない

か＿とのご指摘を頂いた。つまりこの指摘は、一つの明確なモデルを提示しその方向へ強く導こうと

することで、生徒の１人ひとりが「個性」として持つさまざまな関心や意識がスポイルされてしまう

懸念を示唆したものである。授業展開と到達目標を考えるにさいして授業者自身からは抜け落ちてい

た視点なだけに、貴重な意見を頂戴した。

（２）生徒の「学び」の様子について

生徒たちの調査～発表に至る作業に取り組む姿は、全体として非常に熱心なものであった。班作り

後、資料や文献の調査をスタートした段階では、何から手をつけてよいかわからずに班の作業から取

り残された生徒が２人いたが、授業者の側からは「まずは班の中で自分の出来る役割は何か、メンバ

ーと話し合って決めてごらんよ」という間合いで接していくうちに、彼らは自分自身の班内での位置

付けを得ることが出来た。指導上の難点を強いて挙げれば、班によっては恥じらいが先行し男女の連

携がうまく取れずにいる場面もあったが、それは思春期特有の傾向でもある。一連の作業を進めるう

えで大きな障害には至らぬ程度であると現場で判断し、「冷やかし半分的」な助言のみ行い、様子を見

守った。いずれの班も、資料・文献の調査方法はパソコン（インターネット検索）と図譜室の利用が

主であったが、それに不足を感じた生徒は県立図書館に足を運び、意に適う文献を得たようである。

発表用もぞう紙作成、プレゼンテーション方法の検討などの最終作業では、個々の生徒や班ごとの

特徴がもっとも際立った。取り組み方はさまざまで、－人ひとりが自説を曲げずに喧々鴛々と戦う時

間が続きなかなか先に進まない班もあれば、１～数名がリーダーシップをとって他の班員はそれに追
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随して進める班、あらかじめ決めておいた手順に従い黙々と作業する斑など、違いを見ていて楽しか

った。プレゼンテーションスピーチの内容をシナリオ風に編集している男子生徒や、もぞう紙発表を

綺麗に見せるためのイラスト描きに熱中する女子生徒、他班の進捗状況や内容を偵察に廻り、自班に

戻って情報を伝えているライバル意識の強い男子生徒。個性のかけがえのなさは、話が尽きない。

彼（彼女）らのこうした状況への適応力・駆動力は、当授業者の指導力とはほぼ無関係である。そ

れは日ごろの「総合教科」への取り組み(詳細については別項を参照）のなかで培われたものであり、

まさに生徒一人ひとりの「学力」に他ならない。

（３）授業者の自己評価

研究授業とそこに至るまでの準備時間の全体をとおした自己評価を簡潔に述べる。第一に挙げる反

省点としては、こうした「調べ学習」の内容を充実させるためには、その準備（文献・資料調査やア

ンケート活動、発表用もぞう紙響きなど一連の作業）に充てるべき時間がどうしても増大してしまう

ことである。結果として、司法や地方自治など、後の学習単元に当てる時間を縮小せざるをえないと

いうしわ寄せが起こった。生徒にはそれなりの「ゆとり」を保障しつつ作業に取り組んで欲しいとい

う思いも強い一方で、作業を効率的に進めるための援助方法や適正な授業時間数の検討についてもな

お一層の努力と吟味が必要であると痛感した。

つぎに「調べ学習」を授業に取り入れるということそれ自体の是非についてである。社会科を単独

の教科として考えた場合、むしろ積極的に行うことが望ましかろうが、本校の生徒は総合教科（３年

は「環境学」２単位）において、こうした形態の学習を継続的に行っている。見方によっては、あれ

もこれも「調べ学習」では、生徒の負担（感）は相当に強くなると考えられる。今後も同様の学習を

社会科の授業として行う場合、総合教科の担当者と事前に相談し、お互いの調べ学習期間が重なり合

わないように調整する、等の工夫が最低限として必要である。

最後に、研究協議の項目においても授業効果の面で触れたように、初回授業の段階で公選制導入の

是非を曇れたとき（賛成23人、反対５人、保留10人）より、学習後に保留者が大幅に増えたという結

果が得られた（賛成８人、反対11人、保留22人)。流行りのものに無思慮に飛びつくのではなく、時間

をかけて是非の判断材料を調べ、望ましい民主主義行政のあり方を真面目に考えたならば誰しも慎重

にならざるを得ないだろう。反省点は多々あるものの、授業者の意図からいえば、この結果を一応の

成功として自己評価を締めくくりたい。

（４）当授業の６年一貫教育における位置付けについて

新カリキュラム実施に伴い、当授業は科目名が「現代社会Ｉ」となり、４年の必修「現代社会Ⅱ」

との連関性をより重視した授業へと編成される｡｢あるテーマについて班ごとの共同作業によって調べ

る」という形態の授業は､学年が進むにしたがい減少･縮小し、生徒一人ひとりが主張をぶつけ合い、

合意形成や相互批評の練達を目標とした対話重視型授業へとシフトする。６年一貧教育の文脈でいえ

ば、本授業は内容の高度性および実施時期からして、１～３年の発達段階において要求される「グル

ープ学習」の到達度を確認し、かつ４～６年における、現代の社会問題に主体的に関わる姿勢を育む

という学習目標への「繋ぎ」の役割を果たすべき位置付けをもつ。
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2001年度公開研究会３年生社会（公民）指導案

日時82001年11月15日（木）１０：４５－１１：３５

題名：「行政について学ぶ～首相公選制に賛成？反対？」

対象：３年Ｂ組

授業者：中村博之

【授業のねらい】

今春、日本の戦後政治史上に例を見ないほどの、世論による圧倒的な支持のもとに小泉純一郎内閣

総理大臣が誕生した。それにともない、同首相も提唱する首相公選制についての議論がさかんに行わ

れるようになった。生徒たちには、二の制度への賛否を問うことを端緒として、主に以下の３点を達

成することを授業の目標とする。

①準備段階として、日本従来の議院内閣制と、それと比肩するアメリカ大統領制の制度を比較す

ることを通じて、三権分立の中での行政の役割を理解させる

②現実に一時期存在したイスラエル国における首相公選制等、普段あまり目の向けることのない

諸外国の制度事情に対しても関心を持たせ、またイスラエルでは新たに試みられた首相公選制が

なぜ廃止されたのか、日本においてそれを導入することはどうしたら可能か．導入することに伴

いうるメリット・デメリットは何か、等について推論させる

③これら行政機構を一例に、社会制度の分析・検討に１１Kれることを通じて、自らが主権者の－人

として「民主主義の望ましいありかた」を深く見つめることのできる思考能力を養う

ともすると受動的な授業、知織伝達に終わってしまいがちなこの学習範囲にかんして、どのようにす

れば生徒が主体的に参加できる授業作りが出来るか、という観点からの試みである。

【方法１】首相公選制に賛成？反対？を、まず授業初期の段階にて尋ねる。その際の問いかけとして、

以下を提示する。

・どうやって選ぶの？＝選び方の問題。選挙制度に関わることとして理解させる

・誰を選ぶの？＝ボピュリズム政治などへの注意をiWi単に促す

・どんなメリットがあるの？＝そもそもどうして首相公選制という議論が始まったのかを考える

そのうえで、授業や班ごとの調査・発表などを経るにしたがい、生徒たちの考えがどう変わっていく

のかをみていく。

【方法２】幾つかの班にわけ、首相公選制の導入とそれにともなう問題点を調べてもらう。

①首相公選制のメリット・デメリットは？（１班）

②首相公選制は法律的にみてどうやって作る？～憲法、内閣法などをしらべる～（２班）

③首相公選制が行われたことのある・現在行われている国はあるか？～その国の政治状況はどう

か。制度はうまくいっているか否か等について調べる～（３班）

④公選制と世論についての街頭アンケートをとってみよう（４班）
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以上のようないくつかの視点はあらかじめこちらから提示する。グループの調査した結果を模造紙に

手書きで発表してもらうことにする。

【準備段階（11月１日木曜日）の留意点】

①行政機構についての基礎知識を学習する。イギリス・アメリカを例に議院内閣制と大統領制の

違いについて概説する。図解入りのプリントを配布する。

(日本の行政・内閣については既習）

②首相公選制については、世論の高まりの割には実現のための織密な考察や議論が一般的には浸

透していないことを断っておく。それゆえ自分たち自身の考察がユニークなものになりうる魅力

のあることも強調し、学習意欲を高めるよう努める。

③以上を踏まえ、首相公選制の是非について挙手により意見集約する。

④先の「方法１」に挙げた問いかけを行い、少し考えさせたうえで次回につなぐ。

⑤次回授業で班作りをして調査、活動発表してもらう旨を伝える

【前々授業（11／５．月）における留意点】プリント配布（_資料）

①班作り・・・「好きな人同士」から始めると混乱し時間がかかるので、まず自分のやってみたい発

表テーマ毎に集まってもらい、偏ったところを調整する。調整は生徒たち自身に行ってもらう。

②調査研究にさいしてのヒント・・・アンケート班には、聞き取りをした人の性別、年齢、職業お

よび支持政党名なども聞くと面白いことを提案する。その他、アンケートの内容は生徒たち自身

による創作を促し、求めに応じて上記アイデアの一部を提示する。また、各新聞社に同様の世論

調査があったか、調べさせる。その他のグループには、調べ物をするための図書館・室利用、イ

ンターネット利用などについての検索方法についてもヒントを提示する。外国の制度や日本の国

内法などの事実追求を行ったうえで、必ず発表テーマに沿った価値判断を自分たち自身で行うよ

う助言する。

③発表方法の指示・・・模造紙使用。（こちらで用意が必要）マジックは８色入りが生徒部にある

ので貸し出す。発表時に教室の奥までよく見えるよう、大きくはっきりと字を譜くよう伝える。

【11月８日（木）】調査活動

※当授業時間内には終わらないと思うので、８日木畷日～１２日月曜日の授業間の放課後等に研究を

すすめるように指示する。

※アンケート班の活動には注意を要する。授業時間の都合上、１１月８日木曜日７限の後半から、（例

えば）近鉄奈良駅前などで開始することが望ましい。生徒が選んだ場所へ引率する。アンケート

終了後、現地解散するということで担任に了解を得る。

【前授業（11／１２．月）における留意点】

授業前半（20～30分）は、発表内容作りに当てる。残りの時間で発表順、発表者を決める。
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＜生徒たちの活動報告：活動開始直後＞

1班…政治問題にアツい生徒が２～３人参加していることもあって､作業開始まもなくから活発な意

見交換が始まる。ただし、消極的な生徒との間に壁が出来ているようにもみえる。

2班…調査内容がもっとも難しいグループだったため、作業開始時からしばらくとまどいが続く。ＰＣ

ルームや図書室で熱心に資料さがしをしていた模様である。

3班…リードする生徒と消極的な生徒とがほぼ男女で分かれてしまっていた。（前者は男子、後者は

女子。当日までの流れのなかで役割分担をするように指示した結果、調査、発表用紙作りは男

子、当日のプレゼンテーションは女子というような分担をしたようである。

4班…近鉄奈良駅前、東向き通り近辺でアンケートを行った。約100人の予定は苦しいながらもほぼ

達成できた。

<生徒たちの活動報告：発表作成段階＞

･｢授業時間内に発表するものを作成するために、放課後に居残りをしなければならない状況は出来る

だけ避けたい。授業時間を確保してほしい」という生徒たちの強い要望があった。授業者自身、指

導案作成後の授業が予定どおりに進まず、遅れ気味だったこともあり、この要望を受け入れる。他

の教諭に交渉して時間割変更を行い、１１月８日（木畷日）に１時間追加、さらに11月12日（月曜日）

に１時間を再追加。予定より２時間オーバーとなる。

＜生徒たちの活動報告：研究授業前日＞

･発表は各班５分以内、４班合計20分で行って欲しいという事前の指示にたいして、「我々の班のプレ

ゼンテーションは５分ではとても終わらない。調べた内容を十分に伝えたいから、発表持ち時間を

延長してほしい」という要望が全ての班の代表者により出される。授業者の意図としては、研究授

業という性質からみて生徒たちの当日の負担を少しでも減らしたいということもあったための短時

間設定だっただけに、生徒の熱意に驚きを覚える。しかし、各班の希望持ち時間が10～15分という

ことで、授業時間内に指導案の予定内容を終わらせたい授業者との間で調整が難航。結局、各班持

ち時間は７～８分というところで双方の妥協をみる。
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【当日（11／１５.木)】授業案は以下に掲載

8２ 

｢行政のあり方について考える～首相公選制に賛成？反対？～」授業案

導入（２ｍ）

｢これで決

着？首相公選

制」

展開１

(20ｍ） 

展開２

(８ｍ） 

学習内容

･各班の調査、研究結果を黒板に

張り出し、発表の準備。

(授業前にあらかじめ行っておく

よう指示）

①班の発表。

(５分Ｘ４班＝20分）

(生徒による意見、質問？）

②発表へのコメント。

(合計で５分程度を予備｡）

③再び、「首相公選制は是か非

か？」賛成（憲法改正案、憲法非

改正案)、反対、保留。

留意点

生徒たちの発表準備の苦労をねぎ

らう。発表||頂毎に張り出し、自分

たちの順まで一旦席に着いておく

よう指示する。

発表の準備のための指導・指示に

ついては上記説明個所を参照。発

表ごとに質問・意見の時間をとり

たい。発表を聞いている生徒には

要点をノートするように指示を出

ｺﾆﾆ 

生徒から有力な意見や質問が出た

場合、省略して時間調整をはかる

ことも可能。その他、発表内容に

不足や誤りがあれば訂正、補足を

行う。

再度、挙手による意見集約。

最初に行った是非についての挙手

の結果と照らし合わせて意見の変

化をみる。

備考

マグネッ

卜、ポイン

タ？の用意

挙手は必ず

－人１回す

るよう注意

を促す。

まとめ

(10ｍ） 

①今の日本で可能な首相公選制

のモデルを（再）確認する

②なぜ「首相公選制」が議論さ

れるようになったのか、再び問

いかける。

(むすびとして）

憲法を改正せずに行いうるモデ

ル、および憲法改正によって可能

なモデルを提示する。

(２班で提起されていれば略）

②この制度はまだ未開発、未解明

な部分が多いが、採用可能なかた

ちに整備されれば、より望ましい

民主主義が実現可能となるかもし

れない。が、大切なのは、民主主

義は我々一人ひとりがその行使を

怠らないという強い意識をもつこ

と 。

板書



露料且堅布芝1Jと望凶_(i鰯iの都合上ぜ_貿目菰勉の内藤顕|目I'⑫曇鐵勒jmHEj
３－Ｂ公民「首相公選制」を考える

学習範囲：行政、内閣について

2001／11／0１ 

【今日のテーマ】「小泉さんもお気に入りの首相公選制に賛成？反対？」

厩i】ZF悪1,...総理大臣を誰にするのか？
‐現在の国会議員による選出（指名）ではなく、国民自身の意思によって選ぶ制度。

１あなたは、首相公選制に賛成？反対？

①賛成②反対

‐なぜそう思う？

③保留 クラスの結果を記入しよう

２それならば・・・

①誰を選ぶ？～国民の代表として、どんな人がふさわしいか？ノックでもいいのか？

②どうやって選ぶ？～選挙制度は重要な問題である

③公選制にしたらどんなメリットがあるの？～どうして公選制導入の議論が起こったのかを考え
よう

３首相公選制について自分たちで調べてみよう

く注意点＞これから班を作り、以下の４つの分野のうち１つを選び各班でそれについて調査し、発

表してもらう。－５～10分

①メリット・デメリットを調べよう～大統領制とはどう違う？

②法律の整備がどの程度必要か、調べよう～首相公選制として可能なモデルは？

③かつて首相公選制の行われた国について調べよう成功したの？失敗だったの？

④街のひとはどう考えているか、調べようアンケート○○人に聞きました

今後の流れ７限に活動開始。アンケート班は外へ。（現地解散）他のフィールドを調べる班は図書

室・ＰＣなどを使用する。

２調べてみたいフィールド毎に班づくりをしよう

くメンバーリスト＞

４具体的な調査方法についてまとめよう

資料収集の方法、役割分担、調べる内容について意見交換する。（書記を１人以上）
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配布汀璽；２if適容に;つLiiil蕊霧ifi迩姦蕊鞠Wｉ
2001／11／2２ 3年公民「首相公選制に賛成？反対？」発表を終えて

３年組

以下の各項目に意見を書いてみよう

【クラスの発表について評価する】

①自己評価・・・自分たちの発表の(a)やり方について(b)内容について

自慢できる点、反省点などを挙げる

どう思ったか。

②他班の評価・・・他グループの発表の(a)やり方について(b)内容についてどう思ったか。

③全体的な評価・・・今回の「首相公選制」について調べ、発表した時間をクラス全体で見たとき

の満足度について、どの程度あるか。（以下から－つ選び、またそう思う理由）

（非常に不満やや不満不満でも満足でもないやや満足非常に満足）

【前回…公選制導入に賛成・反対・保留した理由は？】

【発表方法にどんな工夫が必要だと思う】？

【今後、この成果をどう生かす？？】

官邸HPにある「小泉内閣メールマガジン」内の「読者の声」欄に投稿する？

その実行に備えて「３－Ｂ社会問題研究委員会」（仮名）を設置？その他、面白い案があれば何でも
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第３章数学科

大西俊弘・河合士郎・佐藤大典

山上成美・横弥直浩・吉田信也

１カリキュラム

☆避択必惟蕪rIllI選択

8５ 

'俄(#己 1年 ２（1t ’３年 ４（Iミ ’５年 ６（Iと

分,ｆ 科『】 内容 科目 1A１行 |科目 内容 科1１ IＪ１存 科目 内容 fトⅡ 内容

代敗

鍵

｛･Ｉ 

代故学’す二

遡何やＩ（２）

1．正の数゜

負の数

２．文字式

３．１元１次方

程式

1．空間図形

２．平面同形

３－三角形

・四角形

代数Ⅱ（２）

幾何Ⅶ（２）

ｌｉｕＷ【２Ｊ亡

ｌ吹〃ｍｌ式

Ｚ、1次イミ淳式

３．式の`|}算

４．，１[力恨

５．２次〃腿式

ｌ棚似と

Ｗ｢線

２．１L心

:】．｝ﾘの性蘭

代敗・幾何’す二

１．円周1V)の定

理

２．三14万の)上

理

３．弧題学習

４．確率 代敗・繼何川（秘）

1．二町比

２．丈とjⅢ【’１

3．Lxl形と

〃腿式

代数。幾何Ⅲ（３）☆

Ｌ高次方翻式

２．ベクトル

３．行ﾀﾞリ

代放，鍵何Ｗ（３）燕

１人と曲線

２．楓剥

酬枅
解
析
ｌ 

へ

２ 
－ 

Ｌ比例.

反比例

２．１次関政

３．２次関数

４．関数のメガ

ネ

解析Ⅱ万二

１．２次Ⅲ]鮫

と〃侃弍

・イ：泙式

２．Hli関数

:$．｜け数.

対数IＨ１故 解析Ⅲ（３）☆
1．数列

2．微積分u： 解肝Ⅳ（４）
１．種１１１

2．微分法

:〕・嫡分法

､８．，１【稗

総合敬乍 琵合数学Ｉ（３）☆

１．黄金比とう

イボナソチ遇

ﾀﾞリ

２．３Ｄアート

３．パラドヅク

ス

４．確戦

５．自由レボー

卜

総合数学Ⅱウニ
１．シミュレー

ンコン

２．フラクタル

３－lllIIlレボー

卜

傾粁 敗朴Ｉ（打）牧特Ⅱ万二
Ｊ■、

グ●、

●■● 

心冗

、■夕

策夕対
系ン策

系次

丈七吋

丈弓



２本校のカリキュラムの特色

２－１少人数授業について

２－１－１少人数授業とは

文部科学省の文書で用いられる用語としては、「小人数授業」・「習熟度別授業」・「ティームティーチ

ング（ＴＴ)」は全て別のもので、内容的に区別されている。しかし、本稿では、それらを全てを一括

して「少人数授業」と表記するものとする。

まず最初に、文部科学省の文書で用いられる３つの授業形態について要約し、それに対する本校数

学科の対応をまとめると以下のようになる。

（１）小人数授業

現行の高等学校の学習指導要領において、数学科では「数学Ａ・Ｂ.Ｃ」という科目ができ、これ

らの科目では教科書にある４つの単元のうちから２つの単元を生徒が選択する内容選択となった。ま

た、外国語科においても、「オーラル・コミュニケーションＡ・ＢＣ」という実技・実習を伴う科目

が生まれ、３科目のうち１科目が必履修となった。これらの科目の設立の趣旨から考えると、授業形

態としては必然的に少人数とならざるを得ない。公立高等学校においてそれらの科目を成功させるた

めに、文部省が特別な予算措置を設けたのが「小人数授業」の始まりである。新学習指導要領におい

ても現行と同様の科目があり、同様の予算措置は続くものと見られる。

本校数学科では、今までは「数学Ａ・Ｂ・Ｃ」で履修する単元は学校で指定してきたので、少人数

の講座編成は行ってこなかった。

（２）習熟度別授業

戦後一貫して高等学校への進学率が上昇し、現在では95％を超えている。このことは高等学校入学

時点での生徒の学力・意欲・関心の幅が非常に広いことを意味しており、入学後もますます広がる傾

向にある。したがって、高等学校においては、小学校のように全ての子どもに同じ内容を同じように

教えることは、甚だ困難である。このことは進学率が50％を超えた頃から問題視されてきたが、学校

間に序列が生まれることで何とか対応できていた。しかしながら、進学率の上昇．子どもの変化とと

もに、次第に１つの学校の中でも学力差が目立ち始め、特に数学と英語ではその傾向が強かった。そ

こで、数学や英語の授業において、本来のクラスを解体してその習熟度に応じた講座を編成して授業

をすることが奨励されるようになった。昭和53年改定の学習指導要領以降、文部省も奨励するように

なり、そのための予算措置が生まれて「習熟度別授業」が始まった。

現在においても高等学校の学力幅が広いことは変わらず、今後も国の政策として予算措置がとられ

るであろう。また、新学習指導要領では、小学校や中学校においても同様の取り組みが奨励されるよ

うになってきた。

本校においても､従来から学力幅は大きかったが､中学校入学時点で入学検査を実施していたので、

著しい低学力といえる生徒が少なかったため、習熟度別の授業は行ってこなかった。また、生徒の大

半が４年制大学進学希望であったため、同じ内容の授業を求めていたという背景もあった。

（３）ティーム・ティーチング

１つのクラスに複数の教師がついて授業を行う形態である。１名の教師が全体に向かって講義を行

い、もう１名の教師が机間巡視をしながら、遅れがちな生徒に説明を行うのが一般的である。生徒の

学力幅への対応という意味では習熟度別授業と同じであるが、複数の教師がティームを組んで協力し

ながら授業を行う点に特徴がある。現行の学習指導要領からこの授業形態が奨励されるようになり、

小中学校ではかなりの実践が行われている。新学習指導要領においてもティーム・テイーチングは奨
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励されており、今後は高等学校段階での実践も増えていくものと予想される。

２－１－２少人数授業の必要性

（１）入学時点での学力幅が広がる

２年前に本校は中等教育学校に移行し、入学に際して学力検査を実施することがなくなった。その

ため、現２年生以下の生徒については、入学の時点から算数・数学の学力の幅は非常に広い。数学の

内容が高度になる３年生以降は、個に応じた手厚い指導を充実させる必要がある。

（２）３．４年生は学力幅が広がりやすい

学力検査を受検して入学してきた現３年生以上においても、日々の予習・復習の積み重ねの度合い

や、学習に対する興味・関心の違いによって、次第に学力幅が広がってくる傾向が見られる。６年一

貫教育では、３．４年生の時期は俗に言う「中だるみ」状態になりがちで、それに対する手当や刺激

策が必要である。

（３）基礎学力の充実（進路希望の実現に向けて）

本校では、５年生以降は文系・理系の２つのコースに分かれる。その進路選択において、数学の基

礎学力のあるなしは、生徒の中でかなりの重みを持って受け止められている。３．４年生で基礎学力

を充実させておくことは、生徒の進路希望の実現にとって非常に重要である。

（４）「課題学習」の充実

学習指導要領でも奨励されている「課題学習」をはじめ、本校の数学の授業では生徒による探究活

動を大幅に取り入れている。一斉授業と異なり、探究活動においては基本的に個々の生徒によって学

習するペースが異なるものである。探究活動をより充実させるには、個々の生徒に目が届きやすい人

数にすることが必要である。

（５）テクノロジーの利用

本校では、チョークと黒板だけの数学の授業だけではなく、コンピュータやグラフ電卓を利用した

授業を従来から積極的に行っている。実習を伴うこれらの授業をより充実させるためには、機器の整

備だけでは不十分で、少人数での指導が不可欠である。

２－１－３どのような授業形態が望ましいか

２－１－１で示した３つの授業形態のうち、本校としてどの形態が望ましいか検討を加えた。その

結果、次のような長所・短所が明らかになった。

（１）小人数授業

【長所】①１講座当たりの生徒数が減れば、個々の生徒に目が届き易くなる。

②コンピュータ実習や演習を伴う授業がやりやすい。

【短所】①平均的な生徒に向けた授業を行うことになり、授業のレベルはクラス授業の場合と

大差ない。（理解の速い生徒。遅い生徒の両者にとって、不満が生じやすい）

（２）習熟度別授業

【長所］①授業の焦点を絞りやすい。

【短所】①いろいろなタイプの生徒がいるほうが授業が進めやすい場合がある。

②綿密な計画の立案と生徒・保護者への説明が必要である。

（講座分けの基地をどうするか、年度途中での講座移動を認めるか、定期考査の

問題に差を設けるか、評価・評定をどうするか、等）
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（３）ティーム・テイーチング

【長所】①学習が遅れがちな生徒に目が届きやすい。

②１人の生徒を複数の教師の目で見ることができる。

【短所】①導入段階の講義では、複数の教員は不要であることが多い。

（４）本校が目指す方向性

上記のように、どの形態にも長所・短所はある。また、どの形態をとるにせよ、今まで以上に担当

教員間で密接な打ち合わせが必要となるであろう。教師にとっては大変ではあるが、生徒に力を付け

るためには、教科として積極的に取り組んでいかなければならないと考えている。

授業形態に関しては、次に述べるように、習熟度別授業が望ましい単元もあるし、少人数での授業

が望ましい単元もある。そのため、各形態の望ましいところを取り入れる形で、柔軟な編成をしたい

と考えている。すなわち、クラス人数を単純に減らしただけの少人数授業は想定しておらず、「小人数

授業」・「習熟度別授業」・「ティームテイーチング（ＴＴ)」を融合した形態を目指したい。詳細につい

ては、次に示す。

２－１－４実施希望科目及びその理由

数学科としては、上記の理由から３．４年生の数学の設置科目全てにおいて、少人数編成を実施し

たい。しかしながら、小規模校である本校でそれを実施するには財政的な問題や時間割編成上の問題

が予想される。そこで、来年度は実現可能と思われる次の２科目で実施する。

（１）３年「代数・幾何Ｉ」２単位

①この科目では、円の性質ｂ三平方の定理等の高度な論証幾何を学ぶ。

この分野では、生徒の習熟度の差が大きいため、習熟度別編成が望ましい。

②年度の後半は、ＧＳＰ（幾何の探究ソフト）を用いた課題学習に取り組む。

コンピュータを用いた実習を行うためには、少人数である必要がある。

（２）４年「代数・幾何Ⅱ」３単位

①三角比・図形と方程式をはじめとする高校数学の土台となる概念を学ぶ。

内容が急に高度となる４年生（高１）段階では、生徒の興味・関心・習熟度が多岐にわたり、手

厚い指導が必要になる。

②ＧＲＡＰＥＳ（関数グラフソフト）を用いた探究活動に取り組む。

コンピュータを用いた実習を行うためには、少人数である必要がある。

２－１－５実施形態（２学年共通）

（１）１学年120名を４講座展開する。

時間割編成上は、数学と英語の少人数授業を同時展開し、120名のうち60名が数学・６０名が英語とい

う形をとり、数学の識座は同時には２つの展開とする。

（２）授業内容・生徒の実態に応じて、最も適した編成となるようにする。

そのため、１年間固定の編成ではなく、年度途中での編成替えも予定している。６０名を単純に２分

割するような少人数授業ではなく、次の３つの形態を組み合わせる。

①習熟度別編成

「証明」分野のような生徒の習熟度の差が著しい分野で実施。

基礎講座20～25名、標準講座35～40名で編成
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②ティーム・ティーチング

「課題学習」における模型の製作のような分野で実施。

（生徒が同じスタートラインに立てる分野）

６０名を大教室に集め、１人の教師が解説し、課題の指導には２名の教師が当たる。

③小人数編成

「課題学習」におけるコンピュータ実習のような分野で実施。

（ア）３０名ずつ２分割して編成する（テーマが同じ場合）

（イ）テーマ別に２講座編成する（テーマが複数ある場合）

２－１－６所属講座の決定方法（２学年共通）

（１）事前にオリエンテーションを行って、講座分けの趣旨や各講座の特性を説明する。

（２）生徒に希望講座を登録させる。

（３）生徒の希望と成綱等を基にして、教科で総合的に判断して所属講座を決定する。

（４）年度途中であっても、必要に応じて講座の再編成やメンバーの移動を行う。

２－１－７定期考査・評定について

（１）定期考査

定期考査に関しては、各講座で差を設けるのではなく、共通問題で行う予定である。その理由とし

ては、次の２つがある。

①３．４年の段階では、全ての生徒に学んで欲しい内容は共通であるため。

（｢基礎講座の生徒はこれは不要」といった分類ができない）

②評定を出すための学年共通の尺度がある程度必要であるため。

（２）評価・評定

定期講座の素点だけでは、各講座の特性を反映した評価・評定とはいえない。習熟度別に分けた場

合には、そこ講座毎に到達目標が存在しているはずであり、それに対する評価が必要となってくる。

そこで、来年度は定期考査の素点と、各講座独自の平常点（小テスト・レポート等）の両方を加味し

て学期末には評定を行うことにする。各講座で頑張った生徒の努力が報われやすいように、今まで以

上に平常点の比率を増やす予定である。定期考査の素点と平常点の比率に関しては、今後検討してい

きたい。また、授業を進めながら、年度を経る毎に評価方法については改善していきたい。

２－１－８今年度の取り組みについて

今年度も概算要求で少人数授業を要求していたが予算が付かなかったため、年度当初から少人数授

業を実施することはできなかった。しかしながら、年度途中になって急遮予算が認められることにな

り、今年度は次に示すような変則的な形で少人数授業（補習形式）を実施した。変則的な編成になら

ざるを得なかったのは、年度途中では時間割や識座を変更することが不可能であったためである。

対象生徒２年・３年・４年の成織不振者

時間帯各学年週１回、放課後２時間程度

実施期間2001年11月～2002年３月

上記のような理由から、今年度は、来年度からの新カリキュラムに向けた少人数授業の形態とはな

っていない。
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放課後の時間帯に実施したため、声をかけた全ての生徒が参加できたわけではないが、受講した生

徒については、定期考査の得点が20～30点程度上昇するといった形で、指導の成果が現れた。また、

日頃の一斉授業では､個々の生徒がどこでどのような形で理解困難に陥っているかの把握が難しいが、

個別指導に近い形の少人数授業であったので、今回は十分に生徒の特性を把握することができた。そ

の点は、生徒にとっても教師にとっても有意義であった。以上のような理由から、今年度の取り組み

は、新カリキュラムにおける少人数授業の試行として有効であった。

２－２３年における「関数」の指導の方向性

２－２－１「関数」指導における理念

本校数学科では、このたび新カリキュラムを櫛想する際、個々の学習領域における指導の有機的構

成を重視した。ことに前期課程（中学校相当）では、「文字式」「方程式」「図形」「関数」「確率」に大

きく分けたそれぞれ各分野に関する一般的概念をじっくりと獲得させるため、充分に継続的な学習活

動を保証することに力点を置いている。その際、学年間の分断をなくし、各領域をひとつながりにし

てしまうことは、単なる区画整理・順序変更というわけではない。

本校では、数学の時間数が１～３年とも週当たり４単位であるため、これを２単位ずつに分け、２

人の教師が並行して担当する。その片方において、３年続けてほぼ「図形」一「確率」の順で、時間

をかけた取り組みをさせてきている（いわゆる幾何分野・数理統計分野)。ここでは以前から、連続的

な指導によって思考の習熟を図ってきたといえる。

今回、数学科が提案する新カリキュラムは、この発想をもう片方の分野「文字式」「方程式」「関数」

（いわゆる代数分野）の授業進行にも発展的に生かしていきたいという考え方に基づく。「学習指導要

領」の櫛成では、文字式を１年で１次式・２年で２次以上の式、方程式でも１年で１次方程式・３年

で２次方程式、関数では１年で比例反比例・２年で１次関数・３年で２次関数と、各学習領域が現れ

ては入れ替わっていくといったいわゆるスパイラル方式をとることにより、単純に学年が上がれば次

数も上がって、高度な思考ができるようになっていく、という指導体系になっている。しかし、われ

われは新カリキュラムであえてこれを採らず、１年・２年で「文字式」一「方程式」を連続的に学習

（これを扱う週２単位の授業を「代数ＩⅡ」とした)、「関数」を３年の１年間かけて統合的に学習（同

じく２単位、「解析Ｉ」)、というように、分野ごとにまとめることとする。

「図形」分野で経験済みのことであるが、この方針に基づく指導で－賞すると、何より時間にゆと

りが生まれ、多様な学習活動が可能になる。さらに、関数分野の概念形成についていうと以下に述べ

るようにここには指導上の本質的な問題が存在する。関数をはじめから分類してしまい、整関数を次

数が低い、扱いの簡単な順に配列して各関数ごとの性質を学習することは、見方によればきわめて人

工的・予定調和的な進行ともとられよう。そもそも、現実世界における量の変化を扱うのが関数学習

の意義なのであるから、導入において、関係の予想がつきやすい一様変化関数（比例・１次関数）に

ことさら拘泥する必要はない。むしろ一般の２次関数やさらには高次関数でもよい、一様でない現象

の変化を最初に提示することで、より興味を持たせ、学習の動機づけをすればよい。そうすれば生徒

は、量の観察・分析におのずと集中し、実験・予測・検証の過程において、関数の本質を見きわめて

いくことができるようになる。その際、グラフ電卓・コンピューターなどのツールを有効に利用する

と、より探究的な活動ができるだろう。

たとえば、次のような課題が考えられる。

＜縦20ｃｍ横30ｃｍの金属の板で、アヒルのえさ箱を作る。４隅から同じ大きさの正方形を切り取って直
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方体の箱にし、上部の面はあける場合、体積最大の箱の寸法はいくらか。＞

２－２－２「関数」指導と現実世界

方程式の学習は２年で終えているし、関係のグラフ化については理科第１分野などで学習がかえっ

て先行していることであろう。しかし、はじめはいわゆる「入力」と「出力」の関係性にもっぱら着

目し、順次式化やグラフ（座標幾何学）を導入していけばよいと思われる。また、取りあげる題材と

しては、自然界の因果法則を発見させる実験も、生徒が探究活励を楽しめる点で非常に有効である。

これらを当初の段階や年間の随所で取り入れ、３年のカリキュラムの最後には、「関数のメガネ」と題

し、「さまざまな自然現象・環境問題を関数の考え方を通して観る」ことが最終目標になるような単元

を設定している。

2001年度は、次のような課題を試行した。

＜２ｍのレール上に、約８ｃｍの高低差をつけ、ビー玉を転がす。転がった時間と距離との間には、ど

のような関係があるのだろうか。予想し、測定して、実験結果をまとめよう。＞

はじめに良い題材の課題学習的な展開によって、関数概念本来の特質を浸透させたところで、各関

数ごとのさらに詳しい考察に進めばよい。その配列においても、表に示したカリキュラムでは従来通

りの比例・反比例→１次関数→２次関数の順を掲げているが、比例・反比例の視点は生活感覚レベル

で、３年段階の生徒なら体得している場合が多い（前述のように理科でもよく登場する）から、逆に

１次関数から入りその特別な相としてこれらを途中で扱う、という流れも可能だし、かえって自然か

もしれない。関数各論の授業の展開方法については、これからまだまだ試行錯誤して、よりよいカリ

キュラムを追究していく予定である。

２－２－３「解析ｌ、Ⅱ」とテクノロジー利用

３年の後半では、一般の２次関数（高校内容）についてまでの学習を進めておく。４年では、２次

関数と方程式・不等式のつながりについて引き続き探究を深めた後、三角関数・指数関数・対数関数

へと、さらに関数の世界が広がっていくこととなる（｢解析Ⅱ」２単位)。４年においては特別に課題

学習の単元を設けているわけではないが、新しく学ぶ関数ももちろん、「さまざまな自然現象・環境問

題を関数の考え方を通して観る」手段として有効であることはいうまでもない。ここでも現実世界と

の関わりについての議論をできるだけ授業に取り入れていく。このようにして中等教育学校の２－２

－２制の中学年（３．４年）において、一貫した概念を徹底的に扱うことにより、解析学入門として

の、いわゆる初等関数についての理解を完成させることができれば、と考える。

また解析学においては、アプローチの手法の多彩さが－つの特徴であり、各自の手作業だけでも表

の作成・式の利用（代数的）・グラブの描図と発想に富むが、ここにテクノロジーの効果的な利用を絡

ませると、もっと授業は多面的な面白さを増す。素朴な電卓を使用することから始まって、グラフ電

卓・表計算ソフト（Excel）・作図ツール（Geometer,sSketchpad）やグラフ描図ソフト（Grapes）・数

式処理システム（Mathematica）にいたるまで、いろいろなツールを適所で扱い、生徒の主体的な探究

活動に資していきたい。

なお、今後新カリキュラムを施行していく場合に、上述のような種々の観点を重視するに当たり、

2001年度の３年生（１日裸程）に対する関数の授業において、こういった視点を念頭に置く実践を、準

備段階として先行実施した。その報告については本校紀要第43集（Ⅱ）「２次関数の導入」を参照され

たい。
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２－３「総合数学」の構想とそのカリキュラム

２－３－１はじめに

（１）すべての生徒に数学は必要である

……諸外国においては、数学は人間の概念形成における根幹的な文化の一つと捉えられている。ま

た、数学には、芸術や文学と同様に人類の文化遺産としての側面、思考を表現する普遍的な言語とし

ての側面もあり、数学は高等教育を受ける者の共通の素養として重視されている。国際社会の中で通

用する人材を育成していくためには、単に語学学習の奨励といった表面的な取り組みだけでは不十分

であり、様々な活動の基礎となる思考力の部分から鍛えていくことが肝要である。そのためには、思

考力育成にもっとも適した教科である数学が、今まで以上に重視されるようになってくる。これらの

力の育成は、当然、他教科の学習や社会生活にとっても有用であると確信している。（本校紀要第42集

P､６０）…… 

現カリキュラムにおける本校の数学は、４年までは必履修科目であるが、５年からは生徒の適性や

進路に応じて選択科目となっている。５年の数学は、三角関数・数列・微積分・ベクトル・複素数な

ど多彩な内容になる。なおかつ授業のスピードも上がるので、授業についていくことさえ困難な生徒

が出てしまう。そのため、現カリキュラムでは５年の数学は自由選択科目としていた。毎年約１割の

生徒は初めから数学を選択しなかったり、選択したものの途中で履修を取り消したりしている。しか

し、そのような生徒にこそ数学の有用性を知って欲しいし、数学を学んで欲しいと考え、新カリキュ

ラムでは５年の数学を選択必修科目とした。

（２）すべての生徒に数学を教えたい

５年で数学をとらない生徒の多くは、数学が不得手だったり、入試などで不必要になったものであ

る。これらの生徒に数学は必要だと説いても、難しい問題を素早く解くことは要求できないし、必要

ない。それよりも、少々手応えがあっても確実に「数学する（DoMath)」（問題を解くのではない）活

動ができればよいのではないか。数学が不得手だといっても、思考力は上昇中のはずである。４年ま

でに学んだ数学を用いてさまざまな課題に挑戦できるように、新しく設けたのが｢総合数学｣である。

５年では選択必修科目として「総合数学Ｉ」を、６年では自由選択科目として「総合数学１１」を唾く゜

「総合数学」では、受験を意識する必要はなく、ゆったりとした時間の中でさまざまな課題を追究

していく。１つの課題に個人で取り組んだり、グループで調査したり、レポートにまとめたり、最後

には発表会を行う。したがって、定期考査による評価は馴染まないだろう。ボートフォリオ評価や授

業の取り組みの様子・レポート・発表などで評価する。各生徒がどれだけ自分なりに数学をしたかが

重要になり、数学を使って現実社会や自然界の問題を解決する体験ができる単元・教材で構成する。

教師と生徒が一緒に「数学する」時間になれば最高である。

２－３－２「総合数学」の内容とその展開例
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5年選択必修「総合数学Ｉ」３単位 ６年自由選択「総合数学１１」２単位

黄金比とフイボナッチ数列（25時間）

３Ｄ（15時間）

パラドックス（15時間）

確率（20時間）

自由研究（15時間）

シミュレーション（15時間）

フラクタル（25時間）

自由研究（20時間）



（１）黄金比とフイポナッチ数列（25時間）

①黄金比（５時間）紙の規格やさまざまな造形物に黄金比やシルバー比を見つけ、黄

金比を使って正五角形を作図する

②多面体（５時間）黄金比を使ったピースから正多面体を作り、多面体について学ぶ

③フイボナッチ数列（10時間）自然の中にあるフィボナッチ数列を観察し、黄金比との関係を調

べる

④自由研究（５時間）黄金比やフイボナッチ数列について研究し、レポートにまとめ、

発表する。

◇単元について

「１つがいのウサギがいる。生後２カ月たつと毎月１つがいのウサギを産む。生まれた子ウサギも

同様に生後２カ月すると毎月１つがいのウサギを産む。１年後のウサギの数は何つがいか｡」

これは、前の２項の和が次の項になるフイボナッチ数列1,1,2,3,5,8,13,21,35,…で求められる。

この数列は自然界にたくさん見つけることができる。花の花弁の枚数や葉のつき方や種の並びなど。

さらに、フイポナッチ数列の隣り合う２項間の比は、ある一定の値に収束し、それは黄金比と呼ば

れる。この黄金比は、人の作った調和のとれた形に見い出すことができる。パルテノン神殿、ミロの

ビーナスなど。もっと簡単な図形では、正五角形の一辺と対角線の比も黄金比である。

このように、数学を使えば、何ら関係ないと思われるものや現象の中に共通点を見つけることがで

きる。また、具体的な事象を抽象化することで、その中に潜む数学を見つけることができる。それが

単なる偶然なのか、必然なのか。さらに追及すると、隠された真理に迫れるだろう。

この黄金比についていろいろ探究することで、数学を通してものを見る１つのよさや、潜んでいる

数学を見つけられることを知って欲しい。

◇課題例

①：半分にしても同じ形になる長方形。＜シルバー比＞

①：Ａ、Ｂ版の紙の規格に隠された数列。＜等比数列＞

①：調和のとれた形には、黄金比が隠されている！？＜ミロのビーナス・パルテノン神殿＞

①：黄金比（正五角形）を定規とコンパスで作図しよう。

②：黄金比の名刺３枚で正二十面体を作る。

②：正五角形でできるピース（左図）を６つ組み合わせて、正20面体ＥＪブロック（右図）を作る

／ ノ
ノ

／ 

／ 

、

、

、
う
〆

' 

／ 

ｋ 

、
Ⅲ 

②：多面体の面と辺と頂点の関係を探る。＜オイラー数＞

②：サッカーポールと正多面体の関係を探る。

③：パイナップルの渦巻きは何本あるか。＜フイボナッチ数列＞

③：葉の付方は、本当にフイボナッチ数列か。また、それはなぜか。
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（２）３Ｄアート（15時間）

①集合で３Ｄ（５時間）集合の演算や座標の移動を使って３Ｄを作成し、立体について学ぶ

②数学でＡＲＴ（10時間）作品作り・鑑賞会

◇単元について

ジュラシックパーク、タイタニック、ＴＯＹSTORYなど映画の中では日常と化した３Ｄ（３次元）映

像。実写では不可能な映像をコンピュータグラフィックで作り出している。映画館だけでなく、コン

ピュータゲームも３Ｄなしでは臨場感が望めなくなっている。

この身近になった３Ｄを作成するには、数学が必要不可欠である。データ入力するには座標が、物

体の移動するには様々な関数が、光の反射や映り込みも計算式が必要になる。近頃の３Ｄ作成ソフト

はかなり進化しているので、数学を意識せずに３Ｄを作成することができるかも知れないが、やって

いることは数学の積み重ねである。

複雑な立体を作るには、膨大な労力と時間がいるが、基本的な立体を組み合わせるならそれほど困

難なことにはならないだろう。ただそれでも、簡単な座標と集合の演算（共通部分、和集合など）が

必要だが。楽しみながらアート作品を作り、自然に「数学する」ことができる。

◇課題例

①：複数の立体の共通部分や和集合で、さまざまな立体を作る。

以下のプログラムを利用するが、すべてを理解する必要はない。24回且が立方体、Spher且が球である

ので、この部分を他の立体に変えたり、共通部分のunionを和集合や差集合に変えることで多様な立

体を作ることができる。また、立体を回転させたり移動させたり、視点を変えるなどするだけで、さ

まざまな３Ｄの作品を作ることができる。

＃include"colors、inc"

#include"shapes・inc″

camera｛ 

location<-10,10,-20＞ 

ｌｏｏｋａｔ<0,0,0＞ 

anglel5｝ 

light-source{<-3,10,10>color1.5*White)object｛ 

P1aneXZ 

pigment{checkercolorWhitecolorB1ack｝ 

translate<0,-3,0>}union｛ 

object｛ 

Cube 

pigment{colorYellow｝ 

rotate45*y｝ 

object｛ 

Sphere 

pigmenMcolorRed｝ 

translate<0,1,-1>)｝ 

①：円錐を平面で切断し、切り口を観察する。＜２次曲線＞

②：正十二面体と正二＋面体からサッカーボールを作る。
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（３）パラドックス（15時間）

①図形のパラドックス（３時間）魔法の絨毯

②統計のパラドックス（３時間）よい代表値とは、相関関係と因果関係

③確率のパラドックス（３時間）世間は狭いね問題、風邪薬の効き目

④論理のパラドックス（３時間）論理的に話す

⑤無限のパラドックス（３時間）無限集合、アキレスとカメ

◇単元について

…私はよく「あなた自身が数学者にならないでいて､何がほんとうかなどどうして探り出せるんで

す？」という質問を受ける。だが別に数学者になる必要なはい、というのが私の答えだ６必要なのは

「なぜそれがわかるのか？」とか、「どの証拠に基づいているのか？」「他の何と比較して言っている

のか？」とか、おそらくすでに頭の中にあった疑問をロに出して言う自信だけである。（『数学の秘か

な楽しみ」ＫＣ・コール箸）…

ものごとの上っ面だけ見ていては、本質は見えてこない。人の言葉をそのまま信じてしまうと、上

手い儲け話だと思ったのに、実は破綻することは明白だったりする。しかし、ほんの少しの数学的知

識を知らないばかりに、大損することも、つまらない誤解をすることもあるだろう。この世の中を渡

っていくには、自分の頭で考えるのが大切である。そこで、

＞一見正し<見えるが間違っていること。

＞間違っているようで実は正しいこと。

＞正しいとも間違っているともいえないこと。

の事例、つまりパラドックスを題材に頭の柔軟体操をしてみる。

◇課題例

①：一辺13の正方形（左図）を４つに分割して並べ替え、２１×８の長方形（右図）に変形する。面

菰が１減ったのは何故か｡また、増えるようにするには、どのように分割すればよいか。

■■■■■■■■■鹿■

■■■■９２日目詔Ｂ
Eｌ 
Ｌｌ 

→ 

②：車を運転するなら、家からうんと離れたところの方が安全だよ。だって、大部分の交通事故は

自宅近くで起こっているから。

②：最近の研究によれば、大数学者のほとんどが長男だそうです。ということは、次男より長男の

方が数学的才能に優れているのでしょうか。

③：旅先で出会った人が、友人の友人であることはとてもめずらしいことでしょうかく世間は狭い

ね現象＞･

③：風邪が大流行。４人に１人は風邪をひいた。そこでＡ、Ｂという２つの新薬が発売された。Ａ

を飲んだ人は10人全員風邪にかからず、Ｂを飲んだ人は17人の内１人だけが感染した。Ａ、Ｂ

どちらがよく効く風邪薬か。

④：クレタ人のうちのある預言者が「クレタ人はうそつきだ」といっているが、この非難はあたつ
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ているか。

⑤：自然数と偶数どつちがたくさんあるか。

⑤：英雄アキレスは足が速いことで有名であった。カメは足が遅いから、少しハンデをつけて、ア

キレスの位砥ＰＣより少し前の点ＰＩにいる。そして、同時に出発するとどうなるだろうか？カ

メは遅いけれど、決して休まず、常に前進し続ける。だからアキレスが疾風のように、カメの

最初の位置Ｐ１まで来たとき、カメはその少し先のＰ２に到達している。そして、アキレスがそ

の点Ｐ２まで来たときには、カメはさらに少し先の点Ｐ:Ｉに達している。アキレスが点から点

Ｐ瓢まで進んだとき、それはほんのわずかの時間であろうが、カメは休まず前進して、新しい

点Ｐ４に到達している。……。したがって、アキレスはカメに追いつくことができない！

（４）確率（15時間）

①確率で予想する（２時間）利き酒、○×テスト。知らなくても当たる確率

②確率を確かめる（２時間）じゃんけん。理論はどれだけ現実を表しているか

③同様に確からしい（２時間）運命のコイン。コインの表裏は、同様に確からしいか

④大数の法則（３時間）ビュフォンの`|･･１本の針の運命は分からないが、多くの針の運

命は予言できる

⑤確率を見つける（３時間）乱数表による実験。法則を見つけだす

⑥自由レポート（５時間）自ら課題を設定し、実験・考察する

◇単元について

３人でじゃんけんをして３回以内に１人勝ち残る確率はいくらだろうか。いくつかの場合分けをし

て考えなければならないが、３人がじゃんけんを出す手が同様に確からしいとすると、確率は９分の

８になる。確率の授業では、理論値が求められればその内容を終えてしまう。

では、これを実際やってみるとどうなるだろうか。１０回や20回の実験ではあやしい値しか求まらな

いだろう。しかし、100回も実験すれば、よい結果が得られる（大数の法則)。ただ、じゃんけんを100

回するのではなく、３回以内に１人勝ち残る場合を考えているので、最高でも300回、最低100回のじ

ゃんけんが必要になる。これは、大変である。

そこで､乱数表やコンピュータを用いてシミュレーションしてみてはどうだろう。３人いなくても、

この試行実験を検証するのに十分なデータを短時間で大量に集めることができる。１つだけ欠点をあ

げるとすれば、人には癖があり、グーをよく出す人、同じパターンで繰り返す人など様々であり、乱

数表などの実験では味気ない結果しか得られないかも知れない。しかし、そんな個性的な人を想定し

た実験も可能である。

また､従来の確率の授業では､理論的に確率を求めることのできる問題しか扱っていない。しかし、

現実的にはさまざまな確率を考えなくてはならない場合がある。理論的には確率を求めるのが困難な

問題では、この試行実験が有効である。

試行実験を時間をかけてやったり、乱数表などによるシミュレーションをすることで、従来の確率

の授業では味わいにくい確率の意味や意義を体で感じることができる。

◇課題例

①：Ａ春野曙、Ｂ蝿の夕べ、Ｃ背い紅葉、Ｄ雪うさぎの４つの純米酒がある。一口ずつ試飲をして

どれがどの銘柄か当てよ。４つとも当たる硴率は、下戸の場合いくらか。

①：ミャンマー譜の50問の○×テストで、100人のテスト結果はどのような分布になるか。
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②：３人でじゃんけんをするときに、３回以内に１人の勝ち残りが決定する確率。次に、３人でじ

ゃんけんをするときに、平均何回で１人が勝ち残るだろう。

③：大勢の人がそれぞれ１枚の銅貨を投げ、表が出れば東へ１ｍ進み、裏が出れば西へ１ｍ進むも

のとする。これらの人が同一地点から始めたとして、各人ｎ回銅貨を投げたとき、それらの人

の分布状態はどうなるのだろうか。実際に実験してみて結果をグラフにしよう。

④：12cmの間隔に何本も平行線を引いた紙の上に、長さ６ｃｍの楊枝100本を一斉にぱらぱらと落と

します。このとき、何本くらいの楊枝が平行線にひっかかるだろう。＜ビュフォンの針＞

⑤：長さ100の線分ＡＢの上に２点Ｐ、Ｑを互いに独立にとる。距離ＰＱが与えられた長さＢ（Ｂ＜

100）よりも小さくなる確率はいくらか。

（５）シミュレーション（15時間）

①指数関数（３時間）

②等比数列（３時間）

③マルコフ過程（４時間）

④自由研究（５時間）

◇単元について

日常生活をしていると、比例の感覚は身についている。たとえば、風呂の水を入れるときに、「半分

になるのに10分かかったから、ちょうどいつぱいになるのは、もう10分位か｣。しかし、それと比べて

指数関数は身近にある割には、感覚とずれることが多い。「豊臣秀吉が曽呂利新左衛門の機知をほめ、

褒美をとらせることになった。褒美の米をもらうのに、１日目１粒、２日目２粒、３日目４粒と８１日

目まで２倍ずつにすると、全部でどのくらいになるか」という話で、そうたいした蟄にならないと思

ってしまう。本当は、米俵279844XlO8俵分にもなってしまう。昔なら約2800万人の人が１年間食べ

る堂である。

ここではできる限り具体的な課題を通して、指数関数や等比数列の量の感覚を多いに磨きたい。車

の嚇入のために借金するのにも、この低金利の世の中どうすれば財産を増やすことができるかなど、

実用への応用範囲は広い。比例感覚で指数関数を扱っていては、たいへんな失敗を犯してしまうだろ

う。

◇課題例

①：１時間で２倍になるバクテリアが、１日でコップいっぱいになった。コップ半分になったのは

いつか。

①：学校で校舎を新しくたてるのに穴を掘ったところ、古い遺跡が見つかった。この遺跡の年代は

どのようにして測定するのだろうか。＜半減期＞

①：ある液体肥料は、普通の草花には1000倍に薄めて使い、１リットルの水に対して液体肥料

は10ミリリットル入れればよい。パンジーは肥料好きな花で、500倍に薄めて使う。１リット

ルの水にどれだけ液体肥料が必要か。

②：駅前でもらったティッシュに、次のようなことが識いてあった。「10万円ご利用例、３０日

後のお利息は2250円、３回払いは34900円、６回払いは18100円、１２回払いは9700円。分割

回数の１回は30日で計算した例です｡」１０万円借りて、１年後に一括返済すると、いくら

返さなければならないか。

②：家を購入するのに、住宅金融公庫で1000万円借りた。１年の利息は５％だという。２０年間毎年
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同じ額で返済するには、毎年いくらずつ返せばよいか。

②：ある会社の羽毛布団は１組10万円で購入すると会員の資格がもらえ、５組購入する人を紹介す

ると１組につき２万円の手数料がもらえる。さまざまな条件を設定し、人口100万人の町でのシ

ミュレーションを行え。

③：ある年のＡ町の人口は10万人、Ｂ村の人口は5000人。毎年、都会にあこがれてＢ村からＡ町へ

Ｂ村の10％の人が引っ越し、逆にＡ町から空気のきれいなＢ村へはＡ町の３％が引っ越すとい

う。１０年後Ａ町とＢ村の人口はどうなるか。

（６）フラクタル（25時間）

①フラクタルって何？（２時間）パスカルの三角形の塗り絵、シェルピンスキーのガスケット

②ランダムなのに？（３時間）簡単な手続きから複雑だが調和のとれた図形が現れる

③エッシヤーに挑戦！（６時間）図形の移動と相似の変換でフラクタルを作る

④再帰プログラム（４時間）ＰＣで再帰プログラムを組みコッホ曲線や杉の葉を作る

⑤フラクタル探し（３時間）身近にあるフラクタル図形を探す．再現する

⑥魅惑のフラクタル（３時間）マンデルブロ集合・ジュリア集合。初期値のわずかな差によ

る結果の違いを考察する

⑦自由レポート（４時間）各自のフラクタル作成をレポートにまとめる

◇単元について

学校で習う現代科学は、どんなものでも細かく分解していけば単純なものになるという視点で扱っ

ているものが多い。数学での1つの例は微積分で、曲線も一部分を拡大すれば直線に見える！という

ものである。しかし、この世の中にはどんなに細かいところを拡大していっても、さらに複雑なもの

が現れることは珍しくない。例えば、海岸線はどんなに拡大しても入りくんでいるし、小腸の壁には

十illl奪爾
駁

駁
Ｉ錘，

描画一万個
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④：ＧＳＰを使った＝ツホ曲線の再帰スクリプト（プログラム）

次のプログラムは、手入力するのではなく、ＧＳＰのスクリプト機能を使って操作手順を記録する

ことで作成できる。また、操作手l煩を間違ったとしても、新たなプラクタル図形ができ、なぜそのよ

うな図形になったのかを考察するのも面白い。

１．［ｊ］＝点Ａと点Ｂを結ぶ線分（隠)。

２．［Ｃ］＝点Ｂを中心とした点Ａの33.33％の相似形（Ｉ

３．［Ｄ］＝点Ｂを中心とした点Ａの66.67％の相似形（Ｉ

４．［Ｅ］＝点［Ｃ］を点［Ｄ］を中心として60度回転移’

５．［ｋ］＝点Ａと点［Ｄ］を結ぶ線分。

６．［ｍ］＝点［Ｄ］と点［Ｅ］を結ぶ線分。

７．［ｎ］＝点［Ｅ］と点［Ｃ］を結ぶ線分。

８．［Ｐ］＝点［Ｃ］と点Ｂを結ぶ線分。

９．Ａと［Ｄ］について再帰。

１０．［Ｄ］と［Ｅ］について再帰。Ａ

ｌｌ．［Ｅ］と［Ｃ］について再帰。

１２．［Ｃ］とＢについて再帰。

⑤：身のまわりにあるフラクタル図形（シダの葉、木、．

１．［ｊ］＝点Ａと点Ｂを結ぶ線分（隠)。

２．［Ｃ］＝点Ｂを中心とした点Ａの33.33％の相似形（隠)。

３．［Ｄ］＝点Ｂを中心とした点Ａの66.67％の相似形（隠)。

４．［Ｅ］＝点［Ｃ］を点［Ｄ］を中心として60度回転移動させた図形

５．［ｋ］＝点Ａと点［Ｄ］を結ぶ線分。

６．［ｍ］＝点［Ｄ］と点［Ｅ］を結ぶ線分。

(隠)。

Ｂ 

ブロッコリー） について調べる。

（フ）自由研究（20時間）

①テーマ探し（１時間）

②探究活動・中間発表.まとめ（16時間）

③発表（３時間）

◇単元について

これまでの課題を通して、「数学する」いこれまでの課題を通して、「数学する」いろいろな方法を学んできた。与えられた問題をただ早く正

確に解くのが数学の学習ではないことは、生徒も理解できるであろう。また、日常の社会にも、身の

まわりの自然の中にも数学は潜んでいて、それをどうみるかという視点があるかないかでは、ものの

見え方が違ってくることも経験できるであろう。

最後に、生徒一人ひとりの数学による探究活動の場を設定した。これは、これまでの各課題での自

由研究とは異なり、テーマは自由である。これまでの課題をさらに深めてもよいし、常々不思議に思

っていたことを追究してもよいし、地道な実験やデータ収集を重ねて、それまで当たり前だと思って

きたことが本当かどうかを確かめてもよい。学生生活最後になるかも知れない数学の総まとめをして

欲しい。

２－４前期課程の独自教科醤の棡想とその内容

２－４－１前期課程カリキュラムの再編成

2002年度から実施される学習指導要領に対しては、次のような諜題があると様々な場面で指摘され

ている。

・発達段階を無視した内容の先送り

・中学校段階の内容の希薄化と、それに伴う高等学校段階の内容の過密化

精選した学習内容を完全に理解させるのが重要であるとの考え方は理解できるが、中等教育全体を
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見通したとき、上記の２点はかなりの問題点を含んでいると考える。そこで、本校では、完全６年一

