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2002年度１年１期「総合学習・奈良」実践報告

大内淳也・河合士郎・櫻井昭

平田健治・藤田幹世

Ｉはじめに

2002年度、新学習指導要領の目玉である「総合的な学習の時間」が、小中学校で本格的に開始になっ

た。周知のごとく、学習の内容は指導要領で規制されない「空っぽの器」であり、各学校の創意に委

ねられている。これを説明した「取り扱い」によると、この時間のねらいとしては第一に「自ら課題

を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てる」こ

と、第二に「学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む

態度を育て、自己の生き方を考えることができるようになる」こと、とある。また、学習活動への配

慮については、「社会体験」「体験的学習」「問題解決的な学習」の横極的取り入れ、「多様な学習形態」

｢指導体制」「地域の教材や学習環境の積極的な活用など」の工夫があげられている。

さて、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いっても、名称にある通り教科学習のひとつである。’99年度に「世界学」

が発足した際、「奈良学」は統合型教科（通年で２単位）としては打ち切られ、各教科内での奈良に

関する学習を通じた「分散型総合学習」として存続させることで一旦発展的な解消をみた。しかし、

｢総合的な学習の時間」は、指導要領の配当時間によると、Ilj学生で週２～３時間があてられること

になったこともあり、新カリキュラムにおける１，２年での「総合的な学習」として、分散型総合学

習「情報入門」（技術科１年）・「情報と表現」（国語科２年）の識iiHとともに、短期集中方式での

｢総合学習・奈良」という形で再生することとなった。

「総合学習・奈良」の基本的理念は、「多様な側面から郷土奈良を知り、問題点や課題を発見して

考察し、それを他に伝える」というもので、「奈良学」と一見大きな差がないように思われるが、新

しい形態による実践では、実際の運営上さまざまな生みの苦しみを伴った。それは、今回文部科学省

のいう「総合的な学習の時間」の目的、「覚える学習」から「自ら学ぶ学習」あるいは「学び方の学

習」へと学びの構造自体を転換することについて、方法論的にどう捉えて授業展開していくのか、と

いう問題を基底とする、試行錯誤の軌跡といえる。本稿では、１年生での実践初年度１期のみに関す

る実施報告および、現段階での成果と課題について詳しく述べることとする。

Ⅱ2002年度「総合学習・奈良」の構造
１基本的な考え方

総合的学習の6Ｉ設背景には、「社会の変化と子どもとを直接的に向き合わせる必要がある」との認

識がある。ところが、中等教育学校において教科と総合との相互関係をどう捉えるか、簡単に言って

｢教科の論理を優先する」考え方との拮抗から、その融合の在り方に関連して、頼実上は根本的に授

業展開方法の異なりが生じることになる。それには大きく次の４つのパターンがあるという（｢教育
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の流れを変える総合的学習」児島邦宏、’98年)。

１生活総合的学習

子どもの生活には多種多様な要因・要素が含まれており、教科を越えた複雑な様相を呈してい

る。この生活それ自体を対象として学習問題を設定していく総合的学習であり、教科の側面は姿

を消す。子どもの興味・関心、身の回りの生活の中に切実な問題を見いだし、その解決を図るも

ので、「生活」がコアとなって各教科へと分化し、あるいは関連づけられていく。

２課題総合的学習

現代社会の課題（国際、情報、環境、福祉・健康など）に着目し、これらの課題の総合性から

出発するのが特徴である。それら自体は教科の枠に収まりきれるものでなく、各教科間にまたが

る課題である。今日主張されている総合的学習の最も多い形態がこれで、教科とはその前提にお

いて別物という立場に立ちつつ、その学習の展開の過程において、各教科の学習が課題学習を支

え、課題学習の成果や方法が教科学習の活性化をもたらすという相互関連が図られていく。すべ

ての教科で学んだ知識や学びの方法を、現実の問題の場面に応用・実践していくという面をもつ。

３教科総合的学習

現にある教科や単元を出発点として、その相互関連を図りつつ、現代社会の課題を設定してい

こうとするものである。その前提には、ある程度の教科学習の積み上げがなされてきたという条

件がある。特に、教科の学習内容に着目して複数の教科の関連・融合を図っていくとき、合科学

習といわれたり、横断的学習と称したりしていることが多い。

４総合教科による総合的学習

たとえば、環境科学、福祉学、比較文化論といったいわゆる総合科学の知見と方法を基にしつ

つ、それを新しい教科・科目として設定し、そのことによって総合的学習を展開していくもので

ある。これまでの教科・領域の一つとして、総合教科が新しい教科として設定されることとなり、

教科学習として総合的学習が取り込まれていくことになる。ここでは、子どもの問題、興味・関

心、生活といった面は後退し、それに先立って教科の論理が優位する。

以上のように、教科と総合との関連を見てくると、子どもの生活→社会的課題（学際的総合）→

(伝統的）教科の総合・クロス→新教科、といったパターンが見られ、そこには子どもの教科学習の

進度・蓄積の度合が反映されている、というのである。

この観点により、従来本校で行われてきた「総合学習」を見直した場合、「奈良学」「環境学」「世

界学」のいずれも、上記３～４のタイプのものであることが明らかである。これらは３にあるように

｢ある程度の教科学習の積み上げが前提条件」だからこそ、３．４年生以上でしか設置できなかった

といえる。これに対して、今回の「総合学習・奈良」は、前述のように「多様な側面から郷土奈良を

知り、問題点や課題を発見して考察し、それを他に伝える」という理念だけを見れば「奈良学」から

受け継いでいるのであるが、実践学年が1.2年であることから、生徒の発達段階を踏まえて実質は

上記１～２のタイプの展開を考えざるをえない。「総合学習」に関して本校では10年以上の蓄積があ

る、とはいいながら、「低学年における総合的な学習」として、上記２に述べられている「今日主張

されている総合的学習の最も多い形態」については、ある意味初めて今年度手掛けたといえるのでは

なかろうか。なお、従来担当教科が固定されていた「環境学」と新教科「世界学」について、1999年度

よりすべての教科（７教科群）から自由に担当者を出すことになってから、これらの「総合教科」に関し

ても、上記２の「課題総合」的な学習の側面を意識した授業構造への、いくぶんかの傾斜は見られる。
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２実施形態

（１）短期集中方式

９月と12月にそれぞれ５日間（１週間）を充て、次のように呼称する。

１年生の９月→ljO1、１年生の12月→２期、２年生の９月→３期、２年生の12月→４期

なお、これら４週については、並行して教育実習（９月のみ。基礎実習)、アカデミック・ガイ

ダンス（３．４年)、特別時間割による授業（補習的性格、５．６年）が行われ、原則として全学

年、午前中の半日でスケジュールが組まれている。１期は９月第１週、２期は12月第２週（n期中

間考査後の週）がその週に相当する。

（２）担当者

「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企画運

営をしていた。このことからも「奈良学」の「教科総合」的な側面が明らかであるが、「総合学習・

奈良」では、教科色を特に出さないため原則として、「１年担任３名十２名（１名はコーディネー

ター）で１年を、２年担任３名十２名（１名はコーディネーター）で２年を担当する」方針が決定

されていた。

また、「コーディネーターは２年'１１１を見通したカリキュラム作りへの参画・外部との交渉を受け

持つ」ということになっていた。しかし、実際の迎営上１年においては、コーディネーターの差別

化をまったく行わず、「フラット５」による進め方をすることになった。

結果的に今年度１年の担当者は、１年担任３名十mＩ担任２名、つまり学年団そのものとなった。

（３）少人数クラス

当初研究会議の提案では、生徒の活動単位を「クラスごと」あるいは「クラス内でのグループ単

位」としていたが、1年の担当者で相談した結果、５名であるメリットを生かすため、２４名×５ク

ラスの形態を取り入れて授業展開することに決定した。特に１期に関しては、同一の内容を５クラ

スで実施している。

（４）年間計画参考プランとの相違

カリキュラム委員会から示された当初のモデルは次のとおりであった。

1期：「見る」「観る」＜見学や観察を中心とした期間＞

２１U1：「聞く」「聴く」＜講演・'１１１き取り調査を[I-J心とした期Ⅱ'１＞

３期：「触れる」「体験する」＜体験や作業をIIj心とした期間＞

４期：「調べる」「伝える」＜調査・発表を中心とした期間＞

しかしこれはあくまで参考であり、必要に応じた柔軟な対応が認められていたため、担当者で実

践について協議を論れた結果、現在1年１期および２期を終えた時点での内容としては、かなり異

なったものになっている。ただし、２年間を通して上記４つの力や経験について、ひと通り学ばせ

るような計画を立てた。

調在における情報収集と情報処IM1については、技術科の「燗報入門」・国語科の「情報と表現」

と結果的に連携できる形となろうし、従来からの総合学習において大きな柱としてきたフィールド

ワークやプレゼンテーションなどの活動に関しても、それらの能ﾉﾉを育成する方針は引き継いでいる。

（５）教科学習「秋の行事」の内容の保証

従来の前期課程行１７「秋の行事」は、本年度から廃止されたが、これはいままで郷土「奈良」を

諸教科の側面から学習する場ともなっていた。1年では「奈良公Nil自然観察オリエンテーリング」

の内容を1期に１Ｕとってそのまま保証することで理科の了承を得、これを股終日の実践として独
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立したものとした。この日の活動単位は、「もとのクラス内での理科の班」である。

３ポートフォリオ方式の導入

「総合的な学習」においては、従来の教科学習とは異なり、学習の過程を評価することに重点を置

くため、そのための材料はすべてファイルに綴じさせるようにした。１期の初めに生徒一人ひとりに

総合学習用として簡易ファイルを配り、その後配布されたプリント類や自分たちでの調査結果、その

時間の感想など、授業に関係あるものは全部ファイルさせた。また、２期以降も同じファイルを持っ

てこさせ、ハンドアウトは引き続き追加して挟み込ませることとした。

これにより、自己評価や相互評価が可能となり、教師が質問内容や評価の観点を書いたシートを用

意し、生徒がそれに書き込むことによって、各目その期の学習・体験した内容の整理・再確認と振り

返りができるようになった。なお本年度、生徒への評価のフィードバック方法については、理論や認

識の水準がまだまだ低いなか、充分な議論を経ずに拙速に会議決定されたことが残念である。「総合

的な学習の時間」の実践における、生徒評価に関する見解については後述する。

Ⅲ１年１期実践の概要
校時内に定期的な会合の時間を保証してもらえなかったこと、１年の年度当初の、宿泊行ﾘﾄﾞの準備

をはじめとする慌しさ、他学年の渡欧行事に関わる担当者の長期出張などにより、担当者がそろって

具体的に計画を練り始めたのは、６月の下旬からとなった。夏休みも迫ってきて、時間的な危機感を

漠然と感じられるようになってから、ようやく企画が動き出した感がある。

当初のプレイン・ストーミングでは、「総合学習・奈良」を実践するにあたっての基本的な考え方

に関わる部分から、さまざまな意見や疑問が述べられた。整理されたものではないが、大切な視点を

含んでいるので、以下これを列挙する。

・今年度からは「奈良学」ではない。

・本校のカリキュラムにおける「総合学習・奈良」の位置づけを明確にする必要がある。

.「情報」「環境学」「世界学」との関係を明確にする必要がある。

.「ゆとり」の中でのきっかけ作りがそもそものスタートになればよい。

.「総合的な学習」の小学校における経験のちがい。どのような生徒に焦点を合わせるのか。

・たくさんの「ピクチャー」を取り込ませることが大切である。

.「ゆとり」を奪うものであってはならない。

・他者との関係を育むものであるべきである。

・プレゼンテーションの技法について、講義やアドバイスをしたほうがよいのかどうか。

・１期は「総合学習入門」とし、できるだけ生徒の自由な発想や活動を保証したい。

そして、大まかな目標として以下のことを確認し、提示することにした。

。学び方を学ぶきっかけとする

・興味・関心の生かし方

・コミュニケーション能

.＜見る・観る＞フィー

を探る

力を養成する（発

ルドワークで奈良

受０
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担当者は会議を何回か持ち、これらの目標を達成させることが可能な活動はいかなるものか、案を