貫教育の中等教育学校としての利点を生かして、自由に教材の配列|頂序等を入れ替え、バランスのよ

い教育課程を編成することにした。

そのためのポイントの１つは、

前期課程（中学）の内容の再構成

であると考えた。中等教育学校として前期課程の各学年で４単位を履修し、高校入試もない利点を生

かして、次のような方針でカリキュラムを編成した。

①後期課程（高校）から前期課程（中学）への学習内容の移行

数学的な系統性と生徒の発達段階を考慮して、新学習指導要領では高校で学習することになって

いる内容であっても、前期課程へ移行する。

②関数分野の再編成

すでに述べたように、本校の前期課程における関数の学習は、３年生から始まる。関数の学習の

本来の目的である、「関数で世界を見る考え方」を追究するためである。

２－４－２カリキュラムに則した教科書の必要

前項で述べたように、本校の前期課程のカリキュラムは、新学習指導要領とは大幅に違ってくる。

つまり、教科書会社が発行する中学用教科書では、学年内容や順序が一致しない。さらに、当然の事

であるが高校の内容は記載されていない。

したがって、既成の教科書を利用するとすれば、生徒は学習内容が変わるたびに教科書をとつかえ

ひっかえしなければならない。これは前期課程の生徒にとっては、大変な負担となる。

しかも、次のような問題点もある。

・中学用教科書は無償配布のため、法律の関係で学年をこえた早期採用は認められない。

・高校の教科書は早期採用できるが、高校は学年進行で新学習指導要領が実施されるために、初め

の頃は教科書が作成されていない。

・教科書をコピーして利用することには、著作権の問題がある。

以上のような理由で、本校のカリキュラムに則した独自の教科書の作成が必要なのである。

２－４－３「教科書」作成における基本的な考え方

以下、本校の前期課程用の独自教科書を「教科書」と表記する。

「教科書」作成における基本的な考え方とその理由は、以下の通りである。

（１）章や節の最初には、数学史の話題や生徒の興味を引くような課題を提示する

生徒は数学を学習しながら、「なぜこんなことが考え出されたの？」「こんなことが何の役に立つ

の？」というような疑問を持つことが多い。そのような疑問に、数学史を取り入れて説明したり、い

ま学習している内容が将来どのような方面につながっていくかの道筋を見せて答える。また、学習を

進めると最初の課題が最後には解決できる経験を重ねることで、より学習意欲を高めることを狙って

いる。

（２）適当な箇所に空欄を設け、生徒自身が書き込むことにより「教科書」を完成する

定理や証明、解答が書いてあると、考えることもなくそれらを読むだけで理解したと思う生徒が結

構いる。そこで、具体的な計算や試行錯誤を経て自分で定理を見つけて書き込む、さらに、その定理

の証明を自分で考えて書き込むことができるように､書き込み完成式の空欄のある「教科書｣にした。
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空欄を作ることにより、自分の頭でしっかりと考え、その結果を自分の手で書き込むことで、理解を

より確実なものにできると考えた。

（３）具体物やテクノロジーを利用した、作業・実験の場面を多く取り入れる

低学年の生徒は、抽象的な思考にまだまだ慣れていない。そこで、まずは具体物・半具体物を利用

して作業・実験することで、これから学習する概念をつかませることが重要であると考えた。また、

テクノロジー（コンピュータ・グラフ電卓）を利用すれば、様々な場面において数学的な実験をくり

返すことができる。この実験から、数学的な事実を発見・類推することで、天下りに数学の定理・公

式を与えることを少なくできる。つまり、生徒は「小さな数学者」となることができるのである。

前期課程における新カリキュラムは、2002年度より３学年一斉に実施されるので、2001年度中に３

学年分の「教科書」を完成させるべく、現在、数学科の教官で分担して作成中である。

また、「教科書」の執筆に際しては、TeXを利用することにした。これは、今後この「教科書」を公

開することを考えれば、原稿をTeXで書いておく方が汎用性があると判断したからである。ただし、数

学の教科書では図・グラフは不可欠であるが、TeXではそれらの扱いに面倒な面もある。

２－４－４「教科書」の内容例

以下に、現在、作成中の「教科書」の一部を掲載する。

＜幾何Ｉ（１年図形分野）＞

図形の基礎

ユークリッド幾何学

先生：これから、図形について学習していきます。この図形に関する学問のことを、数学ではかっ

こよく「幾何学」といいます。その中でも、ユークリッドという数学者が研究した幾何学であ

る「ユークリッド幾何学」を勉強するのです。

ひろき：ユークリッドって誰さ？そんな人がいるから、俺たちこんな勉強をしなければならないんだ

から・・・

先生：まあそう言わずに。ユークリッドというのは、ギリシヤ時代の数

学者で、「原論」（右図）という本を書いたことで有名なんだ。紀元

前330年から275年頃に生きたといわれているけれど、はっきりした

ことは何にもわかっていない数学者だ。一説によると、一人の数学

者ではなくて何人かの数学者が協力して『原論』を編纂したのでは

ないかとも言われている。

まりか：へ-，数学ってそんなに古くからあるんだ。ギリシヤの他では、

そんな数学ってのはなかったの？

先生：いやいや、数学ってのはずいぶん古くから考えられていて、エジ

プト、バビロニア、中国などの他の文明にもあったんだ。でも、ギ

リシヤ数学がそれらの数学と著しく異なる点は、「公理的論証数学」リシヤ数学がそれらの数学と著しく異なる点は、｜公理的論証数学」だったところだ。

ひろき：「こうりてきるんしこうすうがく」？何のこっちゃ？

先生：いや、いきなり難しい言葉を使ってごめん。筋単に説明しよう。昔から、幾何学は土地の測

還などと関係が深かったんだ。例えば、古代エジプトでは毎年ナイル川が氾濫したので、土地

の区画をやり直さなければならなかった。そんなとき、何がいちばん大事だと,思う？あつき？
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あつき：そりや、元通りにきちんと分けるために、いかに正確に計るかということだと思います。

先生：そうなんだ。ギリシヤ以外の文明の数学は、ある量をどのようにして求めるか（Howto)、そ

の量の値はいくらか（Howlarge）ということをいちばんに考えていたんだ。ところが、ギリシ

ヤ数学は、なぜかということを考え（Why)、その理由を説明して納得させる方向（Proof）へ進

んだんだよ。

かな：そんなことをしても、何の得にもならないのにね。ほんとヘン。

あつき：でも、それは偉大だよ。他のどの文明もしなかったことをやり遂げたのだから。でも、不思

議ですね。どうしてギリシャ人だけそんなことを考えたのだろう？

先生：それにはいろいろな説があるんだが、当時の社会が「奴隷制度」であったことが関係してい

るという人もいる。その当時のギリシヤでは、実用的な仕事、例えば医者ですら奴隷の仕事だ

ったんだ。しかし、数学は当時、上流階級の必須の教養だったんだ。だから、数学も実用性を

排して理念を重視したと考えられる。こんなエピソードもあるよ。当時の王様プトレマイオス

－世がユークリッドに「幾何を学ぶのに『原論」を読まずにすます方法はないか」と尋ねたと

ころ、ユークリッドは「幾何に王道はありません」と答えたという。王様も『原論』で幾何を

勉強していたんだ。

●●●●■■■■●● 

Ａ 

星形五角形の内角の和

Ｅ 課題

右図のような、星型５角形の頂角の和はいくらになるだろう？
Ｃ 

j、
[私の予想］（）

[実験］

（１）上の図の頂角を分度器で測って、頂角の和を求めよう。予想と一致したかな？

（２）自分でノートに適当に点を５つ取り、それらを結んで星形５角形を作り、分度器で頂角を測っ

て見よう。そして、（１）の結果と比べてみよう。

（３）クラスのみんなの結果を発表しよう。

［予想の修正］

修正した予想が正しいかどうかを、ＧＳＰで実験して確かめてみよう。

Computer 

サーバにあるＧＳＰのファイル［☆型５角.ＧＳＰ］を開いて実験し、予想が正しいかどうかを確か

めよう。

さて、何＋個、何百個の星型５角形について予想（仮説）は正しそうであることはわかったが、無

数にある星型５角形の中には､ひょっとすると予想(仮説)が成り立たないものがあるかもしれない。

測定・実験だけでは埒があかないときは、証明(演鐸)する１

のが数学だ。

しかし、いまの君たちの知識では、星型５角形には歯が立たない。そこで、これからしばらく星型

５角形に立ち向かうための知識を手に入れる学習を進めよう。
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32001年度公開研究会

３－１公開研究会について（佐藤）

３－１－１公開授業の目標・ねらいと新カリキュラムとの関係

本校では、来年度から新カリキュラムがスタートする。公開授業を行った，年は現行のカリキュラ

ムから新カリキュラムへの移行期にあたる｡そのことを踏まえて、1年の代数においては、新カリキ

ュラムの「代数Ｉ」と同じ進度で授業を進めてきた。

文字と式の分野では、本来は１．２年で分けて学習する内容を、本校ではまとめて学習することに

している。これは、従来のスパイラル方式よりも連続性を重視した学習のほうが、時間的にも余裕が

生まれ、より発展的な指導をすることができると考えているからである。そして、早いうちから論理

的に説明することの大切さを学び、文字や文字式を利用することのよさを知ることは今後、代数だけ

でなく、幾何・解析の分野においても、文字や文字式を用いて積極的に考察し、処理しようとする意

欲や態度に結びついていくのではないかと考えている。

そして、本授業はこの単元のまとめとして、実験し、生徒自らが仮説を立て、検証するといった形

態で授業を行った。「どうしてそうなるのだろう？なぜだろう？」と悩み、考えることは、数学の楽し

さ・美しさを知る第１歩であると考えている。

３－１－２研究協議のまとめ（授業者の自己評価と見学者の評価）

（授業者の自己評価）反省点は、指導案の最後までいかなかったこともあるが、時間が足りなくなっ

たため、最後の方で誘導が多くなってしまったことである。また、生徒が予想外の意見（２段

目の数と17段目の数の偶奇が等しい）を言ったので授業者が戸惑った。この授業の目標は法則

性を文字を使って説明することであったが、まとめは文字までいかず、具体的な数での説明で

終わった。

（質問）－の位にこだわったのはなぜか。

（応答）全部計算させることもはじめは考えたが、計算で時間を費やしたくなかったので、繁雑さを

避けるために－の位のみにした。また、文字を含んだ２桁の式のところで、つまずくことは予

想していた。授業では、ある生徒が13ｂと３ｂのところでどのように説明をすればよいのか悩

んでいたが、きちんと説明ができることに意図的にこだわり、時間を費やすことになった。

（質問）２段目の数について、生徒の意見である８を採用せず、文字におくことを誘導したのはどう

か。生徒の意見を尊重すべきだったのではないか。

（応答）確かに８でやっても良かったが、一般性、簡潔さを優先した。生徒の意見で進めても良かっ

たかもしれない。

（質問）１年で２変数を扱うことは難しい。そういう経験は今まであったのか。

（応答）文字式の計算では扱っているが、文字を使った説明では今回が初めてだった。

（質問）１７段目を始めから指示したのはなぜか。また、この授業と当校が１年段階で身に付けさせた

いと考えていることとの関係は何か。

（応答）他の段の法則性については、発展的に扱うつもりである。つまり、自分で法則を見つけ、説

明することをさせてみたい。また、本来２年で始めて論証が入ってくるが、本校では１年から

説明の力をつけたいと考えている。代数でも、単なる計算ではなく、ちゃんと説明させること

を重点においている。

（質問）５０分では時間的にきついのではないか。
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(応答）本当はいろいろさせたかった。２時間に分ければ確かにもっと充実させられた。他に何か発

見はないか、予想を立てさせ説明させるレポート課題を設定するのもいいかなと思う。また次

の授業に還元することもできる。

(質問）計算の全体像などパソコンでもっといろいろ示せたのでは？

(応答）文字式と実際の数の計算を対応させるうえで、パソコンだけでは解らないと判断した。しか

し、パソコンで示せば説明がはるかに早くて良かったかもしれない。

指導助言者崎谷真也氏（兵庫教育大学）・上垣渉氏（三重大学）

（崎谷）疑問を興味を持って文字で解決、このような授業開発は今後も進めてほしい。また、今回の

文字式の係数はフイボナッチ数列になっている。中高一貫だから１年と５年の教材がこんなと

ころで結び付けられる。

（上垣）全員に始めから違う数を１段目に入れさせ、教師が17段目を当ててみせるなど、パフォーマ

ンスをもっと交えるとこの教材は生きる。始めにあつと驚かせるところがこの教材の見せ所で

ある。また、１時間で時間も窮屈なことだから、８段目の13ｂと３ｂのところは、３ｂですす

めたほうが実はすっきりいった。最後が７ｂで話もきれいに終わる。教材としては他に誕生日

当て、カプレカ数などがある。今回の教材では、100通りの色分け分類も面白い。

カプレカ数とは…

各位の数が全て同じではない４桁の数は、「数字を並べかえてできる最大の数から最小の数を引く」

という計算を繰り返すと、最後は必ず「6174」になる。この「6174」をカプレカ数という。

３－１－３授業を終えて

公開授業を終えた後、同じ授業をＢ・Ｃ組でも実施した。

Ｂ組では、公開授業と同様に８段目の１３ｂと３ｂのところでつまずいた。今度は３ｂで授業を進め

てみたところ、17段目が７ｂとすっきりとした形になったため、簡単に２段目と17段目の数の関係を

見つけ出すことができた。そのぶん、時間に余裕ができたので、他の段の法則性（７段目には２つの

数が交互に表れる）についても考えさせることができた。

Ｃ組では､Excelで作成した表のデータを誤って変更してしまい､授業中に作り直すことになった。

その際、この表に組み込まれている関数の意味などを説明しながら修復をしていると、生徒は興味深

く聞いていた。

これらの授業結果から、Excelの表を生徒に実際に作らせてみるのも面白いと思われる。今回､Excel

は生徒に多くのデータを見せることによって、法則を発見しやすくするといった、いわゆる触媒的な

使い方であったが、Excelは基本的な性質や使い方を学習すると、今後、解析や確率・統計の分野にお

いて重要な道具になりうる｡また､今回使用したExcelの表を作るにはＭＯＤなどの関数が必要であり、

それについて学ぶことは、まさに「数学する」のに適しているのではないかと考える。
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３－１－４指導案

数学科学習指導案

授業者佐藤大典

１．日時 ２００１年１１月１５日（木）第１限

奈良女子大学文学部附鵬中諌教育学校大教室２．場所

３．学級 第１学年Ａ組男子２１人女子１９人計４０人

文字と式４．単元名

5．教材観 文字は今後に学習弓)-ろ数学の中で必要不可欠な『道具』である。その文字には、次の３つの意味がある。「式

の計算ｊでは文字を「定数ｊとして、『方程式』では「未知数」として、「IH1数」では「変数ｊとして扱う。本校

では、発達段階を琴瞳して二の順で文字を扱う二とにした。特に、中学校で学習する「関数」をすべて第３学年

でまとめて学習する二とか擶導要領との大きな迎いである。

蕊礎となる「文字と式」については、本校では中学校第１．２学年で学習する内容をまとめて第１学年で学習

する。早いうちから瞼理的に説明することの大切さを学び、文字や文字式を利用することの『よさ』を知ること

は今後、代数だけでなく、幾何・解析の分野においても、文字や文字式を附いて積極的に考察し、処理しようと

する意欲や態度に結びついていくと考える。

このクラスは活発で、燗極的に授業に参加する生徒が多い。また、生徒同士の仲もよく、アットホームな雰囲

気である。しかし、入学時点でかなりの学力差があるので、生徒一人ひとりの内容理解度に差があり、授業中で

６．生徒観

I土分かったつもりでも、いざ自分でやってみるとできない生徒が４．５人いる。

･いろいろな数吐のllll係を、文字を用いて幾1-ことができる。

･文字を使った式を、よりiii潔に表現するためのきまりを理解する。

.lin項式・多項式、次数．同類項などの用語の懲味を理解する。

･多項式の中から同顛項を見つけ出し、まとめて而雌にすることができる。

･文字式の四則計算ができる。

･式中の文字に数値を代入して、式の値を求めることができる。

･実験結果から法則性を見つけ出し、そのことがらを文字を使って輸理的に脱明できる。

７．単元目標

文字と式（計２１時ＩＭＩ）

第１節文字と式

１．文字を使った式・・・・・・

２．文字式の炎し方。。・・・・

第２節文字式の3卜猟

３．文字式の櫛造・・・・・・・

４．多項式の加法と減法・・・・

５．単項式の恥法と除法・・・・

６．いろいろな叶琉．。・・・・

第３節文字式の利用

７．式の価・・・・・・・・・・

８．文字を使った数湿の表し方．

９．文字を使った説明・・・・。

８．指導計両

・１時ＩＭＩ

・３時|Ⅲ

・２時ⅡⅡ

・２時ＩＨＩ

・２時IHI

．:3時ⅡⅡ

・１時1111

・３時Ⅱl］

.‘1時IHI（本時はその第４時）
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９．本時の指導

（１）題目

（２）目梗

文字を使った説明

・契験結果から法則性を発見し、それに対して興味を持つ.

・２段目の数と１７段目の数の関係を論理的に醜Ｉﾘ１－１.ろ方法を考え、理解することができる二

・１７段目の数を文字を用いて一般的に表現十ろことかできろ。

・１７段目の数を表す式の意味を銃み取る二とかできる

（３）本時のll4lII

1０６ 

学習活動と主な発問 教師の支媛 評価の観点

１．１，２段目にはＯ～９の中から好きfと数を入れ

ろ

２．３段目以降には、直前２段の数のｆＩｌを入れる。

ただし、ｆｌ】が２桁になった場合は、一の位の数

のみを入れる。

｢今日は、股初に暗算のテストをし没す(」

●次の課題をする。

●１～１７段目の散が合っているかどうか砿鹿する。

｢今度は１段目に自分の好きな数を入ｵして、もう２．３

回やってみよう。」

●１段目の数を自由に決めて、再度同じ課皿をする。

●計算結果から気付くことがないか考える。

－予想される生徒の反応一

・何度やっても１７段目の数は５になる

・１７段目の数は２段目の数と同じになる。

｢２段目の数を変えてみよう。」

●２段目の数を変えて．再度同じ課題をし、前の予想と

比較する。

｢前と比べてどうだった？」

－予想される生徒の反応一

・今度は１７段目の数と２段目の数と同じではない。

・でも、１７段目の数はいつでも□になっている。

●パソコンを用いて、実際に２段目の数が同じであれ

ば．１７段目の散は同じ数になることを砿鹿する。

●プリントを配布する二

●１段目の数は１人の生徒に好きな数を

言ｵ)せ、全員に同じ数を聾き込了kせるハ

ただし、’k徒がＯを言った場合、ilf境が

単洲で耐白くないので、Ｏ以外の数に-「

ろ

●２段目には教師が５と決め、入れさせ

る。

●数段は生徒に当て左がら入れていき、や

り方が分かったところで、各自に3+算さ

せる､

●計算方法が分かっているか机、指導す

ろ

●他の没にも規則性があるが、今回は1７

段tlだけに注目させる

●生徒に２段目の数を決めさせ、全口に同

じ数を替さ込ませる。

●これ以上ｉｆ範するのは、大通なのでバソ

コンでシミュレーションする，

[関〕…関心・意欲・態度

[数］…数学的な舞え方

[表］…斐現・処理

[知］…知識・理解

[関］積極的に蝶IHIに取り組

んでいる□

[数］結果から予想を立てる

ことができる。



1０７ 

学習活動と主な発問 敏師の支援 評価の観点

予想１段目の数が何であっても、１７段目の数は２

段目の数によって決まる。

目目目目目目目段段段段段段段１Ｄ】へ●０泊Ｐ、（、再Ｉ
目目段段６７ １１ 

ａ 

６ 

α十ｂ

ｑ十Ｚｂ

Zα＋３６ 

３α＋５６ 

５口＋８６

377α＋6106 

610α＋９８７６ 

３ 

５ 

３＋５ 

３＋Ｚｘ５ 

Ｚｘ３＋３ｘ５ 

６１０ｘ３＋ｑ８７ｘ５ 

■ ３５８３１’ 
５ 

● 

●以上の結果から、次のような予想を立てる。

.この予想は本当に正しいのか？

･２段目の数と１７段目の数にはどういう規則がある

か？

●予想が正しいことを脱明する方法を考える。

｢１段目の数も２段目の数もいろいろな数が入る。だ

から、１つ１つ砿かめていくことは大変だね。じゃあ、

これらをまとめて薄えるにはどうすればいいかな？」

－予想される生徒の反応一

・文字を利用十れぱよい。

●文字を用いて、予想が正しいことを確哩する。

｢１７段目の数は６１０α＋９８７６になった。この式から

予想が正しい二とを説明できます-か？」

－予想される生徒の反応一

･分から故いう

［じゃあ、実際に１段目の数を３，２段目の数を５にし

たときの計節を櫛に書いてみよう。」

「文字式と具体的な数でil+範した式を見比ぺてみよ

う⑧何か気付いたことはffいかな？」

●Excelで作成した表をプロジェクタを用

いて黒板に役彫する。

●パソコンを11】いることにより．多数の実

験データを見ることができ、１７段目の

数と２段目の数の関係を推測・碗鴎する

手助けになる

●ただし、数例を挙げるにとどめる。

●文字を使うという発想はできるだけ生

徒から出るようにする。

なかなか出ない場合

Ｉ 

･これ夫で学習してきたことを思い出させ

る

●αと６をそろえることにより、同類項を

まとめることが容易にできる,、

●(〃＋I)段目のαの係数と〃段目の６の

係数が蕪し<なることを発見させると、

より文字式の計算が楽になる。

●生徒から次のような意見が出た場合

｢この文字式は２桁に左るのでは？」

･実際どうなっているか横に具体的な数で

：f算した式を轡いてみる。

．－の位だけを考えた場合と、全て計算し

たときの一の位が同じになることを兄

つけさせる。

●１段目の数と２段目の数は蛾初に突験

をしたときの値で考察する。

[数］複数の桔果から共通す

ろ法則を発見することがで

きる

[知］数阯の関係を一般的か

つ簡潔に表す-には、文字式

の利用が有効である二とを

思い出す．

[表]文字式の叶算ができる。

[数］法則を発見十ろことに

より、計算を簡単かつ正確

に処理する二とができる。
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学習活動と主な発問 敏師の支担 解価の観点

４７，６にどんな整数を

代入しても一の位は０

610口＋9876＝610口十，806＋７６

１↑ 

－予想される生徒の反応一

･左の式の切に３を、６に５を代入すると右の式にな

ろ ｡ 

｢つまり610口＋９８７６は１７段目の数を一発で求める

ことのできる式なんだ。だから、二の式の性質を調べ

ると２段目の数と１７段目の数の関係がわかるんじや

ないかな｡」

｢でも、なかなか式だけ見ても性質I士分からない。だか

ら、文字に具体的な数を入れて考えてみよう。じゃあ、

1段目の数が３，２段目の数が５のときを例に挙げてみ

よう゜」

｢ところで、１７段目の数は６１０ｘ３＋D87x5＝６７６５

でなく、－の位の５だよね｡－の位だけが知りたいのに、

わざわざ6765まで求める必要はないよね。もっと楽に

叶算できる方法はないかな？」

－予想される生徒の反応一

・７ｘ５だけ計算すればいい。

｢７ｘ５の５は何だった？」

－予想される生徒の反応一

．Sは２段目の数だから、２段目の数に７をかけた数

の－の位が１７段目の数である。

「これで２段目の数と１７段目の数の関係が分かった

ね｡」

「じゃあ、このことを文字式を使って碗鴎してみよう｡」

●パソコンを用いて、２段目と１７段目の数の関係を確

鹿する。

610９８７ 

ｘ３ｘ５ 

０３５ 

３４０ 

1８４５ 

1830＋４１３５＝6765→５ 

●分からないときは具体例を計算してみ

せる｡ 

●分からないときは、Ｏ１０ｘ３＋g87x5

を躍算で変す二とにより、－の位に注目

しやすくす-ろ。

●１段目の数は何であっても、６１０をかけ

ると－の位I土Ｏになるので、無視できるこ

とを確昭する。

●具体的に２段目の数と１７段目の数の対

応をつけながら砿肥する。

[数］具体例を考えることに

より、一般的な性質を兄つ

ける二とができる。

[数］具体的な例から導き出

した法HⅡを文字を使って表

現･処理することができる。

[数］文字を使うことのよさ

を理解する。



３－２公開研究会について（横）

３－２－１公開授業の目標・ねらいと新カリキュラムとの関係

数学科の新カリキュラム編成の理念に、数学の学習を通して数学的な素養を身に付けさせることが

ある。この数学的な素獲は、文系・理系を問わず必要とされ、数学の内容だけでなく数学的な考え方

とともに育成・発展させていかねばならない。

本授業のテーマは、「数学的活動により数列を追究する学習」とした。そのねらいは次のような仮説

に基づいている。

生徒は、数学の知織を身につけるだけでなく多くの数学的な見方や考え方ができれば、主体的

に数学的活動をするようになる｡そして数学的活動ができれば生徒自ら数学に興味や関心を持ち、

数学を発展的に考え体系化していく。授業において教師は、数学の知識や技能を重視するのでな

く、十分数学的な見方や考え方を指導しそのよさを感じさせれば、生徒は自らその教材を追究す

るようになる。

本授業の内容は、数列の漸化式である。漸化式を解くこと、つまり漸化式の知識や技能を習得する

ことに重点を置くのではなく、どうして漸化式が必要であるのか、事象が数学的に確かであることを

どのように説明すればよいのか等、数学的な見方や考え方を重視した数列の授業を櫛成した。

数列は、現行学習指導要領では「数学Ａ」の内容であり、１学年に学習する高等学校が多い。しか

し２記号や数学的帰納法、漸化式の解法等抽象度の高い内容を学習する時期や生徒の発達段階を考慮

すると、５年（高校２年）で学習することが適していると考える。そこで本校では、現カリキュラム

および新カリキュラムでも、数列の学習は５年で学習することにしている。

３－２－２研究協議のまとめ（授業者の自己評価と見学者の評価）

（授業者の自己評価）本時は、「数学Ａ」の数列・漸化式の最後の授業である。教師からの説明や支

援を減らし、生徒の数学的活動を重視し、生徒からいろいろな発言をさせることに留意した。前時の

授業では、平面を直線で分割したときの領域数を考えた。そのとき、多数の生徒は表を作って推測す

ることで階差数列を考えるとよいことに気付き一般項を求めたが、漸化式の考え方がなかなか出なか

った。それが本時において生徒Ｓ（女子）は、「表を作って階差数列から求めた答えは、推測にすぎな

い」という発言をした。その後、漸化式につなげる理論的な説明（ｎ項目と、＋１項目の関係）が難

しかった。

また生徒Ｋ（女子）の「立体を平面に置き換える」という板書説明を、教師がうまく活かせなかっ

たことは反省点である。パソコンも利用して、立体的な発想や課題のイメージ化の支援につなげるこ

とも実施した。しかしそれが、有効的な支援の方法にはならず、漸化式の考え方について生徒は十分

な理解ができていなかったように考える。

授業の最後に、バレーボールにセロファンを巻いて大円を書き、それを広げるという球面を平面に

置き換えるという発想を紹介したが、それは誘導的になってしまった。しかし、その実演が生徒の興

味、関心を引き起こし問題意識をもたせたことはよかった。

（質問）生徒Ｋ（女子）の発想（こちら側で１つ増えればむこう側も１つ増える。半分で考えて倍す

ればよい）で、もつと授業が進められた。あの時点でわかりかけていた生徒が、パソコンのシミ

ュレーションを使うことによってかえってわかりにくくなったのではないだろうか。

（応答）そうかもしれない。その前にすでに生徒Ｗ（女子）が、半球面を使って２倍する考え方を出

していた。その考え方をもつと利用できたはずだったのも反省点である。生徒の発言、言葉をう
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まく利用するべき場面で、なかなかよい判断ができていないことが今後の課題である。

(質問)どの３つの大円も１点で交わらないという､教師からの条件付けがきつかったのではないか。

生徒からこのような発想は出ないものか。

(応答）前時の授業で、平面を直線で分割するとき領域数を最大にする条件については、生徒から発

想が出た。本時の授業では、大円という数学用語（定義）自体の難しさもあるので条件を与えた

が、前時からの流れでいうと生徒から条件も出せたかもしれない。

(質問）「数学的な考え方」について教えてほしい。いつも書かせているのか。今日、彼らは何を書い

ているか。

(応答）プリントで学習するときはいつも「数学的な考え方」を書かせていて、大切にしている。内

容や解法、考え方等いろいろ書いている。後で授業を振り返るのに効果的でもある。５年になっ

てからはあまりうるさく言っていないが、４年のときは、授業の終わりに必ず「今日の授業でし

た数学的な考え方」をノートに書くように指導した。今日は例えば、「球を平面で捉える発想が数

学的｣、「表では結局推測の域をでない｣、「式であらわす」など、自分が考えたこと、感じたこと

を書いていて何らかの振り返りはできているように思う。

指導助言者：崎谷真也氏（兵庫教育大学)、上垣渉（三重大学）の評価

（崎谷）生徒の発言が、表を書くことからスタートし、漸化式の考え方が徐々に出てきた。平面に置

き換えて生徒が説明できたことには感心した。非ユークリッド幾何については是非また扱ってほ

しいという気持ちが強い。今日の授業でも、「球面に平行はないのか」という疑問を持っていた生

徒がいて、興味深かった。球面上では三角形の内角の和は180度ではない。ユークリッド幾何だけ

が幾何ではないことを知ることは大切で、これがある意味、「数学を知る」ことだと考えている。

（上垣）パフォーマンスが豊かでよかった。本時の目標にあるように数学的活動に重点がおかれてい

た。特に、空間でのことを平面上で考える幾何的直感力は、今後も応用できる。少ない題材で発

展させられる内容であった｡これからのカリキュラムは指導時間数や指導内容が減ることもあり、

「どんな数学的な考え方をしたか」を重視して、それをいろいろな場面に活かせるという本時の

ような授業が大切になってくる。先ほどから出ている通り、生徒Ｗ（女子）の見方を使えたらさ

らによかった。ともあれ、単に公式を運用するということでない、考えさせることに重点を置い

た授業でたいへん良かったと思う。

３－２－３本時における生徒の数学的活動の評価

生徒の数学的活動を中心に授業展開を考えたとき、その活動は①数学化、②探究活動、③一般化、

④体系化の４つの部分に分けられる。

①数学化の活動

現実の世界の課題を、数学的に見ることで数学の世界で考えるようにすること。課題内容の把握が

でき、数学の問題として扱える。

例：具体物で操作して課題内容を把握する、絵（図）をかく、記号を使う

②探究活動

数学の問題として試行錯誤し、解決しようとする。

例：表にして考える、領域数が増える規則性を推測する、内容として数学的な考えができる（数

列を用いて考える、関数的に考える）
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③一般化の活動

問題解決したものを、いつでも使えるように一般化し公式化する。

例：文字を使って考える、一般化して考える、数列の一般項を求める

④体系化の活動

数学的に証明しようとし、さらに発展的、応用的に考える。

例：漸化式の考えの必要性が説明できる、数学的帰納法で証明しようとする

本時の授業では、この４つの数学的活動が、順番に高まりながら行われているものと考える。

生徒の授業プリントより、どの活動過程まで行われているかを調べてみると、次のようである。

①数学科の活動まで………全員

②探究活動まで……………１名

③一般化の活動まで………28名

④体系化の活動まで………８名

３７名中36名までが一般化の活動まででき、その中の８名が体系化の活動ができている。漸化式の考

えができた生徒Ｋに板書、説明させたためその考え方を聞いて、一般化した28名の内23名が体系化の

活動をしようとしていた。

また授業プリントの「この１時間でどんな数学的な考え方をしましたか」という質問に対して、次

のような内容を書いている。

・平面になおして考えると数えやすい。発想を変えて考えるとわかりやすくなるけれど、それが難

しい。

・立体でも平面になおして考えられるということがわかった。

・球を半分に割って、平面的に考えてみた。

・表にした。ａｎの式で表した。

・頭のメモリーが３Ｄに対応できるほど良くないのできつかったけれど、立体を頭の中でこね回し

て遊んだ。

・階差数列になおすことまでしか考えられなかった。

・１つの大円を対称軸に考えて、半球ずつ平面の数を考察した。平面での考え方を応用した。

.とにかく式を求めようとした。

・表から一般項を求めても、それは推測にすぎないと思う。

.最後にやった球面を平面にして広げるという考え方には驚いた。こんな考え方は思いつきもしな

かった。

３－２－４教科の視点から

（１）授業におけるＰＣの利用とその有効性について

生徒に立体的な図形のイメージを持たせるために、コンピュータグラフィックを利用することを考

えた。スクリーンに映し出すのではなく、黒板にシミュレーションを映し出し補助線などを画面（黒

板）に書き加えることができるようにする。

（２）具体的な操作活動から抽象的な思考活動へのつながりについて

課題を把握するため、具体的操作としてテニスボールと輪ゴムを使うことを考えた。しかし、全員

に配布するのではなく、使いたい者だけに利用させた。具体から抽象への支援の方法について、思考

操作のみではなく、具体物による操作活動を考えたが、生徒個々のやり方を尊重するようにする。
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３－２－５指導案

数学科学習指導案

１日時

２学級

３指導者

４単元名

５教材観

2001年11月15日（木）第２限：大教室

５年Ｃ組数学Ａ選択者３７名（男子１８名、女子１９名）

教諭横弥直浩

数列（数学Ａ）

数列は、自然科学や社会科学などの分野でも取り扱われ､数学と他分野が密接に関連

する重要な単元である｡自然界においてはひまわりの種の配列にはフイボナッチ数列が

見られるし、社会生活においては金融関係で複利計算に等比数列が使われるなど､数列

は身近な事象に数学を感じる分野である。

数列の学習では､知識として数列が使えるようになるだけでなく、記号化するよさや

一般化して考えることなど、生活上で役に立つ数学的な見方や考え方を多く扱う。

数列の内容は､極限値の考えに発展するし、数学的帰納法は自然数に関する命題に有

効な証明法である。また二項定理は展開式や組合せと関係するなど、いろいろな単元と

関連づけられる内容であるので生徒に十分理解させたい。

本校では､５年生の数学は選択科目であるがほとんどの生徒が受識している｡文科系、

理科系によるクラス編成でないため､クラス内で数学が得意な生徒と不得意な生徒の理

解度の差が大きい｡生徒は活発で､数学に対する興味や関心もあり質問や意見を出し合

うなど、秋極的に授業に参加する。しかし、集中力が続かず数学以外の話題に発展（脱

線）することもある。

簡単な数列とその和及び漸化式と数学的帰納法について理解し､それらを用いて事象

を数学的に考察し処理できるようにする。

数列について.…．.…１時間

等差数列と等差数列の和………３時間

等比数列と等比数列の和………３時間

いろいろな数列とその和..……,４時間

漸化式と数FII一・…･…４時間（本時はその４時間目）

数学的帰納法………３時間

二項定理･･･……２時間

６生徒観

７単元目標

８指導計画

９本時の指導

（１）題材

（２）目標

漸化式の応用

・球面を大円で切るという具体的操作から、大円の数とそれによって分けられる領

域数との関係に興味・関心を持ち、数列を追究しようとする。

（関心・意欲・態度）

・具体的な例から一般化し、数列を帰納的に考え、漸化式の考え方ができる。

（数学的考え方）

・階差数列を考え、２項間の漸化式が表す一般項を求めることができる。
（表現・処理）

･具体的な例を通して､数列の帰納的定義や漸化式の意味を理解する。（知識･理解）
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（３）展開
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学習のねらい 生徒の学習内容 指導上の留意点

数学史的話題

前時の発展

課題提示

数学化

探究活動

一般化

体系化

ユークリッド(BC300頃)が平面上で幾何学を考えたの

に対して、リーマン（1826-1866）らは、球面上で幾何

学を考えた。それを非ユークリッド幾何学という。

その数学史的な考え方の発展に沿って､我々も平面上で

考えたことを球面上で考えてみることにしよう。

球面上にどの３つの大円も１点で交わらないようにか

く。これらの大円によって球面がいくつかの部分に分けら

れる。

(1)大円を３個かいたとき、球面はいくつの部分に分けら

れるか。

(2)大円を４個かいたとき、球面はいくつの部分に分けら

れるか。

(3)大円を５個かいたとき、球面はいくつの部分に分けら

れるか。

(4)大円を１０個かいたとき、球面はいくつの部分に分け

られるか。

大円の数、 １ ２ ３ ４ ５ 

領域の数 a2U ２ ４ ８ 1４ 

･図をかいてみる…空間図形はかきにくい

･具体物で実験する…大円の数が増えると領域数はかぞえ

にくい

(1)(2)について、大円３個までは理解しやすいが４個月か

ら難し<なる

･領域が増える規則性を考えてみよう

･表を作ろう

差をとると２４６８

(3)について

･図をかくことや、具体的操作は無理

･表から推測しよう

(4)について

･大円１０個のときを予測しよう

､数列ａｎを考える

､階差数列になる…階差をｂｎとすると

(ｂ 

ａｎ 

、 }は２，４

＝２＋２２ｋ 

６，－だからｂ

=2+2.$(､-1)。
=＝、

２－ ｎ‐I‐２ 

･これは推測である

．漸化式を考えよう

、 ＝２， 

数学史の話題から数学の発展

の仕方に興味を持たせる(関）

｢前時を思い出そう」

平面をｎ本の直線によって分

けられる領域数

｢発展的に課題を考えよう」

球面をｎ本の大円によって分

けられる領域数

大円とは、球を切ったとき、そ

の切り口の中心が球の中心と

一致する円のことである(知）

｢課題内容が理解できるかな」

具体的操作により数学化させ

る

｢図をかこう」

｢ポールと輪ゴムで実際にた

めしてもよいよ」（テニスポー

ルと輪ゴムを準備する）

｢11頂序立てて考えよう」

表にして考える(数）

｢推測できるかな」

確かに推測通り成り立つ

一般化して考える(数）

数列としての見方をする(数）

階差数列として考える(数.知）

｢椎iHllだけではないか」

｢数学的に確かか」

｢本当にこれでよいのか」

＝ンピュータにより確認する

(プロジェクターで黒板に映
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発展的活動

まとめ

･ａｎ吟】とａｌｌの関係を考えよう
ａ節 ａ｡》̄

 

＝４（３個目の大円をかくと２個の大円を２つ

に分けた数だけ領域を増やす）

これを一般化すると

ａ 
２１＋】 ａｌｌ ＝２，(ｎ＋1個目の大円をかくと、ｎ個の犬

円を２分割した数だけ領域を増やす）

.この漸化式は、階差数列になる

これを解くと、確かに次のようになる

ｎ＝１のとき

、≧２のとき

ａｎ 

ａｌ ＝２ 

＝２＋２２ｋ 

-2+2.台(､-1)ロ
＝、

２－ 、＋２

(4)一般化した式に、＝１０を代入する

a,o＝100-10＋２＝９２…領域数は９２

この問題を基に発展的な問題を考えてみよう

(例えば）

球面を平面に低き換えて考えてみることはできないか

次のように課題が考えられる

｢平面上に円をかき、ｎ＋１個の円はｎ個の円と交点を持

ち、その各交点は、２つの円の交点でしかない。このとき

n個の円が分ける領域の数を求めよ」

この考え方は、同じようにできそうだ

･実際解いてみる

･類推や推測ではなく、漸化式の考えは理論的にも１通り

決定できる

す）

漸化式が作れる(表）

漸化式が解ける(表）

10枚のときは、一般化した、

枚の一般項から考えられる

想像してみる

･最初平面を球面で考えたの

で､球面を平面にもどしてみる

.空間を球で切ったときの空間

の数等考えられる

球面にセロファンを張り、大円

を２個かいて､球面からセロフ

ァンをはずし平面にすると、円

が２つ交わった図になる

[評価の観点］

関心・意欲・態度…(関）

数学的な見方や考え方…(数）

表現・処理…(表）

知識・理解…(知）



第４章理科

越野省三・櫻井昭・未谷健志

野上朋子・屋鋪増弘・矢野幸洋

１本枝のカリキュラムの流れ
１．２年

・基礎理科ＬＩＩを置き、その内容は基本的には中学校の学習指導要領の内容に準拠している。ここで

は、物理・化学・生物・地学各分野の概念形成の基礎を作るとともに、基本的な実験操作や観察方

法を習得させる。特に、基本操作・基礎知識の習得のために充分な時間を確保するとともに、ＴＴ
の実施により効果を高める。

さらに奈良の自然についての学習と「奈良学」との有機的な関連づけに配慮する。

３．４年

・総合理科ＬＩＩを置き、その内容については後で詳しく述べる。

５．６年

．今までに学んだ知識をより系統化・深化させるとともに、探求活動・課題研究に積極的に取り組ま

せる。1999年度に告示された新学習指導要領においても探求活動・課題研究は重要視されており、

１～４年の理科や総合教科で培った能力を基礎に、探求活動・課題研究を通して、科学技術の発達

した社会に生きるものとして、真に応用力のある科学的なものの考え方や行動のできる生徒を育て

る。

６年間の学習内容について、重複を避け、総合学習との関わりを考え、中学及び高校学習指導要

領にある内容を組みかえている。

詳しくは、平成12年度研究開発実施報告書（１）を参照していただきたい。

６年一貫カリキュラムの中で、理科の単位数は下表の通りである。

５年は、２または１科目選

択

６年は､理系は理科Ⅱから、

１または２科目選択

文系は理科ＩからＯまたは

１科目選択
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学年 １年 ２年 ３年 ４年

科目 基礎理科Ｉ 基礎理科Ⅱ 総合理科Ｉ 総合理科Ⅱ

単位数 ３ ４ ３ ４ 

学年 ５年

科目 物理Ｉ 化学Ｉ 生物Ｉ 地学Ｉ

単位数 ３ ３ ３ ３ 

学年 ６年

科目 物理Ⅱ 化学Ｉ 化学Ⅱ 生物Ｉ 生物Ⅱ 地学Ｉ

単位数 ４ ２ ４ ２ ４ ２ 



カリキュラムー覧表

1年

Z-f頂

￣ 

￣ 

●、

物珸:分野 化学分野 生物分野 地学分野

１ｆ'二 身近な物理現象１

ア．光と音
イ．力と圧力

身の回りの物質

ア.物質のずがた
イ.水溶液

植物の生活と抑類

ア．身近なIIii物
イ．植物の体のつくりと働き
ウ．植物の仲間

大地の愛化

ア．地屑と大地の歴史
イ．火山とマグマの活動
ウ．地睡

２年 身近な物理現象２

ア．電流

1E三子今夛t:1巳とJ舐プー・フプー下

ア.物質の戒l)立ち

動物の生活と繩類

ア．身近な動物
イ．動物の体のつくI)と働き
ウ．動物の仲１１１１
エ．生物の分類と変遷

天気とその変化

ア．気鎮観測と天気
イ．大気中の水
ウ．天気の変化

３年 エネルギーと生活

ア．電流の利用
イ．仕事とエネルギー
ウ．エネルギー資源

化学糞化と原子・分子

ア.化学変化と物質の質fit
物質と化学反応の利用
ア.物質と化学反応の利用
イ物質と化学反応

細胞と生殖

ア．生物と細胞
イ．生物の敵え方

自然と人間
ア．生態系
イ．自然界のつり合い
ウ．人、の活動と地球蝋境の変化

現在の地球環境

ア．多様な地球の景観
イ．大気と水の循環

地球と宇宙
ア．天体の動きと地球の運動
イ．太陽系と宇宙

４年 運励の規則性

ア．運動と力
イ．エネルギーの保存

自然の探究

物質と人間生活
ア.物質の榊成と愛化

物質の構成
ア.物質と人間生活
イ.物質の榊成粒ｆ

科学技術の進歩と人間Hk活

生物の移り灘わり
ア．生物の変避

イ．遺伝の規則性
生物の多様性

~移り変わる地球
ア．地球の形とその内部
イ．地球の変動
ウ．地球の雁史と生物

５年 波・力学

ア．波

イ．運動とエネルギー
ウ．いろいろなエネルギー

物質の種類と性質

ア.化学反応

物質の構造
ア.物質の櫛造

物質の樋類と性質
ア.無機物質
イ.物質の髄類と性質に間する探究
活動

生命の連続性

ア．細胞
イ．生殖と総生

環境と生物の反応
ア．環境と動物のbU〔応
イ．環境と植物の反応

地球⑪綱IDピ

ア．地球の概観
イ．地球内部の活動
ウ．地鰯と地質時代

課題研究

６年 ･趣気・原-Ｆ

ア． 熱

イ．電気と磁気
ウ．原子と原子核

課題研究

物質の種類と性質

ア.有機化合物
化学平衡
生活と物質
ア.天然物質
イ.合成物質
ウ.生活と物質に閲する探究活動

課題研究
ア.特定の化学的嚇象に側寸-ろ探究
活動

イ.化学の歴史的喪験例の研究

生物現象と物質

ア．タンパク質と生物体の機能
イ．遺伝情報とその発現

生物の築岡
ア．個体群の榊造と維持
イ．生物群鱒と生態系

課題研究

大気・海洋と宇宙

ア．大気と海洋

イ．宇宙0〕栂成



２本枝カリキュラムの特色

２－１理科のＴＴについて

（１）ティームティーチングの教育的意義と形態

「ＴＴとは授業組織の一つの様式で、教職員を彼らに割り当てられた児童生徒を含み、二人ないし

はそれ以上の教員が協力して、同じ生徒グループの授業全体、またその主要部分について責任を持つ

ものである｡」とＪＴ､シャプリンは定義している。

これまでは一人の教員が－つの学級集団に対し、同一の教材を使い、一定の速度で、一斉に指導し

ていた。しかしこれからは児童生徒の能力や適正に応じた指導や個人の能力差へ対応した授業を行う

必要性が生じてくるであろう。これらは複数教員による協力的な指導によって克服していくことが考

えられる。このとき、授業案の作成や教材研究など指導の実践場面を除く授業前後における協力等を

含め、授業の計画、実施、評価のすべてにおいて、協力的な指導体制を組むことが指導を有効にする

と思われる。

ＴＴを「個に応じた学習指導のための複数教員による弾力的で協力的な指導組織」と位置づけた場

合、教員の持ち味や専門性などを組織にいかし、より効果的な指導を行うことができるであろう．ま

た生徒の立場でいえば、学習手段の規模を固定せず、個に応じた学習、個を生かした学習が行われ、

適切な指導を受ける場面が増えると考えられる。

ＴＴが行われる代表的な場面として「今後の教職員配腫の在り方について－個に応じた多様な教育

の展開のために_」の最終答申「付記」に次のようなことが書かれている。

①同一学級で習熟の程度等に応じた学習を行うため、複数の教員が協力して指導を行うもの。（一

斉授業の中で、適宜、個別指導やグループ指導を行い、すべての生徒に共通の目標に到達させる

よう工夫する。主導教員に補助教員が協力する形式など）

②同一学級内で興味関心などに応じて学習課題の選択を生かすため、複数の教員が協力して指導

を行うもの。

③習熟の程度に応じて学級の枠を越えて学習集団を編成し、複数の教員が協力して指導を行うも

の。

④興味関心等に応じて学級の枠を越えて学習集団を編成し、複数の教員が協力して指導を行うも

の（２クラス３展開など）

⑤観察・実験及び野外活動などの体験的な学習において、授業の過程で弾力的な学習集団を編成

し、複数の教員が協力して指導を行うもの。

⑥中学校において生徒の個性の多様化に適切に対応するため、選択履修の幅を拡大し、多様な教

科、コースを設けて指導を行うもの。

複数で指導する場合の留意点として、計画、準備、直接指導、後かたづけ、評価、これらを教員同

士が対等の立場で関わっていく必要があるということになろう。指導計画など、今まで以上にしっか

りと話し合っておかなければ、生徒に混乱をきたすことがありえるからである。しかし、この場合、

教員個々の教育観や教材観など越えるべき壁があり敬遠されがちのようで①のような実施形態で行わ

れていることが多い。

本校の理科では、これらのことをふまえて、同一学級で習熟の程度等に応じた学習を行うために補

助教員と協力して指導を行うものとは別に、ＴＴを行う教員が対等の立場に立ち、問題解決能力や自

己学習力などを育成するため、観察・実験・講義において、生徒の興味関心に応じた学習に対応する

ような指導をしていきたいと考えている。実施学年は１年と３年で、１年では週３時間の授業の内２
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時間を、３年では週３時間の授業の内１時間をＴＴの時間に当てたいと考えている。

（２）実験観察におけるＴＴの有効性

平成６年度の学習指導要領では、理科ＩＢにおいて「探究活動」が、また、理科Ⅱにおいて「課題

研究」が従来の「目標」から「学習内容」として扱われるようになった。本校の理科教育では従来か

ら観察・実験を重視してきたが、現学習指導要領下の学習においては、実験・観察のあり方について

さらに検討を重ね、探究活動や課題研究をより充実させてきた。低学年では、生徒実験が年間授業の

５割程度、また演示実験・観察・実習（作業）を含めるとおよそ８割ほど実施しており、また中・高

学年においても５～７割ほどが実験等の時間に当てられている。

低学年では、基礎操作の習得を目指している。操作方法に対する理解力や操作技術には個人差が大

きく、学習の習熟の程度に差が現れる。４０人を－人の教師が教えている状況では、十分、目を行き届

かせられているとは言い難い。一斉授業の中で、適宜、個別指導やグループ指導を行うことにより、

一人一人がしっかりとした技術を身につけ、すべての生徒に共通の目標に到達させられるよう工夫で

きると思われる。また実験の中には、安全に配慮をしなければならないものも多くある。しかし生徒

の危険に対する認識不足、危険を回避する技術力の不足などから突発的な事故が起こりうる。これら

の問題点もＴＴの実施によって、克服できるであろう。

中・高学年では探究活動や課題実験を実施している。それらは、グループごとに、自ら課題を見つ

け、解決方法を探し、仮説を立て検証（実験・観察）していくという方法がとられる。クラス単位の

授業では一人の教師が10班（10種類）の指導にあたっている。これは一斉授業と異なり、それぞれの

班に対して違った実験器具の準備をしたり、アドバイスが必要となってくるため、このように一度に

多くの遜の指導を－人の教師が行うことは非常に困難となっている。しかし個人の興味関心に応じた

活動であるため、実施による効果は大きく、今後も研究活動は多く実施していきたい。また平成15年

度からの高等学校で実施される学習指導要領でも、探究活動や課題研究は重視されており、本校が従

来から実施してきた実験・観察を重視した理科教育は、今後益々発展させるべきものであると考えら

れる。同一学級内で興味関心などに応じて学習課題の選択を生かすため、複数の教員が協力して指導

を行うことにより、これらの研究活動がうまく機能するようにしたいと考えている。

（３）講義におけるＴＴの有効性

問題解決能力の育成を考えると科学的スキルを身につけさせることが大切となるであろう。これは

講義においてＴＴを導入することにより多様な学習形態が考えられ､効果を発揮すると思われる。「問

題発見」あるいは「伝達｣、「建設的な批判」といったスキルの習得のためにグループ討議やロールプ

レーイングを取り入れたり、「観察」「収集」のためには、一つの題材に対し二つ以上の側面から思考

したりする場面を想定したりということなどが考えられる。「仮説の設定」や「計画」「報告ｊについ

ても、学習形態の工夫ができるであろう。また理解力の不足している生徒へＴ寧な指導を取り入れる

こともできると考えている。

次にＴＴの実施を考えている学年での実践案をいくつか示す。
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１年基礎理科ＴＴ授業例１

（１）個別指導の実現

中学校では、それまで小学校で学習してきたものと比べると、内容は高度になり、扱われる事象は

増え、それに伴って扱う実験器具も多様化して、より適切で正確な操作方法を身につける必要性が出

てくる。また、それまでの学習内容を基礎として、発展、応用させていく傾向が強くなるため、小学

校理科と中学校理科のギャップを感じる生徒は少なくない。しかし、中学校、高校段階になると、課

題研究など、生徒自らが計画し研究を行う学習があるが、こういった学習は、基礎力なしでは成立し

得ない。また、実験を行う場合において、実験器具の正しい扱い方など基本的な事項が身に付いてい

ないと、思わぬ事故を招くことがある。このような理由から、特に中学校低学年に対する基礎的、基

本的な内容の指導は不可欠である。

それには、生徒ひとりひとりの能力や特性、学習進度に応じた指導が必要である。基礎的、基本的

事項の指導は、なるべく個別化した小集団で行うことが望ましいが、いつもそうはいかず、一斉学習

をすることの方が多い。その現実の中で、小集団を指導するかたちを実現するための手法としてＴＴ

は有効であろう。

小集団の指導を念頭に置いたＴＴの例として、１つ目は、教師が「主導」と「補助」の役割分担を

する形態が挙げられる。教師が教埴に立って全体説明をする間、残りの教師が机間巡視によって、生

徒の理解を確かめ、個別に指導助言するといったやり方などが考えられる。２つ目として、教師がそ

れぞれ「主導」となる形態が挙げられる。生徒をいくつかのグループに分け、複数の教師がグループ

ごとの指導を担当するやり方などが考えられる。

いずれにしても、ＴＴは、教師の複数の目で生徒を見ることができるため、－人の教師ではなかな

か気づかない生徒の能力や特性を掘り起こし、ひとりひとりの状況を把握し、それに応じた指導が可

能となってくる。また、教師ひとりあたりの生徒の数が少なくなることにより、生徒に対して十分で

適切な指導を行うことが可能となってくる。

本授業では、教師それぞれが「主導」として授業展開していく形態をとる。クラスを２つのグルー

プに分け、二人の教師がグループそれぞれを指導する。そして、最後に全体で話し合わせて、学習内

容を共有させる。

（２）実験の基礎技能習得の必要性

理科では実験を行う。実験の中で、生徒は自然を見つめ、その中から法則を見いだし、確かめ、理

解していく。従って、実験は理科の重要な学習活動である。実験を行うには、正しい実験器具の扱い

方、実験データの扱い方、実験に対する態度等が求められる。それらは、実験を安全に行い、学習効

果をあげるためにも必要な基礎技能である。しかし、これら実験に対する基礎技能は、生徒によって

習熟度に大きな差があることが多い。従って、基礎技能の徹底には、生徒の習熟度に応じた個別指導

が重要になってくる。この意味から、実験の基礎技能の習得を徹底させるためにＴＴを用いることが

有効であると考えた。

本授業では、てんびんの正しい扱い方を生徒に定着させることを目的としている。これにより、生

徒は、物質の正確な質量を求めることができるようになり、また、正確な質量分の物質を測りとるこ

とができるようになる。さらに、その後の学習内容である、質堂と重さの違いなどについての深い考

察ができるようになることが期待される。
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学習指導案

学級

指導者

１年Ａ組４０名

教師Ａ

教師Ｂ

１．単元名水溶液の性質

２．単元の目標いろいろな物質を水に溶かし水溶液の性質を調べる。

３．指導について

理科において、生徒に自然の法則を学ばせるには、実験観察を通じて行われることが多い。また、

実験観察には、時として危険を伴う場合がある．この意味から、生徒が実験の基礎技能を習得するこ

とは、今後の学習効果をあげるためにも、安全に実験を行わせるにも重要である。

しかしながら、中学校１年では、生徒によってこの基礎技能の習熟度の差が大きいことが多い。今

後の学習を効果的にし、実験を安全に行わせるためにも、この１年生の時期に実験の基礎技能の確実

な定着を図ることが大切である｡生徒ごとに習熟度の差が大きいことから､生徒ひとりひとりの能力、

特性等をしっかりと把握し､個別指導しなければならない｡この意味から､個別指導に適したＴＴは、

基礎技能の確実な習得を可能にするものと期待される。

本時では、上Ⅲてんびんの基礎技能を習得させることを目標とする。上Ⅲてんびんは小学校理科に

おいても扱われるが､本時では取り扱う注意事項に理由をつけるなど､より深く指導することにより、

一層の基礎技能の定着を図る。上Ⅲてんびんで物質の質戯を測るには、次の手順をとる。

①水平な台の上に極いた上Ⅲてんびんの針が均等に振れるように調節する。

②測りたい物質を右利きなら左の皿に載せる。（左利きならば右の皿に載せる）

③質量の大きい分銅から順にピンセットではさんで、②と反対の皿に載せていく。

④上皿てんびんの針が均等に振れるように、分銅の種類をかえていく。

⑤針が均等に振れるようになったときの分銅の質蛍を求める。

⑤で求めた質量が、物質の質鑓である。測りたい物質が粉状など皿を汚す可能性があるときは、薬

包紙を用いなければならない｡この場合は､物質を皿にiiifせる前に左右の皿の上に同じ薬包紙を置き、

その上に物質や分銅を戦せて測定する。

物質の質量を正しく測ったり、必要な質量の物質を測りとったりするには、それぞれの項目をきち

んと押さえ、さらに細やかな注意事項を守らなければならない。従って、これらの基礎技能を確実に

定着させるには、個別指導を中心とした十分な指導と十分な時間が必要である。

本授業では、スライム作りを題材に生徒をグループに分け、それぞれのグループに教師がつき、指

導するという形態のＴＴを行う。

４．指導計画

①物質が水にとけるようす。・・・・・・・１時間

②－定量の水にとける物質の蚤・・・・・・５時間（１時間目本時）

③水溶液の濃さの表し方６．．．．．．．．１時間

５．本時の目標

スライム作りを通して、上Ⅱてんびんの正しい扱い方を身につけさせる。
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指導課程

＜スライムの作り方＞

原材料；洗濯用のり（ポリビニールアルコール（ＰＭＡ）配合のもの)、食紅、ほう砂、水

作り方；同体讃の洗協のりと水を混ぜたものの中に、食紅を入れて着色する。ほう砂を少敬の水で溶

き、着色した混合物の中に少しずつ入れながらかき混ぜると、スライムができる。ほう砂の

量が多いとスライムはかたくなる。

1２１ 

学習内容 指導内容

導入

・スライムの粘性と洗溌のりの壁の関係を

調べるグループと、スライムの粘性とほ

う砂の量の関係を調べるグループに分か

れる ｡ 

教師Ａ、教師Ｂ（全体）

･粘性の異なるスライムをいくつか見せ、スライムの

粘性は何と関係するのかを考えさせる。

･生徒をスライムの粘性と洗濯のりのiH;を調べるグル

－プと、スライムの粘性とほう砂のftの関係を調べ

るグループに分ける。

腰

○スライムの作り方の説明

･スライムをつくるには、ほう砂の質量を

測らなければならないことを知る。

○上皿てんびんを扱う。

.上皿てんびんを使う前の調節のしかたを

身につける。

･消しゴムなどの質逓をii1llることを通して、

上皿てんびんの基本的な扱い方などを身

につける。

･スライム作りに必要なほう砂の質量を測

ることを通して、粉状の物質の質量を上

皿てんびんでiilllるやり方を身につける。

･薬さじの使い方を身につける。

Ｏスライムをつくる。

教師Ａ、教師Ｂ（グループごと）

･スライムの作り方を説明する。

教師Ａ、教師Ｂ（グループごと）

．上mlてんびんのしくみと使い方を説明する。

教師Ａ、教師Ｂ（グループごと）

物質の質錐を測る方法の説明する

･分銅の扱い方を指導する。

･質趣の大きい分銅から１１個に皿にilitせることを指導す

る ｡ 

･針が均等に振れたときの分銅の質iii§から、物質の質

通を求めさせる。

教師Ａ、教師Ｂ（グループごと）

･ほう砂の取り扱いを説明する。

･必要な質還の物質を測りとる方法を説明する。

･薬包紙の使い方を指導する。

･薬さじの使い方を指導する。

･薬包紙を用いた測定の仕方を指導する。

まとめ
．上皿てんびんを正しく片づけることがで

きる。

・クラス全体でスライムのかたさについて

話し合う。

教師Ａ、教師Ｂ（全体）

･分銅やピンセットを容器に入れさせる。

・２枚の皿を上Ⅲてんびんの片うでに極くように指導

する ｡ 



１年基礎理科ＴＴ授業例２

生物・地学分野の学習において、ルーペや実体顕微鏡の活用は大きな意味を持つ。普通の光学顕微

鏡で見る世界は肉眼で見る世界から大きくかけ離れているが、ルーペや実体顕微鏡で見る世界は肉眼

で見る世界の延長上にあり、しかも肉眼では見えないところまで見せてくれる。昆虫や砂粒を実体顕

微鏡で初めて見たときの驚きと感動は一生忘れることがない。ところが、普通の一斉授業ではルーペ

や実体顕微鏡の使用方法について徹底した指導をするのが難しいので、生徒は誤った使い方をして、

自然の物を拡大してみたときの驚きと感動を味わうことなく、自然に対する興味も失ってしまうこと

がある。高学年の授業でも、実体顕微鏡を片目で見ていたりする。このような生徒が多くいるとき、

－人の教師の指導では、生徒全員に正しい見方を指導するのは難しい。１年次において、ＴＴ授業に

よりルーペや実体顕微鏡の使用方法について徹底した指導をすることは、理科好きの生徒を育成する

と共に、後の学年の観察の授業に大いに役立つものと考える。

この授業例では、ＴＴで授業を行う理由が２つある。その１つは、始めに述べたルーペや実体顕微

鏡の正しい使用方法について徹底した指導を行うことである。ルーペと実体顕微鏡の正しい使用方法

とは次の通りである。

［ルーペ］

①ルーペを片方の目に接するぐらいに近づける。

②観察する物を手に持ってルーペに近づけていき、ピントを合わす。

たったこれだけのことであるが、ルーペが目から離れていても、視野が狭くなるだけで、一応拡大

して見えるので、生徒は正しい使い方をなかなかしない。

［実体顕微鏡］

①観察する物を置いて、鏡筒を上げていき、だいたいピントが合うところで、鏡筒の位置を固定

する。

②接眼レンズの幅を観察者の目の幅に合わせる。

③微調整のネジでピントを合わせる。

④２つの接眼レンズを通して観察物を見て、立体視する。

これは実体顕微鏡を使うのが初めての生徒にとっては、かなり難しいことである。まず、①ができ

ないと、ピントの微調整のネジをいくら回しても何も見えない。また、②～④をうまくやらないと、

一応見えていても立体視できない。－人の教師が指導している場合は、片方のレンズだけで見て、観

察できたと思いこんでいる生徒がかなりいるのではないかと思われる。

ＴＴで授業を行うもう１つの理由は、初めて学習する鉱物や岩石の種類を間違いなく識別させるこ

とである。鉱物や岩石は、同じ種類であっても、それぞれ微妙に違う。たとえば、石英は教科書では

主な特徴として「無色か白色、不規則に割れる」と書いてあるが、実際の砂粒の中の石英はガラスの

ように透明なものもあればやや茶色がかったもの、白色といっても長石とは違う白色のものなどいろ

いろある。しかし、石英には長石とは違う石英の特徴がいろいろあって、それらの特徴をつかんで総

合的に判断し、この鉱物は石英であると識別するわけである。したがって、初めて石英を学習すると

きは、石英らしき鉱物を見つけだして、よくわかった教師にそれが本当に石英かどうか判定してもら

う必要がある。生徒は微妙に違ういろいろな石英を観察することによって、石英とはこういう鉱物だ

というのがわかる。ところが－人の教師の授業では、生徒全員に目を届かせることが難しいので、ガ

ラスのかけらや長石を石英として観察してしまうようなことが起こる。２人の教師が指導することに

よって、そのような間違いをなくしたい。
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学習指導案

学級

指導者

１年Ａ組４０名

教師Ａ

教師Ｂ

1．単元名火山と火成岩

２．単元の目標

・火山の形、活動の様子及びその噴出物を調べ、それらと地下のマグマの性質とを関連付けてとら
える。

・火成岩を観察することによって、身近な岩石や鉱物に興味をもち、固体地球を櫛成している岩石

が鉱物でできていることを認職する。

・火山岩と深成岩の組織の違いから、それらの成因の違いを考える。

３．指導について

この単元で、生徒は小学校を出てから初めて身近な岩石や鉱物について学習する。実物の岩石や鉱

物に実際に触れさせて観察させることにより、大地（固体地球）を構成している岩石や鉱物に興味を

もたせたい。

このＴＴ授業の２人の教師による指導の形態は２つある。１つは、１人の教師が前に立ち、全体に

説明しているときに、もう１人の教師が机の間をまわって個別指導する形態である。もう１つは、生

徒が観察しているときに、２人の教師が机の間をまわってそれぞれ個別指導をする形態である。いず

れの指導形態でも、教師は個々の生徒の能力に応じたきめの細かい個別指導を行う。

４．指導計画

①火山の噴火の様子と火山の形…………･….｡……１時間

②火山噴出物の観察…………….….………………･１時間（ＴＴ授業）

③マグマと火山の噴火………………………………１時間

④火成岩をつくる鉱物の観察………………………１時間（ＴＴ授業、本時）

・ルーペによる花崗岩の観察

・実体顕微鏡による花崗岩を砕いてつくった砂、河原の砂、雲仙岳の火山灰の観察

⑤花崗岩と安山岩のつくりの観察…………………１時間（ＴＴ授業）

⑥いろいろな火成岩の観察………..………………･１時間（ＴＴ授業）

⑦火山岩と深成岩のでき方を綱ぺるモデル実験…１時間（ＴＴ授業）

③マグマの活動･…･･…………………………………１時間

５．本時の目標

花崗岩､河原の砂､火山灰をルーペ、実体顕微鏡で観察することにより、鉱物や岩石に関心をもち、

岩石や砂が鉱物からできていることを知る。４種類の鉱物の特徴を調べ、それらを職別する。また、

ルーペや実体顕微鏡の正しい使用方法を習得する。

123 



124 

学習内容 指導内容

導入

･花崗岩はマグマが固まってできた岩石であ

ることを知る。

･ルーペで花崗岩を観察し、花崗岩が何種類

の粒からできているか調べる。

･花崗岩をつくっている粒（鉱物）には、石

英、長石（２種類)、黒雲母の４種類があ

ることを知る。

･鉱物標本の水晶（石英)、長石、黒雲母と

花崗岩中のそれぞれの鉱物を比べる。

教師Ａ（教壇で説明）

･花崗岩は溶岩とは似ていないがマグマが固まってでき

た岩石であることを説明する。

･ルーペの使用方法を説明する。

･花崗岩が{可種類の粒でできているか調べさせる。

･花崗岩をつくる鉱物について説明する。

･鉱物にはきれいな形のものそうでないものがあること

を説明する。

教師Ｂ（机間をまわり個別指導）

･ルーペの使い方を指導する。

･どの粒が何という鉱物か教える。

展開

･花崗岩を砕いてつくった粒を実体顕微鏡で

観察し、石英、長石、黒雲母の粒を選び出

す◎ 

･観察したそれぞれの鉱物の特徴をノートに

記録する。

･片麻岩が風化してできた河原の砂を実体顕

微鏡で観察し、石英、長石、黒雲母の粒を

選び出す。

･花崗岩をつくっている鉱物と比較し、それ

ぞれの鉱物の特徴をノートに記録する。

･雲仙岳の火山灰を観察し、黒い鉱物はすべ

て黒雲母かどうか調べる。また、他にどの

ような鉱物が含まれているか調べる。

･火山灰から石英、長石、黒雲母、角閃石を

選び出し、それぞれの特徴をノートに記録

する ｡ 

教師Ａ（教壇での説明と個別指導）

･実体顕微鏡の使い方を説明し、鉱物をそれぞれ選び出

し、選び出した鉱物の特徴をノートに記録するように

指示する。

･指示した後は机間をまわり、個別指導をする。

教師Ｂ（机間をまわり個別指導）

･生徒が実体顕微鏡で立体視できるよう、その正しい使

い方を指導する。

･生徒が選び出した鉱物を点検し、間違っている場合は

指導する。

･何かわからない鉱物が出てきたときは、種類が判定で

きるよう指導する。

教師Ａ（教壇での説明と個別指導）

･雲仙岳の火山灰を観察させ、黒い鉱物の中に黒雲母と

は違う鉱物（角閃石）があることに気づかせる。

･黒雲母と角閃石の違いを説明させる。

･火山灰に他にどのような鉱物が含まれているか調べさ

せる ｡ 

教師Ｂ（机間をまわり個別指導）

･角閃石と黒雲母、石英と長石を間違って選んでいない

か点検する。

まとめ

･岩石と鉱物の違いを考える。

･花崗岩をつくっている鉱物の名前と、その

特徴をノートに書く。

･雲仙岳の火山灰に含まれている鉱物の名前

とその特徴をノートに響く。

教師Ａ（教適で説明）

･鉱物と岩石の違いを説明させる。

･石英と長石、黒雲母と角閃石の見分け方について考え

させ､それぞれの鉱物の特徴をノートにまとめさせる。

教師Ｂ（机間をまわり個別指導）

･生徒のノートを点検する。

６指導過程



3年総合理科ＴＴ授業例

単元名「水溶液とイオン」

３年の化学分野では、物理分野「エネルギーの変換」の中で「電流の利用」を学習することに関連

させ、簡単な「電気分解」や「化学電池」を取り上げることにしている。そうすることで、科目間の

連携もとれ、より理科を総合的に捕らえられる.この単元において、新学習指導要領ではイオンを扱

わないこととなっているが、イオンの存在、イオンの動き、イオン間の電子のやり取りを考慮した方

が生徒のより深い理解が期待でき、また１．２年で身の回りにある物質との触れ合いから得た「原子・

分子の概念」のさらなる確立にも効果的であると考え、イオンを扱うことにしている。

上記のことを考慮し、この単元に「電池」という大きなテーマをかかげて授業展開する計画を立て

てみた。この一連の授業を通して、日常生活の中では電気を利用する立場である生徒に、自ら電池を

作り、電気を生み出せた時の感励を味わわせたい。また、普段、何気なく使用している「電池」を化

学的アプローチすることにより、ブラックボックス化してしまっている電気機器をより身近なものに

感じてもらいたい。このようなねらいから、多くの生徒実験も授業の中に組み込んで計画した。

そこで、単元目標を次のように設定し、より具体的な授業の進行を検討した結果、次ページに示す

表のような流れになった。

単元目標

・電解質水溶液と異なる２種の金属電極から電流を取り出せる率を知り、これが電池のしくみである

事を認織する。

・電池は電解質溶液と電極の境目での化学反応である事を理解し、その反応を化学的に説明できる。

・乾電池を分解する作業を通して、身の回りにある電池は、自ら実験で組み立てた化学電池が基礎と

なり、それを工業的応用し作られたものである事を認識する。

この流れの中で、最も生徒が理解に苦しみ、つまずきやすいのはイオンであると思われる。イオン

の概念は、原子・分子と同様、生徒にはなかなか想像し難く、その上、イオン式やイオン反応式の表

し方に細かな注意事項が多いためだ。そこで、ＴＴ体制をとり、より丁寧な個別指導をすることで、

生徒の定着度が上がると考えている（展開２前半部)。

本校では、中学年の「生徒の興味・関心に応じた自主的な学習活動」を重視している。この単元で

も、いろんな現象を観察する等、学習を進める中で湧き出て来る、生徒の自由な発想を尊重したい。

そこで､個々の興味・関心別に活動を行う際､複数の教師が指導･助言に当たる方が効果的であろう。

この考えから、ＴＴ体制を取り入れることにした。ＴＴは、先に述べられたようにいくつかの形態が

挙げられるが、その中でも、同じ興味・関心を持った生徒のみで構成したグループに分け、別の教室

で、それぞれが独自の授業を展開する（展開１，展開２後半部）形態を採用している。同じ興味・関

心を持つ生徒が集まることになるので、教室の雰囲気が１つになり、生徒間で興味の高め合いが期待

され、より充実した活勘ができるであろう。

また、生徒の活動の幅を制限することなく、臨機応変に対応し、授業を展開させられるので、より

理解を深めさせることが期待できる。
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表単元「水溶液とイオン」における授業の流れ

表に示すような授業展開の中で、最も生徒が自主的に活動できるのは展開１であると考えられる。

そこで、展開１前半の授業を具体的に考えてみた。以下に２つの指導案を提示しているが、「電極グル

ープ」を担当する教師Ａが学習指導案１，「溶液グループ」の教師Ｂが学習指導案２で授業を行うとす

る。

126 

時間数 学習内容 ＴＴの体制

導入 １ 

生徒実験１（実験１とする）：塩酸の入ったビーカーに、亜鉛板と

銅板の２つの電極を入れて、導線でつなぎ、電圧計やプロペラを便

って電流が流れる事を確認する。

・溶液を換えたらどうなるだろう。

・電極の組み合わせを換えたらどうなるだろう。

教師Ａ；主導

教師Ｂ；実験補助

展開１ ２ 

生徒実験２（班別）：興味・関心から「電極グループ」と「溶液グ

ループ｣の２つに分け、実験１の実験装画を応用させて実験を行う。

｢電極グループ」・・実験１の実験装腫で、金属板の組み合わせの

みを換えて実験を行う。

｢溶液グループ」・・実験１の実験装憧で、溶液のみを換えて実験

を行う ロ

電極グループ;教師Ａ

溶液グループ;教師Ｂ

まとめ １ 

｢電極グループ」「溶液グループ」の実験内容、結果を報告し、情

報提供し合う。

・電極の組み合わせにより、電流の流れる方向が変化する。

・電流が流れる溶液と流れない溶液とがある。

教師Ａ、教師Ｂ；主導

展開２ ４ 

生徒実験３：うすい塩酸、塩化銅水溶液の電気分解

溶液中の変化、電極上での変化から化学反応が起こっている事を理

解する。

・得られた気体、固体の同定

・イオンの存在

・イオン反応式で変化の様子を表現

・イオン化傾向

｢電極グループ」「溶液グループ」に分かれ、実験２の結果を化学

的に説明する。

実験中

教師Ａ；主導

教師Ｂ；実験補助

識義中

教師Ａ;教遡での説明

および個別指導

教師Ｂ；個別指導

電極グループ;教師Ａ

溶液グループ;教師Ｂ

まとめ １ 

｢電極グループ」「溶液グループ」の実験２の結果について考えた

化学的説明を報告し合う。

･お互いの実験結果について理解を深める。

教師Ａ、教師Ｂ；主導

展開３ ２ 

生徒実験４：使用済み乾電池の分解

・乾電池の柵造を知る。

・生徒実験１の実験装圏が基本になっている。

生徒実験５：オリジナル電池を作る。

・乾電池やボルタ電池に一工夫加えて

・果物電池

まとめ １ 

水溶液とイオンの単元のまとめ

・オリジナル電池の発表会をする。

・単元を振り返り、理解する。

教師Ａ、教師Ｂ；主導



学習指導案１

学級３年Ｂ組電極グループ（20名）

指導者教師Ａ

１．本時の目標

・化学電池の２種の電極の組み合わせにより、電流の流れる向きが変わる事を体験的に知る。

・電極に同じ金属を用いると、電池にならない事を認識する。

・正極になりやすい金属と負極になりやすい金属がある事を理解する。

２．指導過程
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学習内容 指導内容

導入

前時に行った内容を復習する。

･実験１の実験装極

･実験１を行って気づいたこと（発表内

容の確認）

･電極の金属板を換えるとどうなるだろ

つ ｡ 

･班分けしておく（２ ３人で１班)。

･実験１の実験装置や、発表内容を黒板に響いてお

くことで、前時の内容を思い出しやすくする。

･本時では、化学電池の電極を換えて実験していく

事を砿認する。

･他方のグループ「溶液グループ」の生徒に、今回

行う実験内容､結果を報告する時間を設ける事を

伝える。

展開

実験１の実験装置を使って、電極のみを換

えてみる。

銅と鉄、銅とニッケル、亜鉛と鉛、

銅と鉛、鉄と亜鉛、ニッケルと亜鉛等

･電流は流れるか

･金属の組み合わせによる電流の向き

･溶液や、正極、負極の変化

どの金属が負極になりやすいか並べかえ

る。

･班ごとで

亜鉛・ニッケル･銅、鉄･鉛･銅等

・グループ全体で

亜鉛・鉄・ニッケル・鉛・銅

･実験１でつかった実験装極を用いる事を確認す

る ０ 

･班ごとに電極を選んで実験させる。

･検流計を使って、電流が流れるかどうかだけでな

<電流の向きも調べさせる。

･検流計の使い方を確認させる。

・ビーカー内の変化についても観察させる。

.最も負極になりやすい金属から１１項に並べさせる。

(→イオン化列）

･班ごとに並べかえた結果を発表し合う。

･班の報告結果から、グループ全体で１つのイオン

化列を作る。

まとめ
本時の実験内容を振り返り、理解する。

次回の学習内容を把握する。

本時の実験内容を振り返り、理解する。

次回は､今回の実験及び実験結果を｢電極グループ」

に報告する準備をする事を伝える。



学習指導案２

学級３年Ｂ組溶液グループ（20名）

指導者教師Ｂ

１．本時の目標

・化学電池の水溶液を換えると、電池になるものとならないものがある事を体験的に知る。

・水溶液には、電気を通すものと通さないものがあることがわかる。

・電解質は水溶液にすると電気を通すが、そのものは電気を通さない事を理解する。

２．指導過程
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学習内容 指導内容

導入

前時に行った内容を復習する。

･実験１の実験装極

･実験１を行って気づいたこと（発表

内容の確認）

･塩酸以外の溶液を使ったらどうなる

だろう ｡ 

･班分けしておく（２ ３人で１班)。

･実験１の実験装置や、発表内容を黒板に響いておく

ことで、前時の内容を思い出しやすくする。

･本時では、化学電池の溶液を換えて実験していく事

を確認する。

･他方のグループ「電極グループ」の生徒に、今回行

う実験内容､結果を報告する時間を設ける事を伝え

る。

展開

実験１の実験装腫を使って、溶液のみを

換えてみる。

水酸化ナトリウム水溶液、うすい硫

酸、うすい酢酸、蒸留水、果物、醤油、

砂糖水、みりん等

･電流は流れるか

･溶液や正極、負極の変化

実験結果から、溶液を電流が流れるもの

と流れないものに分類する。

,電流が流れるもの

塩酸、水酸化ナトリウム水溶液、 つ

すい硫酸、うすい酢酸､果物、醤油、

みりん

･電流が流れないもの

酢酸、蒸留水、砂糖水

電流が流れる溶液に含まれる溶質を「電

解質｣、電流が流れない溶液に含まれる

溶質を「非電解質」という。

･実験１で使った実験装置を用いる鞭を砿認する。

･班ごとに溶液を選んで実験させる。

･薬品だけでなく、日常にある水溶液についても調べ

させる。

･水酸化ナトリウム水溶液などの危険な薬品を使う時

は、特に保護眼鏡の着用を徹底させる。

・ビーカー内の変化についても観察させる。

･全ての溶液が「電流が流れるもの」「電流が流れな

いもの｣の２グループに分類できることを気づかせ

る｡ 

･蒸留水に電流が流れないことから、溶液中に溶け込

んでいる溶質に着目させる。

．うすい酢酸には電流が流れるが、酢酸の原液は電流

が流れないことを確認させる。

･溶質そのものは電流が流れないことを確認させる。

まとめ
本時の実験内容を振り返り、理解する。

次回の学習内容を把握する。

本時の実験内容を振り返り、理解する。

次回は、今回の実験及び実験結果を「電極グループ」

に報告する準備をする事を伝える。



３年総合理科ＴＴ授業例２

「光合成」については、中学学習指導要領では１年生で取り扱うことになっているが、本校では、

３年生の学習内容である「生態系」の中に組み込み、生産者・消費者・分解者のなかのく生産者の働

き＞として「光合成」を取り上げている。

高校学習指導要領では、「光合成」は、生物Ｉの「植物の生活と環境」や生物Ⅱの「同化と異化」で

も取り扱われる。特に、生物Ⅱの中での、この分野は生徒が苦手と感じやすい生化学の内容である。

前期課程においては、光合成に関する基礎知識を習得させるだけでなく、広く理科的な知職全般を応

用して、生徒自らが主体的に実験計画を立て、実験を行うことで、一つの現象を意欲的に理解しよう

とする態度を養わせたいと思っている。このことが、後期課程の学習においても、難しい内容を敬遠

するのではなく、意欲的に理解しようとする素地を形成するものと考える。

一方、前期課程の段階で、生徒自らが実験を計画して実施するためには、４０人の生徒を１人の教師

が指導する授業形態では､指導が十分に行えない｡また､実験では薬品や火気を使用することも多く、

危険を伴う。そこでティームテイーチングをこの分野に取り入れることが大変有効であると考える。

よってティームティーチングを取り入れた本単元の目標として《『｢光合成」についての基礎知識を定

蒜させた上で、次に興味関心に応じて理科１分野の学習内容である光の性質についても発展的に取り

入れることによって、１分野、２分野の壁を越え個々に学んできた知識を統合し、「光合成」について

総合的に詳しく学ばせること」そして、『｢光合成」について、自らの興味関心をもとに学習すること

で、より深く学習しようという発展的な意欲を高め、後期牒程での学習にスムーズに入っていける素

地を築かせること』の以上二つとした。

具体的な授業展開としては、「光合成」の単元に８時間使うことを前提にし、【導入】、【展開】、【ま

とめ】の大きく３つに分けて授業を進めていく形を設定した(授業展開例参照)。

【導入】「光合成」の基礎知織を、実験・観察を通して定瀞させることを目的としている。２人の教

師が１つのクラスに入ることにより、それぞれの実験・観察において、生徒一人ひとりに

目を行き届かせることができよう。その結果、４０人の生徒実験を１人の教師が担当するよ

りも、各人の光合成に関する基礎知識定着度が上がることが期待される。

【展開】生徒の興味関心を重視した指導をすることにより、学習意欲を高め、より深く学習させる

ことを目的としている。クラスを生徒の興味関心に応じて２つに分けることにより生徒一

人ひとりの興味関心にできるだけ対応したいと考えた。また理科２分野の内容にかかわら

ず、さまざまな視点から「光合成」について調べることにより知識を応用する力が身に付

くことが期待される。

【まとめ】２つのグループがそれぞれ学んだ知識を発表し、質疑応答をすることにより、光合成につ

いて、より深く学ぶ機会としたい。このことは、５，６年生の生物で取り扱う「光合成」

についての学習をスムーズにする上からも効果的であると思われる。また、自ら考え、学

んだ知識を発表することにより、他者に自分の考え・意見を明確に伝えるプレゼンテーシ

ョン能力の育成と、質疑応答をすることにより、客観的に物事を見、評価･批判するディス

カッション能力の育成も期待される。
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授業展開例

…
 

総時間数８時間の授業展開例を考えたが､この中の【展開】の第１時限の授業指導案を次に示したい。

学習指導案

学級

指導者

３年Ａ組４０名

教師Ａ

教師Ｂ

1．単元名「光合成」

２．単元の目標

食物連鎖の基盤の生産者である緑色植物の光合成について、実験観察を通して基礎知識を確実に

身に付ける。また、自ら実験をし、その結果を考察することにより、科学の方法を習得するととも

に、科学的な思考力を養う。

３．本時の目標

光合成には光が必要であることを取り上げ、光といってもどのような光が必要なのか生徒に考え

させ、実験計画をたてさせる。

1３０ 

時間数 学習内容 ＴＴの体制

導入 ３ 

緑色植物が行う「光合成」について学ぶ

･光合成によって葉で「でんぷん」がつくられる

･光合成では「二酸化炭素」が吸収され「酸素」が放出される

･光合成には「光」が必要である

･光合成は細胞の中の「葉緑体」で行われる

以上４点についての確認実験を行う

実験結果をもとに｢光合成｣について再認識する

教師Ａ；主導

(教壇の前で講義

･実験説明）

教師Ｂ；実験補助

(実験準備・生徒

への実験指導）

展開 ３ 

光合成にかかわる「光」について「光の色」や「光の強さ」が、どんなか

かわりをもつかを考えさせる。それをもとに、興味関心に応じてクラスを２

つに分ける。

Ｉ Ⅱ 

光合成と「光の色」との関係につい
て詳し<調べる

･光のスペクトルについて学ぶ(講

義）

･光合成に必要な光の色について

調べる（実験）

･光合成には緑色光はあまり利用

されていないことを知る（まと

め・発表地備）

光合成と「光の強さ」との関係につい
て静しく調べる

･環境による光の強さの違いや明る

さについて学ぶ(講義）

･光合成に必要な光の強さについて

調べる（実験）

･光合成は光の強さに大きく左右さ

れることを知る（まとめ・発表準

傭）

教師Ａ、Ｂ；それ

ぞれの担当内容に

関わる話を生徒に

する

Ｉ→教師Ａ担当

Ⅱ→教師Ｂ担当

まとめ ２ 

ひとつのクラスに戻り、クラス全体としてのまとめを行うＩ、Ⅱの実験

結果をそれぞれ発表報告し合う質疑応答、ディスカッション

(生物Ｉ、Ⅱの「光合成」に関する学習に繋げる）

教師Ａ、Ｂ；司会



4．指導過程

（*）ペットボトルを用いた実験方法

１．５リットルペットボトルに植物（オオカナダモ、ヨモギ、キョウチクトウなど、約40グラム）を入

れ、炭酸水素ナトリウム６グラムが溶け込んだ水を満たし、容器内の全ての気泡を外へ追い出してか

ら蓋をする。このペットボトルに光をあてて１～２時間放極し、その後、容器内にできた気体の量を

測定する。またその気体が酸素であることを確かめ、気体の鑓から光合成の量を推測する。

1３１ 

学習内容 指導内容

導入

･光合成には光が必要であることを復習す

る

･光合成に必要な｢光」とはどのような｢光」

なのか考える

.「光の色」と「光の強さ｣の二つに｢光｣を

分け、どちらについて調べるか分かれる

(教師両者とも教塊で説明）

教師Ａ：虹を例に光には様々な色が含まれているこ

とに気づかせる

教師Ｂ：教室の中の明るさ、よく晴れた日の太陽の

光の明るさの違いに気づかせる

教師Ａは「光の色」担当とし、教師Ｂは｢光の強さ」

担当としてそれぞれ教室の前後に分かれる

展開

Ｉ（｢光の色｣グループ;教室の前方に集合）

･光のスペクトルについて学ぶ

･光合成に必要な光は、光の色に影響され

ているのか考える

(実験班に分かれる）

･光合成と光の色について調べる実験計画

をたてる

Ⅱ（｢光の強さ｣グループ；教室の後方に集

合）

･光の明るさと堂について学ぶ

･光合成には光の強さはどれくらい必要な

のか考える

(実験班に分かれる）

･光合成と光の強さについて調べる実験計

画をたてる

教師Ａ（教室の前で説明）

･プリズムなどを用い、光には様々な色が含まれて

いることを説明する

･植物が緑色をしていることにも注目させる

･ペットボトルを用いた実験方法*を説明する

･実験計画を立てさせるにあたり、４，５人のグル

－プ（実験班）を作らせる

･ペットボトルを用いた実験を調べたい目的に合う

ように工夫させる。（色つきセロハンをペットボ

トルに巻くなど）

･実験計画のアドバイスを実験班に個々に指導する

教師Ｂ（教室の後で説明）

･照度計などを用いて、実際に光の強さを計測しな

がら説明する。

(光の明るさを強さと置き換え考える）

･緑色植物の生息場所に注目させる

･ペットボトルを用いた実験方法*を説明する

.実験計画を立てさせるにあたり、４，５人のグル

－プ（実験班）を作らせる

･ペットポトルを用いた実験を調べたい目的に合う

ように工夫させる｡(ペットボトルの設置場所を変

えるなど）

･実験計画のアドバイスを実験班に個々に指導する

まとめ
・１，Ⅱそれぞれの実験班ごとに実験計画を

まとめる

・次回実験を行うのに必要なものを準備す

る

教師Ａ：担当グループ内にできた実験班に実験に必

要なものを聞き、まとめさせる

教師Ｂ：担当グループ内にできた実験班に実験に必

要なものを聞き、まとめさせる



２－２科目の総合「総合理科」

本校４年の理科はこれまで全員必修としての「総合理科」４単位をおいてきた。それは次のような

２つの目的で設置された。第１に，前期課程３年間の学習と後期課程５．６年で学習する内容には大

きな差があり，この差を埋めて前期課程から後期課程への学習が抵抗なく進められるようにするため

である。第２に，５．６年では理科は選択であるから４年で学習が終了してしまう科目が生じるため，

一般社会人に必要な最低限の各科目の知識を習得させるためである。この科目の設極により，科学の

探究の基本的な方法が習得でき，５．６年の選択科目への移行がより円滑に行えた。また，文系に進

むのか理系に進むのかという進路選択を前期課程ではなく，後期課程の理科の授業の一部を聴講した

上で選択でき，生徒にとってじっくりと自分の進路を考えることができた。また，環境学・世界学な

どの総合教科へと発展させる基礎的な部分を占め，日常生活における理科の基礎を教える重要性が確

認できた。

以上のような経験も踏まえて新カリキュラムでも総合理科を置くこととした。ただし，今回は３年

と４年の２学年で置くこととした。新カリキュラムでは，１．２年で「基礎理科」を置き実験観察技

能の基礎や，理科の考え方の基本を学習する。３年では各科目ごとの授業の中での総合理科を，４年

では各科目を総合した理科を目指している。教科書は，３年では従来の中学３年生用の教科書と理科

総合Ｂの一部を，４年では理科総合ＡとＢを中心に使用する。

３年で本来４年で学習する内容の一部を行うのは，３年では総合教科「環境学」を学習しており，

理科総合Ｂには「自然のつり合い」や「人間活動と地球環境の変化」が含まれ，環境学と連動して学

習することによって総合理科の基礎となる多面的な視点からのアプローチを習得することができるか

らである。また，新カリでも重要視されている探究活動の基礎力を養わせるために，グループ実験な

どをティームティーチングを生かして自分たちで計画させて実施させる予定である。その際，興味関

心に応じた複数のコースを設け，それらは物理的内容と生物的内容などに分けて行い，最後に融合さ

せるのである。例えば，光合成についてまず基礎実験として光合成には何が必要で何ができるかとい

う生物的な内容で始めて，応用編として光合成に有効な光の色という物理的内容と光合成と光の強さ

という生物的内容で実施し，光合成と光として総合的にまとめるのである。これらは授業の中での理

科の総合である。さらに，３，４年で開講予定のアカデミックガイダンスでは，私たちが日常目にし

たり聞いたりしていることが取りあげられ，それらは現代科学の第一線の研究と関わることも多い。

それらの内容は，日常生活における理科の基礎が理解できていることが前提となるであろうし，総合

的に考察するという視点が喪われている必要がある。そのための基礎となるのが総合理科である。

４年では，エネルギーの考え方と物質の成り立ちおよび生物の生命現象と地球環境などを中心に学

習し，自然を総合的に見る見方や自然を探究する能力と態度を完成させたいと考えている。同時に，

1992年以来実施してきた総合理科をベースに，社会人として最低限の理科的知織も習得させたいと考

えている。また，理科総合Ａと理科総合Ｂを全員必修にしている。それは，次の理由による。まず，

３年で触れられなかった内容を補い，４年で科目を総合した「総合理科」を完成させるためである。

次に，４年まで全員必修にすれば，内容を組み替えたり糟選したりして，「基礎理科」および「総合理

科」に適した独自のカリキュラムを組むことができるからである。さらに，進路選択の点からも理科

総合Ａは物理・化学が中心であり，理科総合Ｂは生物・地学が中心である。いずれかを選択すること

になると前期課程で文系理系の別を考えねばならなくなり，必修にすることによって中学生段階での

早期の進路選択を避けることもできるからである。
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３公開研究会授業について

３－１後期課程理科（物理）

授業担当者：末谷健志

対象：５年物理選択者42名（男子33名女子９名）

題目：単振動

１．公開授業の目標・ねらい

単振動についての学習を通して、物理法則を探究する方法を身につけさせるとともに、単振動につ

いての理解を深めることを授業の目標とした。

昨今、新しい学力観に伴って、生徒が自ら考え、学ぶ力の育成がいわれている。自ら考える習慣を

つけることで、授業に対して、受動的な参加から能動的な参加にすることができる。同時に積極性も

生まれ、授業外においても、自主的に学習することが期待される。また、物理という教科の特性とし

て、事象を覚えただけでは意味はなく、自ら考えていかなければ学習が進まないということがあげら

れる。そこで本時では、特に授業を通して生徒に考えさせるという指導を重視した。そのためには、

十分な時間と適当な発問が重要である｡本授業においては､その点に特に配慮して授業案を作成した。

＜授業の概要＞

ばね振り子の周期Ｔ、おもりの質量、、ばね定数ｋとする。前時では、実験からＴｏｃｒｍの関係

を求めさせた。本時では、この関係を用いて、ＴｏｃＭｒｋの関係の仮説を立てさせ検証させる。

同じばね定数をもつばねを並列につなぎ、ばね定数を１倍、２倍、３倍したものに、おなじ質量の

おもりをそれぞれ１個、２値、３個つり下げる。（下図）この３つのばね振り子の周期は、１つのばね

に１つのおもりが、それぞれ並列につながっているだけであることから、周期はどれも等しい。３つ

のばね振り子の周期がどれも同じということと、前時の学習事項Ｔｏｃｒｍから、周期Ｔとばね定数ｋ

の関係の仮説Tocl/ｒｋを立てさせる。

周期はどれも同じ

２．公開授業に対する研究協議のまとめ

授業者に対する評価として、生徒に考させ、自主的に発言させている点がよかった、という意見が

多かった。しかし授業中に生徒が発言した内容に対する指導者の応対が不十分であったことも指摘さ

れ、反省点となった。

一方、事象に対する生徒の意見や、教師の作業の指示に対して、生徒が素早く応じていた様子に触

れて、生徒が非常に実験慨れしていることが印象的だ、という感想があった。

授業内容に関する意見としては、力学の初期で学習する運動方程式Ｆ＝ｍａを説明するときに、今

回のような授業展開を用いていれば、生徒がもつとスムーズに仮説が立てられたのではないかという

指摘がなされた。それは以下のような内容である。

台車に働く力の大きさＦ、台車の質量、、台車の加速度ａとする。Ｆｏｃａの関係を実験的に求めさ

せる。この関係を用いて、Ｆｏｃｌ/ｍの関係の仮説を立てさせ、検証させる。

①質駈ｍの台車を力Ｆで引っ張ると、加速度はａであった。

②同じ質量の２台の台車を張り合わせ、２ｍとなった台車を２Ｆの力で引っ張る。１台あたりの状
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態は①と同じなので、この台車の加速度はａである。

③同じ質量の３台の台車を張り合わせ、３ｍとなった台車を３Ｆの力で引っ張る。１台あたりの状

態は①と同じなので、この台車の加速度はａである。

①、②、③の加速度は同じということと、前時の学習事項Ｆｏｃａから、力Ｆと質肚ｍの関係の仮説

Focl/ｍを立てさせる。

守旦三二
① ② 

加速度はどれも同じ

③ 

また、後期課程３年間で行う物理実験の多さに関連して、物理の授業時数と授業内容をどう工夫し

ているかとの質問があった。それに対して、本校では２年連続の物理選択を前提とし、物理ＩＢとⅡ

の内容を力学、波動、電磁気、原子の４単元にまとめ、効率よく教えると同時に、補習等で補ってい

ると回答した。また、そういった授業展開に触れて、さらに、中高一貫教育において、そのように学

習内容をまとめて教えている箇所はどこかといった質問がなされた。

指導助言者からは、大学生の学力低下などについての現状が報告された。物理は、数学との結びつ

きが非常に強い学問であるため､物理系の大学生にまず指導することは､基本的な数学の指導である。

大学の新入生は、数学と物理を別物ととらえており、高校と大学の講義とのギャップに苦しむ学生が

多いということであった。そういった現状をふまえ、高校の物理教育は、さらに教科を越えて、特に

数学科とのカリキュラム面での連携が必要ではないかという提言がなされた。

また、高校の教員養成系が大学から無くなったことにより、理科教諭免許状を取得する、特に文系

の学生が、高校、大学を通して、教科専門的な理科を学んでいない現状が報告された。さらに、そう

いった学生が、中学、高校の理科教師になっているということである。そういった教師は、学校現場

で生徒を教えながら、理科を研究、学習していけばよいのかもしれないが、せめて理科を最低限学習

し、思考方法が論理的な人物が理科教師になるべきではないか、といった意見が出された。

３．公開授業に対する自己解価と見学者の評価

自己評価としては、ほぼ目標は達せられたと思われる。また、こちらのねらい通りに授業が展開さ

れ、考察、仮説、検証のプロセスを１時間の中でこなすことができ、探究活動としての体裁を整える

こともできた。また、生徒は十分に考え、発言していた様子であった。これは、授業中に考える時間

を十分にとっていたからであると思われる。しかし、授業の最大の学習活動である、ばね定数とばね

ふりこの周期に関して、生徒自身が考え、仮説を立てるのに意外に時間がかかった。それによって、

仮説を検証する時間が短くなり、教材や時間配分、発問を工夫する余地が残った。

見学者の評価としては､多くの生徒が積極的に考え､発言していたことに対しての評価が高かった。

だからこそ、生徒の意見を十分に採り入れ、議論させ、納得させていくことができたのではないか、

という意見があった。しかしながら、ある生徒の発言に対して、授業者がさらっと流してしまった場

面があったことをあげ、生徒の発言を理解できなかったにしても、聞き返し、それに対してきちんと

対応することが大切ではないか、との指摘がなされた。
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生徒は、女子に多い。反面、発言が少ない生徒の懲兜は、その雰囲気の中

で埋もれてしまうことがある。そういった生徒は、授業外で質ＩＭＩ輔をしに

くることが多く、個別指導の充実を図ることで対応している。

また、本校の生徒は、理科の授業内外において、入学時から数多くの実

験観察を行っているため、実験結果から法則を沸き出したり、法lllを検証

したりすることには慣れていると思われる。

以上のことをふまえ、このクラスにおいては､現象をじっくり観察させ、

生徒の発菱を中心にした授業展開がやりやすいと灘えている。

高校理科（物理）学習指導案

授業担当者：末谷鈍志

２００１年１１月１５日（木）第１眼目(,:4ｓ～１０:３５）

５年物理選択者４２名（男子３３名女子９翁）

物理教室（北館２階）

時
難
所

日
対
場

111擾動１．翅目

２．月標
５．柑郡計画

蝿擾励についての学習を通して、物理法則を探究する方法を身につけさ

せるとともに、］M援動についての理解を深める。
１時1１１１

２時1１１１（本時；1Mi半）

１時Ⅲ

１時ⅢＩ

２時Ⅲ

①ばね楓り子の周期とおもりの質駐との関係

②ばれ限り子の周期とばね定数の関係

③１１１擾動

①復元力

⑤１M限り子

１１A振動とは、変位と逆の方向で変位に比例する力（復元力）が物体に働

いたときに起こる運動である。商校物理では、その中でも最も単純な』l授

動である、ばね握り子と１１t振り子を題材とすることが多い。一般にそれら

は往復運醐をするという特徴があり、実験観察がしやすいといえる。しか

し、生徒がそれ叢でに学習した力学と大きく異なるのは、加速度が一定で

ない点であり、注憩を促したい。

また、、摂動の伝搬が波動である。したがって、皿櫨動は力学の分野で

あるが、淡の学習jIi元である波動につながる亜要鞍内容を含んでいる。波

動は、波の動きがイメージしにくいという面があるため、この111槙動の学

習をきちんとおさえることで、波動についての理解が深まることが期待さ

れる。

以｣二の点から、特にこの１１１元では、iii振動をじっくり観察することによ

り、運動の特性に閲して理解を深めたい。そのために、単擾動の特微的な

物理殿である周期に瀞目させ、実験観察を中心として、その特性を探究さ

せようと轄えた。

３．教材観

６．本畔の招導「lit擬動の周期とばね定数の関係」］
単
、

高校の授業で、ばれ握り子を扱う際は、まずllL娠動の変位、速度、加速度を学習し、

次に遮動の法則から計算によって周期と衡賦、ばね定数のlH係を導き出し、その関係

を実験的に確かめるという流れが一般的であろうと思われる。しかし、今回は、岻腫

動そのものを観察し、すでにもっている知識を使って周期とばね定数の関係式を探究

していくという手法を用いたい。

、６１時の授藁では、周期とおもりの質量の関係について、実験的に求めさせた。それ

は、ＩＨＩ期と質赴の平方根が比例するという結諸であったが、本時では、その知鐡を使

って、周期とばね定数の凹係を導かせたい。

まず､ばね定数が大きくなれば周期は小さくなるという定性的な関係に気づかせる。

次に、その関係は反比例でないことを実験的に分からせ、さらに周期とばね定数の関

係について考えさせる。そして、関係を考えるヒントとして、１つのばねに１つのお

もりをつり下げたばねを並列に２つ、３つ並ぺたばね擬り子を蝿示する。生徒にこれ

らのばね握り子の周期の大小を考えさせ､どれも周期が竿しいことを見つけさせる。

そこで生徒に考えさせ、提示されたばね振り子の周期は同じであることと、前時に

学謝した岡期と質蝿の関係から、周期ばぱね鱈数の平方根の逆数に比例するという仮

鋭を立てさせる。最後にその仮説を検証して終わる予定である。

具体的な物理現象をできるだけ示しながら、生徒間身に考えさせ、生徒の発諜や恵

児を中心とした授業を構成したいと溝えている。

このクラスは、５年（商佼２年）に進級する際に、物理を選択した理科

系の生徒らであり、ほとんどの生徒が２年間かけて物理を腿鯵することに

なる｡学習に対しての姿勢は生徒それぞれであるが．４月の頃に比ぺれぱ、

中だるみの時期を脱却し、将来を考え、努力しはじめている生徒がlfIえて

いるように思える。しかしながら、脱却し始めた生徒とそうでない生徒と

のあいだが徐々にllllきつつあり、今後、個別指導を中心とした指騨が麺要

になってくるであろう。

授業態座は､時として騒がしくなることがあり、まじめとは言い難いが、

発爾が活発であり、耀１１M歳どがあれば、率匝に質問をする生徒が多い。Ｈ１
子の力がl:1血って発言ﾘｰることが多いが、じっくり思考してから発麓する

4．生徒観

－Ｚ－ －１－ 
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・ばねひとつ．おもり１こ

の擬り子を結合させたも｡Ｄ

であるから、周期が同じで

ある二とを理解する。

言一
図３

雲

･ばね握り子の周期とばね

定数の１１０係の仮鋭を立てる。

･周期はばね定数の平方根

の逆数に比例寸一ることが分

かろ 、

まとめ ･ばね握り子の周期は、ぱ

ね定数の平方根の逆数に比

例する。

･今回の演示爽験では．実証したとは言い難いの

で、次回生徒実験によってきちんと確かめること
を醜明する．

|隣ＬＷ]’
<実験結果＞

周期とばね定数は、反比例の関係ではない。
学習内容 指導内容

猟人 ･liIi時の学習内容を復習す

る ⑤ 

・ばね振り子の周期とばね

定数の関係に着目する。

図１

・ばね擬U子の周期はおもりの髄睡の平方根に比

例することを復習する。

･図１のように、異なるばれにliHIじ質世のおもり
をつり下げたものいくつかをjもせ、娘動させなが

ら以下の発問する。

<発Illl＞

ばね定数が大きくなると周期I土どうなるだろう力
生徒予想例1

Ｏばね定数が大きくなる1塁ど周期は'1､さく厳る゜

<実験１＞

、
⑫ 

ばね定数が大きく獲ると周期が小さく鞍ろ二とを
賊翻させる。

』』Ｐ

｜｜占宅，
■ 



３－２後期課程理科（生物）

（１）公開授業の目標・ねらい

中高で学ぶ「生物」は、生き物の構造を知ること、細胞の構造を知ること、エネルギーや養分を作

り出すメカニズムを学ぶことなど、知識を得それを理解することが大半である。しかしその知識は、

目の前に広がる不思議な現象を不思議だと思い、なぜそのような現象が起こるのかその謎を解こうと

する探究心によって解明されてきたものである。本公開授業では｢探求活動を通して学ぶ生物学｣と題

し、ある生物が起こす現象を生徒が不思議だと感じ、自由な発想からその現象がおきるメカニズムに

対する仮説を生徒自らが立て、検証させた。これらを通して、科学的なもののとらえ方、理論的な考

え方を体得させることを目標とした。また物事の真実を捉えるためには、今までに学んだ知識を応用

して使う力と実験結果を重視してその原因を分析し、発展させる力が必要であることに気が付かせる

ことをねらいとした。これは本校において従来から行われている探究活動や課題研究に繋がる試みで

あり、新カリキュラムでは重点化されている部分である。

（２）公開授業指導案

日時平成13年11月15日（木）第１時限

場所生物教室（北館３階）

指導学級５年生生物選択者（男子９名、女子24名）

指導者櫻井昭

１．科目・単元生物ＩＢ「動物の刺激の受容と反応」

２．教材観

動物は常に外界から情報を得て、それに的確に反応をし行動を起こしている。この当たり前に思

われる一連の流れは、動物が生きていく為、たとえば危険から自分の身を回避させることや、食物

を確保することなどに必要不可欠である。以上のことを生徒に理解してもらい、動物の巧みな刺激

の受容と反応の仕組みを知ってもらいたい。

そして､生物の反応(行動)を注意深く観察することを通して、ものを見る力を養ってもらいたい。

また､自ら仮説を立てて探究的なアプローチをすることにより、生物に関する新たな発見をしたり、

生物の不思議な面に気づいたりすることにより、考える力を養うとともに生きものへの好奇心を育

みたい。

３生徒観

生物に興味があり、積極的に生きものと触れ合っていく生徒が多い。実験に積極的に参加する生

徒が多く、与えられた実験をするだけでなく、自ら実験を発展的に行っていく生徒も見られる。授

業者の話を聞き、自らノートに書き込む生徒、積極的に意見を述べる生徒も見られるが、集中力を

継続することができない生徒もいる。

４．指導計画

①刺激の受容と反応７時間（本時２時間目）

②神経系５時間

③動物の行動２時間

1３７ 



本時の指導

主題外界の刺激に対するゾウリムシの行動

目標ゾウリムシの酢酸に対する行動（習性）について、その行動は何のiiiI1激によるもの

なのか、生徒自ら探究させる。

．
’
１
 

５
１
２
 

く
く

（３）指導過程

＊ゾウリムシの種類・・・Parameciummultimicronucleatum

（３）公開授業の研究協識のまとめ

公開授業の研究協議の時間に、他教科の授業が並列して行われており、研究協議への参加者が少な

かった点は残念であった。しかし、参加者は、中学校、中等教育学校および大学の先生であり、いろ

いろな観点からの意見がもらえた点は良かった。以下は、協議の中ででた意見を、いくつかの観点か

ら整理したものである。
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学習内容 指導上の留意点 準備

導入
･ゾウリムシが酢酸に対

し､どのような行動をと

るかを見る。

･ゾウリムシが0.02％酢酸に集まること

を確認させる。

ﾋﾞデオ

展開

1．ゾウリムシの酢酸に対

する反応について考え

る◎ 

2．ゾウリムシの行勤につ

いて仮説を立て､仮説を

説明するための実験を

計画する。

３.各班ごとに立てた実験

計画に従い実験を行う。

･培養液に加える溶液のｐＨ、濃度、種類

など生理学的な観点、溶液を落とすこ

とによる振動などの物理的な観点から

考えさせる。

･斑毎に仮説を立てさせ、その仮説を証

明するたもの実験を考えさせる。

･班毎に仮説と実験を簡単に発表させ

る ｡ 

･酢酸水溶液でのゾウリムシの行動を、

他の溶液に対する行､bの比較実験とし

てすべての班にやらせる。

･培養液への溶液の落とし方に注意させ

る

･ゾウリムシの集団行動と、ゾウリムシ

１つ１つの行動、２つの観点から観察

させる。

ＯＨＰ 

ＴＰシート

(各班それぞの仮説

を箇条響きに記入で

きるような－枚のシ

_トを用意する）

マジック

双眼顕微鏡

光源

シャーレ

ゾウリムシ＊

ピペット(溶液を極少

量垂らせるような先

の細い物）

酸性水溶液

アルカリ性水溶液

蒸留水

まとめ

･班毎に実験のまとめと

考察をする

･全体でゾウリムシの行

動についてまとめる

･結果から考えられることをできるだけ

多く出させる。

･各班ごとに結果と考察を発表させる。

・自然界でのゾウリムシの生息条件や場

所なども考えさせる。

ＯＨＰ 

ＴＰシート

マジック



教科を教えるものとしての基本的な姿勢に関しての意見

・生物が嫌いな人が生物を教えている学校も増えてきていると聞くが、授業者はゾウリムシが好き
であることが、参加者も生徒もそれを感じる。

・生物はａｌｌｏｒｎｏｔｈｉｎｇではない。今回の実験でも、全てが集まるのではない。実物をもって示
す。これが生物の大事なところである。

・今の大学生は、何でもすぐに答えが出てくるものだと思っている。しかし、そうではないという
ことを、実験を通して感じることも大事。

授業の構成など

．「何を教えたいのか」を教える側にどれだけの意識があるのか、今回の授業が何を意図しているの
かわからない。

．（導入）ゾウリムシが物に当たって後退する。酢酸を滴下することで１ヶ所に集まる。ランダムの

中にランダムさがなくなるから集まる。その理論を考え、ゾウリムシの行動（繊毛の動き）を理
解させたほうがよい。

・酢酸にゾウリムシが集まるのは、酢酸を放出するものがあるからだと思うが、そこに焦点を当て
た授業の流れがあってもよいのではないか。

・最初の「押さえ」が弱かった。

.「ゾウリムシの行動について、班毎に原因を考えてみよう」とすれば、生徒が思いつくままに立て

た仮説を深めることによって絞れる。議論で焦点化したらよい。

・探求的な活動をしてみようとする姿勢は良い。

仮説の立て方・仮説の内容についての意見

・生徒が短時間で仮説が立てられた。それも、８班全てから仮説がでてきたことに驚いた。

・ディスカッションにより、他者の考えを知り、仮設を深めたほうが良い。

・今回の授業は、仮説を立てて、ディスカッションするだけでよかったのではないか。

・仮説のほとんどがｐＨの問題になっており、酸・アルカリの理論思考が入っている。浸透圧は考

えないでいいのか、同じｐＨでも純水や食塩水ならどうかとなると、他の理論が入ってきて、分
からなくなる。

.「仮説を立てて」の部分が強い。仮説遊び。仮説の立て方の練習なら良い。

。「走性」の単元は「観察してみよう」の実験ばかりなので、そこに仮説を立ててやってみるのは、
１つの切り口としてよい。

材料に関する意見

・ゾウリムシの培養状態があまりよくなかった。

＊餌にしていたカロリーメイトは比較的軽いものなので、もっと重いものを使用すればよい。
＊遠心機にかけることでゾウリムシを集めたほうが良い。

＊数十マイクロメートルのメッシュを通すことで、ごみを取り除いたほうが良い。

・生物が餌に集まることを実験的に調べることは難しい。実際、ゾウリムシはバクテリアだけでは

育たない。植物性の何かも必要。

.いろいろ予備実験をしている過程で、授業者が分かったこと：酢酸が１番集まり、維持力がある。
また、状況によって結果は異なる。

以上の意見に対する指導者の返答は、次の自己評価に集約させてもらう。
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公開授業に対する自己評価

生物（ゾウリムシ）の行動に対して生徒が疑問に思ったことに対し、先入観のない自由な発想をも

とに立てたと思われる仮説が８つの実験班すべてから出たことは、真実を探るにあたっての探究心を

引き出せたこととして評価できると思われる。しかし公開授業ということで内容を欲張りすぎ、仮説

の内容について、丁寧に識論することができないで終わってしまった。そのため生徒が立てた仮説に

含まれる感情的表現を科学的なものへと誘導することがままならず、生徒たちに理輪的な考え方を体

験させることがほとんどできなかった。またこの感情表現を含んだ仮説が生徒たちから出された背景

には、授業の導入に取り扱ったゾウリムシの酢酸溶液に対する行動のビデオ映像について、科学的用

語を用いて説明しなかった指導者の力不足もあろう。仮説の検証実験をする際にも、生徒に生物学実

験における基礎（溶液の希釈法や実験対象となっている生物への刺激の与え方など）にまできちんと

触れることをしなかった点も気になった。５０分という短い時間で行われた公開授業では、仮説を科学

的な思考によって立てることに重きを極<のか、検証しやすい基本的な仮説を立てることに重きを置

くのか、または仮説を検証するにふさわしい実験計画を立てることに重きを圃<のかなど、何に最も

重きを極くのかについて明確に焦点を絞る必要がある。例えば、科学的な仮説を立てることに重きを

極くことに焦点を絞ると、生徒たちから出された幾つもの仮説を比較させる作業を取り入れ、客観的

に自らの仮説（自分の意見．考え）を評価する科学的視点の重要性を生徒に身に付けさせることもで

きたであろう。またきちんと科学的な仮説が立てられていれば、次の時間には仮説を検証するにふさ

わしい実験計画を立てることに重きを置き、その仮説をどのように検証するかについての仮想実験を

組み立て考えさせることも可能となるだろう。自由に考え面白がることが科学の基本マインドであり、

そういうイマジネーションを膨らませることが、オリジナルなアイデアを生むサイエンスの原動力に

なっていることを生徒自身に体験させることができると思われる。そして実験を開始する前に、十分

に考えられた意味のある実験プラン（こういう結果が得られたらこういう考えが支持されるというこ

とをはっきりさせられるようなプラン）を組むことの重要性を教えることもできると思われる.
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第５章英語科

孝子・秋

史・平

美佐江

荒木

塩川

南

山啓子・加藤勇

田健治・前田哲宏

Ｏはじめに

2000年度、本校が、中等教育学校に生まれ変わったことと、新学習指導要領が発表されたという二

つの事情を踏まえた上で、中等教育における英語教育の意義と本校英語科の基本理念を明らかにし、

新しいカリキュラムを作成．発表（本校紀要第41集)、批判．検討の俎上に載せた。その骨子は次のよ

うなものである。

（１）中等教育における英語教育の意義

・ことばの学習として

・グローバル・リテラシー育成のために

（２）本校英語科の基本理念

・実践的コミュニケーション能力を育成する

・意味・内容のあるコミュニケーションを大切にする

・自己実現の場を提供する

（３）本校英語科カリキュラムの基本理念

・実践的コミュニケーション能力の養成を目指したカリキュラム

・弾力性に富んだカリキュラム

．「聞くこと・話すこと」に重点をおいたカリキュラム

・theme-basedinstructionを行うカリキュラム

・学習者中心のカリキュラム

・自己学習能力の育成を目指したカリキュラム

この１年間、カリキュラムを実際に運用していく立場から、さまざまな検討と見直しが全校的に継

続されてきた。その結果、英語科カリキュラムも、上に挙げた基本的姿勢こそ変わらないが、若干の

修正と変更を迫られることになった。その修正とは以下の点である。

・５年生Vocabularyq5単位の削除

･３０人学級編成（数学の授業とクラス編成を連動させることによって行う）

３年生週２時間（残りの２時間は20人学級）

４年生週３時間（残りの２時間は20人学級）

修正を反映させたカリキュラム表（資料１）を章末に掲げておく。

以上のような英語科の基本的理念とカリキュラムを踏まえた上で、まず、本稿の構成を見ておきた

い。
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2001年度、英語科では、主に１年と４年を中心に、新しいカリキュラムの試行を始め、カリキュラ

ムの批判的検討を重ねてきた。その経過報告として、公開研究会に参加し、１年・４年で研究授業を
行った.