持ち寄って意見を交換しながら、とりあえず１期の計画を立てた。なお、２期～４期までの連携といっ

た視点について、この時点では考える余裕を持てていない。話し合いの結果、生徒個人の発想を大切

にするため、統一フォーマットとしては1枚の写真を自由に撮らせるところからスタートしよう、と

いうことがまず合意され、これを出発点として、次に示す大まかな流れが決定された。

・生徒は夏休み中に各自好きなテーマを選び、それについて資料を収集したり、調査したりする。

.「総合学習・奈良」の時間に、その結果を発表する。

その後、テーマの選び方に関する約束事や、発表方法の詳細について協議を重ね、以下のような実

践となった。時間を追って生徒の活釛を説明する。

１夏休みの宿題

７／1５（月）に学年オリエンテーションを持ち、以下の課題を提示した。

1．まず、カメラを持って家を出てください。

2．家を出てどこに行ってもいいですが、家から100ｍより遠くなってはいけません。

3．自分の関心にしたがって、写真を撮ってください。何を撮ってもかまいません。

４．できあがった写真を四つ切りの画用紙に貼ってください。

5．画用紙の残りについては、

・その写真を紹介するところから始めてください。

・いつどこで撮ったのか？何が写っているのか？どうしてそれを被写体に選んだのか？

.しかし、紹介で終わってはだめです。写真は「スタート」にしか過ぎないのです。

.そこで、その写真から始めて、あなた自身が調べたり分析したり人に話を聞いたりしてくださ

い。そして、わかったことを残りの部分に書き込んでください。

.必ず最後には「･…..ということがわかった」と、あなたが調べてわかったこと、感じたことを

書いてください。

９月には、この画用紙を友だちに見せながら発表します。また、その後で掲示もします。

そのことを考えて、人が一月見てわかるようにポスターのつもりで、効果的に書いてください。

ただし、

写真を貼っただけ、というのはダメ

資料をコピーしたものをそのまま貼ったりしないこと

画用紙の色は問いません

必ず自分の考察を入れてください

そのほかのことについては、あなたなりの工夫をどんどんしてください。

同時に、生徒には次のことを確認した。

・総合学習とは、教科の枠を超えて、自分自身の興味や関心に基づき、何らかのテーマを選んで、

それについて調べたり、実際に現地に行って見学したり、発表したり、議論したりしながら、学

び方を学んだり、友だちとの協力のしかたやコミュニケーション能力を向上させたりしていこう

－５－ 



という時間です。

。「奈良」といっても、昔の「奈良｣、今の「奈良｣、未来の「奈良｣、「奈良市」や「奈良県｣、あ

なたにとっての「奈良｣、お父さんやお母さんにとっての「奈良｣、おじいさんやおばあさんにとっ

ての「奈良｣、友だちにとっての「奈良｣、住んでいる場所としての「奈良｣、学校がある場所と

しての「奈良｣、……いろんな「奈良」があるので、今の段階では自分にとっての「奈良」を大

切にして、ここでは固定的に考えないでおきましょう。

･総合学習では、何かを教えてもらうのではなく、あなたたち自身が調べたり発表したりするので

す。先生はそのお手伝いをするだけです。君たちが主体となって動かないと成功しません。

２９月の期間日程

学年120橘金員をランダムに24名ずつに分けて、５クラスに編成しなおし、これを９／４の活動単

位とした。さらにこの５クラスから各１名ずつ乱数抽出、１名×５＝５名で練習班を作り、これを

９／３の活動１１１位とした。なお、これらの編成作業は夏休み最終週に、担当者ですませておいた。

９／２（１１）生徒各自が発表のタイトルを担任に申告した。持ってきた作品の確認。

なお、この日は始業集会の日であり、授業は行っていない。

また放課後教育実習生に対して、この週についてのオリエンテーションを行った。

９／３（火）オーラル・プレゼンテーションの準備

５名班で翌日に向けての発表の予行（１人発表10分．助言６分．シート記入４分とした)。

各班の司会者は教育実習生、それぞれの発表について生徒同士でアドバイス。

９／`Ｉ（水）「目１１１研究」オーラル・プレゼンテーション本番

各クラス内で24名を、８人ずつの３班に分け、班内で一人ずつ順に発表会。

ｒｒＩ会者は班の中から１名ずつを選出、発表・質疑応答・怠見交換の順に進める。

９／５（木）ポスターセッション

生徒たちが、それぞれ聞いた発表や自分の発表などについて、情報交換をしながら、

全日一堂に会してテーマのカテゴライズを行う。そして新体育館の壁面などを利用し、

そのカテゴリーごとにすべての作品を集めて掲示する。グループのタイトルも自分たち

でつけさせ、用紙に記入して掲示に加える。全員のポスターをじっくり観たあと、それ

ぞれが独自の観点で「○○賞」を投票する。

９／６（金）奈良公園自然観察オリエンテーリング

９／９（)]）投票数の多かった、もしくは観覧された先生方の評lilliを得た作品を抽出し、教室前に

掲示。

汗冠田■■甸引ヨロ

.･･･晤・笛＝ゴー－－

－６－ 



1年１期「総合学習・奈良」日程表

－７－ 

月日 時１１１１ 活動 活動場所 活動単位 使用シート

9／２（月）

1000～ タイトル報告

ＨＲ教室 学級

シート染配布

シート①

タイトル報告用紙

9／３（火）

835～845 

845～905 

915～1110 

1120～1200 

1200～ 

朝の会

ガイダンス

発表練習

アドバイス川シート読み合い

まとめ、発斐改善シートの記入

終わりの会

ＨＲ教室

ＨＲ教室

1Ａ、１Ｂ･lＣ

2Ａ、２Ｂ

ｌＡｏ１Ｂ、１Ｃ

2Ａ、２Ｂ

ＨＲ教室

学級

学級

練習IMI

(Ａ～E） 

練習班

(Ａ～E） 

学級

シート②

発表アドバイス用シート

シート③

発表改善シート

9／４（水）

835～845 

845～900 

900～1115 

1210～ 

朝の会

打ち合わせ

自己紹介

発表

まとめ・発我改善シートⅡの記入

終わりの会

ＨＲ教室

1Ａ、１Ｂ、１Ｃ

2Ａ．２Ｂ 

1Ａ･ｌＢ、１Ｃ

2Ａ．２Ｂ 

ＨＲ教室

学級

発表班

(a～e） 

発表班

(a～e） 

学級

シート④

発表をlⅢ<シート

シート⑤

発表改善シートⅡ

9／５（木）

835～845 

845～900 

900～930 

940～1025 

1025～1100 

１１００～1120 

1120～ 

朝の会

ガイダンス

発表報告・IiIl報交換

カテゴリーづくり

カテゴリー名の張り出し用紙作成

掲示作品の;15価

まとめ

IIR教室

ＨＲ教室

R教室

新体育館

HR教室

学級

学級

学級

学年

学年

グループ

学年

グループ

学級

シート⑥

W{報交換シート

シート⑦

掲示物閲覧シート

シート⑧感想用紙

９／６（金）

835～8`1５ 

845～915 

915～ 

期の会

ガイダンス

奈良公園自然観察

R教室

多目的
ホール

飛火野

学級

学年

観察班



３配布シート類

日程表に載っているとおり、９／５まで用いる書き込み用のシート（Ａ４版に統一）を、簡易ファ

イルとともに初日に配布した。

シート②発表アドバイス用シート…５名の練習班において、自分以外の４名の発表に対する意見

やアドバイス、気が付いたことをメモする用紙。

シート③発表改善シート…「－友だちの意見を聞こう．工夫しよう－」と題し、

（ア）あなたの発表内容について、友だちからどんな意見が出ましたか？

（イ）練習で気を付けたところ／２回目の練習で改善できたところ／失敗したところ

（ウ）明日の本番に向けて、最終チェックポイントは？

のそれぞれの項目について、振り返らせる用紙。

シート④発表を聞くシート…８名班での「自由研究発表会」本番で用いたもの。自分以外の７名

の発表を、４つの評価ポイントについて５段階で相互評価させた。また、それぞれの発表について

｢良かったところ.分かりにくかったところ」も文章でメモさせている（下記資料参照)。そして、８

名の発表の中から、研究内容がよかったもの（｢すばらしい研究で賞｣)、オーラル・プレゼンテーショ

ンが優秀だったもの（｢ニュースキャスターになれるで賞｣）をそれぞれ１つずつ、合議で選考させた。

シート⑤発表改善シートⅡ…「－発表を聞いてもらおう．発表を聞こう－」と題し、

１．本番において、あなたの発表にどんな意見が出ましたか？

２．昨日のアドバイスや練習・工夫を生かせましたか？

３．今日の自由研究発表会についての感想を苫きましょう

のそれぞれの項目について、振り返らせる用紙。

シート⑥情報交換シート…発表会で見てきた、聞いてきた悩報を自由に交換するためのメモ用紙。

シート⑦掲示物閲覧シート…学年全体で、自分たちの作品をカテゴライズし、グループに分かれ

る。自分が所属することになった新グループのカテゴリータイトル、メンバーの氏名とそれぞれの作

品名を記入するための用紙。

シート⑧感想〃]紙…次ページに示すような柵成で振り返りをさせた。さらに、「１期の作業で、

あなたが最も楽しかったのはどの場面でしょう」「１期の作業について、感想を書きましょう」の２

項目について自由に香かせた。

シート④。月４曰〈刀こ）完安を兜〈シート

友遠の発表を田こう－『研究内容｣と｢発表方$浅｣－

（1年Ｃ■Ｎｂ、区入宕氏名
一・B-Cc-DD-op-D･￣｡｡￣Ｃ－－ｏＱ－ＣＱ－ＤＤ－｡.￣｡･-..-,口一･･一･･一･.－．，－０．－ｏＣ－ｏＣ－･o-oQ-oo-ヘ

ノ.．【BP債ポイント１
１＊癖究内刀：厄７５雨扁〒百頁刃…さまざまな力按を皿使して便宜しているか

Ｅ壱万壱万因…兄坤《ﾕﾆｰｸであり､、がよく掠られて､､るか！

ｉ車発皮雍：画面55豆芝万ｦ戸巨両刃
・・・完氏の内Ⅳｔ■餌にまとめ．■旧任を鋺呆的に使えているかｌ

臣百万万京可＝下司

・・・皆に分かるようにはっきりした戸で鉛皮でＱているか
、
■･-■.-.■－■.－.｡-..－｡.－.ｏ－ｃＦ－Ｐご一ＦＰ－..-gU-0P-D.＿PP-P▽-..-.ローＯＢ－．０－U､-s.‐..－.Q-eF

' 

－８－ 

発表ざタイトル
八ｆ迦

とて§■月ｑ丹、■い,L唾eat翠
｡ 

目の付け所･■ペカマー￣岸一Ｆ
まとめと考察一一一一一一

作品のまとめ方・使い方

：： D 

p O 

-￣￣－－￣ 
：＄゛８０

８ □ C Q 

発表の分かりや同｢さ．－－ヨーー
、.？｡：

●DID､勺上ところ。｣0かり便<４－ととﾆら

･すずjLOO9q上．
。（ラヴし８写のiil[入ｆ【I１ｗＯ

･lDjo八9((ｋｚＡＷｂｂｔ．
.⑪.γ（ｽｩﾌﾟしう紙ａ上』い：

’ヴリソＷ〈CIB上鳥う゜
．T問I:IIwNcq將尅誌Ⅱ．,仁．



シート③Ｓ月Ｓ曰＜引く＞

総合学習「奈良」Ｉ期まとめ

（1年組Ｎｏ．氏名

シート③感想シート Ｓ」弓Ｓ曰（剥く＞

(1年組Ｎｏ．氏名

感想シート

） 

） 

1．瓦休みの自由研究についてふりかえりましょう

プロ鰄坤座功日通wlLｴ夫６７ﾋｴj（
気一一一一一目の付け所

研究や閥査の方法

考察の内容

全体として －－－－－－ 

・心に観ることを書きましょう

贈り舞調ｈｗｊ:'毛ｗ)ｒｗｂ靹八剛ｨ鰍上
宝⑨譲鑪`vwi駅:ｗ``wrA'ｗ塊

角ｶﾋﾞ輔lLrI'ｲｳﾞｷHf（いＭｗＡｔ(『駅rt､ｱﾆ'ｬ騒ぃ1．
池眺ｒした瑠町・ＦｊＭＤＴＭＩⅢ'bLv【｣も論ぺりｘﾆｾｸﾞ､mIlur
u､,ｋＴｌｙ。