まず、本稿では、「１．新カリキュラムの試行」において、試行によって得られたものを報告する。

次に、「２．英語学習における少人数クラスとＴＴの意義」で、英語科が従来実践してきた少人数授業

とＮＥＴ（NativeEnglishTeacher）とのＴＴの意義についてあらためて検討している。ＴＴについては、

英語科が長年要望していた４年生でのＴＴが、2001年度11月から試行ができ、２００３年度から実施でき

る見直しとなった。その実践については、「１．新カリキュラムの試行」の中でも報告しているので合

わせて参照されたい。次に、theme-basedinstructionの持つ意義と課題について検討している。こ
こまでが主に今までの実践の報告と検討である。

以下の項では、主にこれからの課題を挙げて検討している。まず、「４．マルチメディアを活用した

英語教育」では、マルチメディアを利用した英語教育を推し進めていくことが必要だと訴えている。
現在建設中の新教育棟に「マルチメディア語学教室」が設腿されることが決まっているが、その早急

な運用開始が望まれる。また、小学校で「総合的な学習の時間」に英語を導入することができるよう

になったことは社会的にも注目されているが、これからは小学校との連携をも視野に入れた中等教育
での英語教育を考えていかなければならない。「５．早期英語教育」では、その現状と課題を述べてい

る。本校は中等教育学校である以上、いわゆる中学から高校へかけての６年間の－賀した英語教育の

あり方を模索していく使命があるのは当然だが、同時に、大学の附属学校である利点を活かし、小学

校から大学をも視野に入れた英語教育のあり方を描くことも将来的な課題であると言える｡最後に｢６．

評価論」では、「絶対評価」の導入に向けた理念と具体的な提案が挙げられている。特に、絶対評価を
試行していく上での評価規辿を試案として掲げている。

１新カリキュラムの試行

前述したように、2001年度、１年（IntroductoryEnglish）と４年（IntegratedEnglish）で新カ

リキュラムを試行した。ここでは、まず、それぞれの基本理念を明らかにした上で、今年一年の実践

を振り返り検証する。また、公開研究会で行った研究授業の授業案を添えるとともに、研究協議会で
出された意見や評価も合わせて検討している。

１．１１ntroductoryEngIish 

１．１．１IntroductoryEngIishの基本理念

英語学習の入門期であるこの時期は、特に英語の音声、リズム、イントネーションに慣れ、正確に

発音できるようトレーニングする必要がある。同時に、語奨や文法といった英語の基礎・基本を定着
させる必要がある。

142 



そのため他学年とは異なり、文法構造を基本にした年間授業計画（構造シラバス）となっている。

ただ､文法構造は､実際に使われるコミュニケーション状況から切り離して学んだのでは意味がない。

言語形式をintentionalな学習目標に置きながら、意味のある内容について、表現、対話する中でそ

の他のコミュニケーション要素をincidentalに学ぶことを考え､コミュニケーションとしての授業を

行う。すなわち、生徒はターゲットとなる文法事項を用いて、自分自身や身の回りの人々、状況につ

いて様子・体験・感情．考え等を、プレゼンテーション、ペアワーク、グループワーク、プロジェク

トなどの形で英語を用いて表現し、教室内で対話するのである。

前述のように、あくまでも具体的な事象、場面（Hereandnow）の世界を中心に場面設定し、あい

さつ、自己紹介、第三者の紹介、日常生活、学校行事、過去の出来事、買い物、食事、道案内、旅行

などを題材として扱う。

英語は学ぶ対象としてあるのではなく、使うものであると認識させることは、今後の英語学習に止

まらず、将来他の言語を学ぶことがあるとすれば、それに対しても有効であろう。

１．１．２今年度の取り組み

（１）シラバス

新カリキュラムでは従来３年間で指導してきた文法構造を２年間で網羅することにしており、本年

度は､従来の配列順序を検討しつつ１年生で新しいシラバス作りを始めた(資料２:年間指導計画表)。

前年度作成されたシラバスと若干異なっているのは、現実的な教材運用面の必要からである。

（２）魅力的なオリジナル教材

英語という新しいことばとの出会いをするこの時期、英語の持つリズム感を大切にしたauthentic

な教材で授業を進めたいと思った。そのため、自主教材を中心に授業を進めている。

利用した教材の出典

・NewAlnericanStreamline （OxfordUniversityPress） 

・ＳｉｄｅｂｙＳｉｄｅ （PrenticeHallRegents） 

・ＯｐｅｎHouse （OxfordUniversityPress） 

・ＵｐａｎｄＡｗａｙｉｎＥｎｇｌｉｓｈ（OxfordUniversityPress）

・PinchandOuchlntroductoryCourse （LingualHouse） 

・SmallＴａｌｋ（OxfordUniversityPress）

・BasicEnglishGralnlnar （PrenticeHallRegents） 

・InteractionsAccess （McGrawHill） 

（３）表現と対話

授業はコミュニケーションの場であり、自らのこと、まわりの人々や自分をとりまく状況といった

身近な話題について、英語を使って表現し、対話することを大切にする。

ペアワーク、グループワーク、プロジェクトなどによる活動を行うが、このためにも少人数クラス

は必要条件となっている。

（４）音声重視

授業では教師の発話による英語をできるだけ多く聞かせると共に、JazzChantや「音のペンマンシ

ッブ｣、「基礎英語」の利用をはじめ、normalspeedに近い音声教材を利用している。また、フオニッ

クスにより文字と発音の関係を系統立てて指導している。
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（５）NETとのＴＴ

週４時間の内１時間はNETとのTTを実施している｡実践的な英語でのコミュニケーションが可能にな

るが、挨拶、自己紹介、友人紹介、好き嫌い、日常生活、休みの過ごし方、指示、部屋の描写などの

身近な話題について、JETのみの授業と比べて、よりauthenticsituationのもと、英語で＝ミューケ

ーション活動を行う（資料２)。JET単独授業と共通のシラバスをとり、ターゲットとなるトピック、

言語形式は他の授業と同じである。

（６）英語学習のストラテジー

外国語の学習を始めたばかりの生徒たちにとって、英語をどう学んでいくかは将来、他の言語を学

ぶ可能性の点からも重要な意味を持つ。学習の仕方については、折にふれ言及している。

（７）評価

○評価の基本的な考え方

教室で行われているコミュニケーションという実践、つまり生徒の授業での体験に密着した、

意味のある評価をしたいと思っている。そのため、ペーパーテストだけでなく、インタビューテ

スト、音読、暗諭、各種プロジェクトなど、できるだけ多くの活動から生徒たちが学んだ証拠を

集め評価する。

○自己評価の導入

授業で使用したハンドアウト、プロジェクトなど、生徒はA4ファイルにすべて整理して、常に

学習をふりかえることが可能になる状況である。さらに、生徒が学習内容を確認し、自己管理、

自己評価できるように「英語学習の記録」（資料３：自己評価表）を使っている。

１．１．３実践例

（１）授業案

２で述べた観点から、具体的にどのような授業を行ったか、公開研究会で行った年間指導計画表の

網掛け部分の授業指導案（資料４）と授業で用いたハンドアウト（資料５）を紹介したい。
（２）授業に対する評価

授業後の研究協議では、少人数クラスの具体的運用方法、特に担当教師間の打ち合わせについて、

担当者交替、リスニングテストの有無、文法事項の定諦の工夫などについて質問が出たが、ねらいと

していた英語のリズム、軽快なテンポのある授業については一定の評価を受けた。

指導助言者から、教示方法について指摘があったが、学力で選抜されたのではない生徒たちが、中

等教育の出発点としてうまく滑りだしているが、今後小学校での英語導入に伴って検討すべきことが
出るだろうという問題提起を受けた。

授業者としてこの授業をふりかえると、形式の定着のための種々のプラクティスというdisplay活
励が多くなったと思う。これはintentionalなターゲットが進行形であったことからの制約もある。

生徒は興味に基づき「コミュニケーション｣を行ったが､教師の仕掛けのもとで行われたものであり、
結果、authenticityという点では不十分だったかも知れない。

１．１．４課題

（１）言語形式の定着

referentialな活動は重要だが、この時期は特にdisplay活動も必要である。楽しく英語でコミュ

ニケーションをする授業であると同時に、言語形式が確実に定着する授業でなくてはならない。三年
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をかけて指導してきた文法構造を二年間で網羅しようとするカリキュラム構想であるが、一つの文法

事項にかける絶対的な時間が減少することで、形式面の定着にやや不安が残る。特にslowlearners

にとっては反復によるプラクテイスが必要であり、そのためには時間が必要である｡場合によっては、

シラバスの見直しを行う必要がある。

さらに、１，２年で一応網羅した言語形式を、３，４年でどのような形でくり返し、補完すること

でより確実な定着を図るのか検討が必要である。

（２）広がる学力差への対応

少人数クラスの利点を活かし、毎回の小テストでチェックし、個別指導をするなど、スモールステ

ップでの指導を心がけてはいるが、学年末に近づくにつれ、言語形式の定着に差が見られるようにな

っている｡来年度よりBasicGuidanceも導入されるが､英語科カリキュラム内でも工夫が必要である。

並行して、習熟度クラスの導入の検討をしていかなければならないが、コミュニケーションとしての

授業では、cooperativelearningの立場からheterogeneityであることが望ましいとする考え方もあ

り、導入に関しては慎重な検討が必要である。

（３）自主教材作成実現に向けて

authenticな教材を集めるだけでもかなりの労力を要するが、自主教材作成には更にエネルギーを

要する。特に、効果的な音声教材作成の難しさ等を克服し、基本的な語彙を偏りなく用いた魅力的な

自主教材作りに向けて今後教科として取り組んでいきたい。

１．２１ntegratedEnglish 

１．２．１１ntegratedEnglishの基本理念

１．２年で学んだ英語の基礎・基本となる文法構造及び語彙等を、この時期において実際の言語運用

場面で使用できるようになることを念頭におく。また、単に１．２年での学習したことを場面の中で使

用するだけにとどまらず、新たな文法構造・語彙も学習し、それらが使用できるような場面設定を教

室において行う。

教室における場面設定においては、１．２年のｈｅｒｅａｎｄｎｏｗの世界から徐々に視野を広げ、５．６年

での自らの課題を設定するために、様々な題材にふれるべきだと考える。ここで言う題材とは、英語

科で６年間の英語学習のtheｍｅとして設定した、LifeandCulture、SocietyandCommunication、

ScienceandTechnology、NatureandEnvironmentの４つを網羅し、それらについての様々なtopic

を教師の方から、浅く広く与えていく。また、４年生においては、GlobalC1assroom（以下GCとする）

の準備期間であることから、その場で話し合われるtopicについても授業で扱うことになる。

具体的に教室における活動をいうならば、先に述べたようなある特定のtopicについて読み

（reading)、聞き（listening)、考え（criticalthinking)、話し（speaking)、書き（writing)、発

表する（presenting）といった、英語における言語活動を統合した形で行う。また、できるだけ相互

作用（interaction)の場を設けるため、グループでのディスカッションを取り入れ､生徒個人のtopic

についての考え･意見をグループ全員､またはプレゼンテーションによってクラス全員と分かち合う、

といった自己表現の場を重視する。したがって、英語の形式面（文法や語蘂等）を学習することのみ

がもはやこの時期の英語授業の目標ではなく、あくまでも英語は情報伝達の手段として使われるもの、

という認識を生徒一人一人に持たせる必要がある。

このような理念のもと、試行期間である今年度は、Health（健康)、MediaandlTinEducation（教

育におけるメディアとＩＴ)、Gender（男女関係）をtopicとして、９月より授業をすすめてきた。以
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下にその年間指導計画と実践例を記す。

１．２．２２００１年度（試行）の年間指導計画・実践例

2001年度の年間指導計画（資料６）にまとめてあるように、９月までは基本的に教科書ベースの授

業をおこなってきた。前期課程の３年間で習ってきた基礎・基本の復習期間を設けることができ、さ

らには本来の高校１年生で指導される文法事項についてもこの期間で指導することが可能だからであ

る。

９月からⅡ期の中間テスト（12月）にかけては、生徒にとってできるだけ身近なtopicから始める

のが望ましいと考え、Health（健康）をtopicとして取り扱った。

資料７の指導実践は、主にHIV/AIDSについての授業のまとめとして、グループでの英語によるディ

スカッションを行ったものである｡ディスカッションを行うにあたり、それまでの３時間の授業で､HIV

に感染した３人の人物についての英文を読んでいる。この英文読解を通して、自分で考えたことや意

見をプリントに書きとめ、グループでのディスカッションに活かす。また、ディスカッションで終わ

るのではなく、その後にプレゼンテーションを行うことによって、教室全体で様々な生徒の考え・意

見を分かち合う。

先にも述べたように、英語科の新カリキュラムにおける３．４年生では、英語の４技能を統合的に扱

うこととしている。資料７の実践例では､reading→writing→groupdiscussion-presentation

といった形で、統合的に４技能を扱っている。

１．２．３新カリキュラム運用にむけての課題

（１）言語の意味･内容と言語形式面の指導の両立

「新カリキュラムではtheme-basedinstructionに基づいて授業を行うため、どうしても言語形式

面（文法や語彙）の指導がおろそかになるのではないか」という意見がよく聞かれる。これは、言語

の意味内容重視という考えと言語の形式面の指導とを二項対立式に捉えている考えである。

theme-basedinstructionではこの言語の２つの側面を二項対立式に捉えるのではなく、むしろ両方

を両立させることを念頭においていると私たちは強調したい。

資料７の指導案を例にして考えると、授業においての主たる目的は、もちろん仮定法や新出語彙の

習得ではない。英語を通して健康について考え、ＡＩＤＳに関する知識を得るだけでなく、現代社会にお

けるAIDS患者の置かれている状況を把握し、そして英語で議論することが目標となっている。その中

で､折に触れそのtopicに関する語彙や､頻繁に使われる文法項目を学習していくのである。生徒は、

・reading（３人のＨＩＶ感染者の話を読む）

・discussion（HIV感染者は現在就いている職業を辞めるべきかどうかについて議論する）

・presentation（議論の内容をまとめて発表）

という授業の流れの中で、繰り返しtopicに関する語句に触れ、自己表現の場面を得たので、知識と

して覚えているにすぎなかった語彙が実際の言語運用場面で使える語彙となった。授業での自己表現

活動において、生徒たちが自発的に適切な場面で新出語句を発話していたことが記憶に新しい。

（２）Topicの選択

IntegratedEnglishの理念でも述べたように、教材を選択する際には、topicに多様性が出るよう

に心がけたい。また、偏りがないように留意する必要もある。これは、５．６年になってから、自らの

興味･関心にそってtopicを選択する際のきっかけ作りとなると考える。３．４年で扱った様々な分野
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のtopicを網羅した上で、その中で生徒自身が興味・関心をもったものを５．６年でのTopicStudies

でさらに狭く深く追求していってもらいたい、というねらいがある。

しかしながら、今年度の試行では、約３ヶ月にわたりHealthをtopicとして扱ってきた。１つの

topicに対して３ヶ月間にわたる一連の授業をすることは、中学年にあたるこの時期の英語科理念に

反するものがあった。実際、Healthを扱いだした頃は、生徒たちの学習動機も、教科書を使っていた

ころよりも数段よかったように感じられたが、期間の終わり頃には、生徒たちの興味・関心も薄くな

っていくのを感じた。今後１つのtopicを扱うのにどれくらいの期間で学習するのが最も効果的か実

践的に検証していきたい。

（３）教材の選択

今回の実践では、海外の英語教科書や大学で扱われることの多い教科書等を集め、その中でも比較

的４年生の英語力で充分対応できると思われる教材を選んだ。また、インターネットからも必要に応

じて資料等を収集し、教材として使用した。このようにして集められてきた教材・資料を使用するこ

との判断基準となったのはおおよそ以下の４つに集約される。

①授業内容に則した英文であるか。

②本来の高校１年生で習う語句や文法が教材の中に反映されているか。

③高校１年生が読むにあたり適度な分量であるか。

④英文のパラグラフ構成が適切であるか。

実際、これら全ての判断基準に無条件で合致する教材探しは極めて難しく、集めてきた教材・資料

を教師自らが本文をｒewriteすることも少なくなかった。その結果、authenticityを保つことが困難

になり、改めて教材選択の難しさを痛感した。

１．２４４年生におけるＴＴ（今年度の実践より）

今年度は、１１月から１単位のOralCommunicationB（OCB）の授業でＴＴを行ってきた。もともと

OCBの授業でもtopicに基づく指導をしてきており、より実践的なコミュニケーションに主眼をおい

ているため、ＮＥＴのＴＴを切望していた。以下にＪＥＴのみの授業とそれにＮＥＴが加わってからの授業の

違いを述べたい。

ＪＥＴのみで授業を行っていた場合、authenticな授業を行うことが最大の難関であり、またいかに

interactiveな授業を行うか、は多くの英語教師の課題であった。しかしながら、ＮＥＴが授業に参加す

ることによって、生徒は生きた英語を聞くことに集中し、その場に応じて生徒たちとinteractionを

交えながらよりコミユニカテイブに授業を進めていくことが可能になった。実際、授業の中で生徒た

ちはわからない語句等が出てくると、英語で言いなおしを求め、教師と意味の確認を行いながら教材

提示ができるようになった。実践的なコミュニケーション能力の育成を考えた時、人と人との双方向

コミュニケーションの方がよいのは言うまでもない。

さらに、これまでの授業の中でディスカッションを行う場面が多く見られたが、ＪＥＴ－人で全ての

グループをサポートすることは非常に困難であった。ＮＥＴの参加でより多くの時間をかけて入念に生

徒たちの英語をチェックし、時にはNETもディスカッションに参加しながら授業を行うことも可能に

なった。そうすることで、グループ内でのディスカッションが途中で挫折することなく、生徒たちは

効果的且つ円滑なディスカッションを行うことができたのではないだろうか。
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最後に評価について述べたい。英語における実践的コミュニケーション能力を評価する際、単なる

ペーパーテストでは限界があることは言うまでもないだろう。ＮＥＴの参加で、授業の中で生徒たちの

スピーキング能力、発音能力など、ＪＥＴだけでは評価しにくい能力についてもテストを行い、評価す

ることができ、ひいては教師・教材・評価方法が三位一体のauthenticな授業が可能となる。

２英語の学習における少人数クラスとＴＴの意義

上述したように､少人数クラス編成とＴＴは学校全体として新カリキュラムで実施されることになっ

た。その中で、英語科としてはあらためて外国語学習におけるそれらの独自の意義を明確にすること

を求められている。私たちは2001年度から３年で30人授業が数学と提携して行われ、2003年度より４

年生でも新たにTTが可能になったという状況も踏まえて、この機会にあらためて議論をし、意義をま

とめてみた。

２１英語の授業における少人数クラスの意義

そもそも、英語の授業は授業そのものがコミュニケーションの場であるべきであり、英語は「学ぶ」

対象ではなく、「使う」、（英語で）「表現する」ものである。

したがって英語の授業では以下の二つの力をつけることをめざす。

（１）思考を伴った対話力

生徒は、教室内のインタラクション（意味の交渉・やりとり）を通してコミュニケーションするこ

とを学ぶ。

（２）自己表現力

学習者にとって「個人化」され、興味・関心のある「本物」（authentic）の学習材料を使うことに

より意味のあるコミュニケーションが成立する。学習者自身の体験、感情、考えは、最もauthentic

なものの一つである。学習者は「表現者」として自分のこと、考えを英語で表現する。

そのために必要な授業とは、patternpractice、発音練習、文法問題、構文練習、読解、訳読とい

った全員でもできるdisplay活動ではなく、活動内容としては、状況の描写、インタビュー、Showand

Tell、スキット作り、決められたテーマについてのディスカッション等を、ペアワーク、グループワ

ーク、プロジェクトなどの形式で実施するreferentialな活動である。

このような授業を実施するために保証されなければならないのが少人数クラスである。

少人数クラスでは以下のことが可能になる。

（１）上で述べたような活動が、教師によるモニターが常に可能な状態で、母語の使用等も統制でき

るなど、規律を保った学習活動として、かつ持続的に実施すること。

（２）一つのコミュニケーション活動から次の活動へと素早く移行でき、予期せぬ反応にも柔軟に対

応できるflexibilityを持つ。

（３）自己表現にあたり、愉意面での配慮が可能になる。少人数ではaffectivefilterを低くするこ

とができ、リラックスした雰囲気のもとで、お互いの表現を尊重し合う学びの共同体としての教

室を作ることができる。

（４）学びの結果ではなく、教室内で行われているコミュニケーションのプロセスを、一人一人１こつ
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いて評価することができる。表現は主としてことばによるため、体の動きなどで遠くから観察で

きるものではない。現在英語科では、各学年における絶対評価の評価規準を作成中である。

（５）評価に基づき、個に応じた指導をすることが可能になり、サポートを必要とする生徒にはすぐ

に対応できる。

２２授業のイメージ

資料９は、2001年度公開研究会の際、１年の少人数授業で実施された授業案である。生徒による活

動は、ペアワーク10分、グループワーク10分、プレゼンテーション10分の計30分で授業時間の半分を

超す。また、教師の問いかけに対する生徒の自然な発話も多い。授業案の右に実際の授業での生徒の

反応と、４０人の通常クラスでこの授業が可能であるかどうかを記した。

２３各学年での授業のねらい

２．３１１．２年（20人による授業）

言語形式をintentionalな学習目標に置き、２年間で一応の文法構造を網羅するが、内容として、

身近な話題を扱い、自らのこと、まわりの人々や、自分をとりまく状況について表現し、対話するコ

ミュニケーションとしての授業を行う。

特に入門期にあって、英語は使うことにより学ぶものであることを認識することが、今後の学習に

とっても必要である。特に、音声、リズム、イントネーションに気をつけながら、音声教材や教師か

らauthenticな英語のexposureを十分に受け､アイコンタクトをとりながら安心して自己表現できる

雰囲気を作ることが大切である。生徒ひとりひとりが確実に目標とする言語形式を身につけ、発音で

きているか確認することが重要である。

1991年度より、２０人による授業をおこなってきたが、新カリキュラムのもと、新科目Introductory

Englishでも継続して実施したい。

２．３．２３．４年

・３年：２０人による授業、

・４年：２０人による授業、

30人による授業、２時間

30人による授業、３時間

2時間

2時間

与えられた４つのテーマ、LifeandCulture、SocietyandCommunication、Natureand

Environment、ScienceandTechnologyを網羅するさまざまなtopicについてまとまった内容の

英語を読み、聞き、考え、話し、書き、発表、意見交換するコミュニケーションとしての授業を

行う。すべてのクラスで共通のtopicを扱うが、２０人クラスでは、聞き、話すことを中心とする

NETとのＴＴと、criticalthinkingに基づくwritingを、３０人クラスでは、readingを基に、自

分の意見を発表したり、ある程度形式などを決め方向付けられたディスカッションにまで発展さ

せる。

１．２年で学んだ文法構造はある文脈の中で読んだり聞いたりする中で再確認し、自ら表現する

中で適切な使い方を学んでいく。

自己表現をやや敬遠する生徒が増える年令であることから、特に情意面での配慮が必要であろ

う。

また、広がる学力差に対応し、個々に応じた指導が必要になってくる。
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２．３．３５．６年

・５年（新構想）：３０人による授業TopicStudies3時間Reading２時間選択

ＮＥＴ0.5時間

・６年：３０人による授業TopicStudies3時間Writing３時間

６年生では現在も30人で授業を行っているので、６年間を見通したカリキュラムを考えると、その

連続性から、また、一定の言語形式をすべて学び、語葉力もついてきた５年生で少人数（30名）によ

る授業でコミュニケーションを行うことは、高度で総合的な言語運用能力を身につけるために必要で

ある。

５年では、２．３．２で述べたテーマと関連し、どんなtopicをどう扱うのか学習者自身が選択に主体

的に関わって決定し、そのtopicについて抽象的概念を含む相当量の情報を理解し、自らの意見を場

面に応じた方法で表現し、ディスカッションに発展させる。Readingの授業では、複数のパラグラフ

からなる文章を読み､自らの考えを表現し､学習者同士が意見を交換させることにより読みを深める。

このことにより、作者と読者間のみならず読者間にも豊かなコミュニケーションが生まれる。文・理

コース別の教材を使うためにも、３０人により授業を行いたい。また、選択NETの科目はＮＥＴと生徒と

の共同作業により、ひとつのプロジェクトを仕上げる半期実施の科目である。

２．４ＴＴ 

２．４．１ＮＥＴとのＴＴの意義

（１）実践的な英語でのコミュニケーションが可能になり、authenticsituationの中で英語を使う

ことができる。naturalspeedに近い英語、日常に使われる表現、言いよどみ．冗長性のある生

の英語、場面に応じた表現（register)、ＪＥＴとＮＥＴのモデルとしてのinteraction、などの英語

のインプットを多く受け、学習者の表現を促すことができる。

（２）英語特有の音、intonation，rhythJn，toneofvoice、発声法の点から適切な音声指導が可能に

なる。個別インタビューテストも行う。

（３）異文化の直接体験・移行体験ができ、文化に対するawarenessを高め、真のコミュニケーショ

ンに必要な文化的・社会的背景についての基本的な知識を得ることができる。風習などの文化的

知識のほか、英語と日本語での発想法の違い、非言語コミュニケーションの方法などを学ぶこと

ができる。

（４）特に初期の学習者にあっては、直接話しかけて自分の英語が通じたという喜びや、多少発音や

文法が間違っていても「通じる」という認識を持たせることができ、学習の動機づけ、方向づけ

に役立つ。

（５）複数の目で生徒を見ることができ、多様な評価が可能になり、個に応じた指導を深めることが

できる。

（６）学ぶのは生徒だけではなく、共に授業を行うことにより、リズム感、生徒との距離の取り方（特

に褒め方）などＪＥＴも指導技術を高めることができる。

２４．２各学年のねらい

（１）１．２年IntroductoryEngIish

・身近な話題について英語を使って表現し対話するコミュニケーション活動をＮＥＴと共に行うこと
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により、authenticsituationで英語を使うことができる。英語は使うことにより身につけるも

のであると、強く認識することが以後の学習にとっても重要である。

（挨拶、自己紹介、友人紹介、好き嫌い、日常生活、指示、部屋の描写、休みの過ごし方など｡）

･入門期にあたり、特に音声指導

･ＮＥＴの助けを借りながらプロジェクトを行う。

（ShowandTell：自己紹介、日記、自分史、奈良紹介、世界文化遺産紹介など、ボスター作り、

スキット作りとコンテスト）

（２）３．４年IntegratedEnglish

.与えられたテーマに対する学習の中で、自分の意見を簡単な英語で表現し意見交換する。

形式、流れを統制するなどで、ある程度方向付けられたディスカッションを行う。

・ＮＥＴの助けを借りながらプロジェクトを行う。

（ポスター作り、ビデオ作り、英語俳句、スピーチ作りとコンテスト）

（３）５年選択ＮＥＴ

ＮＥＴと生徒が－つのプロジェクトを仕上げる。

３Theme-basedinstruction 

a1Theme-basedinstructionの意義

３１．１新しい教育環境の中、「量」から｢質｣への転換

2002年度から新学習指導要領が実施され、授業時間数は大きく削減される。その中で｢ゆとり」のあ

る教育を行うためには今までとは質的に異なった授業を考える必要がある。

３１．２「学習者中心」の授業で「ゆとり」と｢生きる力」

「ゆとり」は｢詰め込み教育｣からは生まれない。学習者の自主性や興味･関心を重んじる｢学習者中

心｣の授業を実践することで「ゆとり」を持って学習する状態を創り出す。学習者自らが勉強すること

を｢選ぶ｣ことで｢心のゆとり」がうまれる。また、自ら何かをやろうという気持ちになるためには｢動機

づけ｣が必要であり、その｢動機｣がなければ、「生きる力｣は生まれないであろう。

３１．３「学習者中心｣の授業の骨格となるtheme-basedcurriculum

「学習者中心」の授業の特徴は以下の通りである。

･言語形式よりも意味内容の重視

言語形式の正確さは言語習得の｢出発点｣ではなく、コミュニケーションをより正確なものにし

ていく過程で得られる｢到達点｣として捉える。

・４技能の統合的活用

教室は実際のコミュニケーションの場でなければならず、そのためには個々の機能をばらばら

に教えるのでなく、聞く、話す、読む、書く、の４領域に必要な技能を統合的に活用しなければ

ならない。

・結果よりも学習過程の重視
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学習過程そのものがコミュニケーションをいかに成立させるかの計|l練の場となる。

学習者が自ら学ぶ、学習者同士が学びあう授業の骨格としてtheme-basedcurriculumを採用する。

３２トピックの選択

３～６年に共通するtheｍｅとして、Lifeandculture、SocietyandCommunication、Scienceand

Technology、NatureandEnvironmentの４つを設定する。３．４年のIntegratedEnglishでは、こ

の４つのthelneに基づいて、幅広いtopicを教師側から与えていく。５．６年のTopicStudiesでは

扱うtopicを学習者と教師の「交渉」により選択する。以下、topic選択において注意すべき点をあ

げる。

３．２１学習者の興味、関心に配慮する

事前にアンケートを採ったり、学習者にtopicを選ばせたりすることもできる

３．２．２学習者の背景的知識に配慮する

他教科との関連、総合学習との関連（環境学、世界学)、ＧＣ等も考える。また、新聞記事などtopic

に関連した読み物を与えることで背景的知識を補充することもできる

３．２３学習者の英語力に配慮する

学習者の興味関心といった面を重視してtopicを選択すると、学習者の英語力を越えたものになり

がちである。が、英語力を気にするあまり、幼稚なtopicを選んでは、学習者の意欲を刺激できない。

チャレンジ精神を刺激し､積極的なコミュニケーションの実現につながるtopicをみつけ、そのtopic

に必要な語彙や表現を事前に指導することで、学習者の意欲をサポートすることができる

３．２．４発展性のあるtopicを選ぶ

学習者の個性や価値観を引き出すようなtopic選択を心がける

３．３教材

theme-basedcurriculumを実践していくためには、４技能を自然に使える場を提供できる教材が必

要である。検定教科書だけでなく、学習者の意見、状況なども考慮に入れながら、適切な教材を見つ

けたり、作成したりすることが必要である。

３３．１オーセンティックな教材

生徒の興味・関心を引く内容、生き生きとした表現の英語を使用するためには、「本物」であること

が大事である。学習者個人の体験、感情、考え方は最もauthenticなもののひとつであり、それを教

材として利用していくのも大切なことといえよう。

３．３．２教材開発

新カリキュラムの中で、特に３年次におけるtheme-basedinstructionは本校でもはじめての試み

となり、教材作りは大きな課題である。海外出版社のESL／EFL教材や英字新聞、WWWのサイト等によ

り研究を重ね、学習者の好奇心、英語力に見合った教材を開発し、将来的には本校独自のテキスト作
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成が目標である。リーダビリテイーを図るソフトなども開発が進んでいることから、その導入につい

ても検討が必要であろう。

３３３教材の共同利用

本校ではＧＣが始まった頃から、theme-basedinstructionが行われるようになってきたが、教材に

ついては、個々の教員の裁量に任されており、教科としては、その検討がなされていないのが現状で

ある。それぞれのtheｍｅの教材をデータ・ベース化していくこと、また、その利用方法を検討していく

ことが今後必要であろう。

３．３．４教材の改良

世の中の情報は常に新しく、生まれ変わっている。英語そのものも~生き物｣であり、常に変化しつ

つある。教員は絶えず最新の情報を入手する努力を怠ってはならない。また、教科間のコミュニケー

ションを密にして情報交換をするなど、生徒にとってよりよい教材を提供できる準備を心がけたい。

３．４文法指導

theme-basedinstructionではコミュニケーションを重視するが、だからといって文法指導を軽視

するものではない。正しい理解、豊かな表現には文法力が必要である。

３４．１３．４年の文法指導

IntegratedEnglishの普段の活動ではコミュニケーションを優先し、その文脈の中で文法指導をお

こなうが、この時期には、６年間を通して身につけるべき文法知識を定着させる必要がある。定期的

に文法構造の正確さを追求する活動を行わなければならない。

３．４．２５．６年の文法指導

必要な文法的知識は身につけている時期であるので、コミュニケーションを妨げないような配慮を

し、選択的に文法的正確さを指導する必要がある。例えば、Localerrors（意味の理解にあまり支障

を来さないものｅ９.名詞や動詞の屈折変化、冠詞、助動詞など）にはあまり触れず、G1obalerrors

（コミュニケーションに支障を来すエラーｅ９.語順）にのみ絞って訂正を行う。また、たとえば、

スピーチや発表の前に原稿をチェックし、文法的正確さを高めることで、発表者は問題意識が高く、

チェックされることから多くのことを学び、また、エラーを犯すのではないかという不安から解放さ

れ、自信を持って発表にのぞめる。また聞き手の理解も高まることで、より＝ミュニカティブな活動

が実現する。

３．５語蕊指導

theme-basedinstructionでは、同じ語彙が繰り返し使われることで、生徒の語棄力が高まること

が、これまでの授業の中でも明らかになってきている。それは、知識として身についているだけでな

く、「使える」語彙として定着しているといえる。また語藥を増やすことで、さらに豊かなコミュニ

ケーションが実現する。
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３．５１リーディング指導の中で

学習者の読む意欲を高めるような教材を工夫し、多読を奨励することで語彙を増やす努力をする。

オーセンテイックな教材、写真や絵の工夫、タイムリーな話題の提供を心がける。家庭学習に取り入

れ、読書記録をつけ、評価に加えることも考えられる。

３５２ライティング指導の中で

ライティングの作業は、語彙の必要性を最も感じる時の－つである。

者は語彙を習得する必要に迫られる。この機会を利用すべきであろう。

ストーミングが考えられる。

書く機会を得ることで、学習

topicに関連したプレイン.

３．５．３家庭学習

授業で扱うtheme以外の語藥の定着についても考える必要がある。自習教材の開発など、家庭学習

にも目を向けなければならないと考えている。

３．６新しい枠組みの中で

2002年度より、新しいカリキュラムがスタートする。これまでの50分授業は５分短縮され45分授業

になる。３年生では20人クラスと30人クラスが２コマずつ､４年生では初めて少人数クラスが実現し、

20人クラスが２コマ、３０人クラスが３コマというように複雑な枠組みになっている。この枠組みをど

う生かして授業を作っていくのかが、英語科の当面の課題である。

理想的なtheme-basedinstruction実現のためには、早急にすべての英語授業での少人数（20人）

クラス実施が望まれるが、現状の利点を生かすべく、より良い授業作りに努めていきたい。

４マルチメディアを活用した英語教育

４．１英語教育とマルチメディア

４．１．１英語教育におけるコンピュータを媒介としたマルチメディア活用の意義

ある外国語が全く話されていない地域で、母語話者以外による外国語教育が可能になったのは、録

音技術が開発されてからのことと言ってよい。その意味で､外国語教育（日本における英語教育）は、

そもそも、テクノロジーと密接な関係を持っていたのである。そのことを考えると、英語教育が、常

に新しい情報技術を積極的に導入しようとするのも納得のいくことであろう。

また、特に最近の情報技術の進展はめざましい。私たちの身近な生活から産業構造まで、社会のあ

らゆる分野でその浸透が起こっている。ことの良し悪しは別にして、もはやこの情報技術抜きには何

事も語りえない時代になっているのである。教育現場もその例外ではない。もちろん､情報技術が「技

術」である限りおいて、それをいかに有用なものにしていくかは、その使い手にかかっている。新教

科として「情報」の設置が決まっているが、それだけにとどまらず、学校教育のあらゆる場面で、情

報技術の実際の使用を通して、適切な技術、態度、知識を獲得していくことが望まれている。したが

って、教育の立場からも、情報教育の立場からも、英語教員はマルチメディアを積極的に授業に取り

こんでいかなくてはならない。

コンピュータ、情報技術を利用した教育のもっとも大きな特徴と利点は大まかに言って次の二点で

ある。
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（１）双方向性

コンピュータを媒介とすることで、双方向のコミュニケーションが可能になる。従来の活字メディ

アは、送り手からの一方的で、受け手からすれば受動的なものである。著者と読者は、必ずしも対等・

対称な関係にはない。しかし、コンピュータを媒介とすることによって双方向・動的・能励的で、な

おかつ対等・対称なコミュニケーションが成立する。

（２）データペース

ーンピュータで検索することによって、時間や空間を越えてネットワーク化された世界中のデジタ

ル情報にアクセスし、自分が必要とする情報を入手することができる。また、それをそれぞれの必要

や興味・関心に応じて加工・編集することが可能である。

しかし､情報技術が進歩したからといってそのままで､指導/学習が進歩すると短絡すべきではない。

また、＝ンピュータや情報技術を､教師の単なる代替物として考えるのは間違っている｡慨報技術を、

教師や学習者の思考や能力を増幅し、教師と学習者または学習者と学習者との共同作業やインクラク

ションを活性化させるメディアとして捉えることが重要である.

４．１．２教育をめぐる社会的状況

教育現場において、コンピュータや情報技術を積極的に活用していくことが、さまざまなレヴエル

で主張されている。

新しい「中学校学習指導要領｣、「高等学校学習指導要領」は、それぞれ、その「総則」において、

各教科・科目等の指導に当たっては、生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報

手段を積極的に活用できるようにするための学習活勤の充実に努めるとともに、視聴覚教材や教

育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること

と述べている.

また、2000年１月に、文部大臣からの委嘱を受け、英語指導方法の改善について検討を行うことを

主な課題として発足した「英語指導方法等改善の推進に関する懇談会」が、2001年１月、文部科学省

に提出した報告書（以下「懇話会報告｣）では、「悩報通信機器の活用と関連付けた英語力の育成」と

いう項をわざわざ設け､英語教育における情報技術の利用の重要性について以下のように述べている。

コンピュータを利用した授業は、生徒が集中し、習熟度も高まることが期待され、情報機器を有

効に活用した英語学習の一層の充実を図ることが重要である。また、将来の高度情報通信社会に生

きる子どもたちが、情報活用能力を身に付けることは重要な課題である。今後、外国語科や「総合

的な学習の時間」の授業、国際理解に関する学習の中でのコンピュータを使った調べ活動等におい

て、インターネットによるコミュニケーションの重要性が高まることから、愉報機器の活用能力を

身に付けさせながら、必要な英語力の育成にも配慮するなど、情報通信機器の活用と関連付けて英

語教育の指導法の改善・充実を進めなければならない。

この項では、マルチメディアや＝ンピュータを利用した英語授業を推し進める立場から、その可能

性について検討したい。また、同時に、建設が進みつつある新教育棟に「マルチメディア語学教室」
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を設置することの必要性と重要性をあらためて確認したい。

４．２「マルチメディア語学教室」に至るまでの歴史的経緯

英語科がマルチメディア語学教室の前身にあたる、いわゆる「LL教室」の設極を要求したのは、は

るか20年前にさかのぼる。それは、英語によるコミュニケーションを考えるならその音声面の重点的

指導が必要不可欠だという考えからであった。

ＬＬ教室設置は、実現一歩手前まで行った。が、ＬＬ教室を効率的に運営していく環境が整わないこと

もあって、見送られた。ただ、当時のＬＬ機能には、解決されなければならない問題点が多々あったの

も率実であり、その時点では賢明な判断であったとも考えられる。

その問題点とは、ソフト面が貧弱であったこと、teacher-centeredであること、教師と生徒の

interactionが不十分であること、学習者一人一人の学習スタイルや速度に合わせることが難しいこ

となどが挙げられる｡実際､－時は脚光を浴びたＬＬも、その後様々な批判にさらされることになる。

その後、1996年度に総合教育棟建設計画が持ち上がった。英語科は「マルチメディア語学教室」を

設けることを提案した。そこでは、旧来のＬＬ教室の短所を批判的に検証しながら、パソコン教室、

ＬＬ教室、視聴覚教室の３つの機能を併せ持つ「マルチメディア語学教室」の設腫を提案したのであ

る。現在の英語科の考え方も基本的にこの延長線上にある。

現在建設中の総合教育棟において「マルチメディア語学教室」が入ることは決まっているが、その

予算措置はされていない。早急に予算化され、運用可能になることを願っている。

４．３英語教育のおけるマルチメディアの活用

本校英語科では、マルチメディアの活用をも視野にいれつつ新しいカリキュラムを作成・検討中で

ある。マルチメディアを活用することは、主に以下の点で必要であると考えている。

（１）学習環境と動機づけ

（２）「実践的＝ミニニケーション能力」の育成に向けて

（３）オーセンティックな教材の提供

（４）統合的アプローチ

（５）個に応じた学習

（６）科学的学習

（７）速読指導

（８）音声指導の充実

以下、それぞれの項について考えたい。

４．３．１学習環境と動機づけ

情報技術は学習環境を大きく変え、学習の動機づけとして威力を発揮する。英語を使えるようにな

るには、英語授業で積極的に英語を使うことが大切である。しかし、日本では、教室を－歩出ると母

語で全て事足りるという特殊な環境の中で暮らしているのである。隈部直光（1996）は、

英語の授業では、日本人が日本人に英語で話しかけ、英語で答えることが要求される。これは
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きわめて不自然なことであるが、致し方ない。この致し方がないことをおこないやすいような雰

囲気作りが大切である

と述べている。また、竹蓋幸生（1984）は、ＬＬ教室の好ましいあり方として、

一斉授業用から個人学習用、とくに英語圏の文化の雰囲気のある自習室の色彩を強めるべきだ

と述べている。

新教育棟は当初から英語20人クラス用の教室、国際交流室など、まさに英語を学ぶにふさわしい環

境を整えている。その中にマルチメディア語学教室が存在する意義は大きい。

職近は中学入学前から英語を習っている生徒も多いが、そのような生徒にとってもコンピュータ、

情報機器を駆使したマルチメディア語学教室は大きな動機づけになるであろう。

４．３．２「実践的コミュニケーション能力」の育成に向けて

新学習指導要領のキーワードの一つは「実践的コミュニケーション能力」である。前指導要領が「コ

ミュニケーション能力」を躯って以来、いわゆるコミュニケーション活動が積極的に導入されるよう

になった。

しかし、コミュニケーション活uiljといっても、それが「擬似コミュニケーション」であるかぎり、

コミュニケーション能力は習得されない。本当のコミュニケーションを通してはじめて実践的コミュ

ニケーション能力が習得されていくのである。教室外での目標言語（ここでは英語）が限定的にしか

使用されない日本のような環境で、そのような本当の＝ミニニケーションを成立させる媒体として大

きな威力を発揮するのが、コンピュータや情報機器などのメディアである。

例えば、電子メールによって国際交流活動を行うことが今まで以上に容易になりつつある。個人単

位でのメールのやりとりでなく、クラス単位でのメールの交換を通して交流を行うことによって、日

本人生徒同士のインクラクションが盛んになり､通常授業に対しても効果を挙げることが考えられる。

さまざまなサイトには、掲示板が設けられており、そこに自分の意見や主張を書き込むことができ

る。また、ホームページをljll設することによって.情報を発信することも可能になるであろう。

また、チャットを利用することにより、リアルタイムな交流活動も可能である。チャットを利用す

ると相手の英語をすばやく読み取り、それに対して自分の考えをすぐに伝えることが要求される。口

頭での､すばやい応答にもつながり、速読やライテイングカといった限られた能力や技能だけでなく、

いわゆる全体的能力としてのコミュニケーション能力をｌＩｌｌぱすことが可能になるであろう。音声を伴

ったチャットなども可能になってきており、生徒の関心や興味に応じて利用することができる。

以上の例はすべて、擬似＝ミニニケーションではなく、本物のコミュニケーションが成立している

と言える。しかも、グローバルなコミュニケーションに教室から参加できるという利点がある。

４．３．３authenticな教材の提供

マルチメディアを活用することによって、インターネットなどを通してauthenticで、かつ､聴覚・

視覚に訴える教材を利用することが容易になる。

authenticな教材を使うことの重要性は、2000年度公開研究会、2001年度公閥研究会でも、それぞ

れの研究協議会の場で指摘された。また、従来のＬＬ教室の問題点もまさにそこにあったのである。ＬＬ
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教室時代は、教材はと言えば、多くが学習者用につくられたカセットテープであった。不自然なまで

にゆっくりしたスピードや音調で録音されていて、いくら訓練をしても実際の役には立たなかったの

である。「外国人と喋ってみるとテープと全然違う」という声は不満として日本人学習者によく聞かれ

た。竹蓋（1984）は、

ＬＬがヒアリング指導に効果をあげるためには・・・少なくとも全体として、ハードウェア主体

からソフトウェア主体に転換し、「テープレコーダーの部屋」からテープ、ディスク、スライド、

言語情報データベースなどを主とした「教材・情報ライブラリー」の色彩を強めること

が必要だと述べている。

一般的に言って、日本の検定教科書はたいへん親切に編集されている。とにかくあれもこれも詰め

込んで、Ｑ＆Ａや練習問題、言語活動など、なんでもついていて、「誰がやってもできる教科書」が重

宝がられている。しかし、そのことがかえって、教科書の弾力的・創造的運用を阻害してきた側面も

否めない。しかし、これからはそれぞれの教育現場において、その状況に即した英語授業を、教師と

生徒が共に作り上げていくことが望まれているのである。英語科では、いわゆるtheme-based

instructionを志向しているが、そのためには、それに応じた教材が提供されなければならない。高

校の検定教科書だけではなく、教師自らがその状況に応じて教材を見つけてきたり作成したりするこ

とがますます必要になってくるだろう。

自主教材開発の重要性はすでに指摘したが、マルチメディアと自主教材との相性はたいへんいいと

考えられる。マルチメディアを活用することにより、自主教材をより容易に授業に取り入れることが

できるようになる。また、自主教材を使うときにこそ、マルチメディアの力が最も発揮されると言っ

て過言ではない。

マルチメディア語学教室では、ＬＬ機能だけでなく、インターネットや映像にも対応させ、ＷＷＷ上

の様々なサイトや映画、映像を授業の中に取り入れていきたい。また、生徒の自主学習にも活用させ

ることが可能である。

４．３．４統合的アプローチ

speaking，listening，writing，readingと分類される４技能の中で、listeningだけ、speaking

だけ訓練していても、コミュニケーション能力は向上しない。部分から全体ではなく、全体から部分

へと、４技能は統合して指導していなければならないのである。これがいわゆる統合的アプローチで

ある。

コンピュータを媒介とすることで、この統合的アプローチが容易に行えるようになる。

音声指導を強調したり、マルチメディア語学教室を便宜的に略して「LL教室」と言ったりすること

があるので、マルチメディア語学教室を「暗い、ヘッドセットをつけた生徒がパーティションで区切

られた狭いブースに入って－時間中マイクにむかってブツブツ言っている」という旧来のＬＬ教室をイ

メージするなら、それは、そのようなものでは全くない。

コンピュータやインターネットを活用することで、あるインターネットサイトに接続し、その情報

を理解し（reading)、それを要約し（writing)、発表する（speaking）といった活動が一度に行える

ようになる。また、従来文字に偏りがちであったデジタル情報も、コンピュータの高性能化やネット

ワーク環境の整備に伴って、画像・音声を含んだ複合的なものになりつつある。
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このように、マルチメディア語学教室では、ＬＬ機能に限らない多くの機能を備えているので、統合

的に活動が行えるのである。

４３５科学的学習

コンピュータやマルチメディアを利用することによって、「コツ」とか「カン」に頼らない、科学的

学習方法を取ることができるようになる。

ＡＴＲ人間情報通信研究所では、英語リスニングの科学的上達法を推奨しているが、同研究所編集

の『英語リスニング科学的上達法」では、次のように述べられている。

英語リスニング学習に対してこれまでの書籍ではあまり類をみない最新アプローチを試みまし

た。．．、従来の書物は、「リスニング」や「スピーキング」に関するものでも、文字という媒体

を主体に、図表や写真をまじえて構成されていました。しかし、こうしたテキストや静止画だけ

では、Ａｃｔに関する説明は効率的におこなえませんでした。やはり、音声が、映像が、有効な

フィードバックが不可欠なのです。Ａｃｔの科学的学習法を個人レヴェルでも可能にするには、

マルチメディア化・ネットワーク化が不可欠です。

新学習指導要領のもとでの学習内容の精選や生涯学習といった観点から、自立した学習者の育成が

重要な課題となっている。そのために必要なのは、自分の学習方法に対するメタ認知能力である。コ

ンピュータを利用することで、学習過程における文字・画像・音声,情報がデジタルデータとして蓄積

され、常時アクセスすることが可能になる。そうすることによって、それぞれの学習者が自らの学習

方法やスタイル､その弱点を分析し､より効果的な学習方法を取り入れることが可能になるであろう。

４３．６個に応じた学習

最近では、生徒の学習スタイルや学習方法に対する意識化が、学習の成功に大きな影響を与えるこ

とがわかってきた。コンピュータを通して、それぞれの学習スタイル、スピード、レヴェル、好み、

関心に合わせて学習を進めることができる。

教師の側からみた指導法の研究は、これまでは「理想的な学習者」しか措定していなかったが、学

習者個性や学習スタイル、自立性をも巻き込んだダイナミックな授業観を確立していくべきである。

もとより、従来の一斉授業でも、生徒の個性を最大限に尊重し、引き出す努力をしていくべきであ

る。マルチメディア語学教室は、個々の生徒の学習スタイルやニーズに即応して学習環境を作りだし

てくれる。生徒は自分の個性に合わせた活動や教材を体験することによって自分に適して学習スタイ

ルを確立していけるのである。

例えば､次のような授業風景を想像してほしい。ある生徒は、自分の苦手な聴覚理科に重点を置き、

リスニングとデイクテーションを繰り返し行っている。その間、別の生徒は、その英文に関連するト

ピックをインターネットで検索して調べている。こうした活動が同時並行的に行えるのである｡また、

疑問が出てきた生徒は、わざわざ手を挙げる必要もないので、他の生徒の注意を引かないで、教師に

質問が行える。

さらに、自立した学習者を育成することが重要だと前述したが、マルチメディア語学教室を、放課

後開放することによって、学習者が、授業でわかりにくかったところをもう一度復習したり、自分の

興味や関心、レヴェルに合わせて、より進んだ学習したりをすることも可能になる。
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繰り返しになるが、マルチメディア語学教室では、従来のＬＬ教室のような教師主導ではない、学習

者のニーズや学習スタイルに合わせた効率的な学習が可能になるのである。

４．３．７速読指導

音声指導以外にも特に速読においても集中的・効果的な指導が行えると考えている。日本の英語教

育はあまりに「糖読」を強調するあまり、「遅読」「少読」に片寄ってきた。これからは状況に応じて、

多避の英語を限られた時間内で処理し、その要点を理解する力が求められている。

読みの速さを計測するにはwpmという単位が用いられる。１分間に何語の単語を読むことができる

のかを表す。ある統計では「アメリカ人の大学で授業についていくために必要な読解速度」が300Ｗp、

とされている一方、日本人の高校生の平均的な読解速度は57Ｗp、とも言われている。「日本人は喋るの

は苦手だが、読むのは得意だ」とよく言われるが、現状はこうなのである。これからは「精読=遅読＝

少読」に片寄っていた指導を改め、もう少し「普通」に読めるような指導が必要である。

そのためには､まず逐語読みの習慣を排除しなくてはならない｡fixedratereadingやfixedlength

readingといった指導法があるが、実際普通授業でやってみるとなかなか手間取ったりするものであ

る。コンピュータを使えば、自主教材を速読の練習に簡単に使える。しかも、学習者が自分のペース

に合わせて繰り返し行ったりすることも可能である。

また、速読できるようになるためには、学習者が自分の読むスピードを意識することも有効だとい

われている。コンピューターソフトを使えば、長期的な自己成績管理も行えるのである。

４．３．８音声指導の充実

マルチメディア語学教室では音声指導が集中的に、学習者のニーズや学習スタイルに合わせて、効

率的に行える。

英語科カリキュラムでは、活動目標として、ＦｒｅｅDiscussionを挙げている。授業の中でも積極的

にディスカッションを取り入れてきた。また、ＧＣは外国の高校生とディスカッションを行う実践の場

を提供してくれている。日本人生徒は、プレゼンテーションは他の高校生に劣らず、いや、それ以上

にできる。しかし、デイスカションとなるとなかなか思うようにはできない。ＧＣに参加した生徒から

も、「言いたいことや、言おうと思っていることがあっても、どんどん鍍論が流れていって聞き取れな

かったりするので発言の機会が失われる」という体験が発表されている。日本人生徒が、もっとディ

スカッションにjiiM極的に参加できるようになるためには、リスニング能力をもつと高めていかなくて

はいけない。これからは音声面でのコミュニケーションはより一層強調されるようになるだろう。

例えば、「懇談会報告」でも、「高校入試、大学入試の在り方」の項で、特にコミュニケーション能

力の育成を重視する視点から、「リスニングテストの導入など選抜方法の改善に努めること」を求めて

いる。2000年11月22日の大学審議会「大学入試の改善について」（答申）は、「大学入試センター試験

におけるリスニングテストの導入が提言されており、その早急な実現を望みたい」と述べている。

英語科の新しいカリキュラムも、これらの状況を踏まえた上で、「実践的コミュニケーション能力の

養成を目指したカリキュラム」であり、「｢聞くこと・話すこと」に重点をおいたカリキュラム」にな

っている。

これからの英語教育では音声指導をより充実していかなくてはいけない。もちろん、普通教室で行

う一斉授業で音声指導が全くできないと言っているのではない、が、多くの制約があり、極めて限ら

れた形でしかできないのは明らかである。
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４４マルチメディア教育の課題と展望

竹蓋（1984）はＬＬ教室を作り上げて行くその過程について、

カリキュラムは教師自身が作る、教材や評価法など、中心は教師が指導目標の全体を見直した

上で自作し、さらに、的確な判断で他者の作成したものもいくつか採用し・・・機器、施設自体

も教師が自作することが理想である。

と述べている。

我々は、現在中等教育にふさわしいカリキュラムを作成・試行中であるが、その時期が新館建設、

マルチメディア語学教室の設計とも同時におこなわれてきたのはまさに好都合であった。

しかし、次のように、マルチメディア教育にも留意すべき点がないわけではない。

１
１
１
１
１
Ｊ
 

１
２
３
４
５
６
 

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
 

有害情報

情報の信頼性

知的所有権

個人情報の保護

システムのセキュリティー

教師のリテラシー

これらの問題は、一挙に解決できる問題ではない。教育現場だけではない。解決してから先に進む

とういよりも、日常的な取り組みの中で、個々の事例に取り組み、その中で自分たちなりの解決を探

っていくべきである。そして、このような情報技術、コンピュータの特性を十分理解した上で、それ

を積極的に利用していくべきだと考えている。

５早期英語教育

５．１早期英語教育の現状

昨今の各分野における国際化の流れの中で、2002年度から小学校でも国際理解教育の一環として、

総合的な学習の時間として英語（英会話）を指導・学習することが可能になった。すでに実験的に早

期英語教育を取り入れている公立小学校もあり、様々な研究会や学会でもその成果や実施状況が報告

されている。

例えば、日本児童英語教育学会（JASTEC）のプロジェクトチームによる1999年度の近畿２府４県の

公立小学校を対象にした英語教育実施状況調査では、1999年度において英語教育をすでに実施してい

る小学校と2000年度から実施予定の小学校は､回答のあった総数（1537校)の内の30.5％にものぼる。

逆に、「実施する計画はない、もしくは実施しないことを決めた」と回答した小学校は全体の10.4％で

あった。残りは平成13年度または14年度からの実施について検討中か、検討するかどうか思案中とい

う回答であった（詳しくはJASTEC関西支部調査研究プロジェクトチーム：2000を参照)。

奈良県内においては（県内120の小学校から回答)、同調査の結果、1999年度の段階ですでに６校（回

答のあった県内全体の５％）が英語教育を実施している。また、2000～2002年度までに実施すること

を検討中と回答した学校は全体の１９．２％であった｡しかしながら､全体の30％にあたる36小学校では、

「実施する計画はない、もしくは実施しないことに決めた」と回答している。この数値は他府県と比
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較すると最高の値を示しているが、次項を見てもわかるように、今や本校の新入生の３分の１がすで

に小学校に限らず、様々な環境のもとで英語に触れ、学習してきていることに注意したい。

このような状況の中で、これから本校に入学してくる生徒の入学前の英語学習状況は、以前と比べ

て大きく変化してくることが予想される。これまで中学１年において、全員を英語学習未経験として

捉え、授業を行ってきた。ゼロからはじめる英語教育だったわけである。しかしながら、ここ数年で

入学生の大半がすでに何らかの形で英語を学習しており(次項参照)､またその学習形態の多様性から、

入学前に既に英語能力における個人差が生じていることが懸念される（少人数クラス・習熟度別クラ

スの項参照)。

ここで、本校の入学生が入学以前にどのくらいの期間、またどこで英語を学習してきたか（学習方

法の多様性）についての調査結果を見てみたい。

５．２本校１．２年生の早期英語学習経験

2000年度初めと2001年度初めの英語授業で、入学前の英語学習状況を調査するアンケートを実施し

た。調査対象は、いずれも新入生（現２年生と現１年生）で、下のグラフのような結果となった。
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グラフ１は､昨年度本校に入学した現２年生の本校入学以前の英語教育経験者の人数を示している。

全員で120名入学した者の内、４０名が全く英語を学習することなく、中学に進学したことになる。これ

は、全体の３分の１に値する。逆に言えば、全体の３分の２の生徒が、すでに何らかの形で英語を少
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なからず学習していることになる。また、2001年度入学生（有効回答数115人）に同じ内容のアンケー

トでも、早期英語教育未経験者数は35人であった。残りの80人は何らかの形で英語を中学入学以前に

習っていたことになる（グラフ３)。2000年度の入学者と比較すると、さほど人数的には変わりなく、

2001年度でも全体の約３分の２にあたる生徒が、すでに英語に触れていることになる。

これらの生徒は、学習塾において中学で習う英語の「先取り」をしてきた者から、国際理解教育の

一貫として基礎的な英会話を小学校で習った者、親や兄弟から習った程度の者まで幅広く分布してい

ることに注意したい（グラフ２，４参照)。

次に、このような多様な英語学習環境を経験した生徒たちを受け入れる学校として、これからどの

ような対応をしていくべきなのだろうか考えたい｡入門期とされていた中学１年生でのカリキュラム、

クラス編成など様々な場面において少なからず影響を及ぼされることは言うまでもない。

５．３早期英語教育が中学の授業に及ぼす影響とその対応

これからの入門期における授業を行う上で、多様な英語学習環境におかれてきた生徒たちを指導す

るにあたり､おおよそ以下の２つのマクロな視点とミクロな視点における影響を考える必要があろう。

５．３．１６年１賞カリキュラムや１年生のシラバスに与える影響（マクロ）

ほとんどの入学生がすでに英語を学習してから中学１年生になった時、当然新カリキュラムといえ

ども、入門期の指導内容は変わってくるだろう。それに加え、シラバスにおいても同じことが言える。

今まで中学２年で教えられてきた語句や文法の一部を中学１年生の段階で指導できる時期がくるのも、

そう遠くないだろう。

５．３．２日々の授業実践での影響（ミクロ）

昨今の授業では、中学１年生の英語学力差を痛感する場面が多い。上記グラフから見てもわかるよ

うに、中学入学以前から英語を学習してくる生徒が多数を占め、逆にローマ字やアルファベットが読

めない生徒も中にはいる。また、そのような生徒と３年以上英語を学習してきた生徒が－つのクラス

で学習することが必ずしも望ましい学習環境とは言えない。入学以前からある学力差へどのような対

応をすべきなのか。現状から言えば、本校ではすでに小人数クラスでの英語授業を実践しているが、

それだけで学力差を埋めることは容易ではない。今後、クラスサイズのみならず、習熟度別クラス編

成、使用する教材、ベーシックガイダンス、ひいては小学校後半の３年間と中高６年間とを見通した

授業、カリキュラムの作成が必要になるだろう。

６評価論

６１なぜ、今、評価論か

昨年触れることのできなかったものに「評価」がある。それは、私たちが、「評価」を軽視している

からではない。いかなる教育活動も「評価」を考えることなしには存在しえない。これらのカリキュ

ラムを実践し、それを効果的なものにしていくためには、「評価」を論議していくことが当然必要であ

る。

それにあたっては、「評価」の持つ意義を積極的に認めた上で、「評価」とは何か、「評価」は何のた

めにあるのかを明らかにしなくてはいけない。そして、それを実際の現場で活用していくために、「評

価」についての枠組みを議論し、共通理解し、利用可能なものにしておく必要がある。
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まず、「評価」を、「テスト」と同義にしか捉えないとすると、それは「評価」を著しく過少評価し

ていることになる。もちろん、「テスト」も「評価」の－榊成要素ではあるが、一部でしかない。この

ような転倒が起こったのは、従来、教師が、時間的・環境的制約のもと、仕方なく、「テスト」にのみ

「評価」を代行させていた結果であることは否めない。現指導要領で、観点別評価が始めて導入され

たとはいえ、いまだ、定期考査などによる相対的評価が、一人歩きしている傾向が確かにあり、生徒

側にしても、相対的な評価のみを追い求める風潮（｢学年で何番くらい？」とか、「偏差値はどれくら

い？」とかいう生徒及び保護者からの質問）がないわけではない。

しかし、いくら新しいカリキュラムを立ち上げ、それを実践に移したところで、このような偏狭な

「評価」観にのみ囚われていては、その教育効果も望んだようには得られない。新しいカリキュラム

を立ち上げたいまこそ、もう一度評価の持つ意義を見直さなければならない。

また、英語教育をめぐる状況には、早期英語教育（小学校の「総合的な学習の時間」での英語教育）

や英語第二公用語論など、きわめて今日的でかつ社会的の関心の高い様々な動きが見られる。

「懇談会報告」は、

２１世紀を担う児童、生徒や学生たちが、将来、英語による基礎的・実践的なコミュニケーション能

力をしっかりと身に付けることは、国際化、グローバル化が急速に進む今日、極めて重要な課題であ

る

とした上で、指導法の問題点と改善、教科書及び教材の工夫、情報通信機器の活用と関連付けた英語

力の育成などと並んで、「７．評価と指導の一体化及び評価方法の改善」という項を設け、評価方法の

改善を纏っている。そして、今までの英語教育現場における指導と評価の不一致を指摘している。

現学習指導要領が、「コミュニケーション能力」を提唱し以来、教育現場では、（いわゆる自称も含

めて）「音声面を重視したコミュニケーション活動」が盛んに行われるようになったのは確かである。

しかし、今まではその指導方法にのみ重点が置かれ、それらを適切に、また未来に活かせるかたち

で、「評価」してこなかった傾向があるのではないだろうか。

そこで、これからは、「評価」にまで射程を広げた上で指導・学習を考えていかなければならない。

私たちは、新しいカリキュラムに見合った「評価」を考え、実践していきたいと考えている。

６．２評価とそのあり方

学校教育の中で、適切で公平な評価を実践するためには、評価が場当たり的なものであったり、評

価者の恋意的なものであったりしてはならない。まず、評価の目的とそのあり方を明らかにしておく

必要がある。

６．２．１評価の目的

評価とは指導/学習のフィードバックである。そのフィードバックには２つがある。学習者へのフィ

ードバックと、もう一つ教師へのフィードバックである。

まず、教師へのフィードバックという視点から見たとき、従来、「評価」と言えば、教師が生徒に対

してするものでしかないという誤解が多かったのではないか。しかし、評価は、教師にとっても、そ

れまで行ってきた授業がどれだけ効果を挙げたのか、よかった点はどこなのか、また、よくない点が

あったとしたら、それはどこなのか、どうして改善していけばいいのかなど、将来の授業計画、指導
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方法、教材選択をしていくために必要不可欠な情報をもたらすために必要なのである。

これは、単に学習者に授業後にアンケートを配布し、授業の感想を書いてもらうということだけを

意味しているのではない。評価そのもの中に、教師が自分にとって必要な情報を読み取り、それを活

用していくことが大切なのである。もちろん､こういったことが全く行われなったというのではない。

評価は、同時に、学習者に対して、学習目標を明確にし、それがどれだけ到達できたかを知らせ、

将来へ向けて、学習方法を改善していくために、必要十分な情報をもたらすためにもあることは言う

までもない。このとき留意したいのは、学習者をｅ､Courageするため(こものでなければならない点で

あろう。

評価することによって学習者がdiscourageするのなら、それは成功した評価とは言えない。もちろ

ん､だからといってerrorcorrectionを放棄し､生徒を褒めてばかりいればいいというものではない。

褒めてばかりいてもそれが度を越えたものになると、かえってその効力を失い生徒をencourageする

ものにはならない｡逆に､教師が学習をより促進させようという意図の下になされるerrorcorrection

や助言などは、学習者をｅ､Courageするものである。

そのためには、評価が、適切・公平であることはもとより、学習者も評価の目的を十分に理解して

いると同時に、教師から学習者への評価の伝え方にも配慮しなくてはいけない。また、学習者が、自

己評価を積極的に行い、自立した学習者として育っていくよう、教師は、学習援助者として、学習者

に知識を注入するのではなく、学習がより円滑に行えるように手助けをしてやったり、支えてやった

りしなければならないのである。そのためには、これからの評価は、透明性、客観性、学習者からの

accessibilityを持ったものでなければならない。

６．２．２指導／学習と指導の一体化

評価は、指導/学習と切り離されて存在するのではない。前述したように、また、「懇談会報告」が

示唆しているように、評価は、指導/学習と切っても切れない関係にあり、それらで－つの全体を形成

していると考えられる。指導や学習、またはその両者が、大きな部分を占め、評価が後から付いてく

るのではない。指導・学習・評価を、常に有機的な連関の中で捉えていくべきである。もつと言うな

ら、指導・学習・評価が三位一体となり、一つのシステムを構成するものとして捉えていかなくては

いけない。

その場合、後述するように、規準準拠評価が、評価の中心になっていくであろう。その規準そのも

のが、指導/学習の目標であり、また指導/学習の途中経過を表す到達点であり、それに至るまでの道

筋を明らかにする手順でもあるのだ。

まとめて言えば、評価は、まず、適切かつ公平なものでなければならない。また、評価によって得

られた情報が、教師の立場からも、学習者の立場からも、次の指導なり学習なりを改善していくこと

につながらないといけない。また、最後に評価は実行`性のあるものでなければならない。教師が時間

的・環境的制約を無視して理想的な評価を思い描いても、それが、実行不可能ならば、意味はない。

また、だからと言って、評価技術の開発・試行にのみ明け暮れていてもいけないだろう。評価の目的

を置き去りにした評価は返って有害である。

以上のようなことを踏まえて、本校に見合った新しい評価を模索していきたい。

６．３新しい評価の特徴

以下に、現在検討中の、本校に見合った新しい評価の特徴を何点か述べる。
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１
１
１
１
 

１
２
３
４
５
 

１
１
く
く
Ｉ

相対評価から絶対評価へ

教師の占有物から教師・学習者の共有物へ

自立した学習を育成するための評価へ

結果の評価から過程の評価へ

点の評価から線の評価へ

上に挙げたものの多くは、例えば「相対評価から絶対評価へ」というように、相対評価/絶対評価と

いう二項対立的な表現で表されている。ただ、ここで留意してほしいのは、それはあくまでもその方

向性を明示するためのものであって、だからといって前者（例えば「相対評価｣）の存在理由を全く認

めていないというわけではないことである。

評価には、achievementassessment、proficiencyassessment、formativeassessment、summative

assessment、performanceassessment、knowledgeassessment、impressionisticassessment、guided

assessmentなど、さまざまなタイプのものがあり、それ自体として、どれが一番優れているとか言う

ことはできない。それぞれに、長所と短所があり、それらを見極めた上で、その目的、状況に応じて

相互補完的に活用していくことが肝要である。また、以下に述べるそれぞれの特徴は複雑に絡み合っ

ており、単体としてあるのではなく、構造体の－面として捉えることも肝要である。

６．３．１相対評価から絶対評価へ

（１）規準準拠評価の必要性

新しい評価は、規準準拠評価を中心に据えなくてはいけない。絶対評価とは、この規幽準拠評価の

ことを意味する。

今までは相対評価が評価の大きな割合を占めていたことは否めない。もちろん、評価を広義に考え

るならば、日常的な場面で、教師が学習者に対して行う「よくできた」とか「ここはもっとがんばり

なさい」といった言動も全て評価であり、これらは絶対評価である。また、観点別評価が導入され、

その中で絶対評価がされてこなかったわけではない。しかし、指導要録への記載が基本的に相対評価

であったことなどから、相対評価が中心であったと言えよう。

しかし、「実践的コミュニケーション能力」を考えた場合、指導/学習を経た結果として、例えば、

.比較的自分と関わりのある新聞記事を読んで、その大意を理解することができるようになった

・自分とあまり関わりのないトピックについて母語話者が議論しているのを聴いて、それを理解する

ことができ、適切に自分の意見を表明することができるようになった

ということが大事なのであって、何らかの「テスト」をした結果、自分がある集団の中で何番目に位

置するのか、偏差値はいくらかと間うてみてもあまり意味のないことである。このような視点に立て

ば、相対評価ではなく、規幽に準拠した、いわゆる絶対評価を基本としていかなければならないこと

は明らかである。

（２）規準の作成

次にその規準をどのように作り上げていくかが問題である。もちろん学習指導要領には、「目標」お

よび「各言語の目標及び内容等」が挙げられているが、それをそのまま現場で使用可能な規準とする
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わけにはいかない。そこで、私たちは、学習指導要領と本校のカリキュラムを元に、本校で使用可能

な規準の試案を今回作成してみた。

教室で起こるコミュニケーションとはさまざまな能力や技術などの全体的能力を巻き込んだダイナ

ミックなものであるが､実際に教師にとっても学習者にとっても運用可能な実際的な規準を作るには、

分析的に記述せざるをえない。どのように分析・細分化するかを討議した上で、現学習指導要領の観

点別評価の枠組みを利用することにした。

また、その際、国立教育政策研究所教育課程研究センターで現在研究が進んでいる「評価規準、評

価方法等の研究開発（中間整理)」も参考にした。この「中間整理」では、学習指導要領の観点別評価

と４技能の二つの面から規準が構成されている。私たちは、前述した私たちのコミュニケーションに

対する考え方から、あえて４技能別には細分化しなかった。

この評価規準は開発途上のものであり、これから実際に試行・運用した上で批判的検討を経て、改

善していきたい。

６３２教師の占有物から教師・学習者の共有物へ

新しい評価は、教師の占有物ではなく、皆に開かれたものでなければならない。

教師だけが評価する主体であり、生徒はいつも評価される客体であってはいけない。そうであって

はいけないのは、そのような関係のもとでは、「ほんもののコミュニケーション」の成立が阻害される

からであるが、それはさておき、評価にのみ限って言うと、評価も、教師だけが占有するものであっ

てはならず、教師と学習者とが共有し、お互いに作り上げていくものである、と、ダイナミックに捉

えていくべきである。

このことから、自ずと新しい評価の特徴が明らかになってくる。まず、それは、学習者からの

accessibilityの確保ということである。前述したように、評価は指導/学習と三位一体であるべきで

ある。もう少し、具体的に言うと、学習者にとって、それぞれの規準は学習目標となる。指導/学習の

後、それらが達成されているかどうかを（自己）点検行う指標にもなる。だから、それぞれの規準は、

原則として、学習者が利用可能なように記述されているuser-friendlyなものでなければならないだ

ろう。

また、絶対評価を取り上げるとき必ず問題とされるのが、規準がどれだけ客観的かということであ

る。しかし、数量的に測定するといった意味での厳密な「客観性」を確保することは不可能である。

もちろんそうだからといって、恋意的なものであっていいはずがない。教師・学習者のどちらからも

「納得できる評価」を目指す絶ゆまぬ運動があるだけである。その運動の中で、教師はその規準につ

いて説明しなくてはいけないだろうし、生徒からの提案や評価への参加をも取り込んでいかなくては

いけないだろう。そういった意味で新しい評価は開かれており、ダイナミックなものでなければなら

ない。

具体的には、カリキュラムおよび評価規準などをさらに具体的にした形で、授業の－年間もしくは

一定期間の目標、シラバス、生徒に示すこと。また、その後には、そのシラバスに沿った形で授業が

行われたかどうかを、生徒の意見も含めて検証・評価がすることが大切であろう。

同時に、学習者からのaccessibilityだけでなく、保護者や社会からのaccessibilityをも確保し

なければならないと考えられる。公教育である以上、教師は、保護者や社会に対する説明責任を看過

してはいけからである。
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６．３．３自立した学習を育成するための評価へ

新しい評価は、自立した学習者の育成を促進するものでなければならない。

新学習指導要領では、ゆとりの教育による学習内容の精選が躯われている。その中で、「あれも、こ

れも｣式に全てを学校教育が担うことは現実的とは言えない｡学習者の動機や到達目標なども個性化・

多様化している。また、生涯教育という視点からも、学校を離れてからの英語だけには限らない言語

学習をも視野にいれなければならない。そのためには、自立した学習者の育成を目指す必要がある。

E11isandSinclair（1989）は、よい言語学習者の７つの特性として、

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
 

１
２
３
４
５
６
 

く
く
く
く
く
く

学習に対する自己認織が高い （selfaware） 

好奇心を持ちつと同時に多様性や不確かなことに寛容である（inquisitiveandtolerant）

定期的に自己評価や進歩をモーターする （self-critic） 

実現可能な目標を立てることができる （realistic） 

自ら進んで様々な方略や活励を行う（willingtoexperiment）

学習活動に積極的に関わり失敗を恐れずに自信を持つことができる

(activelyinvolved） 

(organized） (7)効果的に自分の時間や題材を処理することができる

ことを挙げている。

しかし、このような自立した学習者というのは、自然発生的に生まれるのではない｡そのためには、

自らの学習に責任を持たせた上で、自らの学習者スタイルや方略をも意識させるようなlearner

trainingが必要である。例えば､前項で評価規準の｢生徒からの提案や評価への参加」に言及したが、

それらは自立した学習者を育成するために､自らの学習に対する責任としても捉えられるぺきである。

故に、絶対評価のための評価規準は、言語そのものに対する情報のみならず、自らの学習者として

のタイプ、自分にあった学習スタイルを意識させ、自ら発見・開発させていくために有効な情報を提

供するものでなければならない。

もちろん、そのためには教師主導型の一斉授業から、学習者中心の授業に変わっていかなければな

らないことをは言うまでもないが、それを前提にしたうえで、ポートフオリオ評価、自己評価、peer

evalUationなども積極的に取り入れ､評価方法または評価材料の収集方法も多様にしていくことが必

要であろう.