〔･
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４参考資料

資料１：「自由研究」タイトル一覧

の町の1１

,】銘ＦＤ］pIT＜囮ＣＤ小

７，石、｡（の

禿ぎげ、ｆｊ「て、］ＩＰｌＰ冊要

,〕態+･亀

1０－ 

お米 稲蔵寺について 矢mllI商店街 大宮幼稚園今昔

雲と青空 大和川 へび道 ぶどう

富雄川 レンガ橘について 卿境問題 ぜいたく豆

同志社大学京、辺佼 ＩＫＯＭＡ絵図 資iMi回収とゴミについて 六条山遺跡

我が家から雌も近い神社 高市早iYiの家 石-k神宮 Canon 

大仏鉄道 辰市制|'社 風jjR 38連隊

帯解寺 文化パルク城1場について ポスト タヌキについて

セミの研究 玉鰯の地、京田辺市 巡物…中部住民センター 川について

私の町の配水池
ならやま大通りと学研未来

都市

奈良市制100周年記念のサ

クラ並木

勉強＝学校や塾での勉強十

体験学習

生まれかわる土地 片岡台[ｉｎ地 大ﾎﾟﾛⅡ[（寺川） 一体さん

春日大tl： 二上111と三つの石 私の家の近くの古iＨ 謎の仏像

公園 石のカラト古墳 ザ☆天理教奈良教務支庁 生駒の水について

大布|'神社 近鉄学Ni前駅の変遷 地面のひび 家の近くの銑iii

慈光院 大文字送り火 １２寺のIE体 公園の隅の銀杏の木

歴史の道 環境iW美工場 マンホール 自衛隊官舎

佐保Ⅱ|について 奈良附子 草原に染う emoshairimpressiom 

神社 田んぼ 木jill川について 一方通行

昔と今 薬師寺 ＪＲ京終駅の周辺 僕の蒙から見える風環

お寺 麟原京と藤原宮 ブロンズ（少年と犬） 近くのさくについて

身近な環境について考えよ

う！

家の近くの「秋篠川」につ

いて

ＪＲ奈良駅付近i血統立体交

差11F業

天神社にまつられる物につ

いて

我が卒業技 大J1:手用水 1:l鰹 ただの木

若葉合一号公iilil 奈良TlT立大富小学校 搬条のお大師さん オシロイバナ

近鉄について 木について 家の近所にある寺 みんなの玄関、ＪＲ奈良駅

公園とiiIi☆ 何か分からんもの 場工 なら燈火会

総合学習「奈良」 城 コウモリについて 平群の小菊

青山澗水閲 志賀直哉1日届 犬（柴犬）の社会など 家の近く「あしたのために」

片岡台団地「ＪＲ松井山手」

付近の環境の変化

国立図会図１１F館関西館につ

いて

111がくずされ宅地に変わる

時！

タヌキの生息を通じて身近

な自然環境を考える

樋!'U古iｎ 佐保寺 l歴史 猿沢池の七不思鍍



～ 

資料２：観点別評価基準

夏休みの終わりに担当者が協議して作ったもの。ただし、必ずしも実際の厳密な迎用を前提にして

いたわけではない。

１．視覚面（画用紙）

（ア）一目で調べた内容がよくわかる（レイアウト面・文章表現）

①調べたことが簡潔にまとめられている

②写真と文字のバランスが適切である

③文字が丁寧に醤かれている

④写真以外にも、絵や図が効果的に利用されている

（イ）色を効果的に使い分けたり、工夫したりしている（それ以外の工夫）

①色を使いすぎたりせず、効果的に利用している

②文字のスタイルなどを効果的に利用している

2．聴覚面（口頭発表）

（ア）簡潔にまとめて発表することができた（口頭発表の内容的な側面）

①まず、メイン・アイデアを簡潔に述べることができた

②論理的に述べることができた

③質疑応答で、質問に適切にうまく答えることができた

（イ）皆にわかるようにはっきりした声で発表できた（口頭発表の音声的な側面）

①メモを滴育見ながら発表することができた

②原稿の棒読みではなく、聞いている人がわかりやすいように話すことができた

③はっきり、ゆっくり話すことができた

④声のトーンなどを利用して、大事なところをハイライトすることができた

（ウ）アイコンタクトができた（口頭発表の身体的面）

①聞いている人の様子をいつも把握できていた

②顔などの表情をうまく利用した

③笑顔を絶やさなかった

（エ）発表者が発表しやすいような場を提供できた（口頭発表の協働面）

①発表者の話を邪魔せず聞くことができた

②発表者の話に対してうなずくことができた．

③発表者の発表内容に集中できた

3．研究

（ア）さまざまな方法を駆使して調査ができた（研究のプロセス・資料活用）

①文字資料をうまく活用した

②音声資料をうまく活用した

③ｌＴをうまく活用した

（イ）考察がよく練られていた（論理的思考）

①発想がユニークである

②論理的に構成されている

③自分で考察できたことがよくわかる

－１１－ 



観点別評価の用い方（例）

。ｐＨ発表痕UfTC

資料３

９／５ 

ル◎

カテゴリー一覧

（木）に生徒たちが、自分たちの全ての作品をグループ分けしたときの、カテゴリータイト

公共

日本の心

ＴｈｅParks 

米とその仲間たち

道路

時代を感じる系

自然について－動物と植物

高畑町の歴史

家の周辺の建物

Flowerｓ 

身近な動物

寺を調べて100メートル

まなぶ

水の旅

鉄道について

関西文化学術研究都市

川、池

宅地造成

資料４：世一覧

全員のポスターを観たあと、各自が投票した「○○賞｣。観点や相互評価方法の参考にもなる。

年間最優秀

目の付け所がシャープで

カメラマンで

画用紙グランプリ

きれいで

一番目立ったで

よくわかりやすいで

パーフェクト

分かりやすく説明してあったで

じゃりんこチエで

上手にまとめられていたで

タヌキ大

全てがすごいで

視野が広いで

工夫してかわいいで

目をつけたマンホールが意外で

よくかいたで

とても調べていたで

すばらしいで審査員特別

うけたで 努力

絵が上手で完蕊で工夫

よくわかるでかわいいで

きれいにまとめられているで柵成がいいで

くわしく調べたでまとめ方がいいで

地球に優しいで感動したで

とてもいいでノーベル平和

よく調べたで 神話

いろいろな面から考えていたで葡萄で

考えをうまくまとめていたで美しいで

－度食べてみたいでよくがんばったで

謎の鉄道優秀

なんとなくいいでよいで

うらやましいうえに、ひきつけられちゃうで

すごかったで 歴史

かわいくてキュートで楽しくまとめているで

かなりわかりやすくまとまっているで

－１２－ 

目標 槻

９／３（火） 口頭発表技術の向上 2．聴覚面…(ア)(イ）(ウ）

9／４（水） 口頭発表技術における自己評価 2．聴覚面…(ア)(イ）(ウ)(エ）

3．研究…(ア)(イ）

9／５（木） カテゴライズと研究内容における相互評ＩＭｉ 1．視覚面…(ア)(イ)、３．研究…(ア)(イ）



５．実践の評価

夏休みの宿題については、教師の予想以上に生徒たちのがんばりがみられた。しかし、口頭発表を

補助するための画用紙なのか、ポスターセッションでも映えるものを作ってこなければならないのか、

その点が暖昧なままであったため、「画用紙に細かく情報を書き込み、それを読み上げる」だけの発

表が散見された。調べた内容のうちの何割程度を画用紙上に載せる、というような大まかな目安でも

示せばかなり結果は異なったかもしれないが、今回は発表の完成度を要求していないため、あえてい

ろいろな制限やヒントをこちらからは示していない。失敗から学んでほしい。

予想された部分もあるが、口頭発表の形式に関しては問題点がかなり指摘された。まず、練習にせ

よ本番にせよ、１つの教室内で複数班が同時に発表を行うことに関して難点がある。隣の班の発表者

の声が気になったり、逆に自分の発表のときにも気を遣ったり、ということで、どうしても集中でき

る環境とはいえない。５名班での練習は胸襟を開いて建設的に、８名班での発表は少しフォーマルに

完成度を上げて、という当初の区別化もぼやけてしまった。また、一人10分という発表時間は１年生

にとってやはり長すぎ、練習期間にどうアドバイスしても、制限時間よりかなり早く発表が終わって

しまった。

今年度の１期の大きな特色は、教育実習生を実践に取り込み活用したことである。口頭発表の準備

（９／３）では、彼女たちに各班の司会をしてもらった。また、９／４の発表会本番でも各班に割り

当てて、記録を取ってもらうことにした。この日は生徒が司会をすることになっていたが、うまくい

かないところなどは、教育実習生がかなり援助をしていたようだ。各発表の後の質疑応答もなかなか

成立しにくい。彼女らに支援してもらったことで、かなり議事進行が助けられたといえる。今回の実

践方法に関しては枠組み自体が、教育実習生たちのサポートなしには考えられないものであった。

また、授業や生徒の活動をただ見ているだけ、というのではなく、直接生徒と関わる機会に恵まれ、

実習生自身にとっても、この期間の授業への参加はよき経験だったと考えられる。９／４の放課後に

は、学年担当の教育実習生全員を集め、自分たちの今回の体験をもとにしたディスカッションも行っ

た。その際に出た意見をいくつか挙げる。

○なかなか生徒たちからは質問があがりにくいという印象がある。司会の生徒にもよるかなあと思

うけれど、質問を引き出すのは難しい。良さがほめられず、流してしまうようなかたちになって

しまった。発表会後に、生徒に普通の授業とどちらがおもしろいか、と聞いたら、こちらの方が

おもしろいと答えた。

○昨日の班には、たまたま同じ部活の子がいたが、今日の班は顔見知りでなく、質問が出にくかっ

た。型通りフォーマルになってしまうと、よけいに出ない。きちきちと進めるのもよくないのか

なあと思った。司会は生徒にさせるのではなく、また、教卓のところで発表するのもよいのでは

ないか。

○研究はうまくまとめられていた。しかし、発表はうまくいかない。発表の練習をもつとするとよ

いのでは？

○すべてのテーマに関心を持ってＩＥＩ間をすることは、大学生でも難しい。中学１年生が、それぞれ

興味を持ったことを調べて発表しあうというのは、レベルが高い。５名のときでも、生徒から意

見が出なかった。昨日はしゃべりすぎたかなあ、と思ったけれど、今日は逆に生徒が脱線した。

○一人ひとり自分たちがやりたいことをやってきた。興味を持ってこれにしようと決めたことがす

ごくよくわかる。レイアウトも人によってばらばら。発表に供Iして昨日は質問が出ていた。書か

－１３－ 



せてからだったら、質問は出る。見てもらうレポートなのか、発表するレポートなのか、掲示す

るのか、目的をはっきりさせた方がよかったと思う。

いずれにせよ、もしこの形式にしたがって今後もさまざまな場面で生徒個人の発表会を持つのであ

れば、班員の人数・班の個数・部屋数.指導者数の適切な配分が、もっとも成否に直接影響する根幹

の条件設定であることにちがいない。

また、教育実習生らには「自由研究発表質疑応答記録（書記用シート)」および「総合学習に参

加して（自由作文)」の２つを提出してもらった。「書記用シート」には、各班内で各発表内容・発表

方法についてそれぞれどんな意見が出たか、質疑応答がどのような発展をしたか、といったことの記

録を残させ、自由作文の用紙には、着眼点として生徒の動き・生徒の発言・総合学習の改善点といっ

たことを示し、率直な感想を引き出せるようにした。これらは、実習生自身の評価に役立ったのみな

らず、各グループでの生徒の様子や、今回の企画全般に対するいろいろな観点を知るための、貴重な

資料ともなった。

生徒たちや実習生の感想から評価されるに、もっとも￣楽しかつ」たり、「興味深かつ」たりした

のは、最終日９／５のポスターセッションであったようである。カテゴライズの協同作業・作品の相

互評価が班単位ではなく学年全員で行われたことは、今期総合学習の圧巻であったといえる。

Ⅳ生徒評価の方法
１今年度の統一方針

文部科学省の示す「中学校生徒指導要録に記iNiする事項等」において、「総合的な学習の時間の記

録」については、次のようなコメントがある。

「総合的な学習の時間については、この時間に行った学習活動および指導の目標や内容に基づいて

定めた評価の観点を記載した上で、それらの観点のうち、生徒の学習状況に顕著な事項がある場合な

どにその特徴を記入するなど、生徒にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。

評価の観点については、学習指導要領に示された総合的な学習の時間の二つのねらい（Ｉ章に前掲）

などを踏まえ、各学校において具体的に定めた目標、内容に基づいて定める｡」

また、要録のモデルとしては、以下のような簡単なものが示されている（当然、書き込む欄はもっ

と広い)。

これらの記述、およびⅡ章に示した「各期で亜視する４つの力」を照らし合わせ、「総合学習・奈

良」の評価について、絆余曲折の結果、本年度は次のような会鍍決定がなされた。

「１年・２年の評価方針を以下のようにし、具体的な評価活動は学年に任せる｡」

（１）次の５つの評価の観点を設定し、観点ごとに評価する（総合評価はしない）→（４）表参照

（２）評価はＡＢＣＤの４段階で行う

Ａ：たいへんよくできたＢ：よくできた

1４ 

学年 学習活動 観点 評価

１ 

２ 

３ 



～ 

Ｃ：もう少し努力が必要であった、：もっと努力が必要であった

（３）「自己評価」＋「相互評価」を中心として、教師が評価する

（４）通知表とは別に、下のような表を印刷して生徒に手渡す

：■■■■ 
回■■

（５）指導要録には、（４）の観点別評価とともに、学習活動を記入する

以上の５項目であるが、ただし確認事項として、

（６）決定した評価方法は、研究開発との絡みにおいても適切であるかどうかを研究し、改善を図っ

・ていく。

（７）実際の生徒への評価を重視し、指導要録への記iiiはできるだけ簡潔にする。

の２点が付記されている。

２１年における運用の実際

上褐統一方針の、５観点の評価結果から、総合評価を導き出すことには確かに不合理な点も感じら

れたので、これを行わないことについては、よかったのではないか。ただし、（３）の「自己評価」

＋「相互評価」を中心として、教師が評価する、という作業は、１期については無理であった。プロ

ジェクトの進め方からいって、９／３（練習）・９／４（本番）のメンバーが異なるので、上達の具

合・取り組みの熱心さの変容・発言の進歩といった成長の過程を「相互」にも「教師側」からも確認

することができず、公平な判断としては「自己評価」のみに頼らざるをえなかったからである。今回

の「総合学習入門」では、「できばえ」や「完成度」を求めていたわけではなく、動的なプロセスを

特に評価すべきであると、担当者は考えていた。その視点で「振り返り」をすることが可能であった

のは、プログラム上「本人」に限られてしまったというわけである。そこで今回は「自己評価」のみ

をもとに４段階評価を算出し、そのままフィードバックした。ただし、「相互評価」や「教師の評価」

がまったく行われなかったわけではなく、それらは前章に示したごとく、豊富なシート上にポートフォ

リオの形で残されている。

次に、１年生にとって「自己評価」の考え方自体に、発達段階上の認識困難がありうる、という問

題があった。その点に関しては、機会を捕らえて徐々にその意味を考えさせていく以外にないのであ

ろうが、４段階→点数化という、デジタル式評価基準（文科省の指針と反する）が、特に「低学年生

の自己評価」の形式として耐えうるのか、方法の妥当性に関する議論はまだまだする必要が感じられ

－１５－ 

観 占 1期 2期 3期 4期

しっかりく見・観＞たりく間・聴＞いたりすることができた Ａ 

<見・観＞たりく間・聴＞いたりしたことについて考えることができた Ａ 

<見・観＞たりく間・聴＞いたりしたことについて調べることができた Ｂ 

調べたことを発表して表現・伝達することができた Ｂ 

仲間と協勧することができた Ｃ 

学習活動

1年１期 奈良町の歴史と現在のようすを調べた……

1年Ⅱ期

2年１期

2年Ⅱ期



た。４段階評価の考え方は、実は4年の総合教科「世界学」で研究中のスタイルに由来している。と

ころが、Ⅱ章の１でも述べたとおり、「総合教科」と「課題総合学習」の間には、依って立つ「教科

性」や「領域設定」の異なり、および生徒自身の評価能力の格差が顕在している。数値化しなければ

評価にならない、というわけではないので、今回のポートフォリオに残された友だちの意見・自らの

反省・指導者のコメント文といった、さまざまな立場に基づく、学習状況への働きかけの総体をその

まま「今期の評価」と捉えたほうが、特に低学年の「総合学習」にはそぐうように思われる。

また、ポスター製作が夏休み中の個人作業になったことからも、「＜見・観＞たりく間・聴＞いた

りしたことについて考えること」と「＜見・観＞たりく間・聴＞いたりしたことについて調べること」

の峻別が難しくなり、同じ評価を併記せざるをえない結果になってしまった。さらに教務部統一資料

の様式では、１年生に示すものとしては、表現が一般的で具体性を欠くことへの配慮から、彼らに分

かりやすくするため、上記5観点に対して注釈をつけることも承認してもらった。

日分の家の周辺を観對

なお、参考のため、４段階評価の算出方法を説明しておく。

シート⑧の１．「夏休みの自由研究について振り返りましょう」→20点満点→観点１に対応

シート⑧の２．「画用紙の構成について振り返りましょう」→20点満点→観点２，３に対応

シート⑧の４．「本番の自由研究発表について振り返りましょう」→15点満点→観点４に対応

シート⑧の５．「新グループ結成について振り返りましょう」→20点満点→観点５に対応

20点満点の評価……20～16をＡ、１５～12をＢ、１１～８をＣ、７～４をＤとした。

15点満点の評価……15～12をＡ、１１～９をＢ、８～６をＣ、５～３をＤとした。

以上、１年１期の実践においては、自己評価（シート⑧）をもとにした上記の４段階評価と、ポー

トフォリオ全体に対する指導者のコメント文の２つが、教師側から生徒個人にフィードバックされた

ものである。なお、ファイルを返却したときのＬＨＲにおいて、簡単な振り返りの時間をとった。自

己評価については、彼らにとってあまり経験がないため、特にその意義をていねいに説明し、各自が

今後の機会にこの評価法を生かせるよう考えさせた。

「総合学習・奈良」においては、教育目標が「到達目標」（知識・理解・技能）よりは「方向目標」

(興味・関心・意欲・態度）に加重される関係から、従来の評価方法が難しいことがよくわかったｃ

しかし、自己評価を導入することによって、今後生徒たちの「自分を見つめる習慣」「学習過程の診

断力」「自己の成長への気づき」などが促進され、将来的には「自ら目標を設定し、それへの到達度

を自分で評価する」ことができれば理想的であろう。そのために、観点の設定が基準として必要であ

ることは確かであるが、その観点自体も自分たちで考えさせるのか、こちらから示していくのがよい

のか、また、果たして評価の判断は数値的なものでなければならないのか、種々の点に関してまだ実

践による試行錯誤の段階である。

1６－ 

観点（注釈）

自分の家の周辺を観察した

観察し、調べたことを作品としてまとめた

観察し、調べたことを'’１ 品としてまとめた

自由研究発表会で、調べたことを発表した

新グループ結成では、友だちと協力して活効した



Ｖ奈良公園自然観察オリエンテーリング

奈良公園は、奈良在住の生徒にとっては何度も訪れたことのある場所であろう。しかし、見る目的

(観点）によって奈良公園はさまざまな様相を持っている。特に奈良公園の自然は、生息する鹿の影

響を多くうけており、その植生を観察することは非常に興味深い。そこで本校の理科では、奈良公園

の自然観察を毎年１年の学習課題として取り入れてきた。今年度は「総合学習・奈良」の１枠を使っ

て実施したが、実質が総合学習ではないため、この観察の評価は理科の授業に反映させた。

１観察内容

観察コースは、「飛火野」→「ささやきの小径」→「この鳥居」→「飛火野」とし、このコースに

以下のような観察ポイントを没けた。

①シダ植物とコケ植物の観察

奈良公園に多く見られる植物としてあげられるものに、「シダ植物」と「コケ植物」がある。こ

れらは、1年理科２分野では「種を付けない植物」の分類に入り、指導要領からはずされている。

しかし、身のまわりに多く存在していて、ノ'三徒たちも見たことのある植物であるため、簡単なレク

チャーを当日行った後、実際にシダ植物とコケ植物の観察をさせた。

②ナギの観察

ナギは鹿が食べない植物であり、奈良公園ではナギの純林が有名で、針葉樹（裸子植物）として

は葉形が変わっていることを説明した後、近くに生えているイチイガシと比較観察させた。

③森林と糞虫の観察

林の中と外の違いを「光の強さ」「気温」「風の強さ」「地表面のようす」の４つを調べることに

より見つけさせた。また地表面の観察では挺虫探しを行い、虫の森林内での働き（役割）について

考えさせた。

⑤川の動物の観察

川の健康診断と称し、川の'|｣に生息する動物を探させて、その動物がどのような場所に楼んでい

るのか、資料をもとに調べさせ、奈良公園内の小川の水質（水のきれい度）を調査させた。

２実施方法

写真を用いた観察ポイントの説明を学年全体で受けたうえで、奈良公園へ移動した。

理科の通常授業は4０（41）人学級を1０（11）班にわけ、男子２人女子２人の実験観察班をつくって

行っている。奈良公園の自然観察もこの班をt１１位とし、１学年（121人）を２グループ（60人［15班］

と61人［16班]）にわけて、観察ポイントをまわらせた。

各班には観察セットとして、使い総てルーペ（２）、ピンセット（２）、管ピン（１）を用意し、そ

れぞれの観察ポイントで教師が説明をしてから、班ごとに目['1にそのポイントを観察させた。観察さ

せるに当たり、あらかじめ生徒には観察ポイントとその説明がilil（せてあるワークシートを配布してお

き、書き込ませる形式をとった。

1７－ 



Ⅵ感想と今後の課題
１１期が終わった段階での担当者アンケートから（２年の担当者を含む）

（１）事前準備について

・内容および評価についてもっと詰めておいたほうがよかった。

・２１０１以降との連続性まで見通して計画できていない。

.又休み明けということもあり、もう少し助走が必要。

・学校での謀らしそのものが「久しぶり」なのに、グループワークなどは少ししんどい゜

・時間不足。一泊行事・ＰＴＡ・試験などで、打ち合わせを持つ時間がない。

・生徒にとっては、初めてのことであったし、集中的に行ったことで慌しかったのではないか。

（２）実施内容（実施時期等も含めて）について

.担任としては、いろいろな生徒と話をする機会があり、思わぬ副産物であった。

・１２１]との間隔・学園祭・教科学習の滑り出しということを考えると、７月末のほうがよい。

・アカデミック・ガイダンスなども含め、ほぼ全日の出動態勢では、何かあったときのことを考え

ると危険。

.いきなり通常授業が始まるよりは、生徒にとってよいのかもしれない。

・１１$期はたいへんしんどいが、対案はない。

・夏休み明けは忙しかった。

（３）生徒の動きや反応について

・夏休みに生徒がよくがんばった。

・友だちへのコメントは難しい。漠然と褒めることはできるが、批評は難しい。

・IIlIilU紙はいいかげんでもグループ作りは一生懸命とか、その反対とか、いろんな面が見られた。

・コメントやグループ作りで、男女の壁を越えるのがしんどかつた。

・教科の授業で力を出せない生徒でも、コミュニケーションを図ってがんばっていた。

・夏休みの宿題の出米は予想以上だが、それで「よくやった」と総括しては生徒に頼りすぎ。そこ

からが大切だと思う。

（４）教師の体制や当日の動きについて

・教育実習生にはよい機会であったし、こちらも助かった。

.「導入」として１期を位置づけるならよかったが、プレゼンテーションのしかた・調査の方法を

手ほどきするのなら、人手も時間も不足。

・他学年の先生にももっと広く見てもらう機会が持てたら、よい刺激になり自信もついたであろう

に、残念であった。
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・奈良公園観察が人手不足。理科にとってよい機会なので、位置づけを考え直してもよいのでは。

・アカデミック・ガイダンスと重なることもあり、たいへんな面もあった。

（５）その他

・学年の他の取り組みとの関連を考えると、「特別感」がないようにできたことはよかった。

．「あれはどうなった…」「あれはあそこが怠慢だ！」などと、余桁がないようでは破綻する。

・プレゼンテーション技術を視覚・聴覚偏重で捉えないようにし、ゆっくり考えるプロセスを大事

にしたい。

・各教科の指導（基本練習）があってこその総合学習（試合)、そうでなければ単なる「体験」に

終わる。

２２期または次年度への課題

（１）学年裁量の幅

今年度は実感としていろいろな面で「完全に担当者任せ」であったように思うが、これでよいの

か、もっと全体で合意したものを作ったほうがよいのか。担当者として、精神的にロスや負担感が

大きかった印象も否めないが、一方で「毎年の学年裁晶に任せる部分は最大限大きくあるべきであ

る（その分、学年内のコンセンサス作りが重要)」という考え方もあろう。また、「内容的に目IjJな

取り組み、可能性の模索をするのなら、評価の方法ももっと学年裁雌の幅を大きく採るべきである」

という不満も当然出てくる。学校としての統一（基本的な約束ごと）とのバランスについては、今

後も議論が必要であろう。

（２）担当者会議

今年度１年の「総合学習」担当者は、担任および副担任の５名であったが、日ごろの生徒との関

係からいって、この体制はよかったように思う。実は「学年団５人制」自体が、今年度からの新し

い枠組みであったのだが、年度当初は、学年会議の時間に副担任も人って話し合いが持て、「総合

学習・奈良」の相談が同時に可能になれば、という思惑があった。ところが、実際には校時内に会

議の時間は確保されず、１年生担当特有の、放課後の忙しさなどとも相俟って、密接で継続的な会

合がほとんど待てなかったという反省がある。

「総合学習」担当者は、従来から打ち合わせの時間を持ち時間数に勘定され、校時内にそのコマ

を指定されている。ところが、今年度は「短期集中方式」の初年度ということもあって、時間割組

みの段階で、定期的な会合の必要性を認識してもらえなかった、というのが実情である。年間の実

授業がたったの２週間とはいえ、理念的な部分の方針づくりから始まって、ｉｉｌ画段階におけるさま

ざまな準備、授業展開後は評価と振り返りなどのため、会議時間の確保は、実践のための条件整備

としてやはり非常に重要な点であろう。

（３）生徒評価に関わる問題

「昨年度、大まかな内容を検討した際に、並行して評価についても十分議論すべきであった｡」

という考え方もあるが、「生徒の評価方法をしっかりと確立していくためには、活動内容（細目）

をきっちりと決めたうえでないとできない｡」という意見もある。実際上、形式的な統一フォーマッ

トに、先にあまりこだわってしまった場合、具体的な評lIi方法に|則して、その年度の担当者が進め

る実践内容によっては微妙に無理が生じる部分も出てくることは確かである。

総合学習が動き出す前から、評価方法についてももっと早くから慎重に検討すべきであった、と

いう反省は残る（学校として）ものの、その時間は十分に与えられず、追われるようにして初年度
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の実践をなんとかこなした、というのが正直なところである。今後は次の各点について、考察を深

めなければならない。

・生徒たちにいろいろな評価をさせるための時間が多くなった。ところが、「評価を気にさせすぎ

る」と、学習態度にまで成紬主義的原理を持ち込む「到達度評価」実践への陥奔に陥ることは、

注意すべきである。

・自分たち独自で目標を定めさせ、評価方法も考えさせるのが理想。しかし、総合学習の初期段階

では無理なので、そういった能力をどう育成していくか。自己評価は今回が初めてであるから、

今後につなげる指導が必要である。

、相互評価に関しては、生徒の評価能力はむしろ高いと思われた。その力を、自己評価能力にどう

反映させていけるか。

・生徒への評価の伝え方について、よりよい方法を追求していかなければならない。

・ポートフォリオに生徒がいろいろな場面で残した振り返りの文章、それらに対して指導者が醤い

て返したコメント文。これだけで終わるのではなく、コメントを読んで生徒がどう感じ、どう次

につなげようと思ったかをまた記させる、またそれに対し…といった、「評価のキャッチボール」

が、本質的に生徒の成長につながるやりとりであろう。形成的評価の手だてとして、ポートフォ

リオをさらに活用させたい。

。「総合的な学習の時間」への姿勢の連いや、従来の各教科の評価スタイルの違いから、評価に関

する認識の水準はまだまだ教官内で格差があり、研修が必要と思われる。

（４）短期集中方式

「総合的な学習の時間」における教師の役割は、各生徒の「成長」を支援し、次への飛躍につな

げる評価をしてやることであるが、短期間では「変化」を捉えることがたいへん難しかった。また、

グループを毎日編成しなおしたため、各担当教師がすべての生徒に対して平等に視線を注ぐことは

できなかった。これらのことが、教師側からの評価内容を非常に制限する結果をもたらしたといえ

る。

このため、少しでも「変化」を見るために、教師1111からの評価は「通年」もしくは「４期終了後」

でもよいのではないか、という意見と、各期で出さないと「生徒に意欲を持たせる」ための評価に

はならないのではないか、という考え方とが拮抗した。

また、各期で連続した取り組みをするほうが「変化」は見やすいのであろうが、その間隔が開い

てしまっていることから、緊張感や記憶がむしろ減退する、というロスもあり、方式上の課題は大

きい。

（５）継続性・系統性

本学年では、１１０１～４期を見通した計1miができないまま、１期の見切り発車をした。ただし、こ

れを「総合学習入門」と位置づけ独立させた上で、２期～４期については継続的な取り組みを現在

考えている。来年度以降の１．２年もこれに倣うのか、もっと初めから連続性を追求するのか、そ

こは上記「学年裁鰍の幅」にも関連し、理想的な迎営については学校全体で考えなければなるまい。

また、カリキュラム全体の中での「総合学習・奈良」の位置づけや、「情報入門」「情報と表現」

との連携といった、他教科との有機的なつながりに関しても、教員間の共通認識はまだ十分でなく、

これからの研修材料であると思われる。

（６）理科「観察」行事の組み込み方

前述のように、「秋の行事」の廃止条件として、「奈良公園の自然観察（１年)」と「地質観察
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（２年)」を「総合学習・奈良」に組み入れることとなったわけであるが、観察のフィールドワーク

には、本来理科の教員がスタッフとして豊富に必要である。ところが、９月第１週。１２月第２週は、

他学年もすべて「短期集中授業」であり、教員はみな均等にどこかの学年に出払っている状況であ

る。

今年度は、悪天候条件のほうがむしろ実践のマイナス要因として強かったようには思うが、やは

り引率理科教員の不足には無理があり、昨年度までの「秋の行事」における肌理細かな指導からの

後退は否めない。せっかくの機会を手薄な状態で迎えてしまわぬよう、この日については学校全体

視野で人員配置を考え直すべきである。

Ⅶおわりに

「総合的な学習」においては、「内容知」よりも「方法知」が重視され、あくまで「対応の方法を

学ぶ」ことが主眼である。実践は本来個別的であり、個々の生徒の興味・関心に応じて、自ら学習問

題を設定し、自力でその問題解決をめざす「パーソナル・カリキュラム」と呼ばれる所以である。た

だし学習形態としては、お互いの知恵を出し合い、支え、高めあう「グループ学習」の側面も実践上

たいへん有効であろう。短期間ではあったが、今回私たちが初めて手探りで取り組んだ「低学年の課

題総合学習入門」において、わずかながらでもこういった方向性のきっかけが得られていたらと思う。

ところで、カリキュラムの開発・評価に対しては、周知のごとく次の２つの対照的な接近法がある

とされる。「教育工学的アプローチ」では、一般的目標が分節化・定式化・明確化され、それを達成

するために「プールからサンプルし、計画的に配置」された教材と「既定のコースをたどる」ことが

前提となる教授・学習の過程が立案・実施される。その後、「目標の達成度に関する評価」を、教材

や教授．学習過程にフィードバックさせ、必要に応じて修正・改善を行っていく。これに対して、

｢羅生門的アプローチ」では、一般目標が、それを実現するための教授・学習活動に創造的に関連づ

けられ、その過程はどちらかというと「即興を重視」するものであり、教材に関しても過程の中でそ

の「価値を発見する」ことが重要視される。また、評価に関しては、さまざまな視点から「目標にと

らわれない評価」を重視する（｢現代カリキュラム事典」森田英嗣、'01年)。

どちらかというと「教育工学的アプローチ」が主体となってきた、従来の一般的な「教科」におい

ても、２つのアプローチを意識的に吟味し、「羅生門的」要素も取り入れる工夫をしていく研究が必

要であろう。教科性の優位した３．４年の総合教科「環境学」「世界学」においては、「教育工学的」

側面と「羅生門的」側面が混漏していると思われるが、「総合的な学習」においては、まさに「羅生

門的アプローチ」そのものが「学び方を学ぶ」授業展開方法として要求されているのであり、今後の

授業案作りの際に、常に念頭に置いておかなければならないことといえる。そういった観点で振り返

ると、今回の１年における実践は、確かに「教える内容を決めておいて」展開したわけではなく、

｢ゴールフリー」の学習でもあったといえよう。しかし反面、プログラム自体はむしろ「計画的に配

邇」されていたし、「観点別評価（自己評価であるが)」も統一した。「教育工学」慣れしているわれ

われにとって、「羅生門的」勇気は、予想以上に持ち難かったかもしれない｡２期以降は、生徒裁鑓

の自由度をさらに思い切って拡大し、予定調和的な進行の調整を排除した。この方針による、先が読

めない不安や負担感もあり、まだまだ計画の詳細も練っていかなければならないところであるが、２

期～４期の実践については別途報告の場を設けたいと考えている。
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Ｉはじめに

本校では1991年度より環境学を４年生で実施していたが、1999年度より３年生で行うことになり、

今年度で３年目である。環境学としては13年目を迎える。ここ数年は定番化した形態での取り組みも

多くなっているので、今年度は例年と異なるところやフィールドワークに関わるところに重点をおい

て書くことにする。従って例年どおりのところや資料に関しては過年度の『研究紀要』を参考にして

いただきたい。また、研究開発に関わって「評価」の視点からの検討を試みているが、この点につい

ては、『研究開発報告書』に記している。

Ⅱ2001年度く環境学＞の概要

今年度は最初の動機付けにビデオ鑑武（｢マダガスカル、バオバブの木｣、「聖牛が守る111」※フジ

テレビ系列「宇宙船地球号」より録画）を行い、環境に関するアンケートも行った。これは、小学校

の時にどんな環境教育を受けたか、また、知識としてどの程度知っているかを知るためのものである。

２週目には環境学とはどんな教科であるのかという概要説Iﾘ]のオリエンテーションを実施した。続い

て例年行っている岩井川フィールドワークを行い、初めての調査活動を体験させた。なお、詳細は昨

年度とほぼ同様なので本校紀要第43集Ⅱ（Ｐｌ～２）を参考にしていただきたい。夏休みを有効に利

用させるため、環境学の中核をなす生徒の主体的活動であるフィールドワークを６月以降から始め、

間に担当教員による講義をはさみ、１２月の研究の成果を発表する場である最終発表会までをＦＷ期間

とした。ただし、諸事情があり発表会は１月に延期することとなったが、これについては後述する。

また、夏休み前には見学会、夏休み以降には中間発表会、プレゼンテーション用オリエンテーション

を実施した。１月以降は校内ゴミ調べを実施、これは当該学年だけでなく他学年にも環境問題を意識

させるねらいもあった。それ以外のものとして外部講師による講演会を実施した。年間の予定表は資

料１を参照していただきたい。

Ⅲフィールドワーク（※以下ＦＷと略）

Ａ班分けと課題設定

（１）オリエンテーション

ＦＷの概要（ＦＷの進め方、発表会とレポートについてなど）の説明を行った（※配布資料は本

校紀要第43集ⅡＰ４～６参照)。また、ここ数年はパソコンの活用が盛んになり、殆どの生徒が情

報収集やプレゼンテーション（パワーポイントが主流）などにパソコンを利用する。そのため、パ

ソコンの有効な利用のしかたや、逆に頼りすぎることのないように丁寧に説明した。また、参考の

ため過年度のＦＷの紹介も行った。
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2001年度環境学年間予定表

【
2４ 

回 日付 内容

１ ４月１７日 ビデオ鑑賞／アンケート

２ ４月24日 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ｢環境学｣って？／ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞ「川｣を中心に

３ ５月８日 岩井川フィールドワーク(以下ＦＷと略)オリエンテーション

４ ５月１５日 岩井川ＦＷ※雨天順延だが小雨は決行､5/29の分が入る

５ ５月22日 岩井川まとめ･考察※15日に連動

６ ６月５日 ＦＷオリエンテーション①班分け､係り決め※テーマ決定？

７ ６月１２日 ＦＷオリエンテーション②プロット作成

８ ６月１９日 講義＆ＦＷ班の話し合い→方針が決まった班はＦＷ開始

９ ６月26日 議蕊＆FＷ

1０ ７月３日 講義＆FＷ

1１ ７月１０日 講義＆ＦＷ夏休み活用について

1２ ７月１２日 見学会(琵琶湖博物館の予定）

1３ ９月１１日 FＷ 

1４ ９月25日 FＷ 

1５ １０月１６日 ＦＷ中間発表会

1６ 10月23日 FＷ 

1７ 10月30日 ＦＷプレゼンテーション用オリエンテーション

1８ 11月６日 FＷ 

1９ 11月１３日 FＷ 

2０ 11月20日 FＷ 

２１ １１月27日 FＷ 

2２ 12月１１日 FＷ 

2３ 12月１８日 FＷ 

2４ １月１５日 ＦＷ最終発表会

2５ １月２２日 ＦＷ優秀班発表会

2６ １月29日 校内ゴミ調べ

2７ ２月１９日 校内ゴミ調ぺまとめ

2８ ２月26日 讃演会｢プラスチックの話し」

2９ ３月５日 まとめ＆アンケート
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テーマ

食品、人間生活
４０ 売れ弧U商品の行方

４１ 宜味期限切れ商品

４２ ファーストフードと若者

４３ インスタント食品

4４ ﾀﾞｲｴｯﾄ食品

4５ 食品凹迫

4６ i已俣1--組替え食品

4フ タバコ

4８ おかし

4９ 水

5０ 飲料水

5１ ﾐネラルウオーター

5２ 市飯のお茶

5３ 健康グッズ

5４ 四垣と食品の関係

6０ 家

６１ 学椌生二

6２ 主婦

6３ ﾄイレ

6４ 蓋囚男

6５ 起きてから寝るまで

6６ ■車の中のマナー

7０ 三角公因

７１ 学校の週坑

7２ 敏宵におIﾅる田墳への配慮

７３ コンビニなど24時間甘栗

７４ 

テーマ

リサイクル．ゴミ他
8０ リサイクル

８１ 本のﾘサイクル

８２ 空自缶

8３ ペットポトルの旅

8４ 発泡スチロール

8５ カップラーメンの容圏

８６ 断リサイクル法施行の形容

９０ 琿垣囲廼上宅通

９１ 田頃ホルモン

９２ 塵二四塞物

９３ 丘■の実皿

９４ 

9５ ポイ捨てされているゴミ

9６ 山のゴミ

9フ ゴミ

ＯＧ 、気自助車

0１ 携帯冠賭

０２ 延化国見

0３ コンピューターの中身

0４ サッカー用品のその後

0５ 広告.ちらし

0８ バイオテクノロジー

Oフ クローン牛

１１０ 願千カ発Ｈ所

１１１ 発電所､回気

１１２ テレビ局

テーマ

自然系

担塑盆短、鞠

２ 助物

３ 野島と水

４ 犬､猫

５ 野良犬､野良猫

６ 奈良の野生動物と迅填

７ ﾄキ

８ 水周りの生物と田頃

９ 木と水

0 植物

樹､林と森

２ 和たんぽぽと津たんぽぽ

３ 山の自然

４ 川について

５ 咀曹砂

6 木津111

フ 並木Ⅲ

８ 土に含まれる栄養

９ 人勧少白雅との共存

2０ 害虫

2１ ウィルス

3０ 地球浬困化

3１ 森林伐採

3２ EH性雨

鋼 海洋汚肇

班長 Hm観JＵ 会計 メンバー テーマ 担当

Ａ１ＢＨ 孫田 111本枠 金谷 恭田中田岡孑ｒ北鳳城111 、伝子組瞥え食品 越野

A2、 盛石田 ﾝt西田 ⅢF戸 山内翻谷蕪ﾕﾘZr何Ｊ腓 おかし 越野

A3HU ﾉ"ｮkUF ご久山 杉岡 江島好谷河圏阿田日向百村 飲料水 趣野

A4班 中 三万ｔ 渡辺 岩井頁西川謹田＆薄ｋ バイオテクノロジー 越野

Ｂ1ｍ 植田 苛爾 菰野 Np弁HH7U7JUHp毎弁魚’7J趨Ｐ 売れ残り商品の行方 ､i田

ロク組 画111 ﾉt画７ 梅田 洩田Hロ仙石山ﾉﾘソ釘谷田中 ファーストフード 原田

Ｂ3m 困安 ﾘｳｭﾉ 英田 梅崎野魚ﾉﾘソ松田松浦吉村 カップラーメンと琿境ホルモン 原田

Ｂ4m 木虎 屈村 神崎 加遍寺村岩本〃I〃寺谷 ダイエット 原田

ｃ１ＮＨ 大森 大西遊 岩井大 石ﾘﾂＰ民田西湿 捨てられたる助物たち 閉山

Ｃ２Ｈｌ 冠上 山本 旦E敦 ４Ｆ轡佐屈和田互井松崎 111の生物と■壇 囚山

Ｃ３Ｈｕ 伊勢 岡i日 須原 大西功見目小林避古SFエノバゥ田 並木週 閉山

Ｃ４ＨＨ ｸﾞｦI弁 三谷 jU[〃 前野新元緬虚ﾊﾛ田永井錨｡庁 お茶 勝山

Ｄ1ｍ 堀部 ■ 谷本 吉田屈原存存中西 海洋汚染 松田

、乙阻 小倉 伍谷 大尻 盈子末木本逝石西山 たばこ 松田

、3ｍ ”u9ﾘロワ
ーーー

松原 立石 ｡⑪ﾘﾋﾞ上目２７古池‘＃山け 煙盛食品 松田
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唾UＬＩｐＤＯ$ＯＯＣ 
|」

Ｈ１皆ぷゐ腹牲⑫進回■報告資料

リラ､Ｉ

』
③ 刀活励・認査の岡

Ｆ頃、

■■ 

、－７－Ｊ似

※１０／１６（火）の中間報告会の資料にします。濃い字で、枠内に誓き込むこと。

◆今後の腺題と活動予定

● 

● 

□ 

六ｌｂ鰯;魁

： 

● 

▲ 

● 

ＧＩへ

輻

。と郡，雍,ジゲマルｇｏ上'1ﾃ１Ｍ,'一V洲く 綴駒９
儲Ｉ伽織\夢；季(壱ＭｉｗＭｎ彦輩紬釣蜥ラ

鰯(ラビ'１ｴﾖﾆﾋ蝿ﾗL§

殆ﾃﾞｰ莚２１ｔI署$も,惨円馳1曇､くわしく調｣'ａ

班長 堀部 副班長 ！ 
･ 

会計係谷手

メンバー 患ＩｉＬ・吉田・耗村・中西

■Ｄ組｛班・テーマ海ﾗｷﾞ汚染

◆これまでの経過（訪問先・取材先・参考文献等）
￣ 

．抑鯛鐇魁琿9尭娼州､“ウOql謬調笈し【彦
● 

繰駐o79iw公叫ﾗFIwfl(１１m鯰洲退，廷も；｡⑫

･イルキwI-《Wlfiﾄｫ`ル…-ﾗ'猟篭蟹繩楪L[諺
● 

図:嘘 ｢▲上
１１ 
['１本笹ｻﾞﾘﾋﾞ竺延,|榊H屯 隼viに

◆これまでの活動・認査の成果一どんなことかわかったのか

ﾁｰｪ屯;川t診・
－－￣ 

● 

ｷﾚｲ『ｴ簿

．｝恩｡常汁(?豐囑w）
．：〔衝Ｒも鰯鞘諺

・世隅の癌

･ｲﾋ軸I多諏も；瀞ﾗｻﾞ栞
● 

薄鋳浮/i9十

・ギ岫夢51諺が弘禰嘘もjMTz△

班態午：舞う;鰔謁染
の１噸0(ラフL'てＬＭも二槌{シＬＴｚ ｡ 

１｡？〔M､1鰔趣f…し込弱錐繩 ｱド 」 (こうし『て 冬わし竺調へ'ｗ値
にＬＴ÷＠

０ ﾗ尋洋；蝿瀞卜Ⅷ…？

;ii毎,，ｴﾘ碍鳴'たｲＭザfｴﾚ'ﾌﾞﾄｼﾞ藻酬いよ岬ぃﾋｴ31冨船

;厨,Ｍつじ。鳳横４Ｆ拳I二宮汗-；餓犠化ｻﾞﾙ剛

f岬１歩噸例1全損｡Ｍﾄﾞﾘﾘ５％岾勒も
｡ 



(灘雌） ①遺偶組錬蝋比

・鈎急}鵬換班榊ﾈﾘ用
･ｱﾒﾘｶなど､の愈云撫鍛鹸比のIV1篭
゜日本z`､認可r細い乱遡謹ﾁ級ﾖﾄｲｻﾞIﾇﾉIＱｊｂ
・日本の遺伝棚圏ﾉ｡I；塵’鰯bの鮴'二７`'１

．鈎鎮粥錦jUib;b`二閏ﾂﾞﾖ亭ｲ'卜(共抑｡夢件蠅ゾ

担当敏師2001年度瑠境学

ロハ組１班テーマiHu武÷魁Zﾅ族ﾉＭと;ロ

■報告資料

④釣鍬ｊ棚換え/食ilb'二闇しての鰍
・渚iI慧の不守脱１，

．科鞠の鴦糺

．\の他の犠蕨,反#樹Ｌ

』
『 爵、１１.調査の成巽

、細ｉｆ

HjIPLの川司回

田fI蜘内の持冊Ⅲ

Ｚ鰐．ＤＮＡ、器

◆今後の課題と活動予定

･惣孟ﾁ組燃え/食１ｌｂ'二jW3iL:遠の繩EjEとめａ

･最終聯の準備
oYM(ｌＬ 

綱升探

越えのり亜里

農櫛組jH#抑)塑

※１０／１６（火）の中間報総会の資料にします。濃い字で、枠内に醤き込むこと。

班長 絲臼
－｡の￣□－－－－－－＝■■■u＋￣■－－￣■■、￣

メンバー 北尾【っF強心 ■ 

騨曇111杢荏廻.＝jijfii臺塗歴
rj;FO'１ ノ 炎田，頂本，キ田

◆これまでの経過（訪問先・取材先・参考文献等）

Ｐ訪問苑：神'碑，奈飯;大学，農業按街tz釈
，臓才提ノ京都大学，熱フープ，謝久。(Ｍ･ルー）

農林ｵ<雌，厚蝿，船総合乃綴Fケ

Yのｲ⑫ ⑨ 

◆これまでの活動・調五の成果一どんなことがわかったのか

くう川fに調べ化内暑＞

①糸田I巴

０糸H'砲の機造
0識0包内
● 

;|§色糸 ノ

の雛6のｨ雛

DＮＡ 

①透ｲ露ﾁ組升換乙

ノ 過ｨ曇ｿについて

･壷燭粗繰元の鯉

､青繊の達し’