６．３．４結果の評価から過程の評価へ

新しい評価は、単に結果を評価するだけではなく、学習活動、コミュニケーションの過程を評価す

るものでなければならない．

ある単元を学習した後で、その結果を測定したり評価したりすることに意味がないわけではない。

例えばテストの点は、学習者が、ある時点で何を学習したか/学習しなかったかに関する指標を与えて

くれるだろう。

しかし、それ以上に重要なのは、学習者が言語運用能力をどのように学習し獲得したかである。ま

た、どの時点でどのようにつまずいたかについて教師にも学習者にも明らかにしてくれるような評価
である。

前回の紀要で私たちは、
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教室は、言語面に重点を置いた、英語を「学ぶ」場ではなく、英語を「使う」場、すなわち＝ミ

ニニケーションを実践する場でなければならない。生徒はコミュニケーションを通して、自分自身

が持っている英語を活･性化していくなかで、実践的コミュニケーション能力をつけていく

と述べた。コミュニケーションは、その場で限り成立する「こと」であって、「もの」ではない。「も

の」ならばその結果だけを測定することはできるかもしれないが、「こと」の結果を測定・評価するこ

とはできない。

前述したように、指導/学習と評価は三位一体であるべきである。コミュニケーション活動をしてい

ないのに、コミュニケーション能力を測定したり評価したりできないのとちょうど逆に、授業が過程

重視である以上、評価も過程を評価するものでなければならない。そのためには、教室内で生起する

様々なことを体系的ｂ組織的に捉える規準を提供する評価でなければならないと考える。

６．３．５点の評価から線の評価へ

新しい評価は、指導/学習のそれぞれの段階や到達点を連関させることができる、より長期的な評価

であるとともに、それぞれの評価が時間軸に沿って整合的に連続したものでなければならない。

自立した学習者の育成および生涯教育の点から見ても、点ではなく、線の評価をしていかなければ

ならない。

前述したように、自立した言語学習者は、「定期的に自己評価や進歩をモーターする」が、そのこと

によって、どれだけ自分が進歩しているのかを自ら把握し､それを次の学習につなげていくのである。

また、それぞれの学習者がそれぞれ自分のペースやレヴェルで、どれだけ頑張ったかを意識させ、次

の学習のencouragementとしていくことも大切である。このような個人内評価が可能な評価規準を提

供しなければならない。

また、従来から中学から高校への橋渡しが問題となるが、中等教育学校として、この６年間を滑ら

かにつなぐ評価規準を提供することも重要である。また、小学校での英語教育や大学入試のあり方、

また、生涯教育の視点から見ても、整合性のある評価規準を提供する必要があるであろう。

６．４評価材料の収集方法について

主な収集方法は次のようなものが考えられる。もちろんこれは網羅的なものではないし、違った特

徴を持つものも一緒にリストされている。

･出席

･提出物の提出率

･提出物の出来栄え

・小テスト

･定期テスト

・プロジェクト

･インタビューテスト

･授業内観察

･ポートフオリオ評価

･生徒の自己評価

･個別面談
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収集方法は、授業や活動に種類、時期、形態などに合わせて適宜考えていかなければならないし、

そうすべきでもある。例えば、プロジェクトといっても、その過程をどのように観察し、評価材料と

して収集するのか、プロジェクトによりできた作品との評価のバランスはどうあるべきかなど、それ

にかけた時間、目標など、様々な要因を考慮に入れた上で、状況に見合っていると同時に、透明、適

切、公平な評価を工夫し、実行していかなければならない。

評価材料の収集は、評価の実際性、実現可能性に深く関わっている。時間的・環境的な制約を考慮

に入れなければならないのは当然であるが、前項で述べた評価に対する考え方に基づけば、授業内観

察の方法の工夫および、評価材料の多様化ということに重点をおいて考えていかなければならないだ

ろう。

６．５評価の伝え方について

前項において、評価材料の最終方法の具体的な例を挙げたが、それぞれから得た評価材料なり、そ

のそれぞれの評価を、どのような割合で総合化する、またはしないのか、ということは、実は、それ

らをどのような形で学習者に提示するかに依存しているところがある。

まず、前述したように広義でいう評価は、必ずしもフォーマルなものだけではなく、教師からの日

常的な指導やアドバイスといったインフォーマルな評価をも含んでいるということを砿認したい。そ

の上で、狭義のいわゆるフォーマルな評価についてであるが、基本的には、その評価の伝え方は必ず

しも、一様でなくてもよいと考えている。

現在､本校では10段階評定で前後期の評価が生徒に伝わっているが、それだけが｢評価」ではない。

日常的および定期的に、フォーマル・インフォーマルな評価を砿認していくことが大切であろう。学

期末および､学年末に出す10段階なり５段階なりの評定のみを｢評価｣だと考えてしまいがちなのは、

指導要録に、そのように記入する必要があるからであるが、これからは、私たちが考えている評価の

あり方と、指導要録との整合性も考えていかなければならない課題であろう。
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資料６４年生年間指導計画
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英語科カリキュラム

￣ 

－Ｊ 
￣ 

学年 1年 2年 3年 ４年 5年 6年

科目(単位） lntmductoryEnglish(３） 
TT(1) 

1,t⑥gratedEngIish(３） 
TT(1) 

TopicStudies(必3)*6年のみ文理別

Rsading 

(遇２．コース別）
Intensive/Rapicl 

Writing(選２.習熟度別）
Guid⑥｡／CreativG 

下肥から1単位選択
ＬＬSeminar(0.5） 

*Vocabu旧ry(q5）
NTE(０５） 

Writing(0.5） 

ＬＬSeminar(目２）

Reading(自２）

目標

英贈特有のリズム･イントネーションに親しみ､身近な話題1こついて.繭
単な日常会騒ができる。
自己の発見･砿立。

学習事項としての英語ではなく､英腰は使うものとして篦識する。
基本的な英寵の構造について学ぶ｡学習方法を学ぶ。

まとまった内容の英文を理解し､自分の意見を簡単な英贈で述べること
ができる。

自己から視野を広げ.世界を知る。

抽象的概念を含む相当量の情報を収築.カロエ.発恒することができ.場面.
状況を考慮した高度で総合的な言語運用能力を身につける。
広い世界との関わりを考えた自己の再製嘘

場面ﾄピック

呉悸的顛魏。増面Ｈｅｒｅａｎｄｎｏｗ 抽象的瓢象･場面

あいさつ、自己紹介､第３者の紹介.日常生活､学校行事､過去の出来
事､買い物.食事､道案内簿旅行など

LifeandCultuTe/SocietyandCommunicaticn 

Natur⑥ａｎｄＥｎｖｉｒ｡､ment/ScieT1c⑥andTechnoIogy 
LifG団ndCulture/SocietyandC⑨mmunication

NatureandEnviTonment/SciencBandT巴ehnolＯＲｙ 

活動 BasicCDmmunication･Ｐｒｅｓ⑥rItation BasicC⑨mmunicationandD⑥bat｡､Presentation 
GuidedDi聖lローi⑤、

FreeDiscu堅iorI

ｺミュニケー

ション能力
入門期・現在と過去の基本的概念とその
.特に英語の音声･リズム･イント形態が理解できる。
ネーションに慣れる。・身近で具体的な文を音醗する
.英語の基本的贈lUiが理解でき際.語句や文を正しく発音する。
る。・身近な生活で使う会諾に慣れ．
･英酪での基本的な会括や自己緒簡単な英語で砺柄を説明し、適切
介ができる。な応答ができる。
身近な単贈を聞き.理解できる。・単文の発賭にとどまるだけでな

<､1つの節からなる文を､2つ以上
使った応答ができる。
・身近なトピックに基づいたスピー
チやスキット原稿が害Iﾅる゜

･VarietyIﾆ富んだ英語を聞き､大
意を掴むことができ､社会墹面に応
じた言葉があることを知る。

Eye-contactやGestureを交えて鱈
す｡ 

・NaturalSPeedの英語をHHき、大意を掴む。

･音声変化(弱化.連結.同化簿脱落､短縮など)に留意して､英詣をHll
〈 □ 

･時制の概念だけでなく､英語特有の相の概念とその形態が理解でき
る ◎ 

･２つ以上の節からなる英文を理解し､表現できる。
･ParaRmphReadingの基本を身につける。
･大まかな鯖の内容が把握でき.メモがとれる。
･Paragraphが書ける。

.比較的抽象的な場面やトピックについての会話やプレゼンテーション
ができる。

．ある程度の理鎗的思考に基づく嚢現ができる。

会賭をしている相手を意識した表現ができる。

、目分にとって意味のある採々な場面での英語を雛み･Bllき､発信者の意図
を掴み．自ら問題恵議を持ち.それを表現できる。

・抽象的な墹面や概念を含む相当量の情報を細部まで理解し､その場面に
応じた表現ができる。

・２つ以上のPa画paphからなる文章を銃み、Paragmph間の構成を考え.理
解できる。

･Paragraphを鎗理的に楢成することによって､文章が書ける。
･会語をしている相手との人間関係を考えて､場面に応じた対応ができる。

IT教育
TyplngI二よるアルファベット指導､E-maiIを使った自己紹介､ＬＬ機器を
使った音声練習(正しく聞き取る練習）

E-mailを使った恵児交換.インターネットを使った情報収集､マルチメ
デイア(音声教材･ビデオ･映画)を使った語学演習

マルチメテイアを使った胴報収築と情報発信

授薬 20人学級.NETとのTＴ 20人/30人学級.NETとのTＴ 選択クラス

プロジェクト
スキツト作り.ポスター作り、自由課題(夏休み騨題)．ＳｈＯＷａｎｄＴ⑥Ⅱ〔自
己紹介、日肥､自分史､道案内､奈良の紹介.世界文化遺産の紹介な
ど〕

ポスター作り.ビデオ作り､英旙俳句作り．自由課題(夏休み課題)、壁
新聞.１分間スピーチなど

課題研究(卒鏡）

行事 ReC噸ti□ｎＣＤｎｔｅＳｔ SkitContBSt 

Sp巳BGhConteSt ACJC・AndersonH.Ｓとの交流
ＧＩ⑥baICI2空｢００ｍ

(４年2学期～５年1学期）

総合教科 奈良学(奈良の地理･歴史につい
て）

環境学(GlcbalwarminR,Garbageな
ど）

世界学(異文化コミュニケーション
能力の育成） 傭報学(WWW検索）
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Sem 

e－ 

ster 

Ｍｎｍｈ 
Less｡ 

IＵ 

Hand｡ 

ｕｔ 
Targetstructurcs Topic Phonics TＴ 

lst． 

Apr． 

ＮＣ」

No.Ｚ 

Ｎｏ３ 

No.４ 

No.５ 

EIDgIishsounds 
theAlphabet(1) 

EmgIishsouluds 
theAIphabet(2) 

thcRomanAlphabet／ 
Number(１１２） 

Nouns(Singular,Plural） 

Sports 

Food (1)an／ap/aｔ 

(2)a｡／ag／ 
aIn 

Ｇ｢eetinlRs 

Ｈｏｗａｒｃｙｏｕ？ 
ＴｅⅡｕｓabout 

yourself 

Ｍａｙ 

No.６ 

Ｎｏ７ 

No.８ 

Ｚ 

No.， 

ＮＣ」0

EveUyday 

English 
Lesson5 

DemonstrativcsThisis,Ｔｈａｔ 

1s． 

Dcmons位ativCs/Isthis？/1ｓ

that？/Numbe（１３２４） 

Demonstrativesmheseare 

Thoseａｒｅ，Ｔｈｅｙａｒｅ 
./NumbexZO90） 

Wh-questionfbIms(What） 

Ｗｈ -quCstlon 

IbIms(Who,Whatcolor） 

Tbesimplcpresent(1) 

Greetmgs 

ldcntiIicatiom 

CoIors 

Pcts 

(3)ig／ip/iｔ 

(4)et／e、

(5)ug／u、

(6)０t／uｔ 

(7)ub/up／ 
uｄ 

Intcn'icw peop Iｅ 

Thisismyliricnd， 

LostandIbund 

June 

３ 

４ 

No.11 

ＮＣ」Ｉ

No.1２ 

No.１３ 

ThesimplepHEsent(2) 

ThesimpIe 

prescmt(3)negative 

CopuIaBe/Number(Ordinal） 

CopuIaBe 

Dailyroutinc 

Daily｢outine 

Personal 

infbrm 

(8)Ｃｌ／Ｈ 

(9)cr/dr/liP 
/甘

Whatclubareyouin？ 
Whattimeisimow？ 

Imtcrvicwにsｔ

ＭｉｄＴｅｒｍｃｓｔ 

Jul． 

４ 

５ 

No.1４ 

No.1５ 

No.1６ 

No.1７ 

ＮＣ」７

Wh-questionfbHms(Whose） 

Wll-questionfbmns(Where） 

SubicctPronouns 

Adjectives(1) 

Adiectives(２） 

Posscssioms 

Rooms 

Contmst 

(10)sk／sI／ 
sｎｌ 

LikesanddisIikes 

ＣＯⅡectingdataand 
givingpresentation 

Ｗｈａｔｔｉｍｅｄｏｙｏｕｇｅｔ 
up？ 

SummerhoIidays 

Sept． 

Revie 

Ｗ 

６ 

ＮＣ」，

Ｎｏ２０ 

No.ZOO 

No.２１ 

Ｎｏ２１０ 

Review 

ImperativeSentences 

Frcquencyadverbs／VerbS 

ImpeIntivcSentemces 

ObjectPronouns 

Ｇａｍｅｓ (11)sp／st／ 
SＷ 

Dailyactivities 

(12)ｍｐ／､。

LikesanddisIikes 

Daysofthcwcck 
Namesofthcmomth 

AskingaboutIime 

TI1cwcalher 

０ct． ７ No.2２ PosscssivePronoumR PaIty lnstmctjons 

TｅｍｌＥｒｌｄＴｅｓｔ 



１ 

１９ 

(]６１１/cｋ 

１７３ 

Zn。

０ct． 

Nov． 

８ 

No.２３ 

Ｎｏ２４ 

No.2５ 

EveIyday 

Emglish 
Lesson9 

， 

Ｎｏ２６ 

Ｎｏ２７ 

10 

Ｎｏ２８ 

ＮＯ２， 

Ｎｏ３０ 

11 No.３１ 

TheSimplePresentTense 

(Theverbafierheosheoit） 

TheSimplePresent 
Tense(Questions） 

TheSimplePresentTemse 

(Exel℃ise） 

TheSimplePresentTemse 

Nouns(countable/uncountable 

） 

Nouns(countable/uncountable 

） 

ThePresentContinuous 

Tense 

ｎｌｅＰ唾sentComtinnunnn貧

Tense(Ｗｈ▲questicns） 

PresentTensc(SimpIc 
v・sContinuous）

Askinglnfbrmation 
Sentences 

Pcoplc 

Food 

Spo前５

Food 

Sllopping 

Physical 
act1vutles 

TelePhone 

Physical 
actlv1tlcs 

(13)nt／1k／1ｔ 

(14)ft／st/sｋ 

(15)ｘ／sｓ 

(16)11/cｋ 

(17)qu/ｈ 

(18)ch/th/wｈ 

'0siｎ ９ 
ＵＯ 

Field、aｙ 

lntervicwyour 
paItncr 

(Dcscribinga行iend）

Lookatthis1 

(Intmducinga 
fhvolite 

/thing） 
person 

、cc． 1２ 
No.3２ 

No.3３ 

Prepositions(1)Ｔｉｍｅ 

Prcpositions(2)PIace 

(19)sh/tｈ 

(20)､g/nｋ Interviewtcst 

ＭｉｄＴｅｌｍｅｓｔ 

Jan 

Feb 

1３ 

1４ 

1５ 

1６ 

1７ 

1８ 

No.3４ 

Ｎｏ３５ 

There+be(1) 

There+be(2) 

ModaIs(can/cannot） 

Modals(may/may 

mot/must/mustnot） 

PastTense(be） 

PastTense(continuaI） 

PastTense(regular） 

PastTcnse(inPeguIar） 

Modals(ｗｉｌｌ/begoingto） 

Infinitivcs 

Comparatives/Superlatives 

Movie 

Ｒｏｏｍｓ 

(21)ch/tch 

(22)a()e/I()ｅ 

(23)o()e/u()ｃ 

(24)ee/eａ 

(25)e/０ 

(26)aｃ 

(26)y/aｙ 

(27)ai/Cａ 

(28)Ce/oｗ 

(29)００/Oｕ 

(30)ew/uｅ 
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［ 

小テストの湿録

基題英悪をRnいた日

LEs55NiTEI-TTEi~ＴＴ~iTてI-T｢[了うTEJ~iT[TTTzT~iTZJT
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内容 dIIWcuIt 

② 印。 圏
コメント

１ 代衷的な色の名前

２ 何色なのか、たずねて答える

３ 序数（ｌｉｓｔなど）

４ 代名詞のさまざまな形

５ be動胴（amiarB1Is）の使い分け

６ be動胴を含む文の疑問文、否定文

７ Whose～？ 

８ 代名鯛の所有格（ITWなど）

９ 基本的な動詞のいろいろ

1０ 一般助胸を含む文の疑問文、否定文

1１ 曜日名

1２ 頻度を裏すことば(edw2Wsなど）

1３ 基本的な形容詞のいろいろ

1４ 形容詞の使い方ふたつ

月/曰 ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ

点鋤溝点 ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ

やり直し

LESSON（） L･（） Ｌ（） Ｌ（） L､（） Ｌ（） L・（） L・（） L・（） L（） 

月/日 ／ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ

LESSON(） L､（） Ｌ（） L､（） L・（） L・（） し.（） L､（） L,（） L（） 

月/日 ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ



ＴＥａＣＨ１ｕＣＰＬＡＮ 

ｌＤａｌＥ/Ｔｉｍｅ:Thu｢sday,Novcmbc「１５，２００１／TheIslperiod

llClass:ｌＢ,`'ろ'0(l0giTls」Ｉboys）
ⅡLTexlR 

HandoulsNo､28,29:OrigimlllIBxlsadaptcdIiomNcwAmericanS1T低amIine(OxIbrd)．

PhonicsPictu｢cDictionary(Longman） 
1Ｖ.Ａｉｍｓ： 

１．GcncralaimsofthisIcsson 

(1)ToIhmiIiaTizethcstudImts(Ss)withlheuseofthepresentcDnlinuousにnse．

（２）TohavcS5undcTstandthcdiIIisrencebetw巳emlhcsimpIcprcscnMcnseandthｅｐＴｃｓｃｎｔ
ｃｏｎｌｍｕｏｕｓｔｅｎｓｅ． 

（３）TohaveSsenjoycommunにalingwiIhtheirIiiendsandIhIginstruclor、

１ｓp亡ciiicaimsofIhisperiod

（１）ToIamiIiarizeSswiIhIhcusどoflhepTescnlconlinuouslcnscbyusingIhelb｢min

mCaninglnIcontexts． 

（２）ＴｏｇｅｌＳｓｌｏｈａｖｅａｓﾋﾟnseoflhclbrmofthcpresentcontinuouslenscwith↑Whati1and 

rDWhomqucstions， 

（３）ToIamiliarizeSswiththctUIcphonIBcDnvcrsation． 
Ｖ,AIIotments： 

Istpcriod---IntroductionoflI1cprcsIBnlconlinuoustense 

Zndpcriod-----PrzIcticetheprcscnIcontinuoustense,InIblmalionquじstionswilho1WhalD1and

''Whoo1(thisperiod） 

1７５ 

11Ｍ 

(ＭＩＲ 
PＲＯＣＥＤＵＲＥ INsTIwcToRPsAcrIvI11IZs ＳＴＵＤＥＦ｢15,ACTIVlTIES ＮＯ~1匹Ｓ

(1)(Br亡ば'imgs ＴｏｇｒこぜlS5． ｒｏｇ｢cetIhcinst『uctor．

勺。 (2)ＳｍaⅡlaIk TotalkaboutlhMmmilimT1hing． TolryIOunde応tandthegi51．
1.o5Pq8a“IowITu5ingEaSy 
OPocabula応．

勺Ｐ←
(〕

R， ⅦビＷ

ＴｏｈａｗＳｓｃｈａｎｔ轍Ｗｃａ｢ｃ

working1.ｉａｓａｗａｒｍ･ｕＰ， 

1.ochanl劇ｗｅａｒビwoTIGingc， ＴｏｈａＷＳＳｒｃｌａＸａｎｄＰ｢oduce 

thごalmusPh⑭｢じｔｏｓＰﾋﾟaｋｏｕｔ
I;､処IiFih

５ 

(４） 

IntroducIion 

⑪1.thcI1IBw 

3t｢uclurc 

ToshowSssomcplじＩｕ｢eｓａｎｄ

giwthemSomcqucstionsof 

simPlどｐＴｅｓﾋﾞｎｌｍｄＰ｢じsIJnl
ncnnoinpw､ＵｐＥＤ４Ｄｎｑ２｡。

Ｔｏａｎｓｗ巳r1hIBquﾋﾟstions． ＴｏｈａｗＳｓｕｎｄｃｒｓｍｎｄｌｈｃ 

dim:rgIlccbIgIWccnlhcsimP1e 

PrcsmIIcnsgandlhcPrどscnl
｢､ｍｍＯＩＰｍｌｄｎＤＢＥＯｊ､而亡,、

１０ 

(５） 

ＡｃｌＭｔｖｌ 
⑪ 

(ＩＤ｢cScnIaIlOn 

ａｎｄＯ＆Ａ） 

ＴｏｐｉｃｋｏｕｔｓｏｍどsludmI乱ａｎｄ

hmvcthemdcscribcIh低Picturcs

IhcvIvebToughK、ザ

ＴｏａｓＭｈｅｒごstofIhecILss

qu鱈liomsaboull比ｐＭｕＴど$．

ＴｏｈａＳ･ethecIas5｢ごpIsallhご

ques1ionsandanswmio「
ｎケ●□亡宍ｎＴｆＭＷｂＯＢｎＢＤｎＨＤごＴ■｡、娃枳

TodIBsc｢ibclhcsccnじinthc

picIu｢ｅごachofIhesludmlshas

brouBhIin． 

Toanswc｢IhcquﾋﾟStions． 

Ｔ⑪havoBSSliSlぜl1tothIs

p｢Ｕｓ⑭nmtioncarIflmⅡｙ、

Ｔ⑪ｈｍｖｃＳｓｕｎｄｃ鷹lamdthc

dilYi:｢どI1cI:ｂ⑭､ﾊﾋﾟﾋﾟnth亡ｓｉｍｐｌｅ

p｢ぜ“nI化ns⑰andthピPIT:sぱnｔ
ｃ⑪ntInuousに、Sc，

](） 

((1) 

AClMl)'２ 

(ＣｌｒｄＧｎｍｇ） 

TocxpIainhowIopIaylhじ

gamIa 

ＴｏｗａＩｋａ｢oul1dlh低cIm55｢()()、

andheIPSs.ｉ｢、cじじssalv，｡ 

(lbTthcpcrIbmncr)TochoosImnIg 

⑪Ｉｔｈｃｃａ｢｡s,mimetheaclion 

suggesledonlhecmd,ｍｓｋｌｈｃ 

⑪ｌｈｃｒＳｓ･I1WhatamIdoing7iIand 

ｉｍＳｗ巳TlhergsPonse．

(Ib｢IhcrcSIoflheSs)ToguuMilhI： 

mCIioIMmdask､0.Ａ｢ｃｙｏｕ－ 
imdDm0E､「〃ｑｎｎＲ前前のDirwh

ＴｏｈｉＬｗＳ５ｃｏｍｍｏｎｎｉ屯1ピｗｉｔｈ

Ih⑭ｇ｢ouPnucntIyand 

KIcIiv巴ly．

1０ 

(７） 

Ｐｒ“Enlation 

(ｌｆＩｈｃｎｃｖＬ， 

maIerials 

ＴｏａｓｋＳｓｌｏｇｕｅｓｓＩｈ“itumlion． 

TopIayKhela畔．

ToshowSsapicturuB． 

ToputaqucstionIoSs． 
"What･『ｅｔｈｅｎａｍﾋﾟｓ⑥｢th亡

lwoplgoPIe?“ 

Ｔｏｐｌａ》,thI:IapcagiLIn・

ＴｏｐｕＩｍｏ｢ｃｑｕ囮511011s．
nWhCrCISSColt?｡｡“ＷＭｌｏＳｈ② 

doing?., 
１１Ｗhe｢e,ｓＩ釦uIril?'１．，Whalps

shedoing?l1 
Toinlrod1u唖IDﾋﾟwwoTdsaIUd

exP｢cssions， 

ToIisにjllothediaIogueand

gu曙slhcsiIuation．

1.oanSw亡rthequestions．

TopronouncピｎＥｗｗｏｒｄｓａｎｄ

cxprcssIons. 

TopTacliccrcading． 

TomakじｓｕにａⅡＳｓＥａｎｓ巳巳

tlwPictu｢ぜ．

1０ 

(８） 

Ｃ⑪ｍｍｍｍｉｍＩｉ 

ＴＩ:pmcI1cピ

ＴｏにｔＳｓｃｈａｎｇＩｇｓｏｍＩ８ｐｉｍｓｏ「

【h巳dialogue(unde｢IimFdlimd

mak仁ａｎﾋﾟwdiqIoguぜ．

Towallsa｢oundll1ピcIms1iIOh②lｐ

Ss･ifnece55an鯵．

Ｔｃｃｈａｎｇｃｓｏｍｃｐａｎｓｏｆｔｈｃ 

dialogu造ａｎｄｍａｋピａｎﾋﾟＷｏｎぜ

ＭｌｈＩｈ⑨panncT． 

ＴＯＩｗｉｌじilonthcirsh“し

T⑪ｈｄｐＳｓｌｏｂピｃｒ巳田【ive．

(9)ConsolidaI 

１０ｍ 

Toassignhom⑪w⑪Tk． 
ＴｏＥｒﾋﾟﾋﾞISS． 

Ｔｏｇ｢亡cllheinSImcto｢．



② の ④ NｏｚｇＬＥＳＳＯＮ１０Ｐ臼ｒｔＢＷｈ巴Ｂｔａ｢ｃｙｏｕｄｏｉｎＥ？学習ロ
Ｃｌ…（）ｌｉｄ（）山、（ ExBmci＄⑧１ ） 

雛
Dialo巳ｕｅ

Ｖｏ毎abuIaFy

(Laura） 

(SCott） 

(Jamie） 
鵜

Exp｢Cｎ回ior輻

Hello、

1ｓ～there？ 

④ の ⑥ Ｗ７Ｔａｌａ崎lheydOjng？

、ｅｙａ心ｗｎｆｍＦ．
、i副oEue

Laura： 

Jamie： 

Laura： 

Jamie： 

Laura； 

Ｊａｍｉｅ： 

Laura宮

Jamie： 

Laura： 

ニヨニＵ

Hello・ I 

HelIo,Ｌａｕｒａｌｓ 

￣ 

HelIQ-Laur2．IsScottthere？ 

Oh,hLJamie・Yes,heｉｓ・Buthe,sbusy､

Isheworking？ 

NC，ｈｅｉｓｎ,tHorking・Ｈｅ'ｓｉｎｔｈｅｋ－１ｔｇｈ且n．

What,ｓｈｅdoing？ 

He,scooking 

Whatareyoudoing？ 

rmreadingⅢ．…｡,に｡何s……,(L鯛Gwul〕

の② ③ 

Exc7c上⑥２

一
『
③

Ni6heIle 

灘ド
KeVSontSrに傘Ｓ

'１h…youlP:;Ｗ 
Ｗｈｏｉｓｗｏｒｋｉｎｇ？ 

l'ｍreading 

rmreadingmarryPotter',、

Ｊｉｍｍｙｉｓ． ｆＷ、Mにhe"ＢＩＳ帽Bdmg．ごロf子Ee

WhafjSsherEadjng？ 

Shejsreadmgamaqazj"ｅ 

αノ色が牛

ｈ
一
雨
｛
『
》

ｅ
必
距
函
一
邨
一
『

Ⅱ
》
．
．

⑥
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ｇ
 

ｏ
 

ａ
 

ｄ
 
Ｂ
◆
己
●
■
●
。
ウ
●
●
●
⑤
■
■
■
■
白
■

》
Ａ
８
Ａ
８
Ａ
８
Ａ
８
Ａ

Ｙ
 

Ｅｘ⑥｢c睦ｅＳ

'んｈＯｊｓ鱈admgamagHZjne？
MMchelGjS． 

円,oni-llS）Ⅱノcｋ 期
避

】
鑓

塾
のＩＩｖ割鰯,

職域'籍Ⅷ

b七EA

■壗遥些雄＆

@K画畦□L…‘

詞

伽３ PＫ 

W9EJ霞鬼

ShBVeJ3LB凶rａ



平成13年度「英語Ｉ」年間指導計画

1７７ 

英語Ｉ Lesson Ｔ ＯｐｌＣＳ Ｇｒ３ｍｍａｒ 

４月 １ 
ことばとしての英語､インターネット、

社会問題、異文化理解
不定詞、ＳＶＯ、ＳＶＯＣ

５月 ２ 自然科学、動物 that/what節、現在分詞を含む文

６月 ３ ４ テストとは（テスト不安）、色の文化
関係代名詞(what)、関係畠'１詞、

過去分詞を含む文、原形不定詞

７月 ＯＲ１ ThelslSemesterMid-termErn、

ＴｏｐｉｃＳｔｕｄｉｅｓ 

9月

lstweek 

2,.ｗｅｅｋ 

3rdweek 

4ｌｈｗｅｅｋ 

Health①“ThreeKindsofHealth” 

Health①“ThreeKindsofHealth” 

Discussion 

Health②“Doyoummdiflsmoke?” 

Health②`Dovoumindiflsmoke?” 

条件文

分詞構文

If節/whether節を含む文

1０月

3１ 

ｗｅｅｋ 

2,.ｗｅｅｋ 

3｢dｗｅｅｋ 

41hｗｅｅｋ 

ThelstSemesterFinnlExam 

Health③``ForYourFutureHealth” 

Health③Discussion 

Health④"AIDSvsAid” 

Health④“AIDSvs､Aid” 

1１月

lstweek 

2,.ｗｅｅｋ 

3rdweek 

401ｗｅｅｋ 

Health⑤`CaseStudies'， 

Health⑤``CaseStudies'， 

、i息cmsBion

Health⑥JustsayNotoDrugs 

Health⑥JustsayNotoDrugs 

仮定法過去

1２月

lstweek 

Zndweek 

3rdweek 

4ｌｌ１ｗｅｅｋ 

Ｔｈｅ２ｎ(lSemesterMid･termExam 

MediainEducation① 

MediainEducation① 

－－－－－－－－－－－ 

1月

Sｔ 

ｗｅｅｋ 

Zndweek 

3rdweek 

4uIweek 

MediainEducation② 

MediainEducation② 

MediainEducation③ 

MediainEducation③ 

2月

Hｔ 

ｗｅｅｋ 

Zndweek 

3rdweek 

4thweek 

Ｇｅｎｄｅｒ 

Ｇｅｎｄｅｒ 

Ｇｅｎｄｅｒ 

Ｇｅｎｄｅｒ 

3月



「英語Ｉ」学習指導案

ＤａｔｅノＴＨｍｅ：Thursday1Novemberl5,２００１/The2ndperiod

Class：Ｔｈｅ４ｔｈｙｅａｒ;ＣｌａｓｓＣ,ＮａｒａWomen，sUniversitySecondarySchool 

Tbxt：OriginaltextsadaptedhPomCb"sj［わ｣･the縫凹“(LDngman)andＦ】℃edbm,ﾉ?4ＷＦ

ａ"。〃eapO"sjbmmtWmhse血ﾌﾞbノ
AimRofthislesson： 

（１）Tbfamiliarizethestudents(Ss)withthetopic鋼Health”

（２）TbhaveSsthinkabouttheirhealthandhowtoleadahealthyli化．

（３）TbhaveSsexpresstheirfbeungsandthoughtsonHealth 

Aimsofthisperiod： 

（１）TbenableSstounderstandthethreestoriesaboutAIDSpatients． 

（２）TbhaveSsexchangetheiropimonsonwhetherAIDSpatientsshouldquittheirjobor 
not.、

AUotmentofthislegson 

l隅tlntuPoductionofHealth⑤（CaselMagicJohnson）

２ＭHealth⑤（Case2KimberlyBergalis） 

３rdHealth⑥（Case3MjchaelEvans） 

４【hSummaryofthethreecasesanddiscussionIThisperiod】

①
②
③
 

① 

③ 

⑥ 

⑦TbachingProcedure： 

178 

Tｉｍｃ Aclmtics Inst｢ucIor､saclMtics SlDuddpnIs･actiTjljcs NoIcs 

３ (1) 

Ｇ｢eetings 

mD8rccISs． TblBrccmhcIcachcr． mocImlcn8oodatmosphcTu． 

1０ (２） 

Rell郎,ｏｆＵｕｃ

P歴Uiollsc駐ｓ

TbqskSssomcqucslions1vhicharc 

conncctcdwithlhcprぃoiouscIass．

Ex）(Expcctcdqucstions） 

WhalwasMDgic･soccupalion？ 

Ｗｈ､didhcquilhisjob？ 
HowwasKimin化ｃｌｃｄＭｔｈＨｌＶ？

WhaIisMichacl，ssccrct？ 

WhOdocshckccphissccrcI.？ 

DovoulhinkMichacIshouldquiIhisjob？ 
ＷＩｗ／ＷｈｖｎｏＩ…cに

TbkccpinlcracIionwilhSs． 

TbanswCrlhctcnclucr､s 

Ex.)(Possiblcanswcrs） 

qucslIons， 

ＨｃｗａｓａｐＴｏ化s5ionalbaskclba1Ipla》･cT．
BecnooGd､hcwasinlbclcdmlhHIV 

WhcnshcbadaIoolhremo1.ｃｄ,shccaughI 
lhcvimsliomhcTdcnli気、

HciSHlVposjIivc 
BcmqusqPhciSadocloT・Ｉｆｖｏｕｔｏｌｄｔｈｃ

lnuth,hjscauccrwouIdbcfinishcd 

YbＳ／ＮＯＢｌＧＣｎｑｕＳＣ．． 

TbaskSsaIrandom 

TbhWouscpu口１０K姪ＭｃｍＸｄｐ 

I麓:;H；
ａｄｌａｓ 

ｍｎ・bｅ

hUiUﾖｑｄ四ilrc$cＬ

５ (3) 

Individual 

ｗｏｒｋ 

Ｔｂｇｉ1℃Sslhcmainqucstlon， 

(ＤｏｙｏｕｔｈｉｎｋｌｈａｌｐｃｏｐｌｃＭ１ｏｈａｗ 
ＨＩＶ/AlDSshouldTctirefTomthcj「

work?） 

Ｔｂｈａ１･ｃＳｓｌｗⅡｃｔｈｃｉｒａｎｓｗｃＴｏｎＩｈｃ 

handoul 

TbaskSsloa｣mOmIhcqucstionom1h 

Tbanswcrlhcqucst10nandmmtcIhci「
nnswcronlhchIDn[lnut-

TbhcIpSsif1hい'ｈｆｗｃａｎｖ

PmbIcms． 

２０ (4) 

Ｇｍｕｐ 
Ｄｉｅ企mssion

TbdilidcSsinlo6groups、

TblnLuSsdDoosconcd皿hp口somofUTcgml印．

Tb回睡mmgBSSlo唾cEngjish

Ｔｂｊｏｉｎｃａｃｈｇｒｏｕｐａｎｄｇｉ､℃ｓｏｍｅ 
suggcslIonS． 

TblbⅡowlhclcachcT，sinslructlonandtn, 

toInlcmclinIhcgroup． 

ＴｂｓｕｍｍｍｉｚｃＳｓ、idcasandlotJyloIind

oncpossibIcidca． 

TbIryIojoinaIlthcgroup 

TbllcIPSsifth⑤．ｈa1℃ａｎｖ 

PTobIcms 

1０ （５） 

Pﾔ巴画､I釦1ｔ…pnd

Juhhdmg 

Tbaslw圏dlcInhW｡§onabouthighcr蝉upmsidm
onUtcmqjnquc副Bon．

Tb1witcSs・idT⑪smlhgblmdb0md

Ｔｂ錘ｋＳ６Ｉｈｃｑ胆ｃｓｍｍａｇａｍ副回n回(cthcm
mhjnko｢iｌ 

TbPIuBscnlthcnBsullofdiscussion， 

Tbmn5帆可IhcqucsⅥonanduwilcthci｢answer
onIhchmT化qD0

Ｚ (6) 

〔Zr面Uhl価tr1

TbannounCcncxI1oplcandgilcSsPTinに。
ｍａｔｅ｢IalIbTIhcncxtcl:､E＆ 



ｍｅ塾lth⑤

Casestudies(HIVIAIDS） 

MainQUeStionu 

DoyouthmktlmpeoplewhohavelⅡVZl皿S8houldretiremnMheirwork？ ★Ｃａｓｅ２ＫｉｍｂｅｒｌｙＢｅｒｇａｌｉｓ 

HcalthcarcwDrk⑥『ｓｈａｖＵＢｂ巴come且us､巴哩ｗＩＢｒｓｉｍｃｕａｔｗ心nIy-two-yea炉oldwomiln，

Ｋｉｍbe｢ｌｙＢｃ｢gnIis,caugllt1heHIVvimS,ｐ｢obabIynomhc「dCntislwhenshchadatooth

r巳、o蝿｡、SinccI1⑥｢death,ａｓｗ造Ｉｌａｓｌｈｅｄ巴alhsofolheTpaIieu1ls,manypeoplehav上ｖｉ②wcd

docto応ｗｉｌｈＡＩＤＳａｓｃｒｉｍｉｎａｌｓＭａｎｙｐ巴oplcbeIiuvulI1aIheaIthcareworkerssl1Duldno

Iongerp｢acticctheirnIQm垈旦Ｉ型whentheyknowthatlhcyhaveAIDS・PatimlSfbcIlIucy

havCth巴IighltoknowirtIlei｢doctorisin化ct世dwilhth⑭AIDSvims,andthengh【Ioprotccl

lllcmsclvesiiommnydnngcrofge[tingIhcdiscase． 

★ｃａｓｅユＬＨａｇｉｃＪｏｈｎｓｏｍ

InNovcmbe「１，，１，Johnson-on巴ｏｆthcgTcatcstbasketballplayers但蠅｢－nnnoUn唾dlhat

I1巴ｈａｄ化stcdpDsitivefbrHIV;whichごaus巳ｓＡＩＤＳ・Ｈｃａｌｓｏｓａｉｄｈｃｗａ３鼬tiTingfr⑪m

baskctbaIL 

AlieTpubliclyannou11cingthathcwmsHIVbposilive・Johnsonplayedin1llCNBAAll-StaT

gamcinFcbnIalylll2,ａｎｄｔｈｎｌｓｕ、、｡「ｗａｓａｍｃｍｂｃｒｏｆｔｈｅｇｏｌｄｍ⑥dmI-winningUS．

bask世【bnlllcamatthcBarcelonaOlympicS、

ＮＩＢ､｢lyIlmonthsalicr迦凶】[唾tiTing,ｈｃ｢l:joinedtheLakcIS・ＢｕｌｏｎＮｏ蝿mbp｢４，

１，，２.johnSonaImouncedagainthathcwouldrcIire-bどcaus⑤someplayersandown②『swlB『e

cpncemどdaboutIﾋﾞｔｌｉｎｇｈｉｍｐｌａｙｈＡ１ＤＳ⑫xperts撃塑壁dthntthc｢ｅｗｉＢ｢elillIcpossibililyof

1里哩血uinglI1evimSlhToughaIuylI1ingconnccl⑥dwithbasketbalLButsom⑫playc｢ssliII

smidIhmllhWw巴reaitaidofbeimgonth心counwilhJohnSon．

gql目p⑧ct＝被眺祈・存蝿祈crimimalS＝犯＃11櫛JImhB5ion＝職鷲right＝Iai利

］
『
⑤

Ｑ１:Whatis``heaIthcareworkers幟？Givesomeexamples．

Q2:WhatllapperledtoKimberly？ 

nIMu｡､、Ce諄発灘する

噸Sc鏑＝ilfIiIiする

mbrnlJuy＝不,趣の
trnnlmit＝低染させる

WerOcDnc③rmcdzlboⅧt＝亥(避う
Q3:Doyol】tI2imklDntientshavethcrighttoknowift11cdoctori8HIVpositive？

ＷｈｙノWllynot？

Ｑ１:WI1ydidJoImsonrctirefromluisjobasaproibsBionalbasketballplayer？Writeyour 

DwLupuBgibl⑥mnswurs． 

Ｑ２:Doyoumgreewithhisdecision？Why/WlhylDot？ 

CHLr串（ノハｈｒノ蝿ｍｅｒ ノ



Ｔｈｅｌａｓｔｑｕｅｓｔｉｏｒｌ１１ 

ＤｏＷｕｔｈｉｎＭlatpeoplewhohavelⅡVMAmSBhould理ｍｅ坤mtheirwDrk？

WhWWhynot? 

★Ｃａｓｅ３、ⅢiｃｈａｅｌＥｖａｎｓ

Writeyouranswcrhere． 

1:Nowexchangeyourideasmagroup 

MemberB 

』
“
。

t『どalmentIbTtheiTdiseascbごcausﾋﾟolm型Ｏ｢pubIicTCaclIon

rEpMtalion-df11Ifata1＝致命的なm$u｢an“=保険several声いくつかの

mn1pmcti蕊彗恢療事故庇a『＝恐れ・恐怖

Ｑ１:Whati圏hisoccupation？

Q2:Whvcahn､thetellpeoplethefnct？ ￣ 

Q3poyouagreewithhiskeepinghIsｏｗｎ禽ccrot？Ｗｈｙ／Ｗｈｙnot？

2;Again、ＤｏｙｏｕｔｈｍｋｔｈａｔｐｅｏｐｌｅｗｈｏｈａｖｅＨＭＡＩDS8houldretirehomtheirwoTk？

Q4:【fyourdoctorweremfbctedwithHIMw⑪uldyouliketoknowthat？

Ｍｅｍ煙rｓ Ｍａｉｎｌｄｅａ 

*ＣｈａｉｒｐｅｒＢｏｎ 
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2ndIr｢iGxl--P■EIi配RIHel1定…IEonRm凶Cu$tE的sE-InlbmmIjonquぜslioIlEwiIhqWIbalpand~Ｗｌｂｏ--IIhi3ptIhdjIm麺dqul:No29）

jmPfri⑬l･････ID感RicEthcP穂Bmconlmw…t巴砥已.JnIbmmIiDmqlLE5【iun噸IIMDlheTq-1wdS・IJIanIkDlLl:Nc-醜]O）

41hF、唖－－Fr白s…lio■orllleFmj2GtnｾﾕmmEaEIni前g）

jUlpGTiod･････P砲cticcuhcpTr5cnlconlIJIuousueme(11幻｡[DM;18口,30）

61ｈ扉TiLDJ----R鼬,ｉＥｗ

ＶＬＴｒ曲chingqid3:

八ぃ〆reronl亡r･Fh5hgaId3」｡iFIul■s､SscI3ofpaJNj３．２toylI1onF5
VII,ＰｍＴ字UIIPP.
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1８１ 

ILM 
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(Ｍ１ 
咽』Ⅱ

PRnr勺阿】IlR慣 INSTRUUTORoSACmvITIES S1TJDIZNT宙･ＡＣＴＩＶＪＴＴＨ調 ＮＵＴｍ[； ４０人クラスとの比較

(1)GrEEling＄ 1℃＄畦133. ＴＯｇｒ巴e8Iheim$町uEIpr. Ｚ○人ク号入で体q、士それぞれが反応Ｌてし､たL【凸⑨人でU二反昨告碗か■られなL､鷹ろう

ユ (ﾕﾘ５，３ⅡいⅡ〔 TbmlIGabcILUUneI面milmrul【EnF- ｢ＣｌⅡｙｑｏｕｎｄと｢5tandIhc8i釦！
ｌＵｓ解akzloMy山iI】：
Ｆ二hGwMM■nhull幻知

同上

勺七
(3) 
IREFBEW 

TnhahrsSEGlmntpWE錘輌dd価８１時３１

ｓ帆芭Ⅱ、.uP.

Tbch1nR.Ｗ仁団ＩＢｗ⑥rlGinBP TUhJh'会ns定ｈＸａｎｏｌ

Fmd8zccIhc3tmOsPIU已陀l□
２０人ワラスでは一人一人の発音も聞こえ■｡｢kingの発音など気に尊ろ点
tPチエックできたが４０人では雌しい

(4) 

InIPnJIDrBinn⑥「

IhGnE1Ⅱ 

Ｓ【ｎ｣亡HMOや

IDjlLowSs釦mcPie

lhごm5ouT1eqUs$lIDnS

、r5．IdgiTc

pfSimP】ら191宙BEtlt

ﾕMPH⑭sGntFonUinuowtcnsE. 

TbSLnSUbrT1hEq出ESI】､ns ＩＤ加距壁unUl岳吋fnnT山qhc

diIUもTFnEEbEmh■EnHIn■

simpに酢scnIUq脾eand

lhcPr巴scntcDnRinuow

２０人クラスでは写真について数節の問いかけに最早<多くの反応が返っ

てきたが．４０人でl士それほど多くの反応は期待できないだろう

1０ 

(５） 

AE1Mmfl 

(P蛇露MﾕtiOn

andＱ＆Ａ｝ 

TbPickoul5⑥me$l1LEnudml池確

Ihrmd…ribcRheJiF砥rF5tItEy､.■

bｍｕｉｈｔ 

、蝉kthe陣lpTUh巴亡I準９０IUE釦io2hs

abOUUIhePにUuJr5.

Toha蝿1h■Cl率雁〆alllBE[ImE$I1pns

虹｡Ⅲ、l迫f3ofPrCSEmCOnlinLBOU5

ＩＤｄＧ鋸Fibcthc5c已neinIhcPiclpFe錘ｈ

Druhe虹凶JEntsha3bmughMn.

TbansTU蔀theq召esIL[ms-

I口腔vESfIisIEmtoIhs

p丙scnmlioncﾛmEmI】ｙ､

Ⅱ.｡噸wSsuP,心化Dsf命hどIlhc

dlimP蛇的亡EbEtIA苣芒lhthE

nimPlePFE錘はq1Em亜麹Ｊ

ＬｈＥＦ祀さEnlに｡、ｍはouS
ＰＰＴご巳.

AB1Mtyの元になるHD『QiGcq自体の爽臆が難しく、この諸動は成立しない踵ろ
う．

友人ODnvgsE[L[さ【jDnに対して生徒I士生動的に聞いていた。４０人では多くの

生徒を巻き込む二とは困難だろう

UＯ 

(6) 

AGtMtyZ 

(C臼ｒｄ○ﾕｍｅ）

ToGxP1ainhoM□playthgg副nF.

Tonh面】ｋ麺u｣1duhcc1as5mo】Tl3ndIuc】Ｉ

S5qifn『E■$sﾕ､「．

(IbrllBEPerIbntE2F)mGhoo5Gon■ｏ｢th■ 
camI3hmi印clhp＆clion5u露ＢＳＩ副ＤｎＵ１=

函Ｊ１aSkIhEoU1ErSspPWImmTlI

doimg?劇ｍＪｐ砥ELrT1hc陣UN]砥已.

【Ibrth亡孟鈍。fIhごSsFTogu露3t比aF1i⑨、

趣』趣k･･Ar■)Ｕｕ－ｉ趾BT□fbr

ToIUa牌Ｓ５ｃｍｍＥ…5～､午

ｗｉ[huh白ggDulDnuをｍｌｙ

口ndqctivcIy.
実鱈可能ではあろうが．母昭の使用が増えるなど、単なるZ趣ｕｒ願ｍｅ化
し､英脳のaGtwiwI二なり111ない可能性がある。２０人クラスでは憲動'二必
要な軟踊のｉｉｉ宗が良くとおり、Ｈ刊肚な助雪．時間が少ない。４０人ではよ
リュい時間が必要鱈ろう．

10 

(7) 
ID舵騨nt命';nｎＯｒ

lh巴ｎＧ群

、垂qfTiZk

、エｋ5$tpBu蝉IhcsiIualion,

TUF【aythEUa牌_

ＴｂｆｈＯｗＳｓⅢＰｉｍｕ■. 

IDFLLIaqucsmonloS5, 
･Ｍｎｌ０比IhFDnnmP色⑪｢qh巳1W⑪

[配qpIe?律

ToPhyIh谷晦pgqgglnp
T①PuUmpにｑｕ店B1iO睡一

両WhE｢巳I3ScotI?側・ｗｈ■1Pshdg

dpin戚忌
■WhCJ歯I旬11面?､二ＷI油IRSslLE

doi■BT。
Ｔ①in[FCUIDDTE■2whnUrds3nd 

nIiStGnlo雌dljaIoBu亡醒dguc3sIhG
FiqT句05.,,

UUans嘘rUlcqu箆Rion5p

TbpmnouuwcnewuMdSaJIj 

Exll淀ssjoRBs.

TDF睦cligcr画GlimE.

TbUT厩kF5wEaIIS$can

s[ごIhcPにlurp

２０人クラスでは．故聞との活発なinI鍾亡UjpnをⅢじてJnﾕ【｡＄せ■の内容確哩
をしていった。Ljzに､ingの隙、生徒はテープに巣申していた．音銃厭習の
際．生徒の尭哲チェックが容易にできる．４０人ではHhLい。

ID 

(8) 

ごｏｍｍＭ的;錘qiGT

Ｐ画ｆＩ１ｆ白

Ｔ⑥IEI５$tIBさzt駅so、造PqⅡtso｢uL巳

dialogug(umdErIin帥)曰､】makCmmCW

dialog凹巴.

Ibumlk3muJ1小hFEIas5t⑥lEEIPSB,iｆ

Tochan腰5回ｍｅ1週】dsp｢lhEdialoguc麹,。
mGIkcancwonewilhlhEl]mEZEｴ 

].。wEiI仁itont肱irshccI，

noIzB1PSslobcc『罰i唾ﾛ
LialoSILE作成'二あたり十分なサポートカＩできないため．不十分なまま終わ
るか．丑時間を要するか．あえて実富するとフラストレーションを残すだ
ろう

(9)CO､”１ＭaIio【
Ｔｂ“i図ihomc耐bIkp T⑥卿疽Etuh臼i鰹nuGtor.