･遺櫛組jH#抑)繊晶
● 紐升換L糊汚のメソ､ｿト ノ

Ｖ 卜



お茶■Ｃ組４班・テーマ担当教師(儒山）2001年度琿填学

■莞壷要旨 翌_量一粒_銑一璽墾__ニー昼－－－－－－－－
ﾒﾝﾊﾞｰ脆坂･織田.;端･瀬Ⅲ永井･福留･前野一

１１今なぜお茶休遥目鯏、伽勉?｜
爵趣よく見力､,ﾌﾟろお鶇予寸帆’生餌+'ている楓由迄

Ｉ乱何なのでしょうが．

束いているお縞川上､､⑪ような毛の力、老躯ｗどこ筵奄
廿

篭鎖し乱す。

ｌインタビュー-1,

樹員先笙，七四先崔，詰威提唾，式念先生，オ料先生

'ごベフウピュー`ﾐ塔うしていた青き蒸した．そのｵ鱒兎t二門弓才

で蕊撮Nﾋﾞﾗし狼も、鬼zタカ￥し詞．

ＳｏＭＥＩＮＦｏＲＭＡＴＩｏＮＡＢｏｕＴＴＥＡｉ 

詮ず，お茶⑪駒縦力､弓繍⑤Ｔいく二と【二し学し婆う゜

お鵜`寸大苞<分ITT日本茶・中園茶･ﾈｴ系の３鞄候分,Tろ

二ＷＹで詮尋す．＝￥'ゴー、３箱、特徴，歴噴,支化，

生俺拳上お茶`三舎壬杭zいる歳梛について篭詮し詞．お終

１って壷も殉弧ぞ弧,豆歴喪ャ式にカヤあ愚、秒司．ａｎ土趨や

愚候`豆よ・，轤や垈薩率カヤ震わり鋼．ゼしてお鶇I冤I鄙糠疋

な勧果沐続る二上紙･今f､､．T畳Tい尋寸．

唖
⑬

１７リン脾茶‘
ご弧駒調`Ｗこここめ癌用こして，そ銅ぞ菰のおうM輌

梼７虚；Ｍ翰果屯利用して自分達でオリジナルのお茶屯
ｲ乍ﾘ糺痘．そのテレン候茶の効果，纏鎮について裾議し

調．品して，霊験結果上灰緋JA砿Ｌ岩城提生し己歓ﾊﾉで、

い代↑寺､､犬句で舳蜂夢甦ビデオで‐な力いし等す．７．.ﾚﾌﾄﾞ、

;ＷＭ樋守も噸卑`急で司る上，－杯③お茶I罠糠句な効果ｩ￥期待
マベ穀寸．

‘_お壹掻亘針－１
実際トミ詫州ている布H叉のお鵜ベット諺楓環ルヨ穴

そのお茶ﾊﾟｯﾄﾄﾐっ爪調べ批代．そしてご汎帥商品

⑪特徴上Iﾉﾏ上げら焔ご上萢考繁し号した．お３Ｍ･瀞卜!…
鎧選迂曲愼雀廿亀侭狼ﾘ，轍自切製護蒐荷。振り，商品の'１浜一薪`意
命祇Ｃｌ小I箙ｿ琢上鐵②工煮◎､F縄奄･I'(ているので可．

繕鱈支献：日本鵜･紅茶．中回茶
イシマーネ噸卜鶴｡R蔵H塞碗尋典，お茶…卜（萄寸ｗ荊

臼ホームヘ･－咳ﾌ

ｷNi堀協力２口-､ノン・７Tニリー面十
Ｈｚ村：千`ルごパレマン緯式令*工

繊&失里，看田堤崖，朱翁侯史，幾歳碇壊，携升髭堅

７秒け‐卜も前期螺罐対壌

』アンケートｉ

前鎚課鰻萢村壕I量，鱒苞なお鶇-q,ﾄ，そ鋤理由，

自分脈凰うお嬢の捲力Iごついてアフケート宅山乱した。

人鼠のあ゛犬お雄な上蝿のアフルト結果上織連翻騰が

発表会報告「ﾖポ ■■－１】■



篭境■Ｂ組３班･テーマカッフラインと がルモン
表会報告用 担当教師miiU)ltAウ2001年度環境学

■莞表要旨
遡曇國掌副班長損`し’
－－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣－－￣サーーーーー￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣－－－－￣￣￣￣￣￣￣＝￣￣￣￣￣￣￣--￣￣￣－－￣＝￣￣￣

ﾙﾊﾞｰ栴肉松浦柏Ｂ老村奥田管キノ!’
--テーマミ嘘の蝿由．調畑h9-
f1,ﾘﾌﾞぅ‐ブブ'ｴﾉﾗ樋の眺に上けこＭ､１１１釣。
ｗしょくテｗ､〔“ＩＭｏﾗｰﾌﾟﾝ｡零Ｗ､い累翁ｉＭモ川、
とＭ`rⅡ；上いうニューバEII＆｛洲０１３`1,9計しく

調ぺ､【綿ミヒにしﾕＬＴ肩ｏ
ｆt二ＪＭ･ﾗｰｿｼ６１､､い}齢lHoヒイハ1二巾吋ｔ稲川叱
鳳Ⅲい且‘

－鰄烹し皿別紙蟷見畑い゜
・工1（｡､例

一一わウ､ﾌTごニヒー

｡1Ｍ.ヌーr､Iいよう'iirPviﾍﾟⅢ中3
ｋｹに、十門,zモム,<十JいⅢ二

Ｍ､雫鳴川鰈':１１パさＭ
エネ1V､ｔＭＴ１ｉ３。（ｲ､ﾘﾍ'8､､h棚）

bムヘITI才

,_ﾆｰﾆMIK。

凸、,．．…・・い”へ…o…ﾉｶﾜﾌﾟﾇｰPIL｡）
遇う．,)｡ヌード､ＩＬＭ】..,７．．増ｈ中I息 断面図
&ｈｈＩ仙噌ザリルサ`・てい：。

皇.ＩＦﾋｾﾞ'二乳ＭｗｈいいＬ欄いい流
Ｉ)増７．，１．１:出ｈも､Ｍコワ<二晩か,､い
上l急ｔＴ１ﾐﾋﾞﾆい『`A3nT…頁:Ⅱといり”ｔＭ１１ｏ

具ﾄｫｈＷＩＩｗ１ｔＩ息の,丁仙3の了､､ＲＭｌｔナイス｡１Ｊ

・塾鰔ホ,[ﾓﾆML1lfJ犢璋の糊Ｍｉｗ
兼零上与汕,３．
イワ'1入'竃､､ペオ9通0トワシい､､ｻｴｌｌＩＥ吐州､、

その郷1N果１ｋ}てｖＬＨｏｉｌｌｒ糊眺1こ０

一今ｆ尚窺い－－
チーマ叙定

、ﾚ

ｲﾝｽｬﾝﾄﾗｰｿﾝの種類調

コンビ上lニ
ーイテブrソ

八F、

凹
む

↓ 

＞化ｽﾀ>ﾄﾗｰﾒ>樽４１Wｸ銭Ｗｒﾃブﾉｰ。

｜（ｨＭＭ） 

I鯖ホルモン↓ついて

↓ 

＜熟枡〉

ｺﾌﾟｩvi橘

中間莞表
し

骨太へ実験（に行化
↓ノ

巍奇iil
ザウ､ﾌ作 －鯆局一

.縞`i楢１Ｍ`'典●小ﾌﾟﾗｰﾙ''上゛ﾗｴ｡、雫鶚が，、
環軌､ＩＬＴｇｔ凡恥IwfV漬''上!+1」ｗい，川７１三。
｛仙裳鮒で`ﾙｺﾞ糀逸とｊＭｊ小ＭＩＭ#'二熟簿しⅢ量
化'0兆‘樅Ｍ】Ⅶ｡)-ｿ鯵漉性h'⑪碑鵠ri倣止Ｎここ
馬,m1L1這・頁I:１J､rI11ミミヒイパ､桃'１｡'よ。１，KＭsこい'0,
Ｔ１１ｆＴよい’1=て,リ｡

鴬験釦潔王肋/雛…
し

ﾌﾟﾚｾﾞﾂ千一ラヲフの準ｲ蒲



（２）テーマ決めと班分け

例年は担当教員数、行動しやすい人数や組成を考慮し、男女混合８名程度の班を先に決め（15班

前後)、それから話し合いでテーマを決めていたが、今年度は初めての試みとして、予め全員から

自分たちがやってみたいテーマを調査し（資料２）、その中から第３希望までの希望調査をした。

班構成の条件として男女混合で５～９名程度になるように調整した。第１希望どおりのものもあれ

ば、第２あるいは第３希望に回されるものもあった。また、希望が単独であったり、少数だったも

のは最後まで決まらず、希望外のテーマに回される結果となったが、全体的には第３希望までに収

まった。テーマと班分けは資料３に示すとおりである。

Ｂ調査活動

（３）夏休みの行動計画と活動報告

夏休みを実地調査に有効活用できるように夏休み前には活動計画表を提出させ、休み明けにはそ

の活動報告書（※本校紀要第43架ＨＰ７参照）を提出させた。

（４）班別ＦＷ活動

班:ＩＦＷの時'111には、官公庁や企業、各種団体などを訪問したり、様々な施設などの見学、また

街頭や保護者、あるいは生徒など多方面へのアンケート調査などを行った。さらに、図書室や公営

図書館などで文献を調査したり、インターネットの活用により幅広く情報を入手した。活動に関し

ては可能な限り制限はあまりないが、事前には必ず各班ごとに活動計画書を、また活動後は活動内

容毎に活動報告杏を提出させた（※本校紀要第43集ⅡＰ７参照)。

Ｃ発表活動（調査活動も並行）

（５）中間発表会

後期授業が始まってすぐの週に、そこまでのＦＷの進捗状況を報告する11｣間発表会を担当教師毎

の４会場に分かれて行った。発表時間10分.画疑応答５分で、発表資料としてＢ４サイズの報告用

紙（資料４）を作成した。

ＦＷプレゼンテーションのためのオリエンテーション

１０月最終週にはプレゼンテーションに関するオリエンテーションを行った（※配布資料は本校紀

要第43集Ⅱ参照)。発表を工夫したり、円滑に行えるよう丁寧に説明を行った。

ただ、中間発表会までは、他者を意識した「発表」よりも、調査内容を概括し新たな課題を確認す

ることにシフトする方がよいと考えられる。Ｉｌｊ間「発表」会ではなく中間「報告」会とし、次年度

からの変更を考えている。

（６）ＦＷ最終発表会

中間発表同様に担当教師ごと４会場に分けて行った。発表時間15分．質疑応答５分で行われ、資

料として発表会報告用紙（資料５）を用いた。優秀班の選出は採点用紙を用い相互評価で行われた。

当初の予定では年内に行う予定であったが、データを保存しているパソコンのフォルダから、あ

る班の多数のデータが消失（ミスによるものか故意に消されたのかは不明）するトラブルが発生し

たため１月に延期になった。残念ではあるが、部外者の侵入を防ぐため、パスワードを各班に持た

せることとなった。

各会場から選出された優秀班は以下のとおりである。

Ａ１班「遺伝子組み替え食品」Ｂ３班「カップラーメンと環境ホルモン」
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Ｃ４班「お茶」、２班「たばこ」

（７）ＦＷ優秀班発表会

最終発表会で選出された優秀班4班が全体の前で発表を行った。優秀班に選出されてから手直し

を加えた班もあった。

優秀班の中からさらに鮫優秀班に選出された班（Ａ１班）が、2001年度終了式において全校生徒の

前で発表を行った。これには「先輩生徒による後輩への教育力を期待する」という目的がある。

、レポート提出

当初の締め切り予定を遅らせて、１月ﾉkとした。担当者で一読した上で、調査・訪問地、参考文献

等の記入を指示した。ＦＷの発表は、コンクール方式のため生徒による相互「評価」で決まるが、レ

ポートは教師サイドから「評価」することになっている。担当ヶ所については個人名も記しているこ

とから、個人別評価も併用している。

なお、各班レポートの概要は、以下のとおりである。

Ⅳ各班のＦＷレポートのまとめ
■Ａ１班「遺伝子組み替え食品」（越野担当）

人口増加による食織問題から「遺伝子組み替え」に興味を持ち、遺伝子とは、遺伝子組み替えの

技術とは。これらの事について、鶏レバーを使いＤＮＡ抽出をする実験をしたり、クラゲの遺伝子

を植物の遺伝子に組み込み、発光する様子を観察したりして、遺伝子の本質に迫った。企業や大学

へ出向き、聞き取り調査も行った。実際に自分の目で確かめ、さまざまな年代の人に遺伝子組み替

え食品についての考えも聞いた。細胞の構造からＤＮＡまで、詳細に調べられてあると同時に、自

らの手で多くの実験がなされていた。また一方的な見方の報告に終わるのではなく、科学的な根拠

を基に調査・研究をし、冷静に判断がなされており、非情に優れた研究であった。発表方法も工夫

されて、高度な調査内容であるが、わかりやすい報告がなされた。最後には、消費者を含めた社会

への提言で締めくくった。

＜訪問先･取材先＞

奈良女子大学理学部、京都大学再生医科学研究所、神戸大学遺伝子実験センター、奈良県農業技術

センター、トップバリュ、奈良コープ、ビッグナラ、ハクゼン、いそかわ

■Ａ２班「おかし」（越野担当）

日頃、「1にするおかしを題材に、工場見学やアンケート調査などから食品添加物や個別包装につ

いて考えた。また食用色素による味覚への影響についても実験調査をした。全体的には、調査をし、

まとめるという作業についてはよくできていた。しかし考察や結果などは、個人の感覚によるもの

で済ませてしまっており、事実に基づくものが欠けていた。アンケートなどの集約で結論を導き出

すのではなく、世間で言われていることの真偽を自分たちの手で確かめることをすればよりよい研

究になったであろう。

＜訪問先･取材先＞

味覚糖郡山工場

■Ａ３班「飲料水」（越野担当）
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飲料水の安全性や味について興味を持ち、まず奈良市の緑ヶ丘浄水場へ出かけ聞き取り調査を行っ