1.2年生評価規準表

一
嘩
暉

｢lLLor；HHｿﾞﾉ コミェニゲーケ」ンﾏｺﾞ棚↓し.■(､ﾘﾋ･値施 71醐〆(，丈ＩＵＥ-斗､てぴjhI8HL･』噺ﾄﾄﾞ Fﾖﾗi秋zJhｴﾉ】 戎H1のiHﾆﾉ』

PHii-できい､し巳乃ｷﾙ町【し趣
いてﾘＵＪＷＬＬ･)と9FﾉJできる
IHI]返し'1f制し｡とロ牡呵るう
とし-ａｕＺｊ

建仔ルアｉｆ(ﾑｫ:ミルガー,-ａ､ろ

1冊ﾋﾞ白ｺｽﾀ１４二値酢の頓t会を111N'してりii1liiz紬ｉＬＬＢとしている

エたしてプレtPﾝテーションをI鱗うと-ｹろ

,画t9[ﾒｽニプロソニクトに取りihIIうと－１･ろ

ペアワー久グループワーケな`戟菩民､てど.毎巍;じて98力し介ってし､ろ

必要輻こてRlyもJ〕Ｚｒや殉二とに合～蹄淘（ＩＴＷ:､１町瓜
鐘鐡苣豹皆Ｌｋうとする

ﾖｺﾓ麹bZゴエ､-て、nら弾‐だ戎H1u目Ｖをf妙jうと-「ろ

岡旦う二とを巴ｵrrg駆睦持つ･てpGⅢ114㎡ＩｕｊＪうと十ら

間[Jを杵やて6.,4ＩＩＬ.ｋうと-9-2,

F顕$でき態.､と二弾ｴｵﾘって111哺旧1ｺ生どしてYFnJL上･）討ち

隅Lを持って麹Hを田｝､たｂｊ碗ﾉｰ岡0)しようとする

ざまざ止鰹lnI輻IliJjWirTと皿パ｣ｊＵ．少し使うこと乱Kできる

入野の(w，〕wjjL』（.冴えﾉﾉなＶＦ鯉いに一兆､てししｴ顕Uしている

麺堅２i乢麟9t全Ｉ等】PらI】漸1i脈1週li7HlJ歴どをf研ＦＬ－ａ､ろ

基4埒yj2jiﾖものlliZ[JE-jいてⅡW弊している０釦力５４<､gだ｡i壁司、一般
目２回］ＣＨ唾．i鰹Ｊ、iJljWj（U唾,iQl幻、，KO5f乳､HUhﾆｶｮ、7入命令
工liEMU百K畳白MEL化16乳ｕＩＩＩ腱、旭m8il形輻51.H1關DIth鱗ｉｔ・
』と上i匙lHHm観Ｌ１あｎ日Ｋ助釉劉；)gp1m鵬ｲ鰯詞

蝿刊の9Hz！■lVi麺戚蝉叶恥逐,

文字ﾍﾟｲﾏ5斗｝など&白芭Uｴﾆ齢軋.ＨＮＬＨ*PXRnojに気醤。｜ロR踏んだり狸も、
た

0)できる

tj蝿ﾋﾟﾑﾋﾞ;じたストレス．マント芋一シ：Iシ出ん93，二一Ｊし､て１７H埼iA虫垂を
トキっ

-てl､ろ

u妻12囮軋:じた天HH383,ることをtllつ゛､ろ

鮒＄TfHAHｺﾘｹﾞ１回PO沖翻りけで＆ろ

j覇了でき⑪、と二悪ピトって1,1面鋭雀蝿【できる

叶近なこと;ﾆｰ孔､てりj鱈lyEfHWhOj鍵彰だし)したとき、細識離錘よう
とするニレ喝輌Uできる

_だi究特呪租lｉｌｋｏＪＺＤ

リズムイントネーンＪン．肢切I)企gを1,6きぅ汎ﾅろニヒができる

I火し.(プレピン'－－シ壜｣ンができる（スキゾト．Ｓｈ面`､ⅨＩＭＬスピ
－ﾃﾞｰ〉

プ'】ソェクトで幻Ri2f二とにつして災gt5さる

ペアリーク．グノＬ－プワークZf1盟芽民､て身h困酋二とiﾆｰ上､て宍U理F53ら

qiVしだ二とGFl94って炭､赴十ら二単１できる

旧inう二と饗,ｵL-i散輌團＆fJIうニヒができる

I:l1Iuf1ｹｲ併靭峻川い･〔話Fl-ニヒが-“ろ

吋近なニレに－４､~(I竹i1luA蝋､て1ｶﾞﾋﾞ明し通り1Jと:癖zできる

拠蝿ユルj侯IPJPp)炎Huを104うニヒができる

丈7飛毎Iﾅなど`堺適Uﾇｰ僻､､15と！§の【ＺＵ]りに気を－=4淀暫くこしがで
さる

厩0)とＩしてｊＩ５し<艶斤できる

リズムイントャーシゴン．【ｎJ〕')竣醸二五を－列ｆて３８ｵｰﾆﾋﾙK-塾ろ

､､.`UmLO〔1.1蔀$uよ】国見;【垣Uを交え-て魁FIEとができる

過UXpdlS．悦ば)大きさ'てT肝F｢二1階ができる



３．４年の評価基準表

】
顛
孕

自己学習能ﾉﾉ
コミュニケーション能ﾉﾉ

への関心・意欲・態哩
`inW沃勤文化についてのi邸鰔・Ｆ１郷 興辮の能ﾉﾉ ﾉﾐ現の能ﾉ』

:1.4年

嫌々なトピックについて、他教科でi1｝た

Ii1litllに振り返ろうとしている。

ｒｌｉ:的Iこテレビ・新聞雄どのメディアで

lIIi州をi1}ることができる

1.Ｉら`鰯ikrM】IこIT機器を使ってT`miQFに|秘Ｉ

-|-ろl84lHiを鶏ぺようとしている

わからない1;橘1こついて辞野を使って鋼

べろPとができる

比擬l{jLljl'近なトピックについての英文を

fII難する際に、テレビ・新llHfEどげ他U）

メディアで１１卜た情報を活jlLようとして

いる

比鮫的身近なトピックについてflらの腫
兄を述べるだけでなく、様’wPAujmL鞍取

りノ､jｵLつつよ')深い認識をしようとして

いる

比較､!);r近なトピックについてプレゼン
テーションする際、ノ､念なilli(iiiをし、ｆｆＩ

IhilM〕に自分の意見を述べようとしてい

ろ。

様々雄ToPicについて、他教科で得た+/j報

を活jiLようとする

比i1jHM)身近なトピックについてデイスカ

ソションする際、l:ji欲的にグループを7ｋ

とめようとしている

比較1M》身'近なトピックについてデイスカ

ツションする際、Ｘ:酷欲ij1Jに識鐺に参jⅡ]し

ている

比絞釣L身'近なトピックについてデイスカ

ソションする際、相手の意見をIjIにうと

している

I2lらXJiiik的にlT機器を使ってT《１，icにINI

三rろilIHWiを鯛くようとしている

わからない,llllfilこつい‐て辞BIFを使って渕

ペようとしている

槻”なT叩i⑪について、日本のみf眉ら気１.'1』

際的鞁UulfIこ立ってそのことについて蝿

職・Ｆ１燕している

搬年なTOPICについて、ｎ本のみ求ら寸漉
外における情報としてのiHJ;iiiを持ってい

ろ

３．４年で習う文法構造（(魔道法・過去

尤了形・分３１M博文など）のざ錨形式をj〔Ⅱ

っており、意qkJif理解で

きる

繊々なＴＯＩ，iCに関する舗句の適切な綣
門・イントネーションを畠鴎篭している

嫌々鞍英tMiがある二とを認識している

鮫､<jLI】'近なトヒ゜ツクについての英文を

Ｊ１癖-1蕾る|雛に、テレビ・新l1II鞍どり〕mlv）

メディアで1\た情報を活jiLてＦ１黙でき

る

英i1iのp鼬rdlgrKlpluの構成が理解できる

槻〃なToPicについて､他教科で11｝た十F蝿

をもとにＨ１解できる

比較iM｣しBr近なトピックについてデイスカ

ソションする際～相手の意見のメモをと

ろ二とができる

比較１Ｍ〕L身近なトピックについてデイスカ

ソションする際、相手の意兄がわかる

NKItur狐l叩cedの英語を聞き、九瞳をつか

む二とができる

蟻A'なT(】picに6M．ｵｰろ辮可の意嫉がＦ１黙
できる

搬片FなT(やi唖にＩ１ｌｌ弓１．ろ英文．H駅ﾘの懲味を

辞普を活用して理解できる

2つ以１名の節からなる英文を理j;\できる

ある特)道の場而で使われている１．２年で

稗った肘,M;綱造の意味が理}i\できる

恢好なT(1)ICIこついて、他教科で１１}た'１`i槻

をもと|こ炎現できる

Ii2/K｣し1斗'苅なトピックについてプレゼン

テーションする際、その場に応じて朶炊

fjB対応が【】頭でできる

比i1jHi《｣h;l'近なトピック１こついてプレゼン

テーションする際．入j念な瀞乳iiiをし、賦

↑Qiiiｳに161分の趣兇を豊富な菱現〃法で錐

ｉｔできる

比較iM)』l'近なトビソクについてディスカ

ッションする際、相手を説得するような

炎現方法ができる

蝿i<jbBl'近なトピックについてデイスカ

ツションーウーる際、グループのリーダーと

してのju:行役を英語でできる

比鮫的L:r近御｡picについてデイスカツ

ションする際メモをとり．それに』11;づい

て感1J､がパえる

災iMiのpilr鋤gmplU櫛成jｳﾄﾞわかり、議碑軸に

[1分の通11.が割ﾅろ

Fメールやインターネットをつかって、１９１

分の瀞えや懲兄などの|箭報を鋼占できる

:3.4年で習う文法構造（憾逆法・過去

宛I~形・分1,i]ｲ騨文など）の形式を知って

おり、それが及現できる

未知のill向を他の召葉で曰い換えたり、

FM解でさなかった時に適切な糞現でKirい

面しを求めたりできる

嫌々なT叩icに1111-ｵｰろ霧iJが適切鞁戦ｉｉｉ

で(処11できる

会I譜をしている相手を意識した及現ﾉｳ;で

きる

2つ以lこの節からなる英文で斐現できる

1.2年でi1ilった誌31繩造が適切な場1iiiで

(廻１１できる



５．６年の評価基準表

房
韓
』

111己色蝿ii能力 コミュニケーションへの関心・JKii欲・態』&： i剛ijや文化についての熟l識・斑癖 理螺の能力 菱現の能力

fi：にｆｌ芽を持っている

いろいろな方B鑑F自分ﾘｳDら進んで使ってみ

る二とができる

I:1分の進歩やf;hiFlをいつもモーターする二
とができる

自分のlII1j血､JbEどに111u藩でいることができ
る

術にざi腱ざ讃噸二とに関心を抱くことがで
きる

自分の学iWに対して意識jX)でいる二とがで
きる

杣灘u､【の問い英文を}畔酌に聴いたり、iMビ
んだりしたあと、自分の懲兄を友だちに伝
えたり、またその友だちの意見をj1E解し、

そのことによって自分の鵠識の進化を図る

柚ｊｉｕｎ【のiWiい英文を111：lqXjｳIこ】農iいたり、談
んだりしたあと、自分U】1iii児を友だちに伝

えたり、震たその典だちのH意見をj1MjiVしよ

うと１－る

英iHiから11;たI鋪11と．自分のj団】識をｲilNflMl
に週}l'させようとする

災;肋`ら１１｝たI僻Mと、自分の）〔11認iをｲj機jMJ
に辿illlさせJEうとする

l:1分『轌Ii1矧111心に合ｵﾌせて、さまざまな
ジ･ヤンルの兇なる英鉛に髄ｵLようとする

英iWVWhiWに、さ藍ざまなマルチメディアを

活川しようとう-ろ

柧手をi轍!}するために、効9N釣かつ麓jZl】X）
Iこ英ＪＩＦを１NﾘﾄﾞＩしようとする

１通ﾉﾉ的J1f私Ｉｉｉやカードを杏くことができる

会`iiiをしている柵手との人間611係を薄え
て、鰯而に応じた対応ができる．

抽j3uRiの商い英鵡を理解、1-る際にために必
要J1噸蝿を-|分に持っている

さまざまなジャンルの災なる英識こ触ｵしる

手立てを』M1使できるの有謹を]:lｌ解し．それ

をI:1分の志|『1割19心と結びつけることがで

きる

抽駛腰の問い英文を樅判酌に聴いたり、謎

んだりしたあと、自分の懲兄を友だちに伝

えたり、讃たその次だちp埴:兄を]!E解して

よりi策い認識を得ることができる

、

lMIi3:lj1iの問い英文を;側鎖kMjに聴いたり、錨

んだりしたあと．自分の意見を英舗で、夕

ラスのliIjで発廿j頁j-ることができる

llll1;ujﾋﾞの商い英;､iをMi:111償iに蕊LuたID、錨
んだりすることができる

袖難度のiliiい英文を理解する際1こ、他散科

やテレビや，,iⅢPや、本など他のメディアで

１１卜た腓報を活用寸一ることができる

さ讃ざまなジャンルの異鞍る英iWiにＩＭＩ』Lろ

平NXてを1鯛幽できるの存KEを灘僻し、それ

を111分の志111矧劉心と結びつけることがで

きる

瀞に、さまざまなマルチメディアを

iilijl}しJ1鶴\を深める二とができる

杣1$ulliのiiliい英文を読んで/聡D､て､j111解竜!．

ろ二とができる

柚ﾒﾄﾞIljliのiniい英文をlj1割４hMJに聴いたり、i髄

んだりしたあと、自分U龍:児を友だちに伝

えたり、またその次だちの意見をEl1jii1して

より深い認腱､iをi1lることができる

■ 

lIllHUH；の蘭I,爽文を批繩競りに聴いたり．雛

んだりしたあと、自分0聰鷺児を英語で、夕

ラスのIilで発訂弓１－ろことができる

初めての状況At｡相手に対しても、状i兄1噸Ｖｉ

をよくし、その場で適切な英語を{史うこと

ができる

さ7贈ざ寵なマルチメディアを瀞l}しIiIi蝿鎚
ＩｉＨ－ることができる

''5DriuRr岬I'をii錘1割Mjに楠ﾘｶﾞﾋﾞすることによっ

て、１１１手を晩i1脚-ろ二とができろ

会綴をしている相手との人間関係を考え

て、賜而に応じた史聴ができる．



第６章創作科

第１節創作科について

カリキュラム委員会

１「教科群」としての活動

「保健体育」「芸術」「技術・家庭」の３教科は、他の教科に比して実習時間や設備を多く必要とす

ることから、施設設備や講座編成条件等の学校運営に関わることで共同行動することも多かった。な

かでも「芸術」と「技術・家庭」科は、教育内容面でも結びつきが強かった。この背景には、近年ま

で勤めていた「技術」担当教員が芸術「工芸」を教えていた事棡や、総合的な学習「奈良学」を美術

と技術の担当教員が共同で櫛想を練り担当するということがあった。また、専任教員が音楽・美術・

技術各１名、家庭２名と少なく、一つの「教科群」として、学校運営上のさまざまな問題を５人で分

担・協力する体制がつくられてきた。こうした事情が「創作科」を考える際の前提となっている。

２「教科」としてのあいまいさ

「文化の各領域についての知識・技能を効率的に習得させるための枠組み」を「教科」と仮に規定

するとしても、今日の教科制が妥当なものかどうかは疑問である。現在の教科制は、歴史的事情によ

って存在し、公的に認知されているわけだが、各教科の背景にある学問体系自体が分化・融合して変

化している今日、まずは学問体系の側から見直されるべきである。またより本質的には､生徒の生活・

人格の発達の側からも見直されるべきであろう。本校では、研究開発に基づく新カリキュラムづくり

にあたって、予備作業として「文化」を本源的にどうとらえるかの論議を行った。今回の新カリキュ

ラム作成には間に合わなかったが、現行の各教科をより「大きな領域」にまとめ、今後可能なところ

から教科の統合や連携を図れないかと模索している。

本校では、今のところ以下の３領域に分けて、２－２－２制カリキュラムに位歴づけている。

（１）「基礎的能力に関わる領域」（体育・芸術・技術・家庭科など）

（２）「基本的学力形成に関わる領域」（数学・国語・英語・理社の一部など）

（３）「多面的な学力形成に関わる領域」（理科・社会・ｌＷ報、高学年での各教科内容など）

「保健体育」「芸術」「技術・家庭」の３教科は、人間としての「基礎的能力形成に関わる領域」と

位極づけている。つまり、人間が生きていくのに必要な、身体・精神・技能の育成に深部でかかわる

もので、教科による差異はあるが、言語表現より非言語的表現の比重が高い。人間の成長・発達上、

もっとも早くから習得せねばならない領域であり、また生涯教育とのつながりも深い。家庭教育や社

会教育との関連性も高く､入学当初から個人の興味関心･能力などに比較的格差のある領域でもある。

検討作業の中で浮かび上がったのが、学習指導要領簿における「芸術」や「技術・家庭」の位置づ

けのあいまいさである。他教科にもこうした問題はあるが、「芸術」「技術・家庭」科領域のあいまい

さは際立っているように思える。

「音楽」は、小学校・中学校では教科だが、高校では教科「芸術」の－科目として扱われている.

「美術」は、小学校では「技術」「工芸」的要素を含む教科「図画工作｣、中学校では教科、高校では

音楽と同じように教科「芸術」の－科目である。「工芸」は「図画工作」や中学「美術」に含まれるの

であろうが、「書道」は中学では「国語」とのつながりが深い。「家庭」は小学校と高校は「教科」で
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あるが、中学では「技術・家庭」科である。「技術」は小学校では「図画工作」に含まれるが、高校普

通科では必履修科目になっていない。中学の「技術」と「家庭」が同一教科というのも本質的な根拠

は希薄である。もちろん、現行の教科制には各々の歴史的背景があり、矛盾を抱えつつも存在してい

るのであろう。蛇足ながら、単位数の全般的な削減傾向のなかで、いわば教科「リストラ」策的発想

から考えることは、厳に謹むべきであり、「創作科」創設の議論がこうした論議とは無縁であることを

断わっておく。

３「創作科」成立への模索

カリキュラム委員会では、教科として首尾一貫しない「音楽」「美術」「技術」「家庭」等を広い領域

教科としてまとめることができないかと模索し、教科「創作科」を提唱している。２－２－２制カリ

キュラムで音楽を例にとれば、１．２年：教科「創作」音楽的分野（必修)、３．４年：教科「創作」

科目「音楽Ｉ」（選択必修)、５．６年：教科「創作」科目「音楽ⅡⅢ」（自由選択）ということになる。

「創作科」の教科としての共通項は、以下のようにまとめられよう。

（１）人間が生きていくのに必要な精神・生活・技能の分野に深部で関わる重要な領域である

（２）実習時間を通して、ものごとの創作に関わり、自己を非言語的に表現する要素が大きい

（３）１年初期の段階から興味関心が比較的分化しており、主観的な価値観に左右される傾向が強

い

（４）実習時間の比重が高く、少人数授業の効果が大きい

「創作科」に対しては、現段階では各担当の積極的合意は形成されていない。来年度以降、継続審

議の予定である。各分野・科目で性格や目的が異なるのは当然であるが、広い領域教科にまとめるこ

とによって､上記の｢論理｣を強くアピールできるのではないかとカリキュラム委員会は考えている。

科目「生活デザイン」新設のように芸術科や技術・家庭科の側から教育内容面での連携を図る構想

が示されている。「生活デザイン」は「生活に必要な製品を製作するにあたり、その材質・機能・技術

および、美的造形などの諸要素と、生産・消費面からの要求を検討、調整する総合的造形計画」と位

置づけられて、美術、技術・家庭科の教員が共同で担当する予定である。さらに、技術科では「もの

づくり」重視の視点から、１．２年の学習を「工創基礎」としているなど、「創作科」の基盤は整いつ

つあると、カリキュラム委員会では判断している。

く付表１＞各分野の教科としての位置

＝囲囲悪罵湯
＜付表２＞本校の２－２－２制プラン

皿一一一尾困F■、?■照?■
函囿珊■函■閥■￣閉R邸■厨?野■

ＩｌＩｒＩｌｌＩＩｌ 
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音楽 美術 工芸 書道 技術 家庭

小学校 音楽 図画工作 図画工作 書写（国） 図画工作 家庭

中学校 音楽 美術 美術 書写（国） 技術家庭 技術家庭

高校（普通科） 芸術 芸術 芸術 芸術 家庭

音楽 美術 工芸 書道 技術 家庭 生活デザイン

１．２年 音楽 美術 美術 書写（国） 工創基礎 生活基礎

３．４年 音楽Ｉ 美術Ｉ 工芸Ｉ 書道Ｉ 技術総合 家庭総合 生活デザインＩ

５．６年 音楽ⅡⅢ 美術ⅡⅢ 工芸ⅡⅢ 生活学 生活デザインⅡⅢ



第２節音楽・美術

森田昌利・長谷圭城

１．本校新カリキュラムの特色

（１）選択制の理念（少人数制を含む）

現カリキュラムは、３年と５年が週１時間という時間数により、条件的にたいへん厳しいものであ

る。実技教科であるため、準備や片づけも50分に含まれ、実質40分程度で１単位時間の課題をこなす

必要がでてくる。また、行事などで授業が抜けると、２週間（場合によっては３週間）間隔が開いて

しまい、継続的な練習や指導が困難な状況であった。つまり、実質的には月に2.5時間程度になってし

まうわけである。このように、まず第一に、週に１時間という事態を避けたいということが選択制の

基本にあった。

また、個々の生徒にとって、３年まで音楽、美術共に必履修であるということも、以前から疑問に

思われていた。本当に両方の教科を、３年まで必履修とする必要があるのかという問題である。中学

生の教科選択を以前より多く導入するという流れから考えても、授業時数削減という現実的問題から

考えても、必履修は２年までとする方が現実的であるように思われた。それは、本校の２－２－２制

の理念から考えても妥当であると思われる。２年までにおのおの２時間ずつであったものが、３年に

それぞれ１時間になるよりも１．２年で履修した教科(技術･家庭も含んで)での学習をふまえた上で、

４教科のうちから１つ選択して２時間というゆとりのある時間の枠で学習する方が、効果も上がるで

あろうと考えた。また、選択する生徒の能力という面から考えても、＋分な時間を保証した上で、お

互いを刺激しあうことによって、成果を高めあうということが期待できると思われる。なお５．６年で

の選択(こっては、原則として進路を芸術系大学に考えている生徒を対象とすることとし、従来は単独

教科で10名という成立条件であったが、芸術という枠で且つ人数的にも条件を緩和してもらう方向に

ある｡それは､芸術系大学に進学を希望する生徒は実技演習に非常に大きなウエイトが置かれるため、

各個人の課題の準備にかける時間を保証して、それを単位として認めようということである。従来の

条件では、本校のような３クラスの小規模校で10名という条件を満たす可能性はほとんどない。仮に

満たすような場合は、進路を考える生徒とそうでない生徒が混在し、授業の焦点が明確になりにくい

可能性があると思われた。そのために、履修人数は各教科とも実質、数名を想定している。その程度

の人数に押さえることにより、おのおのの専門実技やその課題に応じて、細やかな指導が可能となる

であろう。特に音楽では、楽器や遮音を条件とするスペースなどの条件もクリアできると思われる。

（２）音楽のカリキュラムについて

１．２年の必履修の段階では、歌唱、器楽ともに基本的な技能修得を目指すという観点から、課題

とする曲は平易なものとする。

器楽では、自分の選択した楽器のみならず、他の種類の楽器の特徴も身近に感じられるように、そ

の音色に親しむことも重要な課題とする。

歌唱では、音域や音程が不安定になりがちであるため、簡単な２部合唱程度の課題にとどめる。課

題の達成感よりも音楽活動の楽しさを体験させたい。

３．４年の選択必修の段階では、生徒の能力に応じた課題を自分で設定させ、課題を仕上げていく

上でさらに表現の工夫を求める。

1８７ 



器楽では、それぞれが独自の曲を選択し、様々な楽器の特性を生かしたアレンジと演奏上の工夫を

考えた活動をする。

歌唱では、声域が安定してくるため、混声３部（４部）程度の合唱も可能になると思われる。ここ

でもソロの導入や無伴奏などを含めての表現の工夫を追求したい。

理論的なものは、それぞれの課題曲に関連させた形で補足的に扱う。

この段階では、随時いろいろな曲の異なる演奏を聴き比べることにより、表現上の工夫を追及する

材料とする。

５．６年では、個人の専門実技を更に向上させていくことが最重要課題である。可能である場合に

は、少人数の繊密なアンサンブルにも挑戦したい。進路が明確になるにつれて、ソルフェージュなど

各々の課題にも対応する。

以上､各学年で２単位を確保することにより、より継続的､且つ充実した活動を保証できることが、

現カリキュラムの特徴である。

（３）美術のカリキュラムについて

美術科では、以下のような視点から、カリキュラムの作成を試みている。

人間の何かを表現したいという欲求や、過去に表現されてきた作品の背景をさまざまな観点から理

解と実体験させることで、文化的表現へのリアリテイーを持たせる。また、芸術に対しての理解と活

動をすすめることで、生涯を通して表現活動を愛好する文化的素養を身につける。

雨１
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1年美術 ２年英術 ３年英術 ４年英鯛 ５．６年葵臓

記録と記低 卵を制ら雄いで落とす コマーシャルづくり 低｣jLlMｲセ

4月
色彩三一平面一一一－-－ 識ＴＬ－Ｚ亘芝タージ證馳.､鱒函-.... （パッケージングデザイン）
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（テーマとシナリオ決定）
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5月

溺天・校内写生

色彩．平面

記録と記憶

平面．プロッタージュ．版画

卵を制ら雄いで落とす

立体・班制作

コマーシヤノレ

(絵＝ンテ）

『くり 個人lWl作

個人術導

6月

7月

校内写生

平面

『万〒病一レタ

色彩

ング
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姦鴬逓鐘_……….……..............，
色彩L立体……..…………….…
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ユ傭:…斑i凶作一一一………

1賎薊鳳抵璽藩点煎….,……．

-2-4筑幻烹腐焦点魚…,………
(擬人化と物語性）

夏休み課題

コマーシヤルポ
ｂＰＰＰＰ●■●●｡｡｡｡□●●●●■■●○・gＵｑ

(樋影．編築

『＜り

ニマーンャ生づ瓜生､.…`…………
（搬影.-週蝋舟…....."………

側似 ﾑ側礁..........…..….…..…….‘人指導

個人制lｆ－－－－－－－－－
個人揃導

9月

木と遊ぶ

色彩．立体

ひもを使った空間栂成

立体．班１Ｍ作

ｚ４翰U〕不互彩しろ

写真

コマーシャルづくり

（搬影．縄典）

佃人lWI作

ＩＨＩ人揃導

10月

鳳総②蕊敏虹億典..篤鰯黛薊６K..､..‘
色彩．平面

キャラクターづくり

色彩．平面
1-§北幻ﾛ白鳳螺.....……!".....…
人数によって油0丁水彩，平面

校内ボスター驚忽魚ゑ…………‘
平面・デザイン

四人肌惟－－－.…"………...………！
個人lIi導

1１月

$1Mｺl形態を雌②了捜儀鳶魚：.息.｝
色彩一平面

写生会・春日大社

キャラクターづくり
BUq●勺○勺■勺■g■勺ＰＰＧＧＰＰＰＰＰＰいい■●■■いいＰＰＰＰＰＰいい句■■●■｡‐｡｡ｑｑｑ勺勺勺UUP●●●q

魚蕊.､襲催一一一一一一.…...．

１５才の自画像

人数によって油or水彩．平面

校内ポスターをつくる

平面・デザイン
鰍ﾑ鯏礁........……－－－….…
偲人指獅

ｌ２ｊＩ 

麹･睡韓を焦忽・蘓騰驚鴛急:.ゑ“
色彩．平面

キャラクターづくり

色彩．立体
.1..息撚鱒.日,函健一＿……....…．
人数によって油｡r水彩．平面

位内丞ｽﾀｰ鷺魚鳥ゑ…………
平面・デザイン

鰹ﾑ靴催一一一…..……………………
個人指導

ljI 

砧上一一一一一
立体

コラージュ
L□●●●■●●●｡｡■■■■ｄ０ｂＢＳ｡■⑥｡■■■の■凸凸｡■ら｡■■■■■■■■■■■■■■■●■Ｓ■■■■の一一■

（PCを使った写真の合成）

班璽:…卿黛..……"…－－－－－－…

自己(QiiMiW9k---…………－－…
色彩．平面

自血iMlf--…"………""""”
F1由制作

個人制作

iiiiXiiii灘

2月

粘土一一一一一……….……‘
立体

(写】

（PCを使った写】

平面一榊成

Iの合成）

[の合成）

自己の曼陀羅

色彩乳平.Wi……..........…………．

自由制作

貝.宙鯏ｊｆ－－－…….….………

値人llA作

ｉｉｉ｢XiW蓮

3月

粘土…………………＿…＿…………－
立体

マルチメディア掲示腋

平面一檎成
、己の難.１１:191..............……....…
色彩．平面

EL由HMIf--……….…….……
日Ｉｉｌ制作

Ｈｊ人fnl雌一……－．…….......……"．
個人桁導



必l履修段階素材への興味づけと基礎的な技法・知識の理解

ＰＣを使った映像表現の基礎

３．４年選択必修段階自己世界の形成と他者世界の理解

歴史的な作品の成立とその背景の理解

映像をつかった自己表現

自由選択段階コンセプト考案から作品完成までを体験

生涯を通じての美的興味の確立

進路にあわせた個人指導

第３節技術

吉川裕之

１カリキュラムー覧表

技術はその教科性より、２－２－２制のもとにおいても、早期の技能修得をめざし３年までの必履

修科目として設定した。ただし、その中では内容的に「工創基礎」と「技術総合」との２つに分け、

授業を展開していくこととした。

「工創」とは「わざをもってつくり出す」意の造語である。「工創」では、ものをつくり出すといっ

たことをはじめ、情報社会を創造することも目標として捉え、コンピュータ活用も含めて「創」を用

いた言葉とした。「工創基礎」では身のまわりの生活と飛躍的な進歩を見せる科学技術とをリンクさせ

ることにより、科学技術への興味・関心を高め、生活を工夫し、向上させる姿勢と技能を身につける。

今日的な課題である環境・エネルギー・資源といった問題に、技術的に向き合い、生産のためのより

よい技術の発達についても考えていく。また、人間の成長過程において、手を動かし、素材に触れる

ことは決して欠かせない行為である。日常的な素材への取り組み、工具の使用法、コンピュータの基

本について実験的・体験的学習を通じて基礎的な技能を習得する。

「技術総合」では､技術を総合的にとらえ､製作実習を通してものづくりの大切さ、楽しさを学び、

具体的な生活向上の能力と実践力を育てると共に、生産の社会的役割を知ることに重点を置く。もの

つくりの過程を通して、新しい材料・道具・工法技術・科学的な側面にも目を向けながら、問題解決

能力を培っていく。
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工灯１１基礎 工tilj基礎 技術総合

１１１位数 1.5 １ １ 

実施学年 １年 2年 ３年

学習内容

＜ものに触れる＞

①木材の性質と利用

②金属の性質と利用

③その他の材料

④水工具の扱い方と実習

⑤金工具の扱い方

⑥電気工兵の扱い方

＜コンピュータの利Ⅱ]＞

①コンピュータの櫛成

②コンピュータの基礎技能

③ネットワークについて

①インターネットの特徴

⑤メールの利)Ⅱ

＜ものを捉える＞

①ものの規準と概念

②キャビネット図

③等、図

①第三角法

＜ものを作る＞

①コンピュータの利用

②i没市Ｉ

③シミュレーション

①製作

＜コンピュータの利用＞

①構想と設計

＜ものを作る＞

①製作

･材料の選択

･ﾉⅡI工法の確錯

･加Ｔ



２本枝カリキュラムの特色

（１）技術における情報教育カリキュラムと「情報学」

新学習指導要領において、高校では新教科「情報」が創設される運びとなり、「技術」ではコンピュ

ータ学習が最大で３分の２のウエイトを占めることとなった。この２つのコンピュータルームを使用

する教科は、内容的に結びつくにも関わらず、連携が取れていない現状がある。本校は中等教育学校

という中学校・高等学校の継続性が十分発揮される環境にある。その中で、どのように－人の生徒の

中で情報教育を結びつけていくのか、また教科の独自性及び意義をどのように発揮していくのかを研

究し、確立していく必要がある。そこで、分散型総合学習「慨報学」として展開していくこととした。

「情報学｣では､教科の単元内でのコンピュータの利用が研究されている段階を越え､教科をまたぎ、

また中学・高校の境界を越えて、コンピュータ学習を系統的に整理し、推進していくこととなる。汎

用性という特性を持つコンピュータが多岐に利用されれば利用されるほど、学習の系統性がより必要

となり、重複する教材の綱選も含めて研究を深めていきたい。

「情報学」の中で、技術は「情報入門」を担当し、１．２年の目的である「コンピュータをツール

として駆使できる力の基本を身につける」「ネットワーク社会の情報に関するエチケットを身につけ

る」ことに重点を置き、指導する。技術の中ではまず＝ンピュータについての基本的な知識を学ぶ。

また、＝ンピュータを有効に使いこなすために、コンピュータの仕組みや周辺機器のはたらきや扱い

いても学習することとする。具体的にコンピュータに向かう授業では、まずコンピュータの基本的な

取り扱い及びワードプロセッサソフトの使い方を学ぶ。小学校へのコンピュータの普及が進み、本校

入学時の生徒のコンピュータを扱う技能は年々向上が見られる。その反面、特に本校のように不特定

の小学校からの入学がある学校では､機能についての扱いに関しては統一が取れていない現状がある。

コンピュータを利用した学習場面が多くなる事を考えると、「学校のコンピュータにあわせた扱い方」

も習得が必要である。ここではタイピングに憤れた後、各自がＷｅｂページを作成するために必要な

操作、画像の扱い、ネットワークと個人情報の管理を学ぶ。

次にインターネットを用いて情報の獲得について学ぶ。インターネットの特性、情報社会における

モラルやエチケット、ネット犯罪について学び、実際にインターネットにより情報の検索を行う。本

校では30台の＝ンピユータを一斉にインターネットに接続することが可能な環境があり、｢必要な情報

をいかに早く見つけるか」といった興味付けにも対応できる。技術の授業の中では、与えられたテー

マを調べ、手にした情報を精選・処理する。また、調べたものは学園祭にも展示し、広く発表する授

業展開を考えている。

情報社会におけるモラルやエチケットを学習するため、本年度からメールアドレスを全員に配布し

た。配布したアドレスは学外でも利用できるため、その扱いには十分な注意を促し、同時に利便さを

学びとる学習を展開する。
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情報入門シラバス

Ｉ 【
方で、技術における情報教育としては、「情報入門」以後の展開として、技術独自のコンピュータ

も必要である。「ものつくりのためのコンピュータ利用」という視点から、コンピュータで情報を

、発想し、設計し、デザインする。さらにコンピュータの優れている点は、シミュレートまで可

ことである。実際Iこものを作るには、作りながらの試行錯誤が必要であり、中学校の学習内容と

はその試行錯誤に意義をみいだす場面も多くあるが、設計におけるその第一段階をコンピュータ

えることは、大きなコンピュータ利用のメリットである。そして－番大切なことは、コンピュー

画面上で考え出されたものが､現物となって、手に取れ､触れられるものになることだと考える。

取り組みは、「情報入門」という位置付けではなく、「ものつくり」のツールとしてコンピュータ

用しているものである。

物質、エネルギー、情報」の３本柱が整った前回の学習指導要領改訂から比較すると、今回の改

は、いささか分野構成、履修時間の配分等、情報だけが突出した形となっている。本校の技術は

報学」の第一段階の中核を担う。しかし同時に情報化社会を見据え、５年後、１０年後の情報教育

化もみこし、技術教育としてコンピュータをどう取り入れるのかについては今後も教科としての

{必要である。

1９１ 

授 業計画

項目 授業内容 授業形態

１ ガイダンス 情報とコンピュータについて 講義

２ 。 /ピュータの歴史 デジタルの概念、システムの変遷 講義
３ ＝ /ピュータの機能 萱と働き 講義

４ ． /ピュータの構造 ． /ピュータの分解 講義

５ ． /ピュータの構造 ． ／ピュータの組立 実習
６ コンピュータの構成 ネットワークのしくみ 実習

７ 基本操作法 基本操作の確認、サーバーの扱い 実習
８ テキストデータの扱い 特性、入力と処理 実習
９ ワープロ ノフトの使し 方（１） 文字入力練習（１） 実習
10 ワープロ ノフトの使し 方（２） 文字入力練習（２） 実習
1１ ワープロ ノフトの便し 方（３） ファイルの操作 実習

1２ ワープロ ノフトの便し 方（４） 文字列の操作 実習

1３ ワープロソフトの使い方（５） 段落の操作 実習

1４ ＷＷＷ 個人のＷｅｂページの作成 実習

1５ ＷＷＷ 個人のＷｅｂページの作成 実習

1６ カメラ・ピデオカメラの使い方（１） 扱い方、構図の取り方 実習

1７ カメラ・ビデオカメラの使い方（２） 撮影 実習

1８ 画像の取り込み デジタルデータの取り込み 実習

1９ 画像の加工 デジタルデータの加工 実習

2０ チャットの使い方（１） チャットの設定 実習

2１ チャットの使い方（２） チャットの操作、特徴・危険性の認識 実習

2２ イ /ターネットの概要 仕組みと特徴、危険性及びモラルの問題 講義

2３ イ /ターネットの使い方（１） ホームページの閲覧 実習

2４ イ /ターネットの使い方（２） 情報の検索（１） 実習

2５ イ /ターネットの使い方（３） `情報の検索（２） 実習

2６ イ /ターネットの使い方（４） ,情報の処理 実習

2７ し K一卜の作成 調査レポートの作成 実習

2８ し K－卜の作成 調査レポートの作成 実習

2９ メールの扱い メールの設定 実習

3０ メールの扱い メールの送受信 実習



（２）ものつくりと科学教育

生活を営む上で、私たちは自ら豊かな生活環境を創っていかねばならない.２０世紀は、科学や技術

の発達に頼りきった「買って、使って、捨てる」という生活スタイルや社会を作り上げたが、その問

題点に気づかないまま終わったわけではない｡エネルギー･環境といった社会問題をも意餓しながら、

自己の生活を工夫し、向上させる姿勢と能力を身につけることが必要である。この力を生活向上力と

呼ぶこととする。生活向上力は「知織と工夫」「実践能力」「出来映え」の３つによって柵成される。

これらを総合的に体験し､かつ興味深く学習を進めていくには､ものつくりがもっとも効果的である。

中等教育期は、人間形成にとって非常に大きな意味を持つ期間である。科学的な理論やこつ（技）を

踏まえ、材料からものを作り上げるという作業が、手先の器用さを獲得するだけにとどまらず、大脳

生理学の研究によって、脳の発達にも非常に効果的であることが証明されつつある。

科学とは自然におこるさまざまな現象を理解するものであって、理学・数学といった純粋自然科学

諸分野における科学を差し、１９世紀半ばより学問分野の体系化がすすんできた中に確立されてきたも

のである。これら科学に関する知繊･態度･処理能力などの力をつける教育を科学教育と呼ぶ｡一方、

技術とは人間の生活や生産に役立つ道具・機械・装置及び技能・知能すべてを包括するものである。

これら２つは互いに違うものであることを認識する必要がある一方で、同時に相互に密接な関わりが

あることも、「教育」の中では語られなければならない。

例えば、蒸気機関の出現は熱力学確立以前のことであるが、熱力学の研究は蒸気機関の機能効率を

高めたり、タービンのような新しい熱機関の発想につながったという歴史がある。技術が科学の発達

を促すことも、また逆に科学の発達がそれを利用した技術の発達を支えることも多い。「技術に対する

科学の先行性」と「科学に対する技術の先行性」は両立するものである。生徒は、ものつくりを通し

て科学を自己の感覚で学び取ることができる。また、科学を知ることによって、さらに深化したもの

つくりをおこなうこともできる。この２つを「教育」の中で体験し、実感することが非常に大きな教

育効果を産み出すｂ

ものをつくるには、まず手を動かし､材料・素材に触れ､吟味し、作業に応じて道具を選び用いる。

基本的な工作作業を行うことは、手先が器用になるばかりでなく、本当の意味での「労働」の理解へ

とつながると共に、人間性を豊かにする取り組みでもある。このようなものつくりを「教科」で行う

場合には、教育的に配慮された教材・題材で、技術室というふさわしい環境の中で、計画的・組織的

かつ安全に行われなければならない…

具体的な指導内容としては、生徒の発達段階や興味・関心、また科学教育との関連も考慮し、次の

ように進めていきたい。

私たちの生活空間を構成する材料として、木材・金属を科学的な側面も含めて扱う。科学教育との

関連の例としては、使用する木材の密度やまた曲げ強さを測定し、木の生物的な組織構造と結びつけ

ることによって、材料としての木の有用性をより深く理解する事ができる。そして、木材に対しての

「のこぎりをひくために有効な角度」といった経験則に頼ってきた技術的なこつや､あさりなどの｢の

こぎりの仕組み」といった工具史にみられる工夫から、技能の修得と共に、科学的な合理性を学ぶ。

製作に用いる素材として、ヒノキ、マツ、桐、パイン、ラワン、アガチス、及びアクリルや金属部品

を準備し、自己選択の幅を広げるよう配慮する。木材加工・金属加工におけるさまざまな工具の実験・

体験を積極的に取り入れ、取り扱い及び手入れ・保管についても学ぶ。また機械工具については、そ

の仕組みの基礎的な理解を促しながら、安全に十分配慮をし､積極的に取り入れることとする。1948年

のトランジスタの発明以来、科学と技術の電子技術による顕著な融合を見せる電気的な分野では、電
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流制御の回路及び半導体について取り扱い､現在の日本産業の発展やコンピュータとも関連させ学ぶ。

また無線通信システムや調光装置の製作といったものつくりや、ＩＣ工場の見学を年間プログラムに

組み入れる。製作では、作業を通しての技能修得はもちろん、「ものの形を正しく捉え、かき表す力」

を重視する。そのため、キャビネット図、等角図、及び第三角法について扱うこととし、比較的多く

の時間を取ることとしている。製作品の全体及び部品の形状を正確に把握し、整理する力をつけ、か

き表すことによって構想をまとめ、表現できるようにする。

ものつくりは、設計から作品を仕上げる課程の中で、手を使い、自然やものに働きかけているとい

う点で、子供の発達にとって極めて重要な働きをしている。知らなかった知識を理解できた時と同様

に、今まででき鞍かつたことができるようになった時の喜びは大きく、人間の成長に意義ある教育活

動であることを強く認識し、科･学教育とリンクしながら進めていく実践を行いたい。
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第４節家庭

永曽義子・原田美知子

１カリキュラムー覧表

中等教育期における男女共学の家庭科教育が全国的にも浸透し、本校でも男女共学の家庭科教育が

定藩してきた。男女共学であるが故の良さを生かして、男女で相互に協力して生活に密着した知識や

技術の習得がはかられてきていた矢先、新学習指導要領では、中学校の技術・家庭科及び高等学校の

家庭科共に単位数が削減される方向が打ち出された。特に高校では、２単位又は４単位のいずれかを

学校で選ぶこととなった。教科としては、「家庭総合」４単位を４．５年で履修することを希望してい

たが、完全週５日制実施の上に、新教科「情報」や総合的な学習が必履修科目となり、さらに大学入

試の受験科目増加が予想される状況下では、５年で必履修の家庭科教育を実現することはできなかっ

た。そこで、本校の教育方針である２－２－２制に合わせ、必履修科目を１．２年【生活基礎１３．

４年【家庭総合】とし、自由選択科目を５．６年【生活学】として設置した。

これにより、６年一貫教育の特性を生かして、重複する内容は精選し、生徒の発達段階や興味・関

心を考慮して学習指導内容を組み立てた。１．２年【生活基礎】では、中学校学習指導要領に準じた

内容を中心に、高等学校学習指導要領の内容も－部取り入れ、単位数は中学校学習指導要領の標準単

位2.5単位である。３．４年【家庭総合】では、高等学校学習指導要領の内容を中心に、中学校学習指

導要領の内容も重複している部分はまとめて取り扱うこととし、単位数は高等学校学習指導要領の標

地単位４単位である。５．６年【生活学】は、４年間の家庭科教育を基本として、より専門的な知識

や技能の習得、将来の生活や研究への応用・発展、生活文化の伝承等を組み入れ、選択者の目標と合

致した内容としている。カリキニラムー覧表については、後の表で示す。

また、３．４年で新しく複数教科の合科による芸術選択必修科目【生活デザイン】が設腫され、家

庭科は３年で美術科との合科として取り組むこととなった。さらに、３．４年での選択教科【アカデ

ミックガイダンス】の中で､｢微生物学の最前線一酵母菌のバイオテクノロジーとゲノム解析一｣と「子

どもって何だろう（発達心理学入門)」にも関わることとなった。

２家庭科カリキュラムの特色

（１）２－２－２制に沿ったカリキュラム

中等教育期における６年間という期間は、人生の中で最も多感な時期であり、周囲からの影響を強

く受け、同時に自己主張も高まり、周囲と自己との葛藤を経験しながら成長していく重要な時期であ

る。この時期に受けた影響は、将来生きていく上での考え方として深く心に残ることも多い。このこ

とは、生徒たちと学校生活を共にする中で実感するのは勿論のこと、教科授業の中でも、生徒たちの

１年ごとの著しい成長発達の過程を目の当たりにし、人間の学習能力とタイミングとの重要性を強く

感じさせてくれる。その時期にこそ、タイミングよく成長過程の発達段階に応じた家庭科教育を舐み

重ねることは、－人の自立した人間として成長していく上で大変意義あるものと考える。そこで、上

でも述べたように本校の教育方針である２－２－２制に沿って、１．２年では【生活基礎１３．４年

では【家庭総合】を必履修科目とし、５．６年では【生活学】を自由選択科目として殻極した。それ

ぞれの科目の考え方は以下のとおりである。

１．２年の【生活基礎】では、衣食住を始め、家庭生活の基礎・基本となる知織や技術をしっかり

と習得させることを重点目標として、そのために体験的な学習をより多く取り入れた実験・実習を大
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切にしている｡家庭生活の基礎･基本が身につくことによって､家庭の一員としての意識も強くなり、

自分自身の家庭生活をふり返り、家族と共に協力しながら生きていくことの意義を持つことにつなが

ると考える。特に１．２年では、集団の力を生かして、みんなで協力したり励まし合ったりしながら、

個々の能力を伸ばしていくことができるような学習内容を組むことにより、本校の教育目標としてい

る集団生活の中での個の萌芽をめざしている。

３．４年の【家庭総合】では、その基礎・基本を応用・発展させて、さらに実践的な力を身につけ

ていくためのカリキュラムとなっている。この学年では、総合学習として、「環境学」や「世界学」も

学習しているため、自主的な活動を通して基礎・基本を応用・発展させていく実践力がよりいっそう

発揮される学年である。ここでは、生徒一人ひとりの個性や能力も生かされて、同時に班のメンバー

との協調性も必要となることが多い実験・実習を取り入れて、本校の教育目標である個の分化と深化

をめざしている。また、本校の６年一貫教育である特徴を生かして、本来であれば、３年間で学ぶ中

学校の家庭科教育の内容を２年間でほぼ習得できるよう組み立て、３年からは高等学校の家庭科教育

の内容を組み込んでいる。これは、後にも述べるが、１．２年生では時間割編成上、３０人講座が実現

し、より密度の高い学習が可能であることや、６年一貫教育の中で友人関係がうまく保たれ、班活動

をスムースに行うことができること、さらには上級生との様々な活動を通して上級生から吸収できる

ことも多く理解が早いことなどにより可能となるためである。そこで、特に、３．４年での家庭総合

では、自主的・主体的な活動を生かした学習を多く取り入れ、自分自身の生活を主体的に捉えて、生

活向上力を身につけることをめざしている。

５．６年の【生活学】では、将来、人間性豊かな自立した人間として生きていくための幅広い知識

や技術をより深め、個の確立と将来への展望をめざしている。６年間の生徒たちの姿を見たとき、１

年1年の成長発達ぶりには著しいものがあり、教育を根気よく積み重ねて習得できる能力のすばらし

さを感じさせてくれる。また、５年生では５年生なりの、６年生では６年生に合致した学習内容とタ

イミングがある。しかし、６年一貫教育を推進する本校でありながら、６年間を通して家庭科教育を

全員に履修できないことは、教科としては大変残念なことである。生徒たちの中にも、進路先の希望

として家庭科教育関係を志している者もあり、５．６年生においてもとぎれることなく家庭科教育を

学習しておきたいと希望する者もある。限りある時間数の中で、どの教科も全員に履修させることに

は無理があるが、家庭科に興味関心のある生徒たちにはできるだけ多く履修させたいと考える。５．

６年での選択科目は､１０人以上の選択者があれば成立するのであるが、今後は、できれば芸術と同様、

５人以上でも成立させたいと考えている。生徒たちの進路希望に応じた内容を取り入れたり、外部へ

の体験学習や生徒たちの発想による実験・実習中心の学習内容に挑戦できるのは、熱心な選択希望者

が集まって成立する講座であるからだと言える。これまでの生活経営選択者の中にも、手の込んだ実

習に数多く挑戦できた体験を将来の生活に生かしていきたいという声が多かった。ところが、選択教

科の組み合わせ上、この講座を選択したくてもできない生徒が多く、講座成立条件が10人以上という

枠の中では、今後益々成立することは難しいと考えられる。選択希望する生徒たちに、何とか門戸を

広げていきたいと希望している。

（２）主体的に生きることを重視したカリキュラム

人間として人間らしく生きるということをめざした教科の特性上、「生きる」ということを考えたと

き、当然誰しもが、「自分」というものをしっかりと持って、「主体的に生きる」ことが必要であろう。

本校の学校活動の中には、生徒たちによる自主的・主体的な活動の場面が多く取り入れられている。
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生徒たちの生活は、常に課題を持って`忙しく動き回っていることが多く、そんな中で、主体的に生き

ていく能力が養われていると思われる。ところが､｢生きる｣上で最も身近な社会の基礎単位である｢家

庭」の中での主体性はどうであろうか。家庭生活を営む上での主体的な活動は、近年の家庭の変化と

ともに、見失われつつあることが指摘されている。現代の日本社会を考えたとき、生徒たちのおかれ

ている環境からは、様々な問題点が提起されている。特に、家族・家庭のあり方が多様化していると

同時に、人間が人間らしく生きるという価値観も多様化してきている。そうして、家庭内独自の文化

や生活能力の伝承を守るという家庭の機能も、残念なことに著しく低下し、生徒たちの生活体験不足

も深刻なものがある。生徒たちの実態を考えたとき、学校が完全５日制となることによって、家庭や

地域との結びつきが今以上に深まるということは､あまり期待できないのではないだろうか｡むしろ、

授業時間数の削減と受験科目数の増加というアンバランスを抱え、益々塾通いやコンビニ通いが激し

くなるかもしれない。また、家で－人こもっている時間が多くなるかもしれない。そんな時、一人で

家庭に取り残されても、家庭科教育で養われた能力を生かして、人間らしく生きていくための知識や

技術は持ち合わせてほしいものだと考える。そして、生徒たちが将来どのような価値観をもって主体

的に生きていくのかを考え、導いていく一歩の中に、家庭科教育を位置づけ、生徒たちの生活環境を

考慮しながら自主的・主体的な学習を重視したカリキュラムを編成した。

どの学年においても、発達段階に応じた自主的・主体的な活動を重視しているが、特に、３．４年

の【家庭総合】の中で、「主体的に生きる」という視点を重視したカリキュラムとした。これは、上記

「２－２－２制に沿ったカリキュラム」の３．４年の【家庭総合】の中でも述べたように、１．２年

での基礎・基本を応用・発展させていく実践力が発揮され、－人ひとりの個性を生かしながら、グル

ープ学習が最も効果的に行われる学年だからである。例えば、衣生活領域においては、１年での共通

課題作品の製作から、３．４年での個に応じた作品製作へまた食生活領域においても、２年での各

班共通メニュー・共通材料の調理実習から、班ごとに創意工夫されたメニューと材料の調理実習へと

応用・発展させていく。住生活や家庭生活領域においても、生徒自身の生活の中での問題点や改善点

を探りながら、生活向上能力を身につけるための課題学習的な実習や活動を多く取り入れている。

こうした学習活動を体験することにより、自分自身の家庭生活を客観的に見つめ、生活の中でも創

意工夫する力や問題点・改善点を探るといった実践力が、自然な形でしかも主体的に培われていくと

考える。この実践力が、生徒たちの現在、将来共に生かされることを願っている。

（３）実験・実習を重視したカリキュラム

家庭科教育の大きな目標である「人間として人間らしく生きていくことを学び、将来の生活向上能

力を養う」ためには、家庭や地域での生活体験が著しく不足している生徒たちに、この時期にこそ、

実験・実習を多く取り入れた学習を体験することによって、男女が協力して生活を創造する能力や実

践的な態度を育てることができると考える。また、一つ一つの実験・実習を経験するごとに、生徒た

ちは着実に生活力が身についていることは確かである。さらに、生徒たちの多くが、実験・実習には

大変興味関心をもって穂極的に取り組んでいることも確かであり、自ら好んで学習することで､技術・

技能の習得もめざましいものがある。学習指導要領にも、『総授業時数のうち、１０分の５以上を実験・

実習に配当すること』と定められている。ところが、当然のことながら、家庭科の実験・実習では、

生徒たちが全員で体を動かしながら作業をするため、常に危険と隣り合わせの状態である。食中毒を

防ぐための配慮をはかりながら、刃物に気を配り、熱湯や時には200℃近い油を扱う筆、様々な危険か

ら身を守り、生徒の事故や火事を防ぐことにも万全の注意が必要となる。こうした危険性を伴いなが
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らの実験・実習を、本校ほど多く取り入れたカリキュラムを組んでいる学校は他には少なく本校の家

庭科の特徴といえる。わざわざ学校の授業で家庭科の実験・実習をしなくても、生徒たちは自分の家

庭でできるのではないかとか、実験・実習を強調することは、少々古くさい家庭科のあり方だとかい

う意見もあるかもしれない。しかし、生徒たちの実態を考えれば、中等教育期の人間として、少なく

とも学校教育の中で身につけておくべき知識や技術があり、またこの時期の学校教育という集団生活

の中でしか味わえない多くのものが、家庭科の実験・実習には含まれていると考えている。例えば、

人と人とのコミュニケーションをはかる場の一つとなったり、今まで体験したことのないことを体験

する喜びを味わい、自分自身の家庭生活を見直すきっかけとなったりすることなどである。主体的な

体験学習を通して、家庭生活のあり方や家族のあり方、地域社会の中での自分の存在や地域社会との

結びつき、毎日の消費生活の中での消費者としてのものの考え方や情報化社会の中での消費者として

の生き方等々、形としては現れにくい人間としての価値判断を養うこととなり、それらは自分自身の

家庭生活や地域社会へとつながっていくであろう。そうして、総合的な生活力は、家庭・学校・地域

社会との連携の中で習得していくことが、今後益々重要になっていくと考える。これからの時代、家

庭科教育は、益々、実験・実習を重視したカリキュラムが必要になってくるのではないだろうか。

（４）３０人講座の教育効果

新カリキュラムの作成に当たり講座人数についての検討も行われた。１クラスが40人編成である本

校において、これまで技術・家庭科及び家庭科は、クラス単位の授業ではなく、学年を４つに分けて

保健・体育や芸術との組み合わせにより、３０人講座での授業を実現してきた。それは、物理的な問題

として、本校の被服実習室及び食物実習室の面積が、４０人授業での設備基準を満たしていないことが

あげられる。また、授業形態の多くが実験・実習や体験学習、自主活動等を伴うため、３０人講座が実

現することにより、次のような授業が可能となり、教育効果が期待できる。

①実験・実習を行うときの１班の人数が５～６人よりも３～４人で行える。そのため、基礎・基本

の習得と指導の徹底をはかることができ、技能の向上も早い。また、作業内容を少人数で分担す

ることとなり、他人任せにはできないので、各自が責任を持って作業に取り組み、結果として、

考える力、創意工夫する力を身につけることができる。

②調理実習では、４０人講座の場合、１時間で単品メニューで終わってしまい、実習回数も多くはと

れない。３０人講座により、豊富なメニューを組み合わせた実習が可能となり、生徒たちにも栄養

バランスを考慮したメニューの組み合わせを考えさせることができる。そのため、常に固定化さ

れた実習内容ではなく、生徒の創意工夫した献立作成や材料準備による実習が可能となる。

③被服実習においては、４０人講座の場合、合理化された方法で、画一的な教材を使用した作品作り

になることが多い。しかし、３０人講座の場合は、個性を大切にして好みの布や素材を選び、デザ

インの多様化、被服材料の理論と結びつけた製作が可能となる。

④家族や住生活分野においても、１班４人のグループで、課題研究等班活動を活発に行うことや、

より多くの実験・実習体験を重ねることが可能となる.そのため、人間関係構築にも結びつき協

調性や社会性の発達に役立ち、生活向上能力を養っていくことができる。

４０人講座となると、なかなか－人ひとりに目が行き届かない危険性と共に、－人ひとりの個に応じ

た教育的配慮やこれまでと同じような内容を組むことが難しく、新カリキュラムに沿った授業展開が

大変困難である。そのため、３年での家庭総合２単位のうち１単位はクラス単位の授業を行うことと

なったが、それ以外の必履修科目については30人編成での授業が了承されることとなった。
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（５）その他の取り組みとの関連

①総合学習との関連

家庭科という教科自体が、内容的には総合的な学習であると考える。むしろ、今日、総合的な学習

の必要性が叫ばれ、その内容を考えたとき、技術・家庭科を始め、芸術、保健体育といった人間の生

きていくことと最も深い関係にある教科の取り組み自体が総合的な学習であると思われる。家庭科で

は、－人の自立した人間として、将来どのように生きていくのかということを、自分自身に問いかけ

ながら、一つ一つ考え、模索し、何らかの方向を見いだしていく過程を与えていることが多いからで

ある。こうした教科の取り組みは、総合学習とも関連して、家庭科で学習したことが総合学習でも生

かされ、総合学習で習得したことが家庭科でも生かされるというように、相互にうまく噛み合わさっ

て、生徒達にとって、より総合的な力が身についていくことが望ましいと考える。

これまでにも「環境学」に参加して、講義では家庭科的な見地からのアプローチを始め、生徒たち

のフィールドワークでの指導助言等に取り組んできた。家庭科での環境に関する取り組みと環境学で

の学習が相互に生かされて、環境に配慮できる人間として生活の中に生かされれば教科としても何よ

りである。また、「奈良学」においても、奈良の郷土料理や伝統文化の継承等、家庭科と関連した取り

組みも考えられる。「世界学」においても、世界の衣服や食物､世界の人達の生き方､家族のあり方等、

家庭科の内容と関連させた取り組みも考えられる。そこで、家庭科としても総合的な学習にはできる

限り関連をもっていきたいと考えている。しかし、家庭科という教科の特性上、新しい取り組みに常

に参加することには残念ながら限界がある。専任教師の人数が２人と少数では、様々な業務の役割分

担をすることが不可能であり、毎年多学年にわたり多種類の授業を担当し、多数の教育実習生を担当

し、さらに２人とも大学出講も担当しないといけない状況では、総合学習に毎年参加していくことに

は無理がある。そのため、できうる範囲内で、今後も参加していきたいと考えている。

②生活デザインとの関連

３．４年で芸術必修選択科目として、「音楽」．「美術」．「生活デザイン」が開講されている。美術科

と家庭科が連携して担当することにより、３年の「生活デザイン」が新設された。前期は「食と器の

デザイン」・後期は「バスケタリー（紡ぐ・織る．編む)」として学習内容を関連づけて、広めたり、

深めたりすることが可能である。新しい合科の方向として、期待できるものである。

③アカデミックガイダンスとの関連

３．４年での選択教科「アカデミックガイダンス」の中で、家庭科としても、奈良女子大学の先生

方と連携した講座を担当する。「微生物学の最前線一酵母菌のバイオテクノロジーとゲノム解析一」で

は、身近な食品の材料として、パン酵母に焦点をあて、微生物の中の酵母菌について学んでいく内容

である｡大学の理学部生物科学科の先生方が微生物についての講義やゲノム解析の実験等を担当する。

家庭科は、パン作りを通して酵母菌について考える過程を大学の先生方と連携して担当する。また、

「子どもって何だろう（発達心理学入門)」においては、奈良女子大学文学部附属幼稚園での観察実習

を通して、自分自身の生い立ちをふり返りながら、子どもって何なのか、どのような特徴があるのか

を考えていくといった内容で、家庭科の保育分野との関連も深い。そのため、大学の文学部人間関係

行動学の先生との連携により、単に幼稚園での観察実習にとどまらず、発達心理学入門の講義や講評

を受けることにより、専門的な見地から子どもについて考えることができる。
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家庭科カリキュラムー覧表

（）は時間数
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'k活の自立と食生活 生活の自立と衣生活 生活の自立と性生活 家族と家庭生活

１年化活基礎唖単位
①衣服の選択と手入れ(10）
･衣服とﾁﾞﾄ令能活との関り

.「Ｉ的に応じた特川と工夫

･衣服材料の麺類と特徴

.Ｌl常衙の手入れと管理

.'｣常満の`}I･画的な活用と選択

②簡側iな衣服の製作(24）
･衣服の構成

･エプロン製作
･手入れのための実習

①室内環境の整備と住まい方
(5) 

．住まいの安全
･室内環境と環境に配慮した住
まい方の工夫

①自分の成長と家族・家庭’k活
との関わり（２）

②家庭と家族119係（３）
･家庭の機能

･家族のよりよい関係作り
③家l遇生活と地域社会（１）

２年生活基礎１Ｍ位
,①中学44の栄養と食事（８）
･食事と栄養・健康
･栄養素のfin類と働き
･Ilj学/kの栄獲の特徴

･食`111の栄養的特質
･六つの基礎食品群とｌｎの接
取１kのめやす

②食品の選択と、常食の調理
(15） 

･生鮮食品と力[I兀食砧
.n常食の孤理

①家庭生活と地域とのかかわ
り（７）

・家庭排水の問題
･環境や資源に配慮したﾉﾋ活の
工犬

３年家庭総合２爪位
①Ｈ榊食の調理と工夫（22）
･青少年期の健康と栄養

②食生活の笹理（８）
･家族の食/k活と健康
･食品衛生と貧り｣毒

①住生活の科学と文化(ﾙ1）
･住居の機能
･住居の変遷と文化

･住空'１１]の計画

･住環境の整備

･住生活の課題研究

①消費生活と資源環境(8)
.iH費行動と意志決定
,家庭の経済生活
･消費者問題

･消費者の犠利と責任
･消費行動と資源・環境
②家庭４２活と家庭絲済(8)
.様々な家族
･現代社会と家族

･生活時１１１１

･職業労働と家1Ｆ労働
･将来の4乙活没il卜と課題

４年家庭総合２単位

①家族のための食斗F作りと生

活文化の伝承（14）
･離乳食と病人食
･高齢者の食１Ｆ

･行１$食
・もてなし料理

･郷士料理
②１nの献立作成と実習(6)

・朝食

・盤食（お弁当作り）実習
・夕食

①作品製作と生活文化の伝承

(16） 

自由作品製作（被服製作・手強
など）

作品例

･スカート、ワンピースの製作

･ろうけつ染め・絞り染めのＴ

シャツ、クッション、枕の製
作
・パッチワーク・クロスステッ

チのクッション製作

・ゆかた、作務衣の製作
ｑ棒針編みの帽子・手袋・マフ

ラー製作

①父性・ｌＩｊ性と保育(8)
・青年期の/tき方
・生命の誕生

・乳幼ｿLの発達と係７７
･子どもの成長と家族・社会
･親の役割と保育

･子どもの福祉と社会

②高齢者の生活と福祉(･I）
・高齢者の心身の特徴と化活
･高齢者の鶴祉

･高齢者介護のﾉﾊﾞ礎
③課題研究・ホームプロジェク

卜と学校家庭クラブ活ＩＪＩ
(12） 

(施設の兄学実習・ポランティ
ア活動等）

５ 

年
生

活
ＬｂＪＣ 

ｊ７． 

２ 

１１ｉ 

位

ilf少年期の健康と生活の自立
(30） 

・食事内容の検吋
・食環境の栄養的評価
･青少年期にふさわしい食事と
調理

【課題研究】（20）
将来に生かす食生活のＴ:犬

【探題研究】（20）
個性を伸ばす手芸作Abの製作

【課題研究】（20）
快適な住まいの工夫

人の--生と将来の家族（10）
･家族を見つめる
･出会い・結婿・出産と育児

･これからの家族と社会

･保育園実習

【課題研究】（20）
生き力を考える

６年生活学２Ｍ位
食文化の伝欺と発展（30）
･季節と伝統料理の調査と実習
・世界の料理の特徴と実習
・手作りのお菓子・パン・デザ
一トメニュー

･家庭料理の工夫
･一人幕らしの料理の工夫

【課題研究Ｉ（20〉
将来の食生活への応用と苑歴

【課題研究】（20）
将来の衣生活への応用と発展

I課題研究】（20）
住生活の工夫や卒業記念作品

生活的自立のために（10）

･一人幕らしの生活マニュアル
・一人梓らしの住化活・住まい
の選び刀

･一人藤らしの経済観念
･アルバイト体験談と就労体験

実習



第７章保健体育科

大内淳也・出野上良子・中司みずほ

祭良重幸・松田正昭

１体育カリキュラムの特徴

６年を３つの時期に分ける２－２－２制の考え方を基本におき、それぞれの時期にあった目標を設

定し、その目標に沿う形でカリキュラムを作成した。その際、時期ごとに切り離して考えるのではな

く、低学年から高学年へと発展していく形で目標設定､カリキュラム展開がはかれるように配慮した。

（１）低学年（１．２年）

低学年では、基本的な動きの習得に主眼がおかれている゜そのため従来のような各種目（領域）ご

との単元の配置ではなく、基礎的な運動技術をカテゴライズして、その習得を目指すというものとな

っている。このように各動作（うごき・スキル）に代表される基礎的な運動技術に焦点を当てること

によって、この年代で身につけるべき運動技術を整理しなおうそうという試みである。このことによ

って、中学年以降で実施される各スポーツ種目の技術習得がスムーズに進む。それがひいては高学年

において実践される選択制において幅広い選択肢の創造と､その内容の充実につながると考えている｡

それぞれのカテゴリーを眺めてみると、具体的な実践のイメージが浮かぶものとそうでないものが

あるが、そのあたりは比較的自由度を大きく設定しようと考えている｡つまり、今後の実践の積み重

ねが重要であるということである。例えば、ランニングスキルの実践では、さまざまなステップワー

クの習得、５０ｍ走を区間ごとにタイム測定をするなど科学的に分析しようという試み、ゲーム的要素

を採り入れた「走りくらべ」などを行うなど多様である。また、フットゲームでは、単に「サッカー」

という種目を基礎技術から系統的に習得していくというものではなく、さまざまな足によるボールコ

ントロールをさまざまなゲームを行いながら習得していこうというものである。

このような運動技術のカテゴリーやその実践内容については、今後も実践を重ねながら検討を続け

整理していく必要がある。その上で低学年で習得すべき基礎的な運動技術の構造化を図ることができ

れば、より充実した実践につながると考えている。

（２）中学年（３．４年）

中学年では、低学年で習得した基本的な動きをもとに、様々な近代スポーツの習得に主眼をおいて

いる。また、新学習指導要領でも選択制の充実が謡われているが、本校でも中学年より選択制を実施

する。その際、選択が偏り「様々なスポーツの習得」という目標の妨げにならないように領域を設定

し、その領域内での選択制を実施する予定である。領域内選択制の導入により、本校で従来より実施

されてきた、高学年での完全選択制授業にもよりスムーズに移行できる。

領域の具体的な中身であるが、まず現在のところ３年では個人競技（種目）と団体競技（種目）と

いうくくりで設定して行く方向で検討している。学習指導要領に取り上げられている体操・陸上・球

技・水泳・武道・ダンスの中から本校の実状にあった種目を取り上げ、選択の偏りが生じないように

個人種目、団体種目を交互に選択するようにしている。４年では領域という枠をはずし、３年で実施

しなかった種目を中心に４種目設定しその中から１種目を選択するという形で実施する。また男女共

習で行い、高学年の授業へのつながりをもたせている。選択の際に球技のみが続くということのない
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ように、バランスのとれた選択の形を工夫していく。しかし、選択制の主旨は生徒の主体的学習を促

すことであるから、生徒の意志で選択し学ぶという形を尊重しつつ、結果的には様々な運動領域のス

ポーツを習得していたということになるよう、今後の授業実践のなかでカリキュラムの試行錯誤を繰

り返していきたい。

（３）高学年（５．６年）

３年では男女別習の選択制、４年では男女共習の選択制が行われるが、いずれも種目設定はあらか

じめ教師側が行うことになる。しかし、５，６年においては、施設・用具・担当教員数などの関係で

制限はあるものの、種目の選択は生徒の希望にできるだけ沿う形で行われる。４年までに学習してき

た多種多様なスポーツをさらに追求し、技能を向上させ、生涯にわたって生活の中に取り入れられる

ように意繊を高めていくことを目標とする。５年では、Ｉ期の単元計画はある程度教師(ilＩが行うが、

Ⅱ期からは生徒が当番制で授業案を担当して作成し、日替わり的にリーダーを務め授業を進める。６

年では、単元計画から授業案づくりもすべて生徒に行わせる。これには、生涯にわたって自らの技能

を向上させるだけでなく、社会において指導する立場になったり、協力して何かを行う立場になった

ときに、リーダー的な存在で取り組めるような力を育てるというねらいがある。

２保健カリキュラムの特徴

本校では、従来より前期課程で学習指導要領の標準時数より多くの時間を割り当ててきた。それは

保健の授業の必要性を重要視していたからである。近年その必要性は以前にもまして強くなってきて

いる。現代の子供達の精神的な未熟さは「キレる」などという表現をされるが、心身の調和を保ち、

自己の欲求やストレスをコントロールし適切に対処する方法を知る必要がある。さらに、自己の欲求

を正しく導き、意欲、生きがいへと昇華し自己実現を図る力をつけることが重要である。また、適切

な生活行動を自ら選ぶためにはその礎となる正しい知識が必要であるし、その知織は実を伴うもので

なければならない。自ら学び、感じ取る学習活動を通して生涯を通じて健康に生きるための基盤とな

る知繊を習得する。さらに、生命、環境問題、科学の発達と倫理観などの問題などにも視野を広げ、

事実を知り、他者の意見を聞き、自らの問題として考えることにより、社会の中の人間存在としての

正しい自己を確立するというところまで学習の幅を拡げていきたい。

これらのことをふまえた上で、従来は２．３．４．５年の４年間で保健のカリキュラムを作成して

きた。しかし、新カリキュラムで保健は２．３．４年の３年間の実施となり、５年では総合的学習「健

康」が実施されることになった。したがって、新たに導入される総合的学習「健康」は本校で従来よ

り実施してきた５年の保健をより発展させた内容になる予定である。学習内容も現代を生きる生徒達

により即したものになるであろうし､自ら学び感じ取る学習活動をより重要視するものになる｡｢健康」

については別項に述べてあるのでここでは触れないが、保健の学習内容を正しく理解しておくことが

「健康」の授業を学習する前提になる。
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体育カリキュラム表
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学年 教育内容 学習目標 傭」；

５年

６年

男女共翻唖WWI(教師主創り０

1期(12趣

隣づくり麺力

器I戊珂動

随卜髄技

球技

武H１

ダンス

ニュースポーツ

U期(l2iU）

Iﾄﾞづくり過動

鴬鰯
球l支

ﾀﾞﾝｽ 

ニニースポーツ

水泳･ﾄレーニング

皿期(11週）

鯵づくり連山力

83412運U2

賎卜蝕技

球技

ダンス

ニュースポーツ

男女共ｲﾖB灘Ｗｌ(倹錘率勤

１期(u2jm

ＩＯＦづくり迫笛力

器４.迺輸

隙卜GB技

球技

`ｕｉ 

ダンス

スポーツ･体背理篭

n期(12劃

体づくりIZ動

::i灘
球技

武i面

ダンス

スポーツ･体1部､出６

スポーツの生活化(龍H陣

ポーツ)をめざして趣U)技

艦技術の造４５をIまiOも

スポーツ(坦nｶ文化)をi､し

ての自己実nW壁は力乙

スポーツ･H1動文化の

iipFWE展に頓I翌的

に関ｵﾌる力阯を高める

牧師1日t並び

120人一ﾁf授業

体17．スポーツ｣日圏2

(文化３h．Hf史､、画）

技術分Iﾘﾔｌｋど〕の

グノープＢｆ究

学年 教育内容 学習目標 債考

1年

２年

トレーニングＩ

I1EIｴぐし､体つくり麺力

ジムﾅｽﾃｨｯｸｽI

lIEiliの導入

ランニング･スキルI

定I型Ⅱ力の導入

ジャンピング･スキル１

Ｗ甚圀理助の導入

スローイング･スキルＩ

投jU96hのi9i入

ハンド･ゲームＩ

ﾊﾞﾄﾎﾞｰﾙ､ハ8'ﾄ承‐ﾙ､パ功ｹﾞ材←ﾙのMH入

プット･ゲームＩ

サッカーの導入

ラケット･ゲームＩ

ﾃﾆｽ､パトPﾐﾝﾄﾝ､時Iff河村ｲｰﾙの導入

スイミングＩ

トレーニングⅡ

ジムナスティソクスⅡ

ランニング･スキル1１

ジヤンピング･スキルⅡ

スローイング･スキルⅡ

ハンド･ゲームⅡ

ﾌﾟｯﾄ･ゲームⅡ

ラケット･ゲームⅢ

スイミング、

3年生以降で行うH2動樋11

の】Z卒的技術を筆｣i：

篭E墜的堕運画能力の向上

学習を通して他人の体へ

の気づきや恩し､やり

(＝人間『蝿係づくり）

男女ＩｉＩ閣

加人授業

そｵ1/ぞれＩとnは異

粗目の運動を↑両。

もしくはｎはＩより高

度なことを、

３年

４年

男】4dFI習fgi域y唖&択fWI(2種ﾛよりliiSlR）

I期(Bjm）

｣ルチlBl人種目１

:i1i:鰹び…び）
女与HUIl拭苞目1

･バレーボール

･ソフトボール

ｎ期(11週）

卵子ＤＩＩ側首目I及び/kjk

・バレーボール

・ソフトボール

女子I凹人樋、】及びＪｋｊｋ

｡iU蝿(田UUkぴ゜OmUkU(）

･鱒回華『輩

、期(7週）

男子UU人種B2及びIISづくり避i力

･4簿

･バドミントン

女子ｌ】lI1N1mH2

･ミニサッカー

･バスケットボール

1V期(9i田）

!＃sHn体種目２

･サッカー

･バスケットボール

女子IH人樋目2及び体づくDIE勅

･011球

･バドミントン

男女共郵鷲i域内ns択iM(4個月より1選4N）

スポーツＩ(8劃

aNz鰐iU技

b腿ﾄ錯控

鎮随

。ダンス

スポーツ11(8週）

aJk鰍･ﾄレーニング※Ｉで℃及びdを

bニュースポーツ選択した者は

cd3i随鮭､3‐て､S択

｡ダンスする

スポーツ、(lo趣

Luソフトボール※いⅡIでc及び｡と

bバドミントン潜択した行は

亡卓球希甑扮優先する

｡テニス

スポーツⅣ(9⑪

aサッカー

bラグビー及びビタソチフットボール

cバスケットボール

｡バレーボール

多様なスポーツ文化に

i剣-tＰ

(ルールも含FtJ）

学習を通して自己の体

(体ﾉﾉ､11K詞､6銅Oへの

気づき

in画力I剤i侭DInl上

４１９１i横｣たび

120人一斉授業

MW1： 
業を週２



保健カリキュラム表

旧カリキュラム５年で扱っていた学習内容で、新カリキュラムで保健からはずれたもの
・障害者と人権（バリアフリーの社会等）

・現代社会と死（ホスピスについて等）

・幸福な人生とは

・現代の病気（エボラ・エイズなどの新感染症等）

・現代医療について（インフオームドコンセント等）

・医療保障について（医療保険制度等）

・保健に関する国際活動（ＷＨＯ・ＮＧＯ）

・余暇活動と健康（ボランティア活動等）

・自由研究
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２年

心身のはたらきと発達

･からだのはたらきと発達

･心のはたらきと発達

傷害の防止

･けがの防止

･応急処置

健康と環境

･からだと環境

･環境条件と健康

個人（自分）と健康

個人生活における健康・安全に関す

る理解を通して、健康に生き抜く能力
の基礎をつくる。

３年

健康な生活と疾病の予防

･病気の予防(エイズも含む）

･喫煙・飲酒・薬物乱用と健康

健康と生活

･健康と運動とエネルギー

･食生活と健康

･疲労と休養

精神の健康

･心とからだの関係

･欲求と適応機制

･自己実現

現代社会と健康

現代生活における様々な健康問題を

理解するための基礎となる知識を習
得する。

４年

思春期と健康

･性機能と成熟

家庭生活と健康

･生命の誕生と出産

･結婚と健康

･家族計画

･母体保護法と人工妊娠中絶

加齢と健康

･老化に伴う心身の変化

･高齢化社会と老人保健

職業と健康

･労働の変化と健康問題

･職業病や労働災害の現状

生涯を通じる健康

生涯を通じて関わる健康についての

知識を習得し、豊かな人生を生きる

基礎をつくる。



奈良女子大学文学部附IUi
中坤教育学校研究紀要第43号
2002年３月

第３編総合学習

第１章「総合教科」と「総合的な学習」

落葉典雄

１「総合教科」の経緯

本校では教科の枠を越えた「総合教科」として、1990年度から「奈良学」（３年)、1991年度から「環

境学」（４年、1999年度から３年)、1999年度から「世界学」（４年）を実践してきた。これらは、その

成立の過程からしても、名称にある通り教科学習のひとつである。なぜなら、それらはその学際的内

容を重視してつくられたものだからである。そのため、「奈良学」は社会科・国語科・英語科・芸術科

で、「環境学」は社会科・理科・保健体育科・家庭科で担当してきた。

しかし、1999年度からはすべての教科（７教科群）から統合型総合学習（本校研究紀要第42集ｐｌ２４

参照）である「環境学」と「世界学」に担当者を出すことになった。これは、環境や国際理解に関す

る内容が、現代に生きる－市民として必要不可欠な内容であるという認識に立ったということがその

大きな理由である。また、「総合教科」で実施する多様で斬新な教育方法を各教科にフィードバックす

ることもすべての教科が参加するねらいのひとつであった。

また、これらは教科としての実践を横んできたが、もちろん生徒の校内外での日常生活で生かされ

てこそより価値あるものとなる。たとえば「環境学」は、「古紙リサイクル」や「ゴミの分別｣、「省エ

ネルギー」（本校では1999年６月から校内に設置した太陽光パネルで発電した電力を利用している）な

どさまざまな校内生活に生かされている。「世界学」は高校生による国際フォーラム「グローバルクラ

スルーム」や「海外修学旅行」などとリンクさせることで、より高い教育効果が得られるものと考え

られる。このように、単なる教科活動の枠を越えて、「環境学」「世界学」は構成されている。

２「総合教科」と「総合的な学習の時間」

近年、社会の変化により教育の内容や方法の転換についての社会的要請も強まり、1998年に告示さ

れた中学校学習指導要領では2002年度から、1999年度告示の高等学校学習指導要領では2003年度から

「総合的な学習の時間」が新設されることになった。生徒の興味・関心に基づき、学際的な内容につ

いて自主的に学習を進めて「生きる力」を育成しようというねらいは、本校が実践してきた「総合教

科」のねらいとほぼ重なるものである。

ゆえに、ここでは「総合教科」と「総合的な学習の時間」を厳密に分ける必要はないと考える。「総

合教科」と「総合的な学習の時間」の違いや意義については分析が必要であるが、現時点で両者を峻

別することは難しく、また、本稿はその場ではない。よって、本稿ではそれらを包摂する概念として

「総合学習」を使用する。
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新カリキュラム「総合学習」一覧表

本校の新しいカリキュラムにおける「総合学習」は、上の表の通りである。１．２年で「総合学習・

奈良」と「情報入門」「情報と表現｣、３年で「環境学｣、４年で「世界学｣、５年で「健康｣、５年Ⅱ期.

６年１期で「テーマ研究」を設置する。新設の「総合学習・奈良」は、９月と12月の各５日間の短期

集中方式という新しい試みである。「健康」については、５年生の「総合学習」について、「いのち」

「くらし」「健康」「家族」などのテーマで、どの教科が担当できるかなどについて、保健体育科と家

庭科が中心となって、校内の事情も考慮して検討した。その結果、保健体育科が多様な視点から「健

康」について取り上げ、分野によっては社会科など他教科が支援するということになった。

これら６年間の「総合学習」の編成は、次の図ような中等教育における総合学習の発達段階に応じ

て変化すべきであろうという仮説に基づいている。これは本校カリキュラムの柱である２－２－２制

における発達段階と目標「低学年：周囲への依存と個の萌芽中学年：個の発見と模索・探求高学

年：個の形成と自立への展望」にも合致する。

2002年度以降、全国の学校においても「総合的な学習の時間」が施行されると、小・中.高の発達

段階によってその意義や役割が異なることが議論になるものと思われる。その際「総合学習」の評価

についても、それぞれにおいて異なった方法が要求されるであろう。本校では、第４章に詳述するよ

うに、「世界学」の評価の研究をすすめており、その方法が「環境学」にも援用できるかどうかを2002

年度に検討する予定である。しかし、統合型以外の総合学習の評価については、まだ白紙に近い状態

であり、これらの評価に関する研究はこれからの急務である。

発達段階における総合学習
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学年 名称 特徴 担当者 担当者数

１ 
総合学習奈良

情報入門

短期集中

分散型

クラス担任中心

技術科
５ 

２ 
総合学習奈良

情報と表現

短期集中

分散型

クラス担任中心
国語科

５ 

３ 環境学 統合型 個人希望制 ４ 

４ 世界学 統合型 個人希望制 ５ 

５ 健康 クロスカリキュラム 保健体育科中心 未定

５（Ⅱ)～６（１） テーマ研究 自由選択 全教科 無制限



３「総合学習」の意義

さて、それでは、現代の「総合学習」で求められるものは何であろうか。新学習指導要領において

「総合学習」が新設されることになったのは、社会の変化などによる教育内容の改革の要請と、生徒

の質の変化などに対応した教育方法の改革の必要性によると考えられる。「総合学習」では、扱う内容

が既成の学問に基づいた体系的なものでないため、従来の教科のように系統立った内容構成にはなり

にくい。また、自ら考え発見するという学習活動をするためには、知識の量を求めてはならない。そ

れを実現するためには、従来から日本の教育において主流を占めてきた一斉講義式の授業ではなく、

生徒の参加・体験を重視する方法が求められるであろう。これら「総合学習」に求められる教育の内

容と方法を従来の教科と比較してみたのが次の二つの図である。本校においても、６年一貫校として

学校全体で「総合学習」に取り組むのは初めてである。これまでの経験を生かしつつ、中等教育のさ

まざまな発達段階における「総合学習」のあり方について研究をすすめていきたい。

教育内容の転換 教育方法の転換

中等教育、特に、教科の垣根が高い高等学校の教育においてこれらを実現することは、たいへんな

困難がともなうと考えられる。しかし、「総合学習」の実践は日本の学校文化の大きな特徴であった閉

鎖性を打破し、社会から求められている開かれた学校文化を形成する突破口と成り得るのである。こ

のことこそが、「総合学習」が学校教育にもたらす最大のメリットかもしれない。各学校がこの道を通

ってこそ、教科再編などその次のステップへと踏み出せるのであろう。
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総合

知識 '量(大）

教科教育

系統

総合学習

知識 量(少）

学習者中心

知識重視 一斉授業

教科教育

指導者中心

総合学習

技能･態度重視 `参加･体験型



第２章「総合学習奈良」

武田章

１「総合学習奈良」の理念と目標

９０年度より始まった「奈良学」（以下「初期奈良学」と呼称する）は、９９年度に「世界学」発足とと

もに終焉を迎えた。しかし各教科内での奈良に関する学習を通じて「分散型総合学習」として「存続」

し、すでに数年を経ている。

今回の新カリキュラム構想の中で「奈良学」は、改めて「地域・奈良」を学習する場として「短期

集中方式」で「再生」することになっている。

その理由は、「各教科でできるだけ奈良に関する内容を取り上げ」ていくことが合意されてはいるも

のの同時に「各教科でそれぞれ独立し実施されている活動を総合していくにはどのような方法が適当

であるかを探ってきた」（本校『平成12年度研究開発実施報告書（１）』127Ｐ）結果である。

新しい「奈良学」は「総合学習・奈良」と改称して構想しているが、その理念は、基本的には「初

期奈良学」と大きな差はない。「多様な側面から奈良を知り、問題点や課題を発見して考察し、それを

他に伝える」という基本理念に沿ったものとして構想している。

また、「初期奈良学」以来重視していたフィールドワークについても、これを踏襲する。生徒自らが

いかに主体的に“奈良”を調査・探訪していくかがこの総合学習の成否を分けることになることは、１０

年以上にわたって総合学習を実施する中で再三確認されてきたことだからである。生徒は様々な活動

を通じて「学び方を学んでいく」ことになる。

「総合学習・奈良」の具体像は未だ議論の最中であり、構想は構想に過ぎず、実際に実施していく

中での変容も当然あり得るが、これまでに議論された内容、ほぼ固まりつつある「骨組み」等につい

て述べていきたい。

２カリキュラムと指導内容など

（１）名称について

名称は従来使用してきた「奈良学」ではなく、「総合学習・奈良」とする。

（２）実施形式について

３年「環境学」や４年「世界学」のように通年で２単位という形ではなく、短期集中方式をとる。

時期は、９月と12月にそれぞれ５日間を充当し、それぞれの時期をここでは仮に以下のように呼称

しておく。

１年生の９月→Ｉ期、１年生の12月→Ⅱ期、２年生の９月→Ⅲ期、２年生の12月→Ⅳ期

また、各期の学習内容は広い意味では関連することになろうが、細部にわたって「緊密に関連」さ

せるとは限らない。

＜注＞昨年度の本校『研究開発実施報告書（１）」では「７月と12月に実施」する構想であったが、

他学年のカリキュラムとも連動するために、現在は「９月と１２月に実施」の方向で考えてい

る。
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（３）担当者と活動単位

「初期奈良学」においては、国語・社会・美術工芸・英語の各教科から－人ずつ担当者が出てきて

企画運営をしていたが、「総合学習・奈良」では原則として、

［１年担任３人十２人（１人はコーディネーター役)、２年担任３人十２人（１人はコーディネーター

役)］で担当する。

コーディネーターは担任とともに２年間を見通したカリキュラム作りに参画し、外部との交渉など

も担当する。

「担任団が主体となって企画運営していく」点と「コーデイネイタ_の設置」が大きく異なる点で

ある。

また、生徒の活動単位は、「クラスごと」あるいは「クラス内でのグループ単位」とする。

（４）年間計画参考プラン

［Ｉ期］見学や観察を中心とした期間

例えば、「奈良公園」「奈良町」「平城京」「若草山」「東大寺」「大神(大三輪)神社」などの現地や現

場へ行き、実際にそのものを「見る」とともに「観る」ことを重視しながら「観察する能力」の育成

も図りたい。

［Ⅱ期］講演・聞き取り調査を中心とした期間

例えば、「－刀彫の作家」「鹿の愛護協会」「春日神社の神官」など、その現場の人たちと接する中で

聞き取り調査をしながら、それらの人々がどのような気持ちで仕事をしているのか、その仕事が持っ

ている意義は何なのか、その仕事をする中での問題にはどんなことがあるのかなどについて、「聞く」

とともに「聴く」ことを通じて理解や認識を深めさせたい。また必要に応じて外部講演者の講演も企

画していきたい。

［Ⅲ期］体験を中心とした期間

この期間は「触れること」「体験すること」を重視したい。例えば「茶笑作り」「柿の葉寿司作り」

「三輪素麺作り」「墨作り」「赤膚焼作り」「発掘調査実体験」など、物に触れたり、実際に体を使って

様々なものを「製作」する作業をできるだけ多く取り入れたい。近年の子どもたちの「実体験」の減

少傾向を少しでも補うことも目的の一つである。

［Ⅳ期］調査・発表を中心とした期間

この期間は「調べる」「伝える」を主題とするために、Ｉ～、期までに学んできた様々な事柄を中心

に、班別に課題を設定して改めて調査活動を行い、考察させるとともに「まとめの発表」の時間もと

りたい。

技術科が担当する１年の「情報入門」や、国語科が担当する２年の「情報と表現」とも連携しなが

ら、初歩的な情報収集と情報処理能力の育成を図りたい。

これまで本校で実施してきた総合学習においても、「発表」は決して軽視はされてはこなかったとは

いえ、「プレゼンテーション能力を育成することを重視してきた」とは言い難い。

「他者に一定度の内容を一定時間の中で、できるだけに効果的に伝える」能力は、多様な場面で生

きてくることは想像に難くない。

ただし、各期で「重視したい活動内容」等は固定的なものであってはならない。必要に応じて柔軟

な対応が望まれる事は言うまでもない。
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３今後の課題

現実に実施する中で諸課題が出てくることは当然だが、事前の準備として解決しておかねばならな

い事柄として次の諸課題がある。

（１）現行の「秋の行事」（11月初旬に実施）の問題

現行の「秋の行事」は、「地域・奈良」を諸教科の側面から学習する場ともなっている。この学校行

事との「折り合い」をどうするが問題である。現在「秋の行事は学校行事としては廃止し、総合学習・

奈良の中にできるだけ取り込んではどうか」という意見が有力である。

（２）担当者の問題

前述したように、基本的に担任団が担当することになるのだが、新カリキュラムでは３．４年生で

のアカデミックガイダンスなどの新しい取り組みが始まる。これらは「総合学習・奈良」と同時期に

実施されるため、１．２年生の担任が他学年の取り組みの担当者となった場合には、どのような形で

担当者を決めていくかという問題がある。

（３）評価について

「初期奈良学」では、ＡＢＣの三段階で評価をし、通知票などにもそのように記していた。しかし、

総合学習については点数評価をしないという制約もあり、また３年「環境学」・４年「世界学」の評価

とも相まって、どのような評価方法を採るかを研究しなければならない。

（４）02年度の２年生について

０２年度の２年生は、上記プランによる学習を１年時にしていない。この学年の「総合学習．奈良」

を、どのような形で進めていくかについての議論が必要である。

第３章「情報学」

吉田信也

１「情報学」の理念

ますます情報化の進むこれからの社会で生きていく生徒たちにとって、過剰な情報を取捨選択して

必要な情報のみを取り出し、有益な情報に整理して発信できる力は必須のものである。そのような力

をつけるためには、情報や情報手段に関する知識・技能、情報に関する科学的な見方・考え方を獲得

しなければならない。

そのために、第２年次の研究開発実施報告書でも述べたように、本校では６年一貫教育を見通し、

クロスカリキュラムと総合的な学習、および新設の必履修教科である「情報」を統合して、「情報学」

を開設する。

２「情報学」の構造

すでに国語科と技術科の章でカリキュラムに関しては述べたので、ここでは簡単に整理しておく。
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（１）１．２年

①目的・コンピュータをツールとして駆使できる力の基本を身につける。

・ネットワーク社会の情報に関するエチケットを身につける。

.,情報を自らの考えでまとめ、表現し、発信する力を身につける。

②方法

１年「情報入門」として、技術科が中心に担当する。

２年「情報と表現」として、国語科が中心に担当する。

（２）３．４年

①目的．様々な場面で、コンピュータをツールとして駆使する。

・インターネットを通じて、情報を収集し発信する。

②方法

３年

４年

総合学習「環境学」を通じて、「情報学」の実践を行う。

総合学習「世界学」を通じて、「情報学」の実践を行う。

（３）５年

①目的・コンピュータの機能や科学的な活用方法について理解する。

・課題を設定し、それをコンピュータを利用して解決する力を養う。

②方法

必履修教科「情報」の科目「情報Ｂ」の学習を通じて、「情報学」の理論的な面の強化を図る゜

以上の構造を図で表すと、次のようになる。

１．２年基礎
クロスカリキュラム

３．４年実践
総合学習

５年理鎗
教科「価報」

1年「摘報入門」
2年「佃報と表現」

3年「琿境学」
4年「世界学」

5年「情報B」

３今後の課題

2002年度から、1年「情報入門｣、２年「情報と表現」が実施される。生徒の実態を見ながら、「情

報学」の基礎を担当するこれら２つの講座内容やお互いの関連等を研究していかなければならない。

また、あと数年で小学校における情報教育はかなり進展すると考えられる。したがって、そのときを

見越して、「情報入門｣、「情報と表現」の指導内容をさらに研究していく。

また、「情報Ｂ」の実施は2004年度からであるが、１～４年の学習内容や生徒の実態を見ながら、具

体的なカリキュラムを作成していかなければならない。
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第４章「環境学」

松田正昭

１「環境学」のねらい

「環境学」は第２章で述べた「奈良学」と共に新しい教科「総合教科」として1991年に始まり、今

年度で11年を終えた。当初は「奈良学」が３年、「環境学」は４年で行われていたが、1999年度より３

年に配置換えとなり、代わりに４年では後述の「世界学」が始まった。ちなみに「奈良学」は第２章

で述べられているように「分散型総合学習」として各教科内で取り扱われるようになり、2002年度か

らは短期集中方式へと生まれ変わる。「環境学」は、実施学年が変更になったものの本質的な部分は継

続されている。なお、過去11年間の具体的な取り組みは、本校紀要第33集～第43集を参照していただ
きたい。

では、「環境学」は何を目標にしているのか。今日では世界的にも問題となっている環境問題。もち

ろん身近にも起きている問題でもあるが､この諸問題をひとつの側面からだけ捉えるのではなく､様々

な側面から総合的に捉え、幅広い視野と考察力を青成すべく複数の教科からのアプローチで始まった

ものである。それゆえに、ねらいとしては現代社会に起こっている諸問題をただ単に知識として多く

詰め込む知識偏重型ではなく、また、「しなければならない」とか「こうあるべき」とか建前論を打ち

出すものでもない。「どういう仕組みでこうなっているのか」「どこをどのようにすればいいのか」「ど

うすればよりよくなるのか」というように本質を学び取り、問題点や課題を発見し、「地球に住む動物

としてどう生きるべきか」を自ら問いかけ、さらに実践できる「生きる力」の育成を目指している。

この「生きる力」の育成には、教師指導型ではない、自ら発見し課題を見つけるカリキュラムが必

要となってくる。それが「環境学」開設当初からカリキュラムの中核をなしている、生徒が主体的に

取り組むフィールドワークである。自分たちの興味・関心のあるテーマを設定し、様々な側面からの

アプローチを行い、多面的に考察をする。その中で「学び方を学ぶ」力をつけさせたい。もちろん、

ある程度の知識を与えることも必要となる。自学自習だけで終われるものではない。それゆえ、教師

による講義や外部講師による講演会なども行ってきている。ただ、この「環境学」をきっかけとして

生涯にわたって「生きる力」を実践するためにも、主体的活動であるフィールドワークを新カリキュ

ラムになっても保証していきたい。その中で、様々な調査方法や考察の仕方、いろいろなメディアを

正しく活用する力、聞き取る能力やまとめる能力を養う。また、自分の意見を磨いたり、人の意見を

聞き入れたりして議論する力、あるいは、人に分かりやすく理解してもらうための説明能力や発表能

力など多種多様な能力を向上させたいと考える。

２今後の展望

開設の前年に発足した環境学を検討する環境委員会の流れもあり、担当教師は開設当初から理科２

名、社会科１名、保健体育科１名の計４名であった。その後、９７年度、９８年度には家庭科からの参加

があり理科・社会科・保健体育科・家庭科となった。しかし、９９年度からは７教科集団（英語・国語・

数学・理科・社会・保体・技家と芸術）から必ず１名は「環境学」か「世界学」を担当することが合

意された。例えば2001年度の「環境学」は社会科・理科・家庭科・保体科、「世界学」は英語科２名・

社会科２名・数学科であった。また、2000年度は「環境学」始まって以来初めての国語科の教師も担

当した。ところが、2002年度からは「環境学」「世界学」ともに、総合教科を担当してもよいという教

２１１ 



師が登録しておいて、そこから次年度の担当者を決定する「担当者登録制」を実施することになって

いる。ある程度教科が固定し、その教科色が強く態り過ぎることを避けたいというのが理由のひとつ

でもある。また、環境問題は教科的な域を超えた人間の人間としての生き方であり、人間として考え

るべき問題である。そう言った意味でもいろいろな教師が担当し、様衛な捉え方があることを知り、

多面的な理解ができればよいと考えたからである。そして、先にも述べたように、「環境学」は「生き

る力」を生涯にわたって実践する礎となる教科である。それゆえに持続可能なものでなくてはならな

い。そのためにはそれを担当する教師も持続可能な状況の中で担当すべきであり、打ち合わせなどに

かなりな時間と労力を費やし、過負担感が先に出てくるようだといいものは作れない。勿論、教師自

らも環境問題に対する関心は高めなければならないが、まず、自分の分野なり、知識なりが生かされ

るような形で展開できることが望まれる。
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第５章「世界学」

落葉典雄・横弥直浩

１「世界学」のねらい

「世界学」は1999年度に創設した総合学習（４年）である。前年度までの「奈良学」（３年）と「環

境学」（４年）の理念を基本的には引継ぎ、教科の枠を越えて複数の教科の教員が担当し、学際的な内

容を、多様な学習方法で実践してきた。

そのねらいは、世界には多様な文化や価値観が存在していることを認識させ、世界は相互依存関係

によって成立していることを理解させることである。それにより、多様な価値観を持つ人々がどのよ

うに共生していけばよいかということを考えさせ、その過程で「豊かさとは何か」「幸せとは何か」に

ついての考えを深めさせられればよい。つまり、経済的に豊かなことが幸福なことかという疑問を抱

かせ、自らの生きる道を考える上での一助になればと考えている。

また、講義・講演・議論・デイベート・ロールプレイ・フィールドワーク・プレゼンテーション・

ワークシヨップなど多様な学習方法を用意している。特に、「貿易ゲーム」といったシミュレーション

ゲームなどの参加型学習教材を積極的に取り入れることで、知識よりも態度・技能を重視した教育活

動になるように心がけている。

さらに、「奈良学」「環境学」の伝統を受け継ぎ、年間の後半部の時間を、聞き取り調査などのフィ

ールドワークを中心としたリサーチ活動とその発表に当てて、生徒の自主的な学習活動を重視してい

る。発表については、模造紙・ＯＨＣ・ＶＴＲ・パワーポイントなど多様な方法が使用できるように

指導するとともに、その方法の必要性や妥当性についても考えさせている。

また、次に詳述するように、総合学習の評価についても創設時より研究を重ねている。

なお、「世界学」のカリキュラムに関する基本的理念については本校研究紀要第42集（１）、実践に

ついては、各年度の本校研究紀要を参照していただきたい。

２「世界学」における評価の研究

本年度（2001年度）「世界学」では、評価について研究中であり、その規準（および基準）が他の総

合学習にも援用できるかどうか来年度も継続していく予定である。以下は、現在までの研究内容であ

る。

２－１「世界学」の評価について

「世界学｣の評価は､学習の結果だけでなくプロセスを重視して活動内容や取り組み方を評価する。

各授業における生徒の評価は、授業の感想や意見を書かせて内容の振り返りをさせたり、ニュースフ

ァイルを毎週提出させて世界の出来事に興味や関心を持たせたり、貿易ゲームやひょうたん島問題を

扱う授業では活動の自己評価をさせたりした。

このように各授業ごとに評価はしているが､最終的に生徒が評価の通知を受けるのは通知表である。

また生徒にとって一番気になる評価が、通知表になるのも事実である。

そこで通知表における生徒の評価を考えることで､よりよい生徒の評価方法を検討することにした。

生徒に対する評価を次のように捉えたとき、下記の提案が必要になると考える。

（１）生徒が自分の学習状況を知るもの
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（２）生徒が評価によって、さらに向上しようとする動機付けになるもの

（３）教師自らの教育成果を測り、自らの営みを反省すべくそのフィードバックに活用するもの

２－２通知表における生徒の評価（評定）についての現状

本校1992年度研究紀要第33集(p72,73)に総合教科の評価方法について､次のように記されている。

総合教科の評価方法については、＋分討議ができていない。暫定的に以下の方法による。

①学年末にのみ評価を行う。

担当者は評価の観点を定め、学年の終わりにＡ～Ｃのランクをつける。

Ａ：２割程度までとする

ｃ：若干名

Ｂ：ＡとＣ以外の者

②通知表の総合学習「奈良学」「環境学」の欄に、Ａ～Ｃの評価をつける。

③指導要録には、総合学習「奈良学」「環境学」の欄に、Ａ～Ｃの評価をつける。

④原簿は、教務で保管する。（コピーは総合学習担当者及び総務で保管）

通知表での評価方法については、1992年度以後、特に十分な討議がなされたとはいえない。

これまでの経過より「世界学」を含め総合学習の評価については、次のように実施されている。

・学年末に１回の評価である

・３段階評定（Ａ、Ｂ、Ｃ）である

・中間・期末考査は実施せず、フィールドワークの取り組み、ポートフォリオの内容、提出物、

フィールドワークの自己評価、発表会の評価等を総合して評価する

今回（2001年度）の「世界学」評価についての提案

世界学の通知表での評価は、学期ごと（Ｉ期と学年末の２回）行う

通知表での評定は、３段階（Ａ、Ｂ、Ｃ）から４段階（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）に変更する

４段階評定の基準を明らかにする

Ⅱ期の最初の授業で、１期の評定についての基準を説明し、自分の評価について不明な点、

異議がある者は担当教官に申し出る

２－３ 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

２－４提案の根拠と提案内容

（１）世界学の通知表での評価は、学期ごと（Ｉ期と学年末の２回）行う

「世界学｣は､生徒に感想や意見を書かせて授業の振り返りをし、宿題レポートやボートフオリオ、

自己評価等で各時間について生徒の評価を行っている。

しかし通知表での評価は、学年末の１回のみであった。評価を「生徒がさらに向上しようとする動

機付けになるもの」と捉えたとき、他教科と同様Ｉ期末も通知表において評価するべきである。

（２）通知表での評定は、３段階（Ａ、Ｂ、Ｃ）から４段階（Ａ、Ｂ、ｃ、Ｄ）に変更する

（ア）７月の最後に、自分のがんばりを４段階で自己評価させた。そのとき、普通（どちらでもな

い）という自己評価はさけ、がんばったか、がんばらなかつたかの振り返りを明確にさせた。

Ａ：大変がんばった

Ｂ：がんばったが、他人に主張できるほど自信がない
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Ｃ：あまりがんばったとはいえない

Ｄ：まったく力が入らなかった

以上のように生徒自身に厳しく自己評価させると同時に、教師も生徒に明確な評価をしてやる

必要がある。そのためにも３段階という評定よりも４段階の評定の方が適していると考える。

(イ）現状の評価基準では、Ａが約２割程度、Ｃが少数、その他はＢ（約７割程度）の比率である。

（参考資料：本校1992年度研究紀要第33集）このように３段階では、Ｂの評価（中ぐらい）が

ほとんどで、その評価によって生徒が向上しようとする動機付けにはなりにくい。しっかり取

り組んでいるか、もう少し頑張るべきかの評価は明確にしてやるべきである。

また評価規準（および基準）は、明確に設定し、生徒にも示す必要がある。

の）生徒に「通知表での評価」の捉え方をアンケートで調査すると、今後向上しようとする動機

付けにはなっていないと考えられる。

４年で世界学を学習した後、５年になって全員に「数学｣、「世界学」について通知表に関するアン

ケートを実施した。（｢数学」は比較参考にするため）

実施日：平成13年４月１２日

対象者：５年114名

【質問】４年の学年末に通知表を見たときどのように考えましたか。

（質問ａ）数学について答えなさい。．．…（比較参考資料）

（質問ｂ）世界学について答えなさい。

１．もっと頑張ろうと思った

２．このままでよいと思った（特に考えなかった）

３．勉強する気がなくなった

４．その他（）

アンケートの結果は次のようになった。

■円珂
Ⅳ■、■回■、

数学は、大学入試に必要であり、次学年度も履修しなければならない。それに対して、世界学は大

学入試科目ではなく、５年では履修しないという違いがある。しかし通知表を見て、「もっと頑張ろう

と思った」について、数学と世界学ではあまりにも差があるように思う。

また、世界学の評価を学年末の１回にしたというのも評価への関心をなくした要因と考えられる。

２１５ 

(質問ａ） (質問ｂ）

数学 世界学

lもっと頑張ろうと思った 90人 78.9％ 19人 16.7％ 

２このままでよい 16人 14.0％ 69人 60.5％ 

3する気がなくなった ４人 3.5％ ８人 7.0％ 

４その他 ４人 3.5％ 18人 15.8％ 



（３）４段階評定の基準を明らかにする

（ア)世界学は､定期考査を実施しないため日頃の活勤を評価される。生徒にとってはその規準(お

よび基準）が明らかではなく、自分の予想外の評価を受けたと感じる者もいた。

上記アンケートにおいて、４学年末に世界学の評価を受けて次のように＝メントしている生徒もい

る。

（女子）せっかく頑張ったのに、評価は悪かった、なぜだろうと思った。

（女子）テストがないから何を基準にこの成績なのかがわからない。

（男子）通知表の評価が、ＡＢＣではどの程度かわからない.

（男子）評価方法に腹が立った。先生は適当にしか見ていないと思った。

以上の生徒の感想からも伺えるように、３段階では、Ｂの評価（中ぐらい）がほとんどで、しっか

り取り組んでいるか､もう少し頑張るべきかの評価は明砿にしてやるべきである。そして評価規準(お

よび基準）は、明確に設定し生徒にも示してやるべきである。

（イ）今年度の世界学のテーマは、「人の移動」である。仕事のため、観光旅行、難民等、国境を越

える人の移動にはいろいろな形態があり、人が移動すると様々な問題が発生する。

このようなテーマを基に１期の世界学の授業目標を次のように考えた。

．「世界」について、興味・関心を持ち、知識を拡げようとする

。「世界」について、問題意職を持ち、それについて調べる

．「世界」について、いろいろな意見を総合し、自分の意見を持つ

．「世界」について、自分の意見を基に行動に移す態度を持つ

この「世界」とは、世界中で起こっている諸問題や自分と関わる身近なもの、グローバル的なもの

全般である。

このように目標を設定したが、評価との一体化を図らなくてはならない。

（ウ）「関心･意欲･態度」といった情意領域の評価についてはクラスウオール(Krathwohl,,.Ｒ１９６４

年）らが、情意領域の下位目標を次のように分類している。

①受け入れ、②反応、③価値付け、④組織化、⑤個性化

これらは、単純なもの（受け入れ）から複雑なもの（個性化）へと、一つの連続体をなしていると

考えている。そして、最も低い水準では、生徒は一定の対象とか考え方に注意を払うだけであるが、

最も高い水準においては、一定の考えとか価値を採用し、その考えとか価値と一致した行為をすると

考える。その後、この考えに基づいて評価の観点などが工夫されているが、それが次の表である。

レベル①

レベル②
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分類 意味 観点 例

受け入れ ある現象に注意すること。

気づくこと。

～に気づく。注意する。

疑問を持つ｡好奇心を持

=つ｡

新聞記事で、数

字や図形を晃っ

ける ｡ 

反応 その現象に気づくだけで

なく、能動的に何かするこ

と ◎ 

～について調べる。読

む.質問する。

数字や、図形の

もつ意味を調べ

る｡ 



レベル③

レベル④

レベル⑤

参考文献：「新しい学力観に立った学習評価基本ハンドブック」辰野千壽著、図書文化、平成５年

(エ）以上の表を参考にして、具体的に授業レポートの評価基準を作成した。

①出店型「数学」授業の課題評価基準

課題:｢新聞記事を見て､ここに数学が使われているという記事を見つけなさい｡その記事で、

数学の有用性を考えなさい｡」

評価基準

Ａ：数学の有用性が自分なりに主張でき、関連する数学について調べている。（レベル②③）

Ｂ：数学の有用性が自分なりに主張できる。（レベル③）

ｃ：新聞記事から、数学を見つけられた。コメントは新聞記載事項のみである。（レベル①）

、：新聞記事から、数学を見つけられない。無関心。未提出。

②総括レポートの評価基準

課題：「国境を越える』とはどのようなことだと思うか。各先生による５回の授業にふれなが

ら400字程度で書きなさい。

評価基準

Ａ：５つの授業が関連付けて説明ができ、自分の意見が主張できるだけでなく、自分の行動に

もおよぶ。（レベル⑤）

Ｂ：５つの（もしくは４つ）の授業について、関連づけて説明ができ、自分の意見も示してい

る。（レベル④）

Ｃ：５つの（もしくは４つ）の授業について、関連づけて説明ができない。（レベル③）

Ｄ：５つの（もしくは４つ）の授業についての説明ができない。（レベル①）
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価値付け その現象に対し一貫した

態度で反応し、その現象に

対して価値を見つけだす

こと 。

～に対して価値を見つ

けだす。意義を認める。

好意を持つ｡楽しんでや

る ◎ 

その数字や、図

形に価値を見い

だす。

組織化 自分の抱いている価値観

を体系化し､価値の間の関

連に注目し､優先l[頂位を付

けること。

価値の特徴を見いだす。

いつも同じように価値

を認める。どんな場面で

も意義を認める。

出店の５つの授

業が関連づけて

考えられる。

個性化 いろいろの場面でとる行

動に対して影響を与える

一つの体系あるいは哲学

へと体系化すること。新し

い価値と一致して、一貫し

た行為をすること。

いつも同じやり方をす

る。一貫した行動をと

る。一定のやり方を身に

つける。

自分の意見が行

動におよぶ。



出店型「数学」授業の課題では、レベル①～③の内容を見ることができるが、レベル④⑤について

は、このレポートだけでは評価できない。総括レポート『国境を越える』では、レベル④⑤について

生徒の意見が授業を通して関係付けられているか、生徒自身の主体的な行動にまでその主張が高まっ

ているかということが評価できる。

③総括レポート『国境を越える』で評価Ａとした生徒の具体例

人種、言葉、習慣の違いは大きいと思う。でも違いばかり目を向けているといつまでも平行線だ。

だから、何が共通点か、共感できるところを見つけるようにすればいいと思う。数学は、数字という

共通なもので国境など無い。経済に関しては、お金のある者が強いということが万国共通だ。映画や

音楽は、－番共感を得やすいものだと思う。良いものはみんな同じように良いと感じられる。共感す

るということでは、虐待されている子ども達を救い出そうとか、自然を破壊しないようにする運動な

どは、誰にでも共感し、行動しようとする。言葉に関しては、理解するには時間がかかるけれど、昨

年私の家に留学生がホームステイしたとき、お互い何とか分かり合おうと努力し、コミュニケーショ

ンがとれた。同じ人間なのだから共感し、分かり合おうとする姿勢が国境をなくすのだと思う。

私にできるかもしれないこととして、好きなチェロやピアノで、世界中の人々と心を通わせること

ができればうれしいと思う。

（４）生徒への評価規準（および基準）の公表

Ｉ期の通知表の評価について、授業で生徒に次のように連絡する。

伝えたい内容は次の３点である。

①授業の目標は何だったか

②評価は、４段階（ＡＢＣＤ）でする

③評価基準について明らかにする

Ⅱ期の最初の授業で、次のように説明した。

①について

Ｉ期の世界学の授業目標は、次のように考えている。

世界学のテーマは、「人の移動」である。仕事のため、観光旅行、難民等、国境を越える人の移動に

はいろいろな形態があり、様々な問題が発生する。

そのことについて、いろいろと調べ、考えてきた。そこで、

.「世界」について、興味・関心を持ち、知識を拡げようとする

.「世界」について、問題意識を持ち、それについて調べる

．「世界」について、いろんな意見を総合し、自分の意見を持つ

.「世界」について、自分の意見を基に行動に移す態度を持つ

以上の観点で、君たちの評価をした。

②について

・環境学は３段階ＡＢＣであったが、世界学は４段階で評価する

・４段階にした理由は、３段階だとＢの幅が広すぎて、「普通」の人ばかりであった。そこでもう

少し、頑張っているか、努力してほしいかを４段階で明確にした

③について

４段階の捉え方は、次のようになる。
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Ａ…大変頑張っている。よく調べ､人の意見も聞きながら、自分の主張もしっかりとしている。
Ｂ…頑張っている。自分の意見は考えている。

Ｃ…もう少し頑張って欲しい。「世界」に興味を示しつつあるが、自分からいろんな問題意識を
持ってほしい。

Ｄ…もっと頑張って欲しい。提出物が出ない、授業中は寝ているなど、「世界」に興味を持つべ

きである。

●以上は教師の基準であるが、自己評価をしてもらったのと比較すると大きな差異はなかった。

●通知表に評価を付けたが、不満、不明、説明が必要な者は、担当教師に申し出なさい。

今後の課題

上記提案について、実践を通して詳しく検証する必要がある。

指導要録、調査書、通知表での評価の仕方について整合性を考える。

総合学習「環境学」と「世界学」の評価方法の相互の関係について考える必要がある。

２－５ 

（１） 

（２） 

（３） 

３今後の展望

３年の環境学とともに、２年間の総合学習を経験することで、生徒は「学び方」を身につけて調査

し、分析・考察を加えてそれを発表する力も身につけてきた。これらの力は、各教科学習においても

有効であり、５．６年における教科学習の質を高めるためにも役立ってきた。来年度以降は、低学年

で「総合学習奈良」や「情報入門」「情報と表現」などを実践するため、生徒がそれらの力をすでに

身につけてくることを想定した改革が必要となるであろう。

また、教員の側においても、他の教科の教員と真剣に議論しながらひとつのカリキュラムを作成し

ていく中で、得られるものは貴重である。他教科の実状や他教科の教員の考え方などを知ることで、

学校内の風通しがよくなり、教員相互の理解が深まってきた。前述のようなことから、世界学の質を

高めていくことが求められ、さらなる教員の研修が必要となるであろう。

今年度までは、全教員が総合学習についての理解を深めることと、総合学習での成果を各教科にフ

ィードバックすることなどのために全教科から参加という形態であったが、来年度からは、世界学の

担当を希望する教員の個人登録制になる。そのため、より強い意欲を持った教員が担当することにな

り、内容や方法、評価などについての研究がしやすくなるであろう。特に、評価については、本章の

２でも詳述したとおり、研究を進めつつあり、来年度も継続していきたい。

総合学習としての｢世界学｣の構造

219 

週

選ﾀﾏ豊Vﾘ閨！

曰

･揮目

常

蟹象学

必

択

グローバル

クラスルー型

非 日常

移字物ﾔﾂﾃﾞ

修



ところで､総合学習一般について言えることであろうが､世界学もまた､他の教科活動や学校行事、

課外活動などとリンクすることで、より高い効果が得られるだろう。その意味において、前ページの

図のように、教科・海外修学旅行・グローバルクラスルーム（注）で構成されれば、よりよい総合学

習が榊築できるであろう。しかし、本校の修学旅行の行き先は固定したものではないし、グローバル

クラスルームとの連携もうまくいっていない。これは、世界学のみならず、本校の国際理解教育の課

題であり、ステップアップするためには解決していかなくてはならない問題である。

＊（注ルグローバルクラスルーム世界の７ヶ国の高校生が各10名ずつ集まって、世界の諸課題につ

いて議論をする国際フォーラム。詳細は、本校研究紀要43集Ⅱ部など参照）議論 際
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第６章「テーマ研究」

落葉典雄

１「テーマ研究」の理念

中等教育６年間を見通した総合学習を考えるとき、当然のことながら１年と６年では、その役割や

意義、内容などが異なってくる。第１章で述べた通り、低学年から高学年に進級するのに従って、集

団から個人という学習単位の変化という視点でとらえることができるであろう。新カリキュラムにお

いては、個人の興味・関心に基づいて生徒が自ら課題を設定し、調査・研究してまとめる「テーマ研

究」を中等教育の最終段階に殻極する。

２「テーマ研究」新設の経緯

「テーマ研究」の参考にした、東京大学附属中等教育学校の「卒業研究」は長い歴史を持ち、中等

教育の最終段階締めくくりとして必履修科目としている。しかし、総合学習にかける比重が両校では

異なることや､上記のように、個人の興味･関心という視点を重視したことなどにより、「テーマ研究」

は自由選択科目とした。そのため、「総合的な学習の時間」としてカウントすることはできない。

また、６年Ⅱ期は大学受験など進路決定のための重要な時期であり、Ⅱ期の後半は授業時間がない

ことなどを考慮して、設極学年は５年Ⅱ期と６年１期とし、あわせて１単位とする。

生徒個人が自ら研究テーマを設定し、テーマに関係する分野の教員と相談して、担当者する教員を

決定する予定である。また、科目の性格上、他の教科・科目と同じように毎週決まった時間に指導と

いうのではなく、研究の進み具合によって、

柔軟に対応していきたい。

名称について、昨年度までは「卒業研究」

（仮称）としていたが、卒業に必須ではない

ことや実施時期が５年Ⅱ期・６年１期である

ことなどから「課題研究」「テーマ研究」など

の案が出され、現名称に決定した。

「テーマ研究」は実質上2003年度Ⅱ期開始

予定なので、単位認定やテーマの採否、具体

的な指導法､担当教員の決定方法の詳細など、

今後、検討して決定していきたい。

｢総合的学習の学習段階」（児勘邦宏『総合的学習』ぎようせい1998）
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｢総合」の形態 学習の方法

烟㈲榊小学校

中学校

高校

生活総合学習

課題総合学習

教科総合学習

総合教科

共通学習

グループ学習

課題選択学習

問題設定学習

個人(テーマ)学習



奈良女子大学文学部附孤

中淳教育学校研究紀要第４３号
2002年３月

第４編新教科・合科構想

第１章生活デザイン

長谷圭城・吉川裕之・原田美知子

１創設の意義・ねらい

科学技術や工業、情報と流通の発達により、現代世界の生活スタイルは大きく変化している。気候

や地理的要因によって生活の営みのなかでつくられてきた文化も、その影響を大きく受けている。今

後の生活文化は、世界的文脈と地域的文脈との相互関係の中で形成されていくと予想される。また、

身近なモノつくりの基礎を理解する時に、科学技術や工業生産との技術的なかかわりを無視すること

はできない。それに加え、そのモノが考案された理由、それらを受け入れる時代背景、また普遍的な

ものとして今まで受け継がれている生活スタイルなど、一連の過程や歴史を通して学ぶことは豊かな

生活文化を形成するうえで必要である。

中等教育の３．４年は肉体が完成されつつある時期であり、精神的にも身の回りの美的なことに興

味をもち始める時期でもある。椅子のデザインの豊富さからも考えられるように、デザイン機能と身

体との関係は深い。身体とデザイン・デザインと社会の関係性を身をもって学ぶのに最適の時期であ

り、実際の作業を通して思索・表現することの意義は大きい。そこで今回の新カリキュラム作成にあ

わせ、新科目「生活デザイン」を提案する。

「生活デザイン」は、本校のカリキュラムの特徴である２－２－２制での中学年に、体験的に文化

を学ぶ科目である。中等教育の中で、手作業を通してものつくりにかかわる実習教科には、美術、工

芸、技術・家庭科などがある。美術、工芸、技術、家庭の重複範囲を再編成し、お互いに協力するこ

とで各科目のもつ、ものつくり・デザインに対しての授業課題が、生徒達にとりリアリテイーをもっ

て深められることを意図する。また、学校教育の場を超え、興味を持って日常の生活文化をとらえな

おす機会としたい。

デザイン全般を人間の歴史の表象として見つめ、それらの持つ時代背景を把握することで現代の文

化を捉え直し、生活の営みへの先駆の精神を培うことを目標とする。また、この「生活デザイン」で

の体験が、今後、生徒達が形成していく文化の価値判断基地の一端になることを期待する。

２カリキュラムと指導内容

１．２年段階で学ぶ美術的基礎、「工創基礎」や「生活基礎」を受けて、３．４年の芸術選択段階で

生活デザインを設定した。対象範囲は生活文化のなかでの『衣・食・住』を中心とし、服飾・調理・

インテリア・プロダクト・環境・建築デザインから課題を設定する。生徒の発達段階、学習意欲、関

心を考慮し、３年では『衣生活・食生活』をテーマに、４年では『住生活』をテーマに各課題を設定

する。それにあわせて、３．４年での芸術の選択を２年連続の選択ではなく、各個人の興味・関心に

合せ、年ごとに選択できるように配慮した。
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３年：目標

身近な生活の中でのデザインをとおして文化的認識を深める。

食・服飾をテーマに課題を設定する。

４年：目標

生活世界全般の中でのデザインをとおして文化的認織を深める。

住空間をテーマに課題を設定する。

３授業年間計画表
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３年生活デザイン 4年'1邑活デザイン ５．６年生活デザイン

`lﾉ】

５)］ 

Oｊｌ 

7Ｊ１ 

9)Ｉ 

ガイダンス

食と器

器をつくる

（陶芸制作）

(制作）

(制作）

食のデザイン

四季の器を飾る料理

(調理）

(調理）

パーティー料理

ガイダンス

住居のデザイン

（世３１Lの住暦・現代）４

住居モデル

(２０分の1スケール）

班制作（班テーマ決定）

(デザイン決定）

(スケソチ、図IIii）

(制作）

(制作）

(制作）

発表.鑑fｒ

英開科担当

菱術科

ijilXiiii 
進路桁

（工芸

ﾋﾟ統合

ド

印

,巡築・服飾など）

1Ｍ 

11）Ｉ 

l２ｊ１ 

l）１ 

２ｊ１ 

3月

服飾デザイン

(原始．アジア．ヨーロソパ）

TF企u＝1重f藍琶

勺一Ｆ－－－－－－－－－■－■■■■■■｡■｡■●●●ＣＣＣＳ●｡｡●ＳｅＳＳＳ●●●■ＳＬ■可○○句○○○○・日■●ｅｅ●●●●●●｡□勺UUOPP●凸■■｡●●●●■ＢＧＣｃＳ●●Ｓの●■４４ｄｄＩ

パスケタリー（縄む．紡ぐ行為）

（紙テープを使って体をＩＨうもの
ﾛ■-■■｡-■■■■■●●●●■●■｡■4■ｄ４４ｄｄｄｂｃｃｃｂｂｂｂｃｃ●｡●●●●､●●｡○ggggUU⑭●●●●■｡Ｏ■■●0000●C●ら｡Ｓ■Sの■■ｄｄＢｂｂｂ●●■■●■●■■■BOD

をつくる）
､●●●●●●｡｡｡‐｡｡｡ｑヤロヤマヤマヤヤヤヤ0■□■－－－●●●●●●の●●■の●■ロロ●●｡｡■、0000℃の00のＱ０ＵＵＵＵＵＦＦＦＰ●□ｓ●●ＣＱｑ勺勺勺一一一句■■の｡■■ＯＢＱＢｂｂ■

アクセサリーの製作

（錫の鋳込み）

(制作）

発表.鑑賞

'1,作品を錨む

(デサイン決定）

(素材決定）

(制作）

宝ヌ

(制作）

（制作）
－営む色色凸ＣＣＣ｡●ＣＣＧ■ＣＢ●●●④■●■●●▲勺□○○○4○○○０００００ＯＢＢＢＢｂｂＢＧＣＣ⑫｡｡｡｡勺勺勺｡?U■BBb｡■｡●凸凸一●●｡●●●己一●の●●｡●｡●早い小中●●｡●●

発表.鑑賞

｜遥科担当

1~［ インテリアデザイン
1１ 正倉院宝物のIIj現
l［ 正食旧農jpl睦面

Ⅲ 
(資料研究）

(フィールドワーク）

(素材研究）

(木工制作）

(木工制｛１

宝ヌ

(木工制作）

｜庭科担当
(木工制作）

(木工制作）

発表.鑑賞

舟又仏、回門時に山二



４授業の展開例

（１）３年授業の展開例

①食と器のデザイン（美術・家庭科担当）（Ｉ期30時間）

Ｉ期では、日常の食生活を生活風土・歴史をとおして学ぶことで、食文化の成り立ちと概要を

とらえることを目的とする。主に陶器の制作をテーマとして実習をすすめ、最終的に自分でデザ

インした器に料理を盛り付ける。

今日の日本は、生活に密着した焼物文化をもっている。焼物の歴史は火の歴史ともいえ、焼成

温度の克服が陶器の質の向上でもあり、焼物文化の発展にもつながった。また、土器の発明は食

料の調理方法を変え、狩猟生活から農耕生活の繁栄へと生活スタイルの移行をうながした。その

後の弥生・須恵器（古代）・磁器（中世）・陶磁器（近世）などの技術的な変遷は、大陸文化との

出逢いでもあり、各時代の生活様式をつくりあげた。このように、陶器の歴史からは技術と生活

の関係がよくみてとれる。その具体例の一つが食文化である。人間の根源的な欲求である食が、

器とのかかわりの中で、どのような生活文化を創ってきたのかを楽しみながら体験する。

『食と器のデザイン』－四季の料理を飾る器一

１器について（２時間）

２器のデザインと制作（陶器）（14時間）

３四季の料理・器を楽しむ（調理実習）（12時間）

４パーティー料理をつくる。自分でつくった器に盛付けよう。（２時間）

②服飾／ファッションデザイン（美術・家庭科担当）（Ⅱ期30時間）

Ⅱ期では、服飾をテーマに課題を設定する。人間は、糸を織り.編むことで布をつくり、身体

を覆ってきた。それらは、体を守る機能的な目的から儀式をともなう集団の象徴・個人の個性的

表現へと変化した。

今日の世界では、さまざまなファッションが創造されている。しかし、それらの多様性の源流

には各地域のもつ気候・風土によって形成された、独自の服飾文化があることを忘れてはならな

い。生徒達がもっとも興味をもちはじめるこの時期に、ファッションの歴史を知り、身近なもの

を実際に制作し、ファッションの魅力を体験する。そして創造的美的表現力を養う。

『バスケタリー（紡ぐ・織る.編む)』

１服の歴史（２時間）

２－織る－をテーマに作品をつくる。（紙テープを使って）（４時間）

３アクセサリーの製作（錫の鋳込み）（８時間）

４現代の服について、自分達の服装を参考に考える。（２時間）

５編み物で小作品をつくる（16時間）

(２）４年授業の展開例

①住居とデザイン（Ｉ期30時間）

Ｉ期では、班別に住居・建築モデルを制作する。まず、設定された２種類の課題、『粘土を使っ

た住居モデル」『複合素材を使った建築モデル』から１つを選択し制作をすすめる。先のモデルで
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1土、まず気候･風土を自分達で設定し、住む場所やその村の大きさなど生活スタイルを構想する。