た。そこで得たＩｉｌｉ報を基に布目川と白砂１１|へ行き、調査地点をそれぞれ５ヶ所定め、およそ２ヶ月

間にわたり水質調査を実施した。また、おいしい水の条件や水を浄化する方法なども調べた。それ

らを調べることで飲料水について考えるなら、水の循環について考えなければならないと生活排水

や水質汚染についても考えた。岐後に危険が目前に迫ってから行動を起こすのでは遅いことを各自

が自覚しなくてはならないとまとめた。調査対象や目的が少し拡散してしまった。全体的にポイン

トを絞って調査、研究した方がより良いものになったであろう。

＜訪問先･取材先＞

奈良市水道局

■Ａ４班「バイオテクノロジー」（越野担当）

バイオテクノロジーとは何なのかを、日常生活との関わりと歴史を調べることから考えた。また

バイオテクノロジーの利用場而についても調べた。全体として、各自がそれぞれ文献調査をするこ

とで終わっており、考察やまとめが欠けている。そのためストーリーができていない。科学的調査

ができなくても、せめてアンケートなどの手法を用いるなどして、自分たちは、その問題に対して

どう考えるのかという意見を提示するべきであっただろう。

＜訪問先･取材先＞

なし

■Ｂ１班「売れ残り商品の行方」（原田担当）

多種多様の商品が売れ残っている現状に目を向けて、それらの処分方法や、少なくするための対

策について、「本」と「食品」の２分野に分かれて研究した。「本」については出版社・販売店・古

本屋・新聞社等への取材、インタビューを実施して、各分野から生の声を聞き、実状・対策・紙の

リサイクル方法・占紙回収率・利用率の研究などから、総合的に考察する事が出来た。「食品」に

ついては賞味期限・消費期限についての生徒の意識調査.売られている商品の研究、さらにスー

パーマーケット・コンビニエンスストア一・商店・会社訪問により、各店舗の処分方法や対策を学

習する事ができた。班員全員が協力して研究を深め、自分たちの生活を見直し、ゴミ削減の大切さ

やリサイクルの必要性を再認識する事が出来た点が評価できる。

＜訪問先･取材先＞

ＴＳＵＴＡＹＡ学園前店、扶桑社、朝日新聞社、ジャスコ（桜jl:店、奈良店)、ダイエー富雄店、デイ

リーストア奈良店、ファミリーマート奈良教育大前店、マクドナルド奈良店、ミスタードーナツ奈

良店、本校１～３年生

■Ｂ２班「ファーストフード」（原田担当）

自分たちがよく利用するファーストフードに焦点をあて、ファーストフードの歴史・利点・欠点

について考察した。ファーストフード店の利111状況・各店舗の味などについては生徒へのアンケー

ト調査により研究した。さらにハンバーガーについて手作りの方法を調べて実習して、手作り品と

ファーストフード店の商品との味の比較を行った。研究意欲・発表態度はよかったが、レポートの

まとめ方・研究過程・考察にやや雑な点があり、文献等での地道な研究に欠けるのが惜しまれる。

＜訪問先･取材先＞
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報告なし

■Ｂ３班「カップラーメンと環境ホルモン」（原田担当）

日清食品（株）へのアンケート調査・インスタントラーメン発Ｍ１記念館への見学により、インス

タントラーメンの定義・歴史・種類などについて学習する。さらに環境ホルモンの種類や被害につ

いて文献等から調べた。最近のニュースと会社へのアンケート調査から抱いた「カップラーメンか

らスチレンダイマーは出るか？」という疑問に対して、奈良女子大学岩井薫先生の指導のもと、実

験を行い、研究考察した。テーマを決定するまでに班員がよく話し合った点や、調べていく過程で

疑問をもち、問題解決していく態度・発表方法などが優れていた。アンケート調査がｌ社に偏った

ことが惜しまれる。

＜訪問先･取材先＞

インスタントラーメン発明記念館、ファミリーマート奈良教育大前店、奈良女子大学理学部岩井研

究室、日清食品広報部

■Ｂ４班「ダイエット」（原田担当）

思春期に興味をもつダイエットに焦点をあて、ダイエットする理由・方法．効果などの調査から

始めて、ダイエットの危険性や正しい食生活のあり方にいたるまでを、広い視野から分析．研究す

ることが出来た。会社へのアンケート・生徒へのアンケート調査・自分たちの食生活の調査・文献

からの学習・奈良市市役所健康増進課保健婦さんへのインタビューなどを通じて、自分たちの食生

活を見直し、課題を発見する事が出来た点が評価できる。研究過程で、各自の意見を主張してお互

いに学んだことも多かったと思われるが、レポートの提出期限に間に合わなかったことが残念である。

＜訪問先･取材先＞

奈良市役所健康増進課、株式会社エレメント

■Ｃ１班「捨てられた動物たち」（勝山担当）

捨てられるペットが多く、一部は野犬化しているとのことから、環境問題化しているのではない

かとの想定のもとにスタートした。野犬化した犬が、奈良公園の鹿に危害を加えている実態に気付

いたり、簡単に動物を捨てる人の意識に対する疑問が広がった。後半は、奈良市保健所へのインタ

ビューを機に、多くのペットが薬殺されていることにショックを受け、ペットの動物実験などに対

する関心が高まった。生徒へのアンケートを通して、ペットを通しての社会問題についての分析は

しっかりしていたが、捨てられるペットを通しての環境問題としての視点はやや弱くなったといえよう。

＜訪問先＞

奈良市保健所

■Ｃ２班「水周りの生物と環境」（勝山担当）

生物同好会のメンバーが数人いて、かなり学術的で高度な関心からテーマを絞り込んで活動した。

菩提仙川水系をフィールドに試た調査である。調査ポイントは上・'１１.下流３箇所で、水質検査の

方法については、環境学入門「岩井)'１」ＦＷで学んだことを駆使している。調査の結果、汚染度の

高い水質に強い魚が下流域から中流域にまで進出している実態などが明らかにされた。ＦＷも全員

が参加しており、テーマ性をもって取りくんでいる。課題としては、レポート作成時、男女でやや
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非協力的な面が見られたこと、追跡調査が生物を調べるには適さない冬場になって果たせなかった

こと等があげられる。

＜訪問先＞

奈良市菩提山正暦寺及び周辺（上流)、奈良市帯解町（中流)、佐保川との合流地点（下流）

■Ｃ３班「並木道」（勝山担当）

男女ともクラブ活動に忙しい活動的なメンバーが中心。みんなが集まる時間がないのが悩みだっ

たが、協力して完成させた。「並木道」は環境に役立つはずだと好感をもって調べ始めたのだが、

市役所や県庁で担当者から住民の苦情が多いと間かされショックを受ける。この疑問をどう解けば

よいのかということで、いくつかの視点を立て、調査に乗り出した。まずは、並木の種類と住民感

情の関係。常緑樹で虫のつかない樹が、並木道近辺の住民には好まれているらしい。ついで、並木

を許容できない「ゆとりのない生活」の実態との関係。歴史的な並木道・外国の並木道・新街路樹

100選などを調べたグループもあった。個々の調査結果を総合的に分析できなかったのが弱点。

＜訪問先＞

県庁公園緑地課、奈良市道路維持課、天理市道イチョウ並木、樋原神宮表参道、破石町並木道

■Ｃ４班「お茶」（勝山担当）

スーパーやコンビニで「お茶」がブームになっていることから、なぜ今、「お茶」が注目されて

いるかについて調べようとしたのが、そもそもの問題意識。まずは、お茶についてよく知ろうとい

うことで、お茶の歴史、お茶の種類と製造法、お茶が果たした社会的な役割・影響などを調査。次

いでお茶栽培の条件とカテキン・カフェイン等の成分・栄養素・効用について、分析・実験をした。

さらに、市販のお茶について、コマーシャルと実際との関係、成分の調査などを実施した。最終的

には「アンケート調査」をもとに、お勤めのブレンド茶を製造して、教員等に試飲してもらうなど

多面的な活動を展開した。班員がよく協力しており、プレゼンテーションもシナリオまで作って練

習するなど、よく工夫されていた。課題としては、市販茶の問題点をもう少し掘り下げた方がよかっ

たことが挙げられよう。

＜調査地＞

各種スーパー・コンビニ、サントリー、コカコーラナショナルセールス、サッポロビール等

■、１班「海洋汚染」（松田担当）

奈良には海がないということから、現在の海の状況を知りたいというきっかけで調査を始めてい

る。海洋汚染の定義に始まり、極付近の生態の様子、重油や赤潮、あるいはフィッシングによる汚

染についても調べられているが、文献・資料などの集約にとどまり、考察などに欠けるのが残念で

ある。近隣の海ということで、大阪南港と深日港にＦＷに出かけ、水質調査、魚の生態、付近の様

子など比較調査を行っている。深日港では地域住民の聞き取りより、海の大切さを知らされたこと

は収種であったと述べられている。また、工業･商業港と漁港との汚染度の述いを実感できたこと

もよかったようである。

＜訪問先･取材先＞

大阪南港、深日港近辺住民
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■、２班「たばこ」（松田担当）

思春期に興味を持ち出すタバコについての取り組み。街頭に出ての市民アンケート、本校喫煙教

師へのインタビューに始まり、タバコの歴史やタバコの害、そしてタバコが原因による事故などに

ついて述べられている。アンケートやインタビューでは自分たちの意見も交え、考察もしっかりと

されている。環境問題として受動喫煙にも触れられているのはよいが、もう一つ重要な問題のポイ

捨てについてはなんらアプローチがないのは残念である。

＜訪問先･取材先＞

ＪＴ奈良支社

■Ｄ３班「健康食品」（松田担当）

必ず摂取する食品。その中でも身体によいとされる健康食品に焦点を当てて調査している。健康

食品の定義、効果や効用、審査基準、添加物などについてまとめられている。また、本校２年生か

ら４年生にアンケートを実施、健康食品のイメージや利用の様子などの怠識調査を行った。各項目

ごとに考察もされており概ねよい｡健康食品の歴史については自然食品を取り扱っている店の人へ

のインタービュー形式でまとめられておりなかなか面白い。最後に昔ならがの自然食品についても

触れられており全体としてはうまく調べられているが、もっといろいろな取扱店や製造会社などに

も調査しに行ってもよかったのではないだろうか。

＜訪問先･取材先＞

自然食品の店ａｎｅｗ、自然食品の店ココ屋、サンタウン高の原、コープ抑熊店、ローソン奈良教

育大前店、ファミリーマート紀寺店、本校２～４年生徒

Ｖ講義について

今年度は担当教員による講義を行った。社会、理科（化学)、家庭科、保健体育科の４人が担当だっ

たが、「リサイクル」をテーマに各教員の特性を生かした内容にした。講義時間はＦＷとの兼ね合い

から各週１時間を講義時間に当てた。講義の詳細は以下に示す通りである。また、講義で使用したプ

リントは資料６を参照されたい。

■原田担当

便利で豊かな生活を、ごく当然のこととして過ごしている子供達に、今一度自分達の生活を振り返

り、見直す機会を与えた。身近な家庭生活・学校生活を見て、無駄なことや問題点を探すことから

始めて、祖父母の時代の暮らしや価値観について実際に生の声を聞き、話し合い、考える過程を通し

て環境問題について学習させた。便利で楽な生活を求めて暮らしてきた現代の生活と引き替えに、失

われていったものに気づかせたり、水道・光熱使1111,(や費用についての調査を実施して、経済的な観

点や資源の有限性に気づくように授業を展開した。さらに、国も環境行政に力を入れていることを

知らせて、今までの価値観を見直し、今後の生き方を考えるように指導した。そして、自分達に出来

ることは何かを発見させて、出来ることから始める行勁力を喚起した。また省資源・再利用・再資源

化を実践して将来の生活をよりよくするために、１人１人が努力することの重要性を認識させた。

■勝山担当

江戸時代におけるリサイクルのしくみを取り上げ、リサイクルが時代の要請の中から生まれた

「歴史的なしくみ」だということを、生徒に考えさせようとした。
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平安時代、尿尿は、京の都人にとって厄介者であった。人々は特定の場所を決めて、高下駄をは

いて用を足し、尿尿は垂れ流し状態になっていた。尿尿が肥料として有効に利用されるようになっ

たのは、中世に入ってからのことである。江戸をはじめとする各城下町は、尿尿・残飯・塵芥等に

対するリサイクルのしくみは整備されていた。尿尿は近郊農村の百姓に売却され、肥料として利用

された。棟割長屋の大家が店子に「家賃無料、ただし糞尿はかなわず当長屋の便所にて足すべし」

といった条件を提示している場合もあった。残飯も家畜や鶴・犬などの餌として、無駄なく消費さ

れた。金属類をはじめ、布や紙は貴重品であり、徹底した再利用が図られていた。寄生虫や伝染病

の問題はあったものの、資源の再利用に関するこうした知恵は、高度経済成長期までの日本には、

生活に根づいていた習慨であった。

■松田担当

環境問題というと兎角「～汚染」だとか「～問題」などに偏りがちで、事実大切なところではあ

るが、あまりの衝撃に、ともすれば伏し目がちになることもある。そこで肩肘張らずに楽しく取り

組めることも環境問題を考える上で必要なことと考え、美しいものを見て感動し、それを大切にす

ることも環境学というコンセプトで授業を展開してみた。ちょうど春先にノルウェーに旅行をした

こともあったので、私自身が写真撮影（主に自然風殻）が好きなこともあり、北欧旅行をしたとき

のスライド写真を使って自然の美しさを伝え、現地で仕入れてきたリサイクル事情を紹介した。授

業の大半は現地で撮影したスライド写真を見ることであるが、ノルウェーの紹介、環境や福祉をしっ

かりと考えている国であるということ、そしてリサイクル事情などを紹介した。

■越野担当

本校におけるペットポトル使用についてのルールを題材に、環境問題への正しいアプローチの方

法について講義した。現在、自治体が行っているゴミ分別の理由の暖昧さを、実際に高分子（プラ

スチック）を用いた演示実験をすることにより説明した。またダイオキシン問題を他の化学物質と

比較しながら考えることにより、論理的なものの見方についても講義した。

今の環境問題についての議論は情緒的な部分によるものが含まれている。一つの現象を考える際、

科学的な検証を行わず、耳にした不確かな情報（正しくないかも知れない情報）をもとに、何らか

の行動を起こそうと呼びかける社会活動で終わる。「二酸化炭素の増加が地球温暖化の原因である」

という議論もそんなに単純なものではないことが明白になってきている。環境問題を考えるには、

現象を科学的に正確に理解し、総合的に判断することが重要なのである。「－億一心」に対して警

鐘を鳴らすかたちでまとめた。

Ⅵ見学会（琵琶湖博物館）
授業時間内では物理的に不可能なため、Ｉ期末試験を一日ずらし試験最終日に当たる日に琵琶湖博

物館の見学を行った。琵琶湖博物館には大きく分けて５つの展示室（琵琶湖のおいたち、人と琵琶湖

の歴史、湖の環境と人々のくらし、淡水の生き物たち、企画展示）と五感を使って楽しむ体験学習ルー

ムがあり、屋外にも生態観察などができる展示がある。琵琶湖の自然や歴史だけでなく、自然と人と

の関わり方などが学べるところで、新しい発見やフィールドワークの調査活動の参考になれば、また

環境問題を考える上で参考になればというねらいもある。バスで片道約１時間半のところで、見学時

間は昼食をはさんで約３時間。ゆっくり回るには少し足りないが、一通りは十分に見学して回れた。
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20016.26-7.3-7.10 
★殴魂・福祉を考えている国：環境政策（環境灯台制度＝中小企業の努力雀評価、
ヨロ境関連法－容器５tなど、廃棄物対策、エネルギー政策雄ど）NOIRWAYとリサイワノLあれこれ

*ﾉVDR脇ｙってとjX'ま国？

★正式名称ＫｎＩＧＤＯＭＯＦＮＯＲＷＡＹ

ＮＯＲ＝ 

zdWDRⅢｙのソサイク”あれこれ

★リサイクルとは-資源などの再利用

→使えるものはフルに活用しようという発想

NORGＥ（ノルウェー贈）

ＧＥ＝ 

★北欧３ケ国のひとつ 例）へ．ﾂﾄﾎﾞﾄﾙ→再利用一別の商品（IMI、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品など）→ゴミ

→再使用（リユース）→長らく使用→いずれはゴミ

★ノルウェーのペットﾎﾞﾄﾙ

○デポジット田＝

★フィヨルドの国：氷河期に氷河の流

出により削り取られた地形に解氷など

によって海水萩入りこんでできた複雑

左地形。チリ南部、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ南島、カナ

ダ･西岸、ｱﾗｽｶ、ク・ﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞにも見られ

る。長いものは200kｍにも及ぶ。

★その他のリサイクル品（ｍａｄｅｆｒｏｍ再生紙）

篝豐:篝！★バイキングの国：ﾊﾞｲｷﾝｸﾞと呼ばれ

る海賊が存在していた。略騨行為窪し

ていたことは事実で、野蜜なｲﾒｰｼﾞが

あるが、探検寵、交易者、農民的入植

者でもあった。また、普段は農耕民族

であった。
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★オーロラの国：国土の北半分が北橿圏（北緯“５度）にあり、その大部分でオーロ
ラが見られる。また、瓦には白夜やﾐｯﾄﾞﾅｲﾄｻﾝが見られる。反対に真冬には日照時間が
０（ﾎﾞｰﾗｰﾅｲﾄ）のところもある。

ＢＣ－■▲ユ０

●T▲qO■-●▲dpa①０ 

Ｇ.沖●ｑ●●qDoOo●●ユ

愛ｮ|薑櫃薑薑薑 壷二Ｊ
ｕｂユ旦鯉謹呈一-,-,----



塵、ポリスチレンから蝋ｽﾁﾛｰﾙを作る。
準伍オピーカー、三角プラス＝、ガスパーナー、三脚、石綿金網、針金、

ポリスチレン、アセトン

環境学

｢学校に持ってきたペットボトルは持って鰯る」というルールがあるのはどうしてだろうか？

リサイクル麹維ＰＥ汀Ｐ｡lymhyleneTcU印hlhalaIc
擁作８のポリスチレン２．０９を三角プラス＝中のアセトンｌ２ｍｌに入れて溶か

し、十分に練ってしばらく力紅する．
￣己●～－－￣－－－●■￣■ロー￣●七一■ローＣＣ－●凸一｡⑪￣再---■■￣■■-℃￣■￣ＯＳ￣■｡－口■￣■＠￣■ロー己■￣■●￣ｃＣ－■￣ロー●午一

②ビーカーに水を入れてガスパーナーで熟し、擁■させて鑓く゜

③溶かしたポリスチレンがややかための併状になったら、針金にさす．

④②で沸暁させた稽揚の中に､③のポリスチレンを,Ｊ１,て観子をしばらく観

察する．

－－＞発泡スチロール！？

⑤で倉た発泡スチロールの一部をちぎり、針金に突き刺して加熱する．

リサイクル率山頓みのペットポトル

自治体による迫い゜プラスチックは燃える？それとも燃えない？

プラスチック 発泡スチロールはどう鞍るか？

微
J1&蝿プうスチックの毎預と用珀 ｡”チレ＞

＄ －＞ 

ifWLﾁﾚﾝ 
，ソ

稲Iz卜＞

＝ 

牛乳の紙すき・廃油セッケンづくり・・・

「田水盆に返らず」

「エントロピーは、すべての科学にとって第１の法則である」

アルパート・アインシュタイン

黙力学第一法則（質且保存の法則）

熟力学第二法則（エントロピーの法則）

「宇宙における全エネルギーの総和は一定で（第一法則）

全エントロピーは絶えず増大する（第二法則)」

い)何ｺ西倉による低状ポリマーと(b)序凸■角亡上二■且Ｕｕﾋﾟリマー

｢エネルギーは有限である｡」

低エントロピー社会に。

ペットボトルを燃やすと有害なガスが発生するのか？

牙毎 泣威 用B白のBＵ

lB四丁■ﾛ低韓ﾛ■

飯リニチレン

散りプロピレン

散りスチレン

畝ﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾟﾀﾚｰHPE、

アクリル■団

(Ⅸリメタクリル破〆テル）

ナイロン

蹟ﾘｫﾛ化ビニル

AS■凪(スチレンとアクリ

ロニトリルの共■合体）

承リパケツ,包風用フイルム,食品用ラブプ
ランチ承ヅクスゥ洗面■､自由印マンパー
カゼ外ﾃｰﾌﾟ①ｹｰｽ.■摩■■沼１月泡ｽﾁﾛｰ帥

西湖､匁例水容89.フロッピーディスク垂材

アクリル極.コンタクトレンズ(バーＦ)、

理室町ガラス，レーザーディスク玉置

的ﾜ糸ラケットのガプト,自曲印のヱアパプグ
ホ近廿。エ無用ピニルシート０卯ケース

空■■兄のケース．ランチポツクス０

白日釦嘔＆

鍾璽し蛙幽p、
フニノ

メラミ

－〃留田

ﾝ樹囲 ．.::愚



Ⅶ校内ゴミ調べ
１取り組みのねらい

（１）社会的にも分別回収が定着しつつあり、本校も早くから分別回収を行っているが、なかなか守

れていない実情を実感させ、身近なところから考え直す機会を与える。

（２）環境学を学習している当該学年だけでなく、他学年にもその実情を知らせることで、学校全体

としての意識向上を図る゜

２取り組みの概要

☆１月29日ゴミ調べの説明と調査

（１）男女混合６，７名の班を18班編成し、１～６年生の各ホームルームの二日間のゴミ（可燃物、

不燃物、缶）を分析する。

（２）調査内容としては、①分別の程度、②ゴミの種類、③空き缶の洗浄程度などでそれ以外は各班

独自のものを調べてもよい。

（３）各クラスからゴミを回収し、教室などでプルーシートを敷いてゴミを広げ分析する。分析の様

子をデジタルカメラで撮影し、まとめに利用する。また、分析のデータなどは分析シートに記入

する。その後、分別し所定の場所にゴミを迎搬する。

☆２月19日ゴミ調べのまとめ

（１）分析結果を模造紙にまとめるが、必ずそのクラスに対するコメント、ゴミ処理に土いする提言

（学校全体）などを盛り込む。

Ⅷ講演会の概要
■識師畑田耕一先生（大阪大学名誉教授・福井工業大学教授）

■題目「プラスチック」の話

■識演の要約

環境問題を学習することのまとめとして、高分子化学における第一人者である畑田先生の話を聞

いた。

今や日常生活から切り離すことのできなくなった高分子化合物の性質や機能は、多様な柵造因子

によって左右されることを、多くの実物を示しながらわかりやすい説明がなされた。物質が氾濫す

る社会に生きている我々がより良く生きていくためには物質について理解することが必要である。

環境問題や様々な現象は科学的llI面から正確に捉えなければならないことを話された。また近年、

重要視されている精密重合や分子瞳制御、立体規則性の制御についても聞いた。環境を考えるとき

ゴミの問題としてとらえられがちな「プラスチック」であるが、身のまわりの物事を理解し、諸問

題を解決する際には、科学に根ざした総合的な判断力、思考力、理解力が必要で、それなしの判断

は正しいこととは言えないということ、また将来的には、この「環境学」で得た調査方法や科学的

考察方法、表現技術を生かし、社会に貢献できる者が現れることを望むとまとめられた。

Ⅸアンケート集約
１岩井側の調査について

①観察や.実験やまとめにiiHi極的に参加することがでできましたか？

はい５５．８％ふつう３９．５％いいえ４．７％

－４２－ 



②まとめの壁新聞には機極的に関われましたか？

はい４８．８％ふつう４４．２％いいえ７．０％

③川の調査をやったことで川や水について何か役立ちましたか？

はい２０．９％ふつう５１．２％いいえ

２フィールドワークについて

①調査などを積極的に行うことができましたか？

はい４６．５％ふつう４４．２％いいえ

②レポート作成に積極的に取り組めましたか？

はい６７．４％ふつう１８．６％いいえ

③発表には積極的に関われましたか？

はい５８．１％ふつう３９．５％いいえ

④調査したことが生活にいかされるようになりましたか？

はい３２．６％ふつう４６．５％いいえ

３講演会について

①講演会の内容は理解できましたか？

はい３４．９％ふつう５１．２％いいえ

②講演会は面白かったですか？

はい５３．５％ふつう３４．９％いいえ

４校内ゴミ調べについて

①積極的に調査できましたか？

はい４８．８％ふつう５１．２％いいえ

②まとめの壁新聞には職極的に関われましたか？

はい４６．５％ふつう３７．２％いいえ

２７．９％ 

９．３％ 

１４．０％ 

２．４％ 

２０．９％ 

１１．６％ 

１１．６％ 

０．０％ 

１６．３％ 

③調査したことでゴミについて意識できるようになりましたか？

はい４１．９％ふつう４４．２％いいえ１３．９％

５講義について

①講義の内容は理解できましたか？

はい４１．９％ふつう５３．５％いいえ４．７％

②識義の内容は面白かったですか？

はい２０．９％ふつう７４．４％いいえ４．７％

６見学会について

①穣極的に見学することができましたか？

はい５３．５％ふつう４４．２％いいえ２．４％

②博物館を見学してよかったと思いますか？

はい３４．９％ふつう６０．４％いいえ４．７％

７環境学を終えて

①この一年で環境に対して自分の中で変化したことがあれば何でも書いてください

・ゴミの分別など気をつけるようになった。

・否定的な意見ばかりを見ず、なぜこういうものが必要かも学ぶべきだと考える

・校内でゴミ調査をして、普段何気なく適当に捨てていたが、きちんとしないと

なぜこういうものが必要かも学ぶべきだと考えるようになった。

何気なく適当に捨てていたが、きちんとしないといけないと恩っ

－４３－ 



た。

･物事には多面的は見方ができ、自分なりに考えなければならないということ、これは他のこと

についても言えることだからある意味「総合学習」だったと思う。

・フィールドワークで調べた内容に少し興味をもった。

・ゴミの分別に対して少しこまかくなったと思う。

・日本の道、街には緑が足りないと思い出した。

･今まで回りでいくら「環境」と言われても、どこか関係ないふりをしていたが、自分の班の内

容を頑張ったり、他の班の発表を聞いて、今までみたいに環境問題を素通りできないと思った。

・フィールドワークを通して、自分の意見を待ち、相手に伝えることができた。

･岩井川の調査で、上流の水はとてもきれいなのに、驚きました。それに比べて学校の近くの川

の水は少し臭くて汚れていました。それを見て汚している私たちが、ちゃんとしないといけな

いと思いました。川をきれいにすることだけではなく、普段のゴミの分別も出来る範囲から心

がけようと思いました。

・食後に油のついたお皿を水にながしてしまうのに抵抗を感じるようになった。環境に対する関

心と危機感は高まった。環境に関するボランティア活動があれば、積極的に参加しようと思う。

・自分の身の回りの無駄がいろいろ見えるようになった。水を出しっぱなしにしたり、電気とか

をつけたままにしてると、もったいないな－と思うことが多い。ものを簡単に捨てるのを見て

いると、「地球環境を何やと思ってんねん｡」と思う。

・他人に協力できるようになった。

・食品添加物の摂取量を少なくするように、常時心がけている。

・他の班の発表を聞いて、少し知識が増えて、今まであまり知らなかったことを知ることができ

た。

・水道の使用品を調べた時に60立方メートル近くの水を使用していて、亜さにかえて考えると、

６０トン近く使っていることになる。想像していた量より、はるかに多くて購いた・それからは、

お風呂でシャワーをなるべく節約するようにした。

．最後にゴミの調査をした時、自分達の分別のずぼらさが明らかになり、それからは分別にいっ

そう気をつけるようになった。

②班編成、ＰＣの利用、ＡＶ機器の利用などについて何でもどうぞ

・自分の興味を持てるものに取り組んだほうがいいから班編成はよかった。

・ノートパソコンは台数を多くして欲しい。

・班を組んでからテーマを決めた方がよかった。

・ＰＣ教室使用禁止の日はノートパソコンをもっと貸して欲しい。

・機械の貸し出しをもっとスムーズにしてほしい。

・デジタルカメラは重なると使えないので、班に１台くらいあってもいいと思う。

゜ビデオ編集機複数台あればいい。

・パワーポイントばかりに頼ってしまった。

・回りのみんながＰＣを使ってグラフなど作っていたときは驚いた、自分もアンケート結果をグ

ラフしたがうまくいかず、助けてもらいながらも仕上げたときは嬉しかった。

・同じ目的を持って集まった班だから、やりやすかったのではないかと思う。

－４４－ 



･班編成での一番の問題点は男女が必ずいなければならないという点だと思う。そのために、や

りたいことがやれなくて、無気力になった人もいた。前年度までのように、班を先に決めて、

班内できちんと話し合ってテーマを決めた方が納得できたのではないかと、感じた。

・ＰＣやＡＶで普段使えないような機能が使えてよかった。

・ＰＣに頼らずに模造紙で発表したほうが、感じがよかった。

・インターネットを使ったのでインターネットへの興味が深まった。

③次年度以降の環境学に対して何かあれば好きに響いて下さい

･最終発表までは実験とか見学とかたくさんやっといたほうがやりがいがあっていい。

･前年度の分の発表をもっと紹介したほうがいいと思う。

・テーマはよく考えて決定したほうがいいと思う。

･班のまとめ方などを先によく考えなければいけない。

・テーマもあまり範囲が広いのは避け、重点的に調べられるテーマの方がいい。

・自分のやりたい方を選べば楽しくできるし、新しいことへチャレンジして下さい。

･最終発表会前は忙しくなることが多いので、利用などは計画的に。

・日常生活にあるような事を選ぶと、発表を聞いている人にはわかりやすいはず。

.やっぱり自分の調べたいことを、調べるのがよい。

･今回はしっかり取り組み始めるのが遅かったので、最後にものすごく急いでまとめなければな

らなかったし、ちゃんとまとめられなかった。今度はこんなことのないように前もって計画し

ようと思ったｄ世界学は大変そうだけれど頑張りたい。

｡やっぱり夏休みはやったほうがいいぞ。

・フィールドワークを多くして、余りあるほどの情報をかき集めて、そこから抽出するような形

にするときっとうまくできるよ。

･準備は早目に。ＦＷに積極的に行くべき。夏休みを活かす。

・テーマについて考える時間をもっと多く取るべきである。

･班編成や１年間の流れは今年の感じで特に問題はないと思うが、どうしても夏休みや９月・１０

月にだれてしまうので何か対策を考えればと思う。また３年生をさらに忙しくしているとも思

うので、もう少し負担を軽くできればとも思う。

Ｘおわりに

アンケート結果から分かるように、フィールドワークはもちろんのこと、岩＃|:川の調査、ゴミの調

査には半数近くのものが積極的に関わっている。岩井川の調査や校内ゴミ調べには調査方法や調査内

容についてのマニュアルがあり、役割もあらかじめ分担されている。その分、関わらざるをえないこ

ともあるが、フィールドワークは自分達で役割分担を決め、調査を進めていく、いわゆる生徒の主体

的な活動である。そう言う意味では十分に評価できるのではないだろうか。また、フィールドワーク

の発表会に、あるいはまとめのレポート活動にはさらに積極的に関わっている割合が増加している。

調査したことを発表し、そしてレポートにまとめる。半年近くを費やす価値は十分に評価できるであ

ろう。

ただ、少し残念なのは、実際の生活にいかされているかどうかとなると「いいえ」と答えたものが

２割もいたことである。もちろん、テーマにもよるわけで、自分達が取り組んだテーマが身近なもの
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であれば変化もあるだろうが、実生活から離れたテーマになればすぐに実践というわけにはいかない

のも無理はない。「調査したことが生活に生かされるようになりましたか？」と自分達のテーマだけ

に限定したことも一因であろう。今後「評価」論の展開とも関わるのだが、アンケート内容や実施時

期（最後に総括的に行うだけでなく、ＦＷ実践中に形成的な視点からの実施する等）の改善・工夫も

必要となってくる。

昨年あたりからパソコンの充実に伴い、プレゼンテーションには多数の班がパワーポイントを利用

している（15班中12班)。また、レポート作成もパソコン利用が多くなっている。しかし、パソコン

教室が他の授業で使用されると、時間内での利用が不可能となる。また、放課後などは時間的制約も

ある｡その場合無線ＬＡＮを利用したノートパソコンがあり、普通教室でも利用可能ではあるが絶対

数は不足している。来年度には新教育棟が完成し、パソコン教室などが整いパソコンも充実してくる

のでこの種の困難は解消されるであろう。

中間発表会を報告会に切り替えたいと前述した点とも関わるのだが、以前とは比べものにならない

ほどパソコンが活用され、発表やまとめの段階では非常に有効でな手段になるが、フィールドワーク、

いわゆる実地調査という点においては、どうしてもすぐ手に入るインターネットに頼る嫌いがある。

もちろん、まずインターネットで燗報を得て、それから行動を起こすなら問題はないが、ともすれば

パソコンに頼るあまり机上のフィールドワークになりかねない。また、情報の精選、真偽の見極め、

活用のしかたなど様々な課題は残されている。レポートにおいても、インターネットで調べたことを

丸々褐戦するのではなく、自分たちなりの意見を交えたり、真偽を確かめたり、広義の総合的な学習

になればと願っている。Ｌ

もう一つの課題は、ピデオカメラの利用も近年増加しているが、台数的には決して充実していると

は言えず、他の授業や行事などでも使用するだけに環境学の授業で必ず使用できるとも限らない。さ

らに、ビデオ編集を行える機種が少なく、最終発表会が近づくにつれ使用頻度が多くなってくるが、

タイムテーブルを組んだり、譲り合ったりでなかなか思うようにははかどらないのが現状である。１，

２年生で行われる総合学習「奈良｣、４年生で行われている「世界学」と、パソコンや視聴覚機材の

利用は必要不可欠となってくるだけに、機材の充実・整備が急務となる。
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奈良女ｆ人学文`･検部附腿
中等牧fir擴佼研究紀饗第些Ｉl災
2003年３１１

2001年度世界学実践報告

落葉典雄・鮫島京－

中尾眞生・横弥直浩

１世界学のねらい

１Ｍ:界学は1999年に創設された総合学習である。対象とするのは４年生で週２時間の連続授業である。

創設後、わずか３年であり、試行錯誤が続いている。「世界学」をめぐっては、いまだにさまざまな

論点があり、継続的に議論が続いている。いわゆる「総合学習」なのか、それとも「総合教科」なの

か、ということからはじまり、何を目指すのか、についても、さまざまな立場がある。しかしながら、

世界学における問題構成と目標については、少しずつではあるが｣t通認識へと向かいつつある。

世界学における問題構成は、ｌｌｔ界と日本（奈良）の関係、世界が抱えている共通の問題・特殊な問

題をIW1解することにある｡すなわち、政治的、経済的、社会文化的な情況の中でどのように世界が存

在しているのかを理解することである。世界学では、「世界」という言葉を、日常生活から切り離さ

れた、ある抽象的な領域、一般的な領域をいうのではなく、日常''三活に織り込まれた世界という意味

で用いている。

かくして「'1t界学」は学習活動としてつねに一つの人きな使命を持つ。それは、現実世界への批判

的かつ構想的な見取り図をつくるという使命である。より具体的に言うならば、この使命は３つの使

命に分節化される。世界が全体としてとる方F1について一連の問いを発していくという使命、世界と

経済や政治、そして社会や文化の構造や傾向とのより広範な関係を問題にするという使命、そしてそ

のような世界に自らが関与していく（それは単に具体的な行動という狭義ではなく、取り上げられた

対象の行く末に思考をめぐらすという広義で）という使命である。こうした使命を学習活助の中に反

映させるために、以下の３点が強く意識している。

①動きつつある現代|吐界に111)した教材の選択。「世界学」では、歴史の「現在」における複雑なＩＦＦ

↑U1iに波長を合わせ、テクスト、実践や出来ﾘﾄﾞ・現象を教材としてとりあげる。

②参加型授業の追求。「世界学」では、ある出来事や現象について目的論的な答えや反応を拒否し、

さまざまな反応や応答を引き出した｣だで、（|ﾐ徒一人一人がl4lらの答えや解釈を決めてゆく過程そ

のもの（いわゆる「オープンエンド」といわれる形態）を重視する｡

③問いを発する力、物事を関係づける力の育成。主観主義や相対主義に陥らずに、さまざまな要素

を一度自らの中に受け入れた上で､あらためて自分でその要索間に秩序をつくりあげる過程や方

法を意識した議論やレポートを与えること。

「世界学」は、領域や探求の形態、教材の適用の仕方をさまざまに異にしながらも、ただたんに歴

史を通じて延々と進行し続ける「世界に共通な法則」や「普遍的法則」を相手にするのではない。一

方でそれらが世界を形作る上で強力であることを認めながらも、他方で、きわめて異なる具体的で特

定の矛盾するＩｉ１ｉ況において、このような歴史的「傾向」の進展が、生徒の日常生活とどのように接触
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しているか、その接触の仕方に焦点を合わせた授業を模索するのである。そのために、世界学はいつ

も片足を学校の外側に置き、社会やそこに生きる人びとという、より広い社会的文化的コンテクスト

に棹さそうとしてきた。学習活動においてフィールドワーク（以下ＦＷ）が重視されるのはこのため

である。政治と経済、そして文化を取りまく関係がいかに現実世界の諸問題と連|H1しているのか、そ

のような世界を生きるとはどのようなことなのか。こうしたことへのこだわり、これこそが「世界学」

を他の教科から区別する主要な特色なのである。

22001年度の年間計画

2001年度の年間計画の作成にあたっては、「分節的接合」（articulation）という概念を支柱とした。

この概念には二つの性格がある。第一に、この概念は、年間の学習諸活動の組み立て方を表現してい

る。年間のテーマを定め､それをユニットごとに分節化する。各ユニットにおいても同様にいくつか

の要素が分節化され、ユニットの「まとめ」においてTITび接合される。このような過程を経て、すな

わち各ユニットがふたたび接合されることによって年'111テーマが再構成されるという考え方である。

第二に、「分節的接合」という考え方は、生徒の学習過樫そのものを表現する概念でもある。ユニッ

ト間の、また要素間のあらゆる照応関係は、あらかじめ想定された結果というよりは、むしろ学習過

穏における特定の実践の結果としてとらえる。具体的に言えば、対象をどのように受け止め、次の問

いに結び付け、どのように理解するに至ったのか、という生徒が行う一連の学習過穰に注意を払うの

である。授業において生徒と教師は、すでに予定されているある単一の答えや解釈に従うのではなく、

|司Ⅱ器にいくつかの異なった方向から答えられ、解釈され、重li?i的に決定される、その過程や方法にお

いて理解を深めていく、ということである。参加型や「オープンエンド」という授業形態や、レポー

ト、議論を重視するのはこのためである。

この概念にしたがって2001年度の年間計画の策定にあたった。年間テーマは「人の移勁」とした。

仕事のため、観光旅行、難民など、国境を越える人の移動にはさまざまな形態がある。人の移動に伴っ

て現代世界ではどのような問題が起こっているのか。ここを掘り下げてみることから、世界を眺めて

みようということである。学習活動をすすめていくに先立って４つの学習目標を生徒に示した。

＜４つの学習目標＞

①世界について、興味関心をもち、知識を広げる。

②世界について、問題意識をもち、それについて調べる。

③世界について、いろんな意見を統合し、自分の意見をもつ。

④世界について、自分の意見をもとに行動に移す態度をもつ。

これらの学習目標は各ユニットの中に襖のように打ち込まれている。単独である場合もあるし、複

数の場合もある。言い換えれば、これらは生徒が学習活lIMlをすすめていくにあたっての参照点である。

各ユニットの「まとめ」では、それまでの学習活助をふまえて、世界が全体としてとる方向について

一連の問いを立てるという課題に基づいたレポートや討論を用意した。資料１は2001年度「世界学」

の学習内容である。
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＜資料12001年度「世界学」学習内容＞