次に、粘土を使った制作方法を土塀・ハン築・日干しレンガの家を参考に自由に考え、制作する。

後者のモデルでは、公共建物を考えさせ､木材、針金、アクリル板などを自由に使って制作する。

どちらかを自由に選択させることで、一つの教室空間に伝統的なモデルと近代的なモデルが同時

に存在し、お互いのグループが制作途中に語り合うことによって、素材の特徴によるデザインの

違い、制作工法の違いを体験する。それが人間の生活文化の歴史的な追体験となり、また新しい
創作力をおこす刺激的な場となることを期待する。

『粘土を使った住居モデル」班制作（最大６人）

－土塀・ハン簗・日干しレンガの家を参考とした住居モデルー

１班わけ、自分達で風土文化を構想した村を考える（２時間）

２村に合せた建築方法の構想、住居モデルのデザイン（６時間）

３粘土による制作（20分の１モデル）（22時間）

『複合素材を使った建築モデル」班制作（最大６人）

－現代建築モデルの制作一（木材、針金、アクリル板を使って）

１班わけ、自分達で公共建築を考える（２時間）

２建築方法の構想、建築モデルのデザイン（６時間）

３複合素材による制作（20分の１モデル）（22時間）

②インテリアデザイン（Ⅱ期30時間）

Ⅱ期では、正倉院の宝物に見られるインテリアを製作する。正倉院の宝物には文化的な価値に

とどまらず､工法としても興味深いものが多く見られる。それらの工法を学び､実際に再現する。

シルクロードを背景に、大陸そして日本の歴史的な文化にふれ、直接自分の手で製作体験するこ

とは、フィールドワークとは全く違う文化への働きかけのスタイルである

｢正倉院の宝物再現」

１正倉院の宝物の工法に着目しながら資料を研究する（４時間）

２正倉院展・復元会社へのフィールドワークをおこなう（２時間）

３工法の再現を試みる（10時間）

４製作をおこなう（14時間）

＜例１＞

「沈香木画箱」の再現

～木色と木目をデザイン的に活かした集成板の利用～

＜例２＞

「四重漆箱」の再現

～引き出しの工夫と漆の発色～
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第２章文化と社会

鮫島 京

１「文化と社会」の理念とねらい

新カリキュラムでは、５．６年時における目標として「個の確立と将来の展望一一個性、能力、進

路に応じた学力の習得と自立した人格の形成」ということを掲げている。この目標に少しでも接近す

るために、新科目「文化と社会」を５年の自由選択（社会科枠）で設置したい。

本科目で核となる概念は「humanities（人文)」である。それは、音楽や美術などの芸術の領域と、

詩、小説など狭い意味での文学、さらに歴史の領域の大部分、哲学の領域の多くの部分を含んだ広い

意味である。このなかで芸術が他の領域と違うのは、言語を媒介にしないことである。新科目「文化

と社会」では非言語的領域も対象としてとりあげる。なぜ「文化と社会」なのか。そこには二つの理

由がある。

第一に、「個の確立」や「自立した人格の形成」をめざすのであれば、生徒一人ひとりの価値の問題

（価値判断）に関わる対象をとりあげなければなるまい。humanitiesはその格好の対象であると考え

られる。

すぐれた個々の作品には普遍的価値が個性的に表現されている。私たちがそのような作品に心を動

かされるのは、自分の体験との間に共通の価値を見出すからである。すなわち私たちはhumanities

との出会いを通じて、どのような物語（価値）が自分にとって大切なのか、どのような物語（価値）

を自分は語ることができるのか、どのような物語（価値）なら自分の生きる樋になるのか、どのよう

なものなら耐えられ、どのようなものなら耐えられないのかを自らに問いかけるのである。この問い

は「個の確立」や「自立した人格の形成」を模索するのであれば常についてまわる問題であり可容易

に答えが出ない問題である。humanitiesを対象とした授業は、生徒が自らの価値観を形成するにあた

っての手助けになると考える。

第二に、現代世界の問題は根本的には価値をめぐる問題であり、humanitiesは価値の問題に関わっ

ているからである。たとえば南北問題である。それはただ単に貧富の格差があるだけではない。北側

の豊かさ（われわれの豊かさ）の大部分が南側の犠牲に基づいているのである。南北問題を解決する

ためには価値観の転換が不可欠である。すなわち、南北の格差を縮めることの方が私たちが豊かにな

ることよりも大事なのだという考え方にならないかぎり、格差の問題は解決できないのである。これ

はまさに価値観の革命である。そして価値の問題に関わっているのがhumanitiesなのである。

前述の５．６年時における目標にある「個性、能力、進路に応じた学力の習得」は、現代世界の問

題に関係づけられていなければならない。社会をみわたせばいたるところに解決すべき問題がある。

それらを自分の知識と結びつけて解決してゆく力が「学力」であろう。現代世界の問題が多種多様な

ものであるから、各教科はそれぞれの特性に応じて「個性、能力、進路に応じた学力の習得」をめざ

すのである。新科目「文化と社会」では、さまざまなhumanitiesをとりあげることを通じて、現代世

界の仕組みや既存の価値観の矛盾を学び、新しい価値観（オルターナテイヴ）を形成する力をつけた

いと考える。
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２カリキュラムと指導内容

＊１期を長谷、Ⅱ期を鮫島が担当

３授業案

民族の対立を越えて（その２）

－「詩人、祖国へ帰る（ダルウイーシュとパレスチナ)」－

「民族の対立を越えて」では、現代世界の民族問題をこえてゆく道を模索していると考えられる作

品をとりあげる。作品が表象する価値観を学び、自らの価値との対話を試みることが目標である。こ

こでは授業案として、「民族の対立を越えて（その２)」で検討している案を記しておく。予定時間数

は３時間である。第一時ではパレスチナ問題の歴史的背景を学ぶ。第二時では現在のパレスチナ問題

をめぐる状況について学ぶ。第三時間目（授業案）では、「詩人、祖国へ帰る－ダルウイーシュとパレ

スチナー」というテーマで次のような展開をはかりたい。

民族問題を象徴するものとしてパレスチナ問題がある。なかなか解決の糸口がみえない。２０世

紀から引き継いだ人類の課題である。祖国を失うとはどのようなものなのか。また、絶望的な情

況の中でどのような価値が生まれてくるのだろうか。ここではパレスチナの詩人マフムード・ダ

ルウィーシュの作品を教材としてとりあげ、議論してみる。

ダルウィーシュは、祖国を失った現実をうたう。

「いとしい母さんぼくはなぜこの手紙を書いたのかわからない

どんな郵便がこれを運んでくれるというのだ

陸地も海も空も封鎖されている

227 

内容 使用教室

4月

悪1Wと身体袈現

.｢笑い｣の身体表現

･｢怒り｣の身体表現

＊作品の鑑賞と解脱

5月

同上

モダン･パフォーマンス
■■ｕ■ｕｕｕｕＰｕｕｕ■FFFじけ0勺①ＱＱＱｑＱｇｇ９ＤＤＯ■QDQQQQBBbSbbbd4QQQＢＢｂＧ凸の一一一一■■■ｑ■ｑ勺u■u巳■u□qgUUFPPPFg

狂言

ビデオ作家など

＊作品の鑑賞と解脱

6月

恩１Wをテーマとした身体表現

｢笑い｣と｢怒り」

･人を笑わせる

･人を怒らせる

*能動的襲現と受動的表現

7月

同上

｢笑し ｣と｢怒り｣を身体で表現する

9月

身体をつかった音楽づくり

＊自由制作

内容 使用教室

10月

沖繩から日本を考える

･島尾敏雄の｢ヤポネシア｣臆

･なんくる組『沖細が独立する曰』
B■￣￣￣■ｑじけＰＦＦＦＦＰＰ●●●①000■■QQQBb■■｡■□ＢｂｂｂＰＰ￣ＰＰ■●■■句句qgUDD■■■■B■■●ＧｄＧｄ■凸■BBBBUUUUUU■ＵＵＵＵＵＵＯＯＵｏＯ

･島唄の世界
し■￣￣￣￣■uu■■じじ■ＰｅＦｅ●●ｑ●●０９０，■ＱＱＱＢｂｃＢｄＱＢＢＢｂＢ￣Ｐ￣いい●●●●●■qqqqUUU■D●●●■■●■■凸■■■■■■■■■■■勺勺勺■□●●FUU

など

社会科教室

11月

民族の対立を錘えて
白白■凸●Ｐｈｑｑ■gUUgUFPPいり●●●●●●oooddQQD■●●■■■■ＢＢ０ＰＰ甲守ＰＰＰ■●Ｐ●ｑｑ｡●●ｏｏｏｏｃＣｃｂ●●●Ｓの●●■■■■■■■■■ＱＱＱ●↑ＵＵ

･バルトークの試み
QdQQQBQ●●●●●Ｓ■■OOUPPPPP■ご●●●｡｡｡gUD0●●●●ロロddQQQBB■口■－－－－－－■●■■■FFPけＰｒ－－－－－－－ニーニニーーー－－－B－－■■■

.Ｍダルウィーシュとパレスチナ
勺｡??■gU●●●｡｡｡○ｇｇＤＵＵＱ■ＤＤｏＳＳｂ●●●の●●■⑤｡‐■■■■ｑｑ印ggUUUUFPPDcoo●●●●●QQQQBBb■｡■■－■－－－－－－■ＰＰＰｅＣｅｅＯＯＵ

･ジョン･レノンとその時代
●●●■■■■￣凸一ｐ■■■ｑ可｡‐勺■ＵＵＦＰけbびり●●●●00LOC●●●●■■■■●凸■■ＢＢＯぴいぴいＰＰＰＰＦ■ｇｇＵＵＵＵ■q●ﾆｰｰ､･nQQBQQ■■ＢＢＢ□■■■いい

など

12月

南北問題を越えて

'ネルーダとﾀゴール

'ボブ･マーリー

リーバイスエ渦の子どもたち

辺見廊｢もの喰う人々｣など

1月

アイデンティティを求めて

･ゲローノ

･サルトル『キーン』
QodddQQD●●■●●■■■■ＢｂＰＰ甲ＰＰＰ■●●●●①qqgUF●●●①000●QQQQQQBBBBGbb■■－－－■■■勺勺勺U■UUUUFFPP●Ｆ●●●●●●｡●●■●●

･日本文学のゆくえ

など

2月

自由研究

3月

自由研究



そしてあなたたちもみんな死んでいるかもしれないのだ

それともぽくのように住所もなしに暮らしているのかもしれない

生きつづけていく価値があるのだろうか

祖国もなく・・・家もなく・・・旗もなく・・・住所もなしに」（｢土地｣）

ダルウィーシュは絶望的な状況をうたう。

「最後のフロンティアがつきた後わたしたちはどこへ行けばよいか

最後の空が果てた後鳥はどこを飛べばよいか

最後の息を吸った後草花はどこで眠ればよいか」

（TbeEarthisclosingonus） 

ダルウィーシュは最後のフロンティアに立ち最後の空を見ている。それは現在のパレスチナのおか

れた現実でもある。それでもまだ彼は「ここからどこへ行くのだろう」と問いかけている。彼がそし

てパレスチナが進みつづけるための問いといえよう。もし、私たちがこの続きをうたうとすれば、ど

のようにうたうことができるだろうか。この詩に続く最後の一行を生徒に考えさせ、発表しあう（授

業の進み具合によっては第４時まで続くこともありうる)。

この授業案作成するにあたっては、４年「現代社会｣、５年総合学習「世界学」で民族問題に

ついて学習していないと仮定して授業案を組んでいる。仮に民族問題についてすでに学習し

ているのであれば(それが理想的なのであるが)､第１時ではパレスチナ問題の現状をおさえ、

第２時でダルウィーシュの詩を複数取り上げて鑑賞し、第３時として本授業案の後半部分、

「TheEarthisclosingonus」という詩を読んで表現させること、またそれにかかわる議

論に多くの時間をさきたいと思う。

注記：

｡ 
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第３章健康

奈良重幸

１「健康」の理念とねらい

新しい総合的な学習である「健康｣の理念は、「生きる力｣。それも、たくましく、うまく、よく「生

きる力」である。この理念に沿って、授業ではライフ・スキルlifeskill（＝日常生活のさまざまな

問題に適切に対処・対応する効果的、建設的行動）の習得をめざす。

とはいうものの、「健康」は、なにぶんとも緒についたばかりであり、多分に今後に話し合いの余地

を残す。そういうことで、以下の視座・視点は筆者の私案にとどまる。後述する「カリキュラムと指

導内容」と「指導案」にも同じことがいえる。この案をたたき台に、保健体育科と社会科で研究を進

める。

「健康」の理念とねらいに沿って授業を展開するには、何においても広い視座・視点からのアプロ

ーチが必要である。筆者の考える広い視座・視点とは？いずれ「健康」のキーワードになると思わ

れる「こころ」と「からだ」を例に述べてみたい。

まず、「こころ」について。「こころ」の存在場所？を思う。いったい「こころ」はどこにあるのか？

「知・情・意（＝知性、感情、意志）といった精神の働きは、すべて脳が支配している。だから、そ

れは脳（頭）にある」の答えが第一に浮かぶ。が、「こころ」は、脳（頭）だけにはとどまらない。常

套句に「胸のうちを明かす｣、「胸を打つ話｣、「胸に刻む」がある。「こころ」は、胸にも存在する－

そういえば、心臓には心という漢字が含まれる。「腹が立つ｣、「腹を割って話す｣、「腹黒い｣、「手の内

を見透かされる」という決まり文句がある。「こころ」は腹の内・手の内にもある。以上は個（個人）

に備わる「こころ｣。「こころ」は、個を超えてさらに広がる。例えば、恋人同士。黙っていても、離

れていても、二人の間は温かい。それが時に、破局。二人の間は冷める。温かくなったり、冷めたり。

「こころ」は二人の間、つまり空間にもある。そして、人と人をつなぐ。

同じことが「からだ」にもいえる。「からだ」は、個（個人）の体だけではない。学校は個の集まる

集合｢体｣。団｢体｣生活の場｡地域には共同｢体｣｡世間には蝋｢剛｡国には国｢体｣（=国家形
態の特質)。「からだ」も「こころ」同様、個（個人）にとどまるものではない。

にころ」も「からだ」も個（個人）を超えて、他（他者）とつながる点では一致する。個（個人）

あっての他（他者)、他（他者）あっての個（個人）である。他（他者）を無視しての「生きる力」や

「ライフ・スキル」の習得はありえない。新教科、「健康」では、こういった観点のもとに授業を進め

る。

２つのキーワードで、「健康」の地平（＝物事を考察していく際の視界、範囲）を語った。「健康」

がこれだけに収まらないのはいうまでもない。「いのち（命)｣、「くらし（暮らし)」など、さらなる視

座・視点からのアプローチが必要である。幸い、昨今、こころの健康教育をめざした「フイークス

（PHEECS：PsychologicalHealthEducationinElementary-schoolC1assesbySchoolteachers)」

プログラムやストレスの本質を知り、自己の特性とストレス耐性を理解し、ストレスの成立を未然に

防ぐ手段の習得をめざした「ストレスマネジメントStressManagement」教育といった、注目に値す

る新しい動きがある。ＷＨＯ（世界保健機関）の「健康観の定義」にも変化のきざしが見られる－以

前より広い視点で健康をとらえている。今後、「カリキュラムと指導内容」や「指導案」を推し進める

にあたっては、これらを大いに参考にしたい。
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２カリキュラムと指導内容

「健康」は、従来５年で行われていた「保健」を発展解消し、再構築したものととらえたい（２～

４年の保健のカリキュラムと指導内容については「２年次研究開発実施報告書（１）、2001年､118-

120頁」を参照のこと).以下に示す指導内容一覧表は、あくまで素案一それも一つの例一に過ぎ

ない。

歴史的背景とその宇宙鱈

聿樗鵜僅建免疫への１部

厩l蓋へ０宛．Ｉ室浮
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３指導案

一例として、《呼吸法》をとりあげる。

2３１ 

<目標〉・胸式呼吸と腹式呼吸の違いを知る

･腹式呼吸を体得する

･無意識のうちにしている呼吸は吸うときに交感神経が働き、吐くときに副交感神経が働く
ことを知る

・リラックスするときは副交感神経が優位になければならないことを知る

時間 学習活動 学習内容とその詳細 教員の働きかけ その他

3分

5分

10分

５分

･本時の学習活動

を確認する

･腹式呼吸と胸式

呼吸を行う

･呼気に時間をか

けて腹式呼吸を

行う

･呼吸回数を数え

る

･説明を聞く

･脈拍を測る

･吸う吐<を繰り

返す

･自律訓練法の一つ

として腹式呼吸を

学習することを砿

認する

･腹式呼吸と胸式呼

吸の違いを知る

･呼気にゆったりと

時間をかけて腹式

'1平吸を何回か行う

･呼吸回数（安静時、

1分間）を調べる

･呼吸によって自律

神経は＝ントロー

ルが可能であるこ

とを知識として知

る

･安静時の脈拍（１

分間）を調べる

･吸う吐<を繰り返

し、確認作業を行

つ

･前の時間に「性格特徴」についてのア

ンケートをしました｡みなさんは自分

がどのタイプ（Ａ,Ｃ,ＡＣ，Ｂ）であ

るか、わかっていますね。今日はみな

さんにどうすればタイプＢになれる

のか、その方法をお教えします。

･呼吸方法の違いがわかりましたか。よ

<分からない人はお腹に手を当てて

みましょう。腹式呼吸では吐くときに

お腹がへこみ、吸うときにお腹がふく

らみます。

･ストップウオッチでリズムをとります

呼気をゆっくり少なくとも20秒間かけ

て行いましょう。吐くのはロから、吸

うのは鼻からです。

・１分間の呼吸数を調べます。呼吸です

から、吸って吐いてを１回とカウント

します。リラックスして下さい。

いいですか。「スタート」……「スト

ツプ｣。何回でしたか。

.考えてみれば不思議ですね。呼吸は自

分の意志で調節がきく。心臓はどうで

しよう。胃は？腸は？これらすべて

は自律神経が関与しているのでした

ね。肺もそのはずなのですが、肺だけ

が､つまり呼吸はコントロール可能で

す｡呼吸によって肺がコントロールで

きる、さらにいえば、自律神経がコン

トロールできるといえますね。

.ちょっとためしに今から脈拍を測って

みましょう。安静時、１分間です。呼

吸で自律神経をコントロールできる

というのですから今から一つ、自律神

経のうちの交感神経をつよく働かせ

てみましょう。興奮すると、交感神経

･動作をま

じえて手

本を示す

･ストップ

ウォッチ

を用いる

･動作をま

じえて手

本を示す

･板書をま

じえる

(図を入

れると分

かりやす

い）

･ストップ

ウォッチ

を用いる

･動作をま

じえて手

本を示す



232 

10分

10分

2分

･質問に答える

･ジャンケンをす

る

･腹式呼吸と、脈

柏測定の役割

分担を交代す

る

･説明を聞く

･自分の「性格特

徴」のタイプを

思い出す

･次時の予告

･教員の質問に何人

かが答える

・ジャンケンで勝ち

負けを決める

･腹式呼吸をする

（勝者）

･脈拍を測る

（敗者）

･腹式呼吸をする

（敗者）

･脈拍を測る

（勝者）

･吸うときは交感神

経が働き、吐くと

きは副交感神経が

働くことを知る

･それぞれが｢性格特

徴」のタイプを思

い出す。タイプＢ

に思いをはせる。

どうすればタイプ

Ｂに近づくかを知

る

･次時は本時に行っ

た腹式呼吸を使

い、集中力を高め

る実験をすること

を知る

の働きが強くなります。呼吸のうち、

より興藩を覚えるのは吸った時でし

ようか、I比いた時でしょうか。みなさ

ん、トライして下さい。いったいどち

らが｢輿薇する」という感じですか。

･吸うときが正解です。それでは今度は

席の隣同士でペアになります。ジャン

ケンをします。

･ジャンケンで勝った人は、１分間ばや

<短いリズムで呼吸しましょう、とい

うのは冗談です｡吸いすぎて苦しくな

ります。逆に、２０～30秒かけて、ゆっ

くりロから吐いて､続いて鼻から吸っ

て下さい。‐|-分、吐き出すと鼻から自

然に空気が入ってくるはずです｡ジャ

ンケンで負けた人はその人の脈拍を

測ります。腕時計を使って、ころあい

を見計らって１分間測って下さい。

.どうでしたか｡脈拍数は減りましたか。

増えましたか。今度は役瞥１１を交代しま

しよう ０ 

｡どうでしたか。減りましたか。増えま

したか。減ったでしょう。

･吸うときに交感神経が働き、吐くとき

に副交感神経が働きます｡ある実験に

よると、「性格特徴」のうちのタイプ

Ｂが１日のうちで１番バランスよく、

かつ多く副交感神経が働くといわれ

ています-．

.みなさん！どうすればタイプＢに近づ

けるか、もう分かりましたね。本日は

これで終わります。次回は腹式呼吸が

集中力を高めることを実際に体験し

てみましょう ｡ 

･腕時計を

用いる

･板書をま

じえる



奈災女ｆ大学文学部附属
中淳教fii学校研究紀要第４３号
2002年3）Ｉ

第５編総合学習センター構想

１総合学習センターの意義

本校では、今回の研究開発における新カリキュラムの全体構想のもと、「総合学習・奈良」（１．２

年)、「環境学」（３年)、「世界学」（４年)、「情報学」（１．２．５年)、「テーマ研究」（５．６年）を、

中等教育学校における「総合的な学習の時間」として、６年一貫カリキュラムに位極づけた。その際、

「総合的な学習」の内容や方法の櫛造化は、６年間の生徒の成長、発達を見通した「発達の論理」と、

学問的系統性に関する「教科の論理」の双方を考慮してなされた。

「発達の論理」の継続性としては、本学附属小学校における「しごと」の伝統に、本校の「総合学

習」の教育的成果を付加し、奈良女子大学へと接続することを榊想している。また、「教科の論理」の

部分では、文学部・理学部・生活環境学部・人間文化研究科等の専門的で幅広い全学的な支援を必要

とする。これは、「総合的な学習」が、奈良女子大学と附属校圃の関係そのものの変革をも迫るもので

ある。

そこで、附属幼稚園・附属小学校・大学・大学院との全学的な連携によって、総合的な学習の教材

開発とその実践・地域や全国の総合的な学習の資料の収集・理論的研究・文献的研究・歴史研究等を

行う。そして、それらを通じて「発達の論理」と「教科の論理」を統一的に融合し、地域教育に資す

るために「総合的な学習」の実践的研究の中核となる「総合学習センター」を設置する計画を立てた。

その総合学習センターの主な活動内容としては、以下のようなものが考えられる。

１
１
１
１
 

１
２
３
４
 

１
く
Ｉ
Ｉ

総合的学習のカリキュラム開発とその研究

総合的学習のカリキュラム開発の支援

総合的学習カリキュラムの収集とその閲覧

総合的学習の実践と共同研究

なお、センターの運営組織については、未確定ながら次のように櫛想している。

センター長：校長

事務局：副校長２名

実務責任者：カリキュラム委員長

実践・実務責任者：総合学習の担当責任者４名

２総合学習センターの必要性

（１）教育研究と実践の観点から

本校は、平成元年度からの研究開発学校として、６年一貫教育の基での「２－２－２制・総合学習・

選択制」を研究開発し、実践してきた。６年一貫の実践は、中等教育学校新設に際してのモデルとな

った。また、総合学習は、平成14年度からの新学習指導要領における「総合的な学習の時間」の先導

的試行となった。

今回の研究開発では、中等教育学校としてより連続性と全一性に留意した６年一貫カリキュラムの

編成、教科と教科を繋ぐく梁＞としての多様な総合学習のカリキュラム開発により、２１世紀の我が国
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における中等教育学校のモデルとなるべく研究を行ってきた。

これらの研究は、いずれも研究のための研究ではなく、生徒たちの実態を観察し、その身体的・精

神的状況を把握し、彼らの成長・発達を支援する教育の在り方を探るものであった。このような、生

徒の個性・能力の伸長を図る生徒サイドでの実践的研究は、総合学習センターのようなく教育現場＞

とく研究者＞との交流が図られる場ではじめて可能となる。

（２）大学・大学院との連携の観点から

附属中等教育学校と大学との間には、以下のような関係が考えられる。

①大学・大学院の教育・研究のフィールドとしての附属学校園

②附属学校教官の大学での教科教育法等の講義の担当

③大学・大学院の研究成果を附属学校園での教育に反映するための方策

④附属学校園の生徒・教官・保護者の大学・大学院での学習・研究

⑤附属学校園から大学までの生徒の接続

特に、リカレント教育体制の観点からは、附属学校園の教官だけでなく、広く全国の現職教員の大

学院での研究や専修免許取得のための講義や演習を、総合学習センターで開講したい。教育・研究の

フィールドとしての附属佼園でこそ、理論的研究と実践的研究を統一的に捉えることができ、教育現

場から発想した教育学を構築することが可能となる。

３総合学習センターの業務内容

（１）総合的学習のカリキュラム開発とその研究

総合的学習の性質上、教科書やテキストを固定化し、授業をルーティン化することはできない。し

かし、優れた実践の内容と方法は継承・深化させねばならない。従って、奈良学・環境学・世界学・

情報学について前年度の実践を反省・総括し、その各担当者と協力して次年度の内容を作り上げなが

ら、カリキュラムを開発する。その過程でこそ、総合的学習の教育学的な理論的研究がなされる。

（２）総合的学習のカリキュラム開発の支援

本校での10年以上にわたる総合的学習の実践的経験を生かし､公立中･高等学校の先生方を対象に、

「on-the-job-training」（実務訓練）の形をとりながら、本校教官との共同研究によってカリキュラ

ム開発を支援する。また、総合学習センターで開発されたカリキュラムをリソースとして公立学校へ

提供する。

（３）総合的学習カリキュラムの収集とその閲覧

全国各地の総合的学習のカリキュラム、実践報告やデータを収集し、それらを一般に公開する。ま

た、グローバルクラスルーム、ラーニングスクールを通して、各国の総合的学習の実践との比較研究

を行う。それは、本校の総合学習の国際世界への発信でもある。

（４）本学附幼・附小・大学・大学院との連携

センターの構成員は、本校教官、本学大学・大学院教官と学生、附属幼稚園、附属小学校教官から

なる。これらの櫛成員が協力してセンター業務を行い、定期的に研究会を開催し、総合的学習の理論

的研究・調査活動を行う。また、「総合的学習の時間」の識師として大学教官や附属校園の教官を招聰

する。

（５）総合的学習の共同実践・研究

センターは、公立学校からの内地留学長期研修教員を受け入れ、総合学習の授業、フィールドワー

クの指導、プレゼンテーションの指導等、総合学習全体に渡る本校教官との共同研究を組織化する。
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奈良女子大学文学部附属
中弾教育学校研究紀要第43号
2002年３月

第６編運営指導委員による評価

１カリキュラムの全体構造について

大阪教育大学教育学部長尾彰夫

６年間を１つのスパンとする中等教育学校のカリキュラムでは、その６年間の全体を見通してのプ

ラン造りが求められる。しかも、その６年間は、１３才から18才までの青年期という重要な自己形成の

時期にあたっているのであるから、そのカリキュラムは実に大きな課題を担っているといわざるをえ
ない。

この点について、奈良女子大学文学部附属中等教育学校（以下、当中等学校）では、６年間を２年

ごとの３つのステップに分け、その発達段階と目標を次のように設定している。

１．２年：周囲への依存と個の萌芽＝基礎的学力・学習の基本的な方法の習得

３．４年：個の発見と模索・探求＝自主的．体験的学習による幅広い学力の習得

５．６年：個の形成と自立への展望＝個性．能力・進路に応じた学力の習得と自立した人格の育成

これらの目標は、それ自体としては十分に妥当なものとなっているが、その２年ごとの発達段階と

目標の設定は、カリキュラム全体の系統（シーケンス）となっている。それに対し、各教科等がいわ

ば範囲（スコープ）として示されているのであるから、当中等学校のカリキュラムは、それらのシー

ケンスとスコープで構成される全体櫛造を有することになっているのである。

カリキュラムの構成法からいえば、こうしたシーケンスとスコープによってカリキュラムの全体構

造をとらえようとするのは、それこそ伝統的手法の１つである。それからすれば、当中等学校のカリ

キュラム構成が特別に目新しさを持っているわけではない。しかし、ここで改めて考えておかなけれ

ばならないのは、何故、かくしたシーケンスとスコープによって、カリキュラムの全体構造をとらえ

ようとする伝統的手法が重視されてきたのか、である。それは、カリキュラムというものが、単に学

校と教師が計画した机上の指導プランとしてではなく、その計画が実施されていくプロセスを含め、

子ども達がさまざまに学習し、活動し、経験していくことの全体こそがカリキュラムであると考えら

れてきたからである。そして、そうした子ども達の経験の総体を見渡し、とらえていこうとするとこ

ろにこそ、上記のようなカリキュラム構成法の心髄があったのである。

だとすれば、当中等学校のカリキュラムは、その６年間の学校生活のなかで、計画された発達段階

と目標にそって、子ども達がどのような学習と経験をつみ重ねていくのか、そのことに留意し、注目

しようとするカリキュラムだといわなければならない。それは、いわばカリキュラムを子どもの側か

らとらえ直していくことなのでもある。

こうした発想がどの程度自覚的に追求されていたかは別にしても、事実として、子ども達の側から

カリキュラムをとらえ直していく、つまり、子ども達が自らでカリキュラムを創り出していくことが

できる工夫と配慮がなされている。それらは、たとえば、仮説的に設定されている創作科での「生活

デザイン」「文化と社会」「生活学｣、総合的学習での「環境学」「世界学」「テーマ研究｣、選択教科と
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して設定されている「アカデミックガイダンス｣、学問と職業について考える「キャリアガイダンス」

であったりということである。これらの新しい試みは、いうまでもなく当中等学校のカリキュラムの

大きな特色となっているが、その成否は子ども達自身が試行的なカリキュラムのなかでどんな学習と

活動を主体的に展開していってくれるかに大きく委ねられている。子ども達が自らでカリキュラムを

創り出していくことがなによりも期待されることになっているのである。

カリキュラムの研究と開発の面白さとダイナミズムは、学校と教師が様々に知恵をしぼり、工夫を

重ねつつも、最終的には、子ども達が自らの学習と経験の総体としてのカリキュラムをいかに創り出

していくのか、そのプロセスのなかにある。私が持つことになった、わずかばかりのかかわりのなか

で、こうしたカリキュラムの研究と開発の面白さとダイナミズムに出会えたことを感謝している次第

である。

２中等教育の在り方の－つのモデルとして期待したい

奈良教育大学教育学部重松敬

はじめに

中高一貫教育は、今日の教育改革の一つの焦点になっている。戦後約50年間変わらなかった教育制

度を変えることはなかなか容易なことではない。文部科学省としては、全国500校をめどに中高一貫学

校の設立を進めているが越えるべき課題は大きい。何よりも、学歴社会から生涯学習社会への変革の

難しさがあるのであろうか。とくに、今日は、その変革の途上での混乱期にあるといえるのであろう

か。例えば、生涯学習社会での基礎教育が期待される中学校・高等学校の時期に、受験という学歴社

会の申し子によって学習や発達が阻害されないようにすることが一番の眼目であると考えられる｡が、

現実には、保護者などの進路準備への期待は依然と予想以上に大きいといえる。

このような中にあり、奈良女子大学文学部附属中等教育学校は、いち早く、中高一貫教育を実現す

べく設立されたものだけに、全国的にも注目されている。

１．教育研究開発学校の動向

教育研究開発学校制度は、昭和51年から実施されたものであり、従来の教育課程実施の改善研究だ

けであった文部行政にあって、新たな教育課程の開発を目的に設置されたものであった。スタート以

降、小学校においては生活科の開設、中学校の選択教科等が開発されてきた。

最近では、小学校の国際理解教育・英会話、「総合的な学習の時間」の開発が行われている。平成１２

年度からは新規・新制度によるスタートとなり、研究補助金も一件当たり最高年間600万円と変わり、

教育研究開発の重要性が一層認織されてきたといえる。

平成14年度からは、教育研究開発学校に類したものとして、スーパー・サイエンス・ハイスクール、

スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール、新しいタイプの学校運営（コミュニティー・

スクール、チャーター・スクール）などの開発が計画されている。

今後の教育研究開発学校の開発課題には、今日的な学校の基本課題、例えば、職業教育、不登校.

いじめ、ＬＤ、習熟度別学習、学年別配当時間の変更（英語等を特化)、教科としての道徳教育、教科・

科目や領域の在り方、キャリア教育、特定分野の才能教育、校種連携、プロジェクト学習、普通校で
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の軽度の障害者教育、障害児の教育開発、住民の協力の在り方、基礎基本の教育、小学校からの情報

教育などが考えられるが、さらに、日本の今後の社会や学校教育を指向して、大胆な教育開発が求め

られているといえる。

２．奈良女子大学文学部附属中等教育学校の教育課程開発へのコメント

奈良女子大学文学部附属中等教育学校は、困難な課題にチャレンジしていることをまず認識しなけ

ればならない。単に、総合学習を開発するのではなく、６年間一貫カリキュラムを開発したことに注

目すべき点がある。

それでも、あえて報告書から読みとれる開発内容について疑問を呈しながら、当該学校の今後の改

善だけでなく、他の中等教育学校、併設型タイプや連携型タイプなどへの示唆をも含めて期待を述べ

てみたい。

（１）学校を取り巻く環境をより一層分析し明らかにしていただきたい。

地域との連携、保護者の協力、卒業生などの協力などの環境の違いが教育課程の開発や実施に大き

な影響をもつものといえるため、他の学校においても開発事項がどれほど実施可能なものであるかを

検討し、資料提供としたい。

（２）教師、生徒、保護者、そして、学校が具体的にどう変わってきたのかの変化の記録が大切であ

る。

例えば、部分的に行われているだろうが、６年間の一貫であるだけに、生徒の学力格差の進展や進

路路への影響の問題などを含めて長期の変化を記録報告していただきたい。とくに、生徒一人一人の

発達過程をどのように記録し、実践にフィードバックしたのか。さらに、ポートフォリなどの評価を

どのように活用したのかなども期待したいところである。

（３）教育課程が教師の実践したい教育の夢を実現したものであるのか。しかも、生徒や保護者にも

目に見えるものであるのか。

各教科一つ一つの展開には新カリキュラムの理念が生かされているように,思われるが、新教科・科

目と既設の教科・科目との連携がうまくなされているのか。平成14.15年度からの新教育課程との共

通性と異質性が明確にされているのか。例えば、５年生以降に選択を開始しているが、1年生から必

修と選択のバランスと特色が確認されているのかなど。

（４）総合学習の教育課程再編と実施に当たって、総合学習がもつ内容知、方法知、自分知や実施形

態、学習の成果の分析などが十分行われたのか。

とかく、総合学習は活動があっても達成した学力が見えない、教科との関係での学力伸長が見えな

いといわれます。ＡＯ入試でよい成果を示すことなども含めて成果の分析や評価が必要となります。

（５）ガイダンス機能としてのＡＧ、ＢＧ、ＣＧ、ＶＧが必修と選択の展開とどのように関連するの

か。

それぞれのガイダンス活動が、活動中心に終わらずに、教科や他の領域（道徳や特別活動）ととも

に、生徒の学力関連構造として明確化していただきたい。

（６）奈良女子大学附属中等教育学校の開発が、他の学校に対してどれだけ普及性があるのか。

すでに述べてきたように、他の学校での実施にあたって課題、実施とその成果などが明確にかつ端

的に見えるようになっているのか注目していきたい。

（７）教員の研修や校内の研究組織の在り方も併せて記述していただきたい。

237 



システムだけを作ってもうまくいかないのは、直接担当する教員の努力がなかなか見えないことが

大きい。教員の研修による理解の共通化やそれを徹底するための研究組織の在り方も大切な開発事項

といえよう。

最後に、当該学校では、教員、生徒が豊かな内容の学習・活動でかえって忙しくなったという批判

があると聞く。この忙しさが、生徒にとって主体的な学びを阻害するのではなく、主体的な自らの学

びを保証するものとして、価値ある教育課程であるかどうかに今後とも注目していきたい。

３学習経験からみた学校カリキュラムについて

大阪府立大学総合科学部西森章子

西之園（1998年）は、「カリキュラムは開発から実践へと段階的に進展するのではなく、開発とその

実践のさまざまな段階のものが併存しており、それらが相互に影響を及ぼしながら進展している」と

し、図１のような図式モデルを用いてカリキュラムの諸相を説明している。

図１カリキュラムの諸相（西之園、１９９８年）

２３８ 

理念としてのカリキュラム 現行のカリキュラムを批判的に検討することによって生まれる

もの

公的に認められたカリキュラム 教育課程審議会の審鍍を経て、学習指導要領として規定されてい

る内容

計画されたカリキュラム 地域や学校の実態、子どもの能力、適性、進路などに即し、計画

されるもの

実施されたカリキュラム 計画されたカリキュラムとは異なる、現実に教室の中で実施され

るもの

経験されたカリキュラム 子どもが授業において経験するもの



この図式モデルに従えば、カリキュラム開発においては、一部分に目を向けていればよいというわ

けではなく、これら全ての諸相が必然的に連動している。そして、どの連動の状態に目を向けるかは

その学校の持つ研究課題と関連している。例えば既設教科の基礎学力について考えたい場合は、経験

されたカリキュラムと実施されたカリキュラムとの関連が議論されるであろう。また、新しく教科を

設定する場合は、理念としてのカリキュラムと公的に認められたカリキュラムとの間での議論がまず

中心となる。

しかし、奈良女子大学文学部附属中等教育学校（以下附属中等教育学校）は、こんにちの教育改革

および学校改革の論議のなかで問われている上記の基礎学力の問題および新教科の創設の問題の２つ

に加えて、研究開発学校という特徴をもっている。すなわち、この図式モデルで言えば、学校におい

て実施されたカリキュラムや経験されたカリキュラムを蓄積・表現することによって、公的に認めら

れる（であろう）カリキュラムへ反映させてゆくという使命を合わせもっている。それゆえに、これ

までそして現段階の附属中等教育学校において、カリキュラムを開発し実施することを考える場合、

関わる人間にとっては、どこをまず問題とするのか、今なにが最も解決されるべき問題であるのか、

などプライオリティをつけるのがひじように難しくなっている。

しかし、難しいばかりでは新たな展望は開けてこないし、すでにこれまでにもカリキュラムを中心

として、新教科をどのようなかたちとするか、学校環境をどうデザインするか等の議論が附属中等教

育学校のなかで積み重ねられていると聞いている。これは、カリキュラムを開発する流れの中で重要

な議論であり、学校の将来イメージを教職員の間で共有化する意味でも不可欠な作業である。また図

１で言えば、計画されたカリキュラムと実施されたカリキュラムとの間での連動を起こそうとする作

業であるとも言える。しかしカリキュラム開発は生徒の存在によって初めてその成果を見ることがで

きる。よってカリキュラムを検討してゆく場合のもう一つの切り口として、生徒によって「経験され

たカリキュラム」をどうとらえるかという視点が今後必要となるであろうことを提起しておきたい。

つまり生徒が長期的・短期的カリキュラムの中で何を経験したかという「内からの視点」から見るこ

とによって、本物のカリキュラムづくりの可能性も開けてくるということである。

「経験」とは広辞苑（岩波書店）によれば「人間が外界との相互作用の過程を意識化し自分のもの

とすること」とされている。学習は過程を持って進んでゆくものであり、多様な状況がある。その場

合の学習とは、総合的な学習だけではなく、従来の教科学習も当てはまる。理想としては、その過程

や状況の中で人は自分が何を学んだのか、何を得たのか、得たことは今後自分で活用できそうかを意

識できればよい。それは学習を意味づけることにつながる。しかし、現実問題として自発的に意識す

る機会は自然発生しにくく、うまく意味づけられないまま（何のために学ぶのかがわからないまま、

大学受験に目的を切り替えながら）「学習する」ことが多い。

また教育実践を対象とした研究においても、生徒の「学習経験」をどうとらえるか、どういったか

たちで表現するかといった方法の開発や、方法の妥当性を検証する作業は実のところ十分なされてい

ない。これに関連し、昨今よく耳にするキーワードとして「ポートフォリオ」があるが、これは自己

の学びの過程(*）を自分で意識する、他人にとっても見える形にする、ひとつの「装置」である。し

かし学校での採用状況を観察していると、生徒の学習記録とその生徒自身の学習経験との関連につい

て検討されないまま進行しており、むしろ学習記録がすべて吸い込まれるブラックホールのようなは

たらきをしている場合がある。

239 



中学１年生から高校３年生という６年間の中に多種多様に設定されつつある学習。しかし同時に６

年のどこかの時点で、学習を通じて生徒が何を経験したのか、どういった学習活動が生徒にとって意

味あるものだったのか、学習活動の重複がないか等を慎重に、そして可能であれば繰り返しはかって

いくこと（アセスメント）が、今後の附属中等教育学校のカリキュラム開発にとって重要なポイント

になるのではないかと考えている。

参考文献

森有正（1970）「生きることと考えること」講談社現代新書

西之園晴夫（1998）「教育実践の研究方法としての教育工学」ＳＣＳ特別講義レジユメ

（*）この場合の「学び」は、学校教育段階にある児童生徒の「学び」のみを対象とはしていない。例

えば、イギリスでは教員養成コース（修士課程）において日常的に利用されており、教師として

の自己の成長を確認する手段である。

４国語教育を､情報教育として位置付けるカリキュラムの清新さに期待する

奈良女子大学文学部奥村‘悦三

年賀状の販売枚数が大幅に減少し、それに代わってメールによる年賀の交換が話題になる、近年の

日本の「情報化」を見据え、「生徒たちを取り巻く現代の社会環境に、国語科がどう対応していけるの

かを考え」て新カリキュラムを作られた、附属中等教育学校の国語科スタッフの柔軟な発想に、まず

敬意を表したいと思う。しかも他方で、当然にも求められる「時代がどうあってもゆらぐことのない

国語教育の基盤」を形成させることをも引き受けていこうとする意欲的な案は、今日、国語科に要請

されている教育の多様な課題を全面的に盛り込んだカリキュラムの現実化を目指したものとして、高

く評価できる先端的な試みであると考える。

新カリキュラム案が、基本的には、以上のとおり積極的に評価されるべきものであることを確認し

たうえで､次に､今後の実践に際して留意しておく必要があろうと思われる点について述べてみたい。

新カリキュラム案の特徴は「情報」をキーワードに、より広いパースペクティブの中に国語教育を位

置づけ直しているところにあるわけだが、その一環として充実が図られている「表現指導」の内容を

例に、問題点を整理してみよう。

新カリキュラム案の新しさは、従来、文学教育と見紛うばかりに文学的言語の意味理解に傾斜して

いると－部には批判も大きかった国語教育を、「様々な言語運用」を使いこなせる能力を養わせる教育

へとシフトしているところにあると考えられる。これは、高度に情報化した現代社会の要請に応える

ものとして評価できるのであるが、評者の経験から言っても、言語使用者がことばに対して抱く関心

は、一般的には、第一にはその意味内容であって、それが興味あるものであってこそ、その不明な箇

所の形式の分析に取り組むべく動機づけられるように思えるゆえに、初めに言語形式の分析に関心を

もたせようとする場合には－例えば、３年「表現」においては、「第１次まずは声を出してみよう」

から指導は始まっている－どのような内容に即してそれを提示するかに十分に留意することが必要で

あろうと考えられる。

同様なことは、２年「愉報と表現」における「第１次メールを考える」の際の導入についても考
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えられることであろう。携帯電話を利用する若年者は、頻繁に、しかし仲間内だけで通信することに

よって、「情報をどのように加工するのかといったこと」が重要な問題でありうることにさえ気づかな

いままに「情報発信」できると思いこんでいるように思われるのであり、そのことや「１W報の真偽の

確認」を「考えていく」ことの必要を生徒たちに納得させるMib機付けをどのように成功させるかは考

えておいてよい問題だと思う。

総じて、ことば－殊に、その形式一に対する自覚的関心をもたせようとする、この新カリキュラム

案の野心的試みは、中等教育段階での国語科に今要請されている教科内容の効果的な授業進行を作り

出そうとするものであり、その実施結果の報告が待たれるものである。

５家庭科カリキュラム

奈良女子大学生活環境学部疋田洋子

男女共学の家庭科教育が軌道に乗り、定着しかけた今、学校の完全週５日制の導入、情報・総合学

習の必修化、国公立大学の受験科目の変化の状況下にあって、家庭科の単位数が削減される方向が打

ち出されたことは、教育の現場においてはカリキュラム編成上ご苦労が大きかったことと推察する。

当校の中・高一貫教育におけるカリキュラム研究開発プロジェクトによる家庭科教育の新カリキュラ

ムについて、報告書に基づき若干の意見を述べる。

新しいカリキュラムでは、６年一賀教育の特色を生かし、必修科目「生活基礎」を１．２年で、「家

庭総合」を３．４年で、自由選択科目「生活学」を５．６年でとして設置している。

１．２年の「生活基礎」においては当校の教育目標である集団生活の中での個の萌芽を目指す点を

しっかりふまえ、家庭生活の基礎基本を身につけながら、実験実習を通して、個々の能力を伸ばすこ

とに力を入れ、中学校で必要な教育項目はこの段階で終わらせている。さらに３．４年の「家庭総合」

では､実践的な力を身につけることに重点をおいたカリキュラムになっている。この学年では環境学・

世界学の総合学習も実施しているので、家庭科の学習と相互にかみ合わさって、学習効果を高めるこ

ととなり、まさに当校の教育目標である個の分化と深化を目指したものとなっている。また、ここに、

商等学校の家庭科教育の内容を組み込んでいる点は、６年一賀教育の特色を生かし、生徒の発達にあ

わせている点でも成果が期待される。さらに、３．４年で美術科との合科として生活デザインをとり

いれたこと、奈良女子大学の教官との連携を取りながら選択科目としてアカデミックガイダンスを取

り上げ、学問がいかに生活と関わりを持っているかを学ぶ機会を設けたことは、応用力が身に付くき

っかけになろう。工夫の跡が見られる。５．６年の「生活学」では、将来人間性豊かな自立した人間

として生きていくための幅広い知識や技術をより深め、個の確立と将来への展望を目指している。諸

処の事情から、選択制を取らざるを得なかったが、その点は少人数制であるという利点として捉える

ことができ、外部への体験学習、実験実習中心の教育が可能となり、より自発的な自己の問題意識の

拡大が身につくものになっている。人生の中で最も多感で著しい成長を遂げる中等教育期は、－人の

自立した人間として成長する時期でもある。この絶好の期に６年一貫教育の特性が良く生かされ、タ

イミング良<カリキュラムが組まれている。とくに、家庭科教育の真髄である「主体的に生きること」

を重視したカリキュラムとなっている点は高く評価できる。

さらに、家庭科教育では実験実習を重視することが、学習指導要領に定められている。基礎的な実
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験実習は１．２年生で指導されるが、上級生になるほど主体的な体験学習を通して、家庭生活のあり

方や地域社会の中での自分の存在や地域社会との結びつき、日常の生活の中からの消饗者教育など生

きた教育システムが提示されている。体験学習は、創意工夫する力、問題解決能力、協調性、社会性

などの総合力を身につけていくことが期待出来る。従来、当校では実験実習においては、他教科との

協力の下、３０人講座での教育が試みられてきたが、安全性や教育効果が実証され、今後もこの体制が

生かされることは喜ばしいことである。

今､家庭の教育力が低下し､受験に追われる現代の子供にとっては生活体験が著しく低下している。

そうした状況下では、受験科目に偏らず情操の発達、身体機能の発達、将来の生活能力の発達などの

教科をバランスよく組み合わせて、健全な精神構造、人格形成をめざした教育が望まれる。さらに、

社会はますます情報化、国際化社会を迎えるであろうし、わが国においては、今後ますます少子高齢

社会が進み、不況や環境問題など不安な面も多い。家庭の中のみならず、地域や世界に目を向け、問

題解決力を身につけられるようにするために、他教科との遮携をはかった総合学習にも期待したい。
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奈災ｋｆ大学文学部附輯
'１１淳敬ｆｒｆ:技研究紀要第４３号
Z()０２年３月

第７編研究の成果と課題

カリキュラム委員会

第１章６年一貫教育

１過去の６年一貫教育の総括

本校は、昭和48年以来、主として制度的に中・高完全６年一貫教育体制をとってきた。その経験と

伝統を生かした中・高一貫の内容・実践的な充実、徹底を目指し、平成１．２．３年度の３年間にわ

たる文部省研究開発学校の指定を受けて、中高の連携を深める研究開発・実践を行った。

その研究・実践成果は、日常的教育実践の内容として、１０数年後の今日まで継続されてきた。今回

の研究開発学校としての研究を始めるにあたり、中等教育学校のカリキュラム開発を行うためには、

過去10年間の総括が不可欠であると考え、全校をあげて10年間の６年一貫教育の総括を行った。

２アンケートの実施

研究推進委員会で総括項目の洗い出しを行い、それに基づいて総括の責任者を決定し、その責任者

を中心に教科・分掌・委員会などにおいて１年間をかけて総括を行った。その際、教官全員に対する

アンケート、卒業生に対するアンケートを実施し、その結果の分析を行った。

これらの結果は、第１年次、第２年次の研究開発実施報告響で報告済みである。

３評価

本校の６年一貫教育のバックボーンは、「２－２－２制と総合教科」であった。すでに報告したよう

に､これらについてのアンケートによる評価は非常に高い｡生徒の発達段階にあった２－２－２制は、

各段階において生徒の主体的活動・表現活動を重視してきた。その具体的な方法の１つが、総合教科

における「調査一まとめ－発表」活動であった。

これらの学習活動は、生徒の本当の学力(自分自身の能力を発見し、磨き、自己の進路に結びつける

力)を育成してきたと評価している。例えば、近年増加してきた大学のＡ○入試、推禰入試において、

本校生徒は大活躍している。慶応大学などのＡＯ入試では、総合教科における学習成果や、学園祭・

生徒会活動における貢献を披露して、毎年数人の合格者を出している。また、国立大学を含む推薦入

試における集団面接では、自主的活動などで鍛えられたリーダーシップを発揮し、高い評価を得て合

格している。

この例からもわかるように、「２－２－２制と総合教科」をバックボーンとした教育は、知識量のみ

で勝負しない、自分の頭で考え、リーダーシップを発揮できる力を養成してきたと評価している。
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第２章新カリキュラムの編成

１２－２－２制の継承

前述したアンケートの結果では、６学年を２年ずつに区切る「２－２－２制」の評価は、非常に高

かった。そこで、今回の研究で編成する新カリキュラムにおいても、２－２－２制は継承することに

した。

しかし、前回の研究におけるカリキュラムでは、各教科のカリキュラム上では２－２－２制がはっ

きりとは見えないものであった。そこで、今回は、各教科のカリキュラム上に２－２－２制の精神や

特徴がはっきりと見えるものにすべ<研究を進めた。

２中学校（前期課程）と高等学校（後期課程）の相互乗り入れ

６年間を見通して各教科の教育内容を精選し、配列し直す研究・作業を行った。その際には、カリ

キュラム上で２－２－２制の考え方が見えるように考えて編成した結果、各時期の生徒の発達段階に

あったものになった。

また、新学習指導要領との関連を以下の３点について整理した。

●中学校（前期課程）段階について（例えば、必修教科の授業時数を、年間90単位時間の範囲で必

修教科の内容を代替することができる選択教科の授業時数に充てる、など）

●高等学校（後期課程）段階について（例えば、必履修教科・科目の内容を代替することができる

学校設定教科・科目の履修をもって、必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替える、など）

●中．高の教育課程の相互乗り入れ関係について（例えば、中学校段階で高等学校段階の必修科目

を履修している場合は、高等学校段階に進んだときにその科目を履修済みとみなし、他の発展的

な科目などを履修させる、など）

３新教科・科目の創設

本研究においては、新教科・科目の創設を大きなテーマの１つとして捉え、各教科でのカリキュラ

ム編成の研究において研究を進めた。その結果､以下のような新科目が構想され､2002年度より順次、

実施する予定である。
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学年 科目 担当教科

３年
現代史

生活デザイン

社会科地歴・公民科

芸術科家庭科

４年
現代史

生活デザインＩ

社会科地歴・公民科

芸術科技術科

５年

文化と社会

総合数学Ｉ

生活デザインⅡ

社会科地歴・公民科芸術科

数学科

芸術科

６年
総合数学Ⅱ

生活デザインⅢ

数学科

芸術科



４総合学習の再編

本校の総合学習は、総合教科「奈良学」「世界学」として始まり、すでに10年以上の歴史を持つ。そ

の総合学習を再編すべく研究を進めた結果、新カリキュラムでは以下のような形で実施することに決

定した。

５総合学習の評価

本校の総合学習は､従来はＡＢＣの３段階で評価してきた｡その点を見直すべく研究を進め､2001年

度の「世界学」はＡＢＣＤの４段階で評価することにした。その際、従来は少し暖味であった評価基

地をきちんと設定して、生徒への説明も行えるように評価を行った。

「環境学」の評価については、2001年度は従来通りとし、2002年度から「世界学」とともに研究をし

ていく予定である。

６各種ガイダンス

次の４つの「ガイダンス」の実施を決定した。

（１）ベイシックガイダンス（１．２年）

低学年の「基礎・基本」の定籍が不十分な生徒たちに対して、制度的な保障として「ベイシックガ

イダンス（基礎講座)」の開識を決定した。

（２）アカデミックガイダンス（３．４年）

本学の教官を中心に、学問の楽しさ.面白さを伝える選択教科として開講する。３．４年生が異学

年混合で受講する。2002年度は、合計15講座の開講予定である。

（３）キャリアガイダンス（５年）

生徒が自分の将来の生き方･職業選択等について考えるため､大学の先生の話を聞き､懇談する｡2000

年度より、試行を始めている。

（４）ヴオケーショナルガイダンス（３～６年）

様々な職業で活躍中の人たちの話を直接聞くことで、生徒が職業についての理解を深め、自分の進

路を考える。2001年度より、試行を始めている。
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学年 名称 担当者（教科） 実施形態

１年
総合学習・奈良

情報学「情報入門」

1年担任３人＋１人十コーデイネータ

技術科

短期集中型（９月・１２月）

クロスカリキュラム

２年
総合学習・奈良

情報学｢情報と表現」

2年担任３人十１人十コーディネータ

国語科

短期集中型（９月・１２月）

クロスカリキュラム

３年 環境学 登録者４名 週２時間連続

４年 世界学 登録者５名 週２時間連続

５年 健康 保健体育科社会科 週１時間

５．６年 テーマ研究 有志 ゼミ形式



７小人数授業・習熟度別授業・テイームテイーチング（ＴＴ）

従来からの英語科、技術・家庭科、保健体育科の小人数授業に加えて、新カリキュラムでは、国語

科、社会科、数学科、理科などでも少人数授業・ＴＴを実施することとなった。

完全６年一貫の中等教育学校として、生徒の「学力」差が拡大しないようにするための１つの方法

として、実践しながら研究を深めていく。

８２期制への移行

週５日制の中等教育学校のカリキュラムを編成する上で、できる限り行事等を削ることなく授業時

間数を確保するために、2001年度より２期制へ移行した。その特長を生かし、2002年度からは１期、

Ⅱ期、別々に単位認定する科目も設定する。

９１５分モジュールによる４５分授業

週５日制の実施やセンター試験の動向も考慮して、１５分を１モジュールとする「モジュール制」を

研究し、2002年度からは45分×７（６）限授業を実施することとした。今後は、さらにモジュール制

の考え方を生かした時間割枠の研究を進める。

１０履修取り消し制度の廃止

高学年で実施していた、「履修取り消し制度」を廃止することに決定した。創設当時のねらいが機能

しなくなってきたためである。

第３章公開研究会・研究発表会・研修会

１公開研究会・研究発表会の開催

本校では、毎年、公開研究会を開催しているが、研究開発の３年間では研究開発学校として研究し

てきた成果を中心に公開・発表した。各年度の概要は、以下の通りである。

（１）平成11年度（1999年度）１月21日（金）

①「世界学」の公開授業

○授業テーマ：外国人労働者問題

○研究協議指導助言者：工藤文三先生（国立教育政策研究所）

②講演

工藤文三先生（国立教育政策研究所）

「総合的な学習の基本的性格と実践課題」

③研究発表

○奈良学の実践と総括

○環境学の実践

（２）平成12年度（2000年度）１１月24日（金）

①社会科の公開授業

○授業テーマ：情報化社会と倫理

○研究協議指導助言者：犬杉昭英先生（文部科学省）
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②数学科の公開授業

○授業テ_マ：作図ツールを用いた動的な幾何学習

○研究協議指導助言者：船越俊介先生（神戸大学）

飯島康之先生（愛知教育大学）

③英語科の公開授業

○授業テーマ：グローバルクラスルームの発表

○研究協議指導助言者：吉田達弘先生（兵庫教育大学）

④研究発表

○社会科の新カリキュラム

○数学科の新カリキュラム

○英語科の新カリキュラム

）平成13年度（2001年度）１１月15日（木）研究開発学校の研究発表を兼ねる

①国語科の公開授業

○授業テーマ：「音声表現について考える」

○研究協議指導助言者：向後千春先生（富山大学）

②社会科の公開授業

○授業テ_マ：「政経の授業で文化を学ぶ」「主権者を育てる公民の授業」

○研究協議指導助言者：大杉昭英先生（文部科学省）

③数学科の公開授業

○授業テ_マ：「文字を使った証明-17番目の不思議一Ｊ

「数学的活動により数列を追究する学習」

○研究協議指導助言者：崎谷真也先生（兵庫教育大学）

上垣渉先生（三重大学）

④理科の公開授業

○授業テーマ：「探究活動を通じて学ぶ物理学」「探究活動を通じて学ぶ生物学」

○研究協議指導助言者：長友恒人先生（奈良教育大学）

春本晃江先生（奈良女子大学）

⑤英語科の公開授業

○授業テ_マ：「入門期におけるコミュニケーションを重視した授業」

(３） 

「英語・におけるTopicStudies～Tbpicに基づくDiscussionの試み～」

○研究協議指導助言者：内田聖二先生（奈良女子大学）

⑥総合教科

○授業テ_マ：３年生徒による「環境学」の中間発表会

⑦研究発表

○中等教育学校６年一貫カリキュラム

○「世界学」の実践発表とワークショップ
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２研修会の開催

カリキュラム会議、教官会議での議論の他に、識師・運営指導委員の先生を招いての研修会；

下のように実施した。本校教官にとっては、カリキュラム研究および教育研究において大いに#

なった。

（１）識演：1999年10月27日

安彦忠彦先生（名古屋大学教育学部）

「中等教育のカリキュラム構成」

（２）識演：2000年７月７日

村川雅弘先生（鳴門教育大学教育学部）

「中等教育における総合的な学習」

（３）研修会議：2000年９月６日

長尾彰夫先生（大阪教育大学教育学部）

「カリキュラム榊成、アカデミックガイダンス」

（４）研修会議：2000年12月19日

長尾彰夫先生（大阪教育大学教育学部）

「モジュール制、アカデミックガイダンス、ホーム制」

（５）識演：2001年６月28日

上野健爾先生（京都大学大学院理学研究科）

「数学を通して学力、新学習指導要領を考える」

教官会議での議論の他に、識師・運営指導委員の先生を招いての研修会を、以

本校教官にとっては、カリキュラム研究および教育研究において大いに参考に

第４章総合学習センター

ｌ総合教育棟

以前より要望してきた「総合教育棟」が建設中であり、平成13年度中に竣工する予定である。

総合教育棟は、中等教育学校の新カリキュラムを実施していくのに不可欠な建物である。新力

秘Ruより安＝しＬさJこ’祷冒､該肩碑」刀、連蔽平~Ｃあり、半成13年度中に竣工する予定である。この

総合教育棟は、中等教育学校の新カリキュラムを実施していくのに不可欠な建物である。新カリキュ

ラムでは、斬新な構想がいくつも出されているが、これらの構想を実現するための施設・設備はいか

にあるべきかを考え、次のような部屋の設置を決定した。

●多目的ホール

●マルチメディア語学教室

●ゼミ室、自習室

●マルチメディアライブラリー

●２つのコンピュータルーム

●総合学習資料室

２総合学習センター

総合学習センターは、総合教育棟の中に設置することや、センターの業務内容、柵成員については

櫛想ができあがった。

しかし、予算的な裏付け、大学や関係機関との連携の詰め等は今後の課題として残されている。
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第５章新教育課程表

2005年度教育課程表(予定）

*選択必修:梶妃の科目から必ず1科目を週根する△自由選択:遡択しなくてもよいし､週択するときはその単位数になるよう楓胆の科目から選択する
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第６章今後の課題

１カリキュラムの評価

本研究により開発したカリキュラムは、３年間で編成は終了したのであるが、実施されたのは－部

である。2002年度は前期課程（１～３年）が新カリキュラムとなり、2003年度より後期課程が年次進

行で新カリキュラム実施となるので、2005年度に６学年全体が新カリキュラムとなる。年次進行しい

ている間は、実施された部分のカリキュラムの評価を行い、2005年度終了時にはカリキュラム全体の

評価をしなければならない。

今回の研究開発が終了しても、カリキュラム委員会は引き続き設置され、カリキュラム研究は継続

される。このカリキュラム委員会を中心として新カリキュラムの運営と評価を行うことが、今後の最

大の課題である。

開発したカリキュラムは、学校・教師の方から考えたものである。これを、実際に学習を進める生

徒の方から見るとどうなのか、という視点でアンケート結果、成績資料などのデータをもとにカリキ

ュラムの評価を行っていきたい。

２新科目・前期課程の教科書

今回のカリキュラムでは、前期課程・後期課程ともに新科目がたくさん構想された。それらの新科

目は、後期課程では学校認定科目として30単位までは認定される。しかし、前期課程では認められな

いので、科目名を学習指導要領と同じにするかどうかを決断しなければならない。

今回の研究で編成したカリキュラムは、平成元年からの研究のときと同じく、研究開発学校の指定

が終了しても実施し、評価をしながら改善していきたい。そのためにも、引き続き研究開発学校の指

定を受ける予定である。しかし、もし研究開発学校の指定が受けられないときは困った事態になる。

そのためにも、新しくこれから増加するであろう中等教育学校の前期課程に対する特例が望まれる。

また、６年一貫の中等教育学校として教育内容を大幅に入れ替えた結果、前期課程（中学校）の教

科書の早期採用が必要となった。しかし、義務教育段階での教科書は無償配布であり、法律の関係で

中学教科書の早期採用は困難とのことである。この点に関しても、中等教育学校に対する特例等を望

むものである。

謝辞

運営指導委員の先生方には、カリキュラム全体の編成、教科のカリキュラム編成、総合学習の

再構成に際して、関係教科の会合や公開研究会の助言者として参加下さり、懇切丁寧にご指導、

ご教示賜りました。ここに感謝の意を表します。

カリキュラム委員会一同
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