○授業形態は、４年生120名を５つの訓座にわけ、担当教師５人（2001年度は、英語２名、社会２

名、数学１名）で担当するという少人数授業を基本としている。学習活､Ｍ１によっては、講座を組

み直すこともあるが、原則は５講座で行うことになっている。

学習活動を１期、Ⅱ期にわけて述べておく。Ｉ期では、主として、問題意識・課題意識を高めるこ

とを重視した授業をおこなった。具体的な授業内容としては、参加型学習と「出店」授業ということ

になる。これらを４つのユニットにわけて実施していった。

第１ユニットは導入部にあたる｡世界の状況を体験するために二つの参加型学習を行った。学習目

標との関連でいえば①に留意した授業である。一つはトランプを用いた「パルンガ」（５月11日）で

ある。これは、異文化接触あるいはカルチャーショックを疑似体験させる参加型学習である。もう一

つは「貿易ゲーム」（５月18日）である。各講座において、工業先進国、中進国、開発途上国、世界

銀行の役割を割り当て、商品生産・国際取引行い、南北問題を疑似体験させるものである。各シミュ
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学期 授業Ｉ ユニット 授業内容

1期

４月20日

27日

５月１１日

18日

25日

６月１日

８日

１５日

221］ 

７月６日

９月21日

28日

１ 

２ 

３ 

‘Ｉ 

担当者紹介、意識調査、ガイダンスなど

｢世界学｣の翼に乗って飛び立とう－世界は今一

｢パルンガ」（異文化接触のシミュレーション）

｢貿易ゲーム」（貿易のシミュレーション）

｢出店」授業第１回

｢出店」授業第２回

｢出店」授業第３回

｢出店」授業第４回

｢出店」授業第５回

これまでの「出店」授業の振り返り

ニュースファイル（夏休みの宿題）発表

｢ひょうたん脇問題」（異文化摩擦を解決するシミュレーション）

Ⅱ期

10月1２

１９日

２６日

11月９日

16日

30日

12月141］

１月11日

１８日

25Ｈ 

２月１日

１５日

22日

５ 

６ 

７ 

８ 

｢奈良に世界を見つけよう」（ミニ･フィールドワーク）

ミニ･フィールドワークの発表

フィールドワーク（ＦＷ)のガイダンス

ＦＷ 

ＦＷ 

FＷ 

FＷ 

FＷ 

FＷ 

FＷ 

ＦＷ発表会

ＦＷのまとめ

｢世界学」のまとめ



レーションゲーム終了後、班ごとにあるいは個人で感想を発表させ、議論を行った。

第２ユニットでは「出店」授業を行った。学習目標③に留意した授業である。この「出店」授業は

本年度に導入された新しい授業形態である。その枠組みは、先に述べた「分節的接合」という概念を

授業形態として具現化した試みである。担当者５名（英語２名、社会２名、数学１名）がそれぞれ専

門性を活かして別々の授業を行い、生徒は５週にわたり５種類の授業を受けるというものである。な

お、各担当者の授業内容は、「人の移動」という年間テーマをそれぞれの専門性に応じた観点から分

節化したものであり、それぞれの関連性を意識しあいながら、相互に授業内容を検討しつつ実施した。

ユニットのまとめとして、各クラスで、現代世界における普遍主義と相対主義のせめぎ合い、異文化

を理解することとは、開発援助のあり方について、それぞれ討論を行った（７月６日)。授業内容は

以下のとおりである（落葉・横が担当した授業の内容については後に詳述する)。

前田（英語）：多文化社会における言葉の選択一複数言語社会アメリカは今一

加藤（英語）：アルファベットの歴史一文字のアルケオロジー－

落葉（社会）：スタディーツアーを通して国際協力を考える－フィリピンの貧困とどのように向

き合えばよいのか－（講師の招聰）

鮫島（社会）：映画『サルサ！』から異文化理解を考える－文化的差異と共通文化一

機（数学）：数学で世界学？－普遍的言語としての数学を考える－

第３ユニットでは、夏休みの宿題として「現代世界が直面している諸問題」というテーマで、各人

がそれぞれの問題意識に応じて、新聞記事をスクラップさせたものから－つ選び、発表をさせた（９

月21日)。これは学習目標②を念頭においた学習活動である。

第４ユニットとしては、これまでのユニットのまとめとして、問題解決型学習「ひょうたん島問題」

を行った。これは異文化摩擦を解決するシミュレーションゲームである。終了後、この学習活動の振

り返りとＩ期の「まとめ」を行った。このユニットは、学習目標④を重視した取組みという位置づけ

である。

n期では１期で学んだことをふまえながらＦＷを行った。テーマは「奈良に世界を見つけよう」で

ある。各クラスを４～６班にわけ、各班の研究テーマに沿った調査活動を行った。Ⅱ期は全体を４つ

のユニットで構成した。学習目標との兼ね合いで言えば、ＦＷは現実の世界に飛び込み、格闘するこ

とが求められる活動であるため、①～④を総合した力が問われるものと位置づけた。

第５ユニットは、ミニＦＷである。問題意識を形成するために、各人で（教師も含めて）まず奈良

の街を歩かせ、そこに埋め込まれた世界を発見させることを行った（10月12日)。「生きた現実」から

世界をつかませることからＦＷをはじめさせたいと考えたからである。各クラスで、自らが見つけて

きたものを発表しあい、いくつかのテーマに応じた班をつくり、ＦＷの計画をたてさせた（10月19日、

26日)。

第６ユニットは、各班による調査活動である。合計で７回の調査活動を行った。徹底的に話を聞き

に行く班から、インターネットによる「調査」に終始する班まで、さまざまであった。現場に足を運

ぶことを楽しむことができる班ほど、充実したＦＷになっていた。担当者の問いかけや問題の整理能

力が問われるものであり、折りに触れて面接を行うことを意識的に行った（11月16日～１月25日)。

第７ユニットはＦＷの発表とまとめである。発表については、報告におけるメディアの選択につい

ても考えさせた。発表のスキルについてもここで指導を行った（２月１日)。「まとめ」として、「Ｆ

Ｗを通して考えたこと」というテーマでレポートを作成させた（２月16日)。
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第８ユニットは、年間のまとめである。１年間の世界学の授業を振り返り、「人やものが移動する

ということはどのようなことなのだろうか」というテーマでレポートを作成させた。特徴的な点を述

べれば、「人の移動」にともなう積極的な側面と消極的な側面の両方をにらみながら、自らの立脚点

を確認しようとする傾向が見られた。具体的に言えば、移動によって文化や価値の共通性が生まれる

ことを積極的にとらえながらも、その反面にある文化や価値の画一化の問題を指摘する論旨が多かっ

た。現代世界が直面している問題を、普遍主義と相対主義の対立という観点から眺めてみることにつ

いては共有されたと考えられる。

３「出店」授業の例

ここでは、前述した「出店授業」のうち、総合学習にとって新しい教育的意義があると考えられる

2つの実践を紹介する。（以下、テーマと意義）

（１）「旅行と国際交流～フィリピンスタディーツアーを通して～」；社会との連携

（２）「数学で世界学？」；数学教員の国際理解教育への参画

（１）旅行と国際交流～フィリピンスタディーツアーを通して～（落葉・中尾氏との共同授業）

本授業は以下のような２部構成である。

第１部（１時限目）：「旅のいろいろなかたち」（導入と第２部を深く理解するための内容）

第２部（２時限目）：外部講師（本校情報職員）中尾眞生氏による「フィリピンスタディーツアー」

本稿では、第１部の内容は省略し、第２部の内容について詳しく紹介する。

くフィリピンスタディーツアーの紹介＞

大学のゼミ活動の一環で、フィリピンのルソン島へスタディーツアーに行った時の様子を写真や

VTRを交えて講演した。－学生の目線で見たフィリピンを感じたままに伝えるようにした．

1）行程内容の説明

◆日程1996年９月１日～11日

９／１出国

９／２大学交流会

９／３～６農村

９／７～８ホームステイ

９／９スモーキーパレ_

９／1０さよならパーティー

９／1１帰国
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◆地図

ルソン島

PRRMオフィス見学

PRRMの農業指導を

受けている村を見学

マニラへ

癖
プラカン州立大学

と交流会・学生宅

へホームステイ

9/４ 

９/５ 

9/７ 

9/６ 

ホストファミリー

と過ごす

9/８ 

PhilRice研究所見学

PRRMオフィス見学

9/３ 

ニノイ・アキノ空港到着

フィリピン工科大学と

交流会

9/１ 

９/２ 

交流会Ｆ〃

ひＯ

ニラ1F
Ｌ－ＰＯ 

:幸一＿

スモーキーバレー見学

デイケアセンター見学

9/９ 

Ｏ
び
り

□ 

9/１０フイリピンエ科大学でさよならパーティー

◆行程内容の説明

①大学交流会

マニラ近郊にあるフィリピンエ科大学の学生たちと交流会を持ち、身近な話題からお互いの国

の文化、歴史などについても話し合った。フィリピンの大学生は16歳～20歳と、私たちゼミ生よ

りも年下だったが、自分の国について真剣に考え、自分なりの意見を持っている姿を見て圧倒さ

れた。慣れない英語での討論ということもあったが、私たちは日本のことをうまく伝えることが

できなかった。同年代の外国人との交流は、日本を客観的に見るきっかけになった。

帰国の前日、同じ学生たちがさよならパーティーを開いてくれた。短い出会いにもかかわらず、

昔からの大切な友達同士のようになり、言葉や文化が違っても心が通いあうものなのだと自然に

受け入れることができた。彼らのおかげで、ｋI)国してもフィリピンについて考え続けることがで

きたのだと思う。

②農村

ルソン島を北上しながら魁村開発にかかわる２つの団体を見学し、援助のあり方を考えた。

１つ目は、PhilRiceというフィリピン政府の農業研究機関を見学した。見渡す限りの穀倉地帯

の中で、白い立派な建物が一際はえていた。豪華な昼食でもてなされ、ビデオカメラが何台も並

んだスタジオや、遺伝子組み替えの研究施設などを見学した。PhilRiceは日本政府の援助

(ＯＤＡ）で設立され、フィリピンの人口増加に伴い米の生産量を上げるために、稲の品種改良や

化学肥料の開発、農業機械の開発などを行っている。この研究の恩恵を受けられるのは、経済力
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のある大地主であり、本当に援助が必要な貧しい農民ではない。結果的に貧富の差をさらに拡大

させているのではないかと感じた。

日本のＯＤＡで作られたPhiIRice研究所

さらに北上し、２つ目のＰＲＲＭという市民レベルの援助団体の活動を見学した。実際の活動

現場に行くまでに、いくつかのオフィスで税Iﾘ1を受けたが、いずれも質素でこじんまりとしてい

た。ＰＲＲＭは外国のＮＧＯなどからの寄付がｊｉな財源で、腱村の生活向上を目指して活動してい

る。先進国の援助に頼らず、腿１６が本当に必要としているプロジェクトを進め、環境負荷の少な

い持続可能な農業をlEl指している。私たちが見学した農村は険しい山間部にあり、見事な棚111が

広がっていた。棚H1への水の供給には、自動車の廃材部品で作った手作りのポンプを使用してい

た。安価な身の回りにある部品を使っているので、農民自身で作り、メンテナンスもできるとい

う利点がある。また、kIllに何櫛類もの作物を|iiiえてお互いの葉を肥料にして育つ、化学肥料を使

わない栽培方法や、農家の奥さんがキノコを育てて、副収入を得るようなプロジェクトが尖践さ

れていた。

険しい山間部の棚田（ライステラス）
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蕊

このポンプで棚田に水を行き渡らせる

PhilRiceとＰＲＲＭという２つの異なる援助方法を見て、お互いに足りない部分を補い合って

共lmilで活動できないものかと感じた。例えば、PhilRiceの潤沢な資金をPRRMの活動に役立て、

PRRMのもつノウハウをPhilRiceも取り入れて活動できれば、フィリピンの農業の発歴につな

がると思った。

③スモーキーバレー・ゴミの||｜

再びマニラまで南下し、首都近郊のゴミが集まるスモーキーバレーを見学した。最初にＣＦＦＣ

というＮＧＯが支援するデイケアセンターを見学した。スモーキーバレー周辺で暮らす幼稚園ぐ

らいの子どもたちが小学校入学に備えて学んでいる。習った歌や踊りを精一杯に披露してくれて、

とてもかわいらしかった。

！ 

デイケアセンターで子どもたちが歌を披露してくれた

次に、長靴に履き替えてスモーキーバレーへ向かった。もともと谷だったところに大Iitのゴミ

が運び込まれ、白く大きな１１l々が連なっているようかのように見える。一帯には悪臭が漂い、ゴ

ミから出た黒い水がlllのように流れるという劣悪な環境だが、ゴミの'１１のふもとには何粁もの家

があった。ゴミをつかみながら急な斜面を登っていくと、頂上にはたくさんの人がいた。ゴミを
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逆んできたブルドーザーに人々が群がり、次々とお金になりそうなゴミを染めていく。その中に

は子どももいて、とても危険な作業だ。下からは想像もできないその光景に、私たちは呆然と立

ちつくすしかなかった。途中で突然のスコールにあい、ＣＦＦＣのオフィスまで戻って説明を受け

たが、トタン屋根に打ち付ける激しい雨音の中で、先ほどのゴミを集めていた人たちは大丈夫か、

家に黒い水が流れ込んでいないか、そんなことを考えていた。

帰りの車の中で、どうしたらゴミの山をなくすことができるのだろうという話になった。大き

なゴミ焼却場を作ればいいという意見が出たが、ゴミで旋訓･を立てている人々は、また新たなゴ

ミの'１１を求めて移動するだけではないかという意見も出て、Ｉ｣の前の問題の根深さを痛感した。

命
、
鬮
川
剛

スモーキーバレーのゴミの山へ登る

２）ＶＴＲの上映

帰国後、ブイ ピンのために何かできることはないかと考え、帰国後、フィリピンのために何かできることはないかと考え、1カ月後、一般市民を対象に報告会

を開いた。その時のために約20分に編集したＶＴＲを今回の授業においても上映した。

３）まとめ

フィリピンと日本、腱村とゴミの111．旅に出るIiilの私の中では、それらはまるで別々のものだった。

しかしこの旅を通して、全てがつながっていることに気付いた。日本のＯＤＡがフィリピンの艘業の

発展のために使われると、大地王がますます豊かになり、貧しい腱民がさらに貧しくなる。貧しい農

民は農業を捨て、何か仕事があるだろうと、とりあえず大都会のマニラへ出てくるが、現実は仕事が

なく、ゴミの山へ流れてゆく。そんな悪循環の輪に私たち日本人は無関係ではないと気付いた。
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５）生徒の感想

・日本はフィルライスに援助しているけれど、それはフィリピンの人々のためになっているのか疑

問になった。どうせ自分たちの税金が使われるのなら、フィリピンのより多くの人に喜んでもら

える方がいいと思った。

・自分は恵まれていると思ったけれど、ゴミの山に生きる子どもたちは楽しそうだった。なぜ、あ

のような状況で生き生きとしていられるのかがわからなかった。何か自分にできることはないか

と考えたけど、良い策は思い浮かばなかった。苦しんでいたり、大変な人がいるのなら助けてあ

げたいと思ったけど、この気持ちは同情なのかなあと思った。なんかもどかしくて、もっと詳し

く知りたいと思った。

、日本にはゴミの山と呼ばれるような所はない。でも同じようにゴミがかなりの愚あるのは確かだ。

だからフィリピンでこんな事が起きていますみたいなビデオはあまりよくないと思う。そうIのう

生活に対して、どう恩うかとか話したりする方がいいような気がする。

・話を聞いてもビデオを見てもよくわからないことがある。譜の内容が全部真実だとも思えない部

分がある。だから行って生活してみるのが一番いい。

・大きな手助けは出来なくても、身近な所に目を向けると自分たちに、出来る事がたくさんあるん

だという事が、今日のお話をきいて分かりました。そして－番ダメなのは、自分には無関係と思

う事だと思います。大切なのは援助したという結果なのではなく、何をしたらいいのか、何がで

きるのかを考える過程にあるのだと思いました。

、私たちからすれば、援助しているのに、実際、向こうの人たちには、迷惑になってしまうこと、

つまり「ありがた迷惑」っておこっているんだと悲しくなりました。現地のためにするなら、ちゃ

んとプラスになるように現地の知識を入れて考えてから行動しないといけないと思いました。

、日本と全く違う、嫌な言い方？をしたら、貧しい国なのに、みんなそれぞれ楽しんでいて、日本

人以上に輝いている…すごく素敵だと思った。私たちは楽しめる環境にいて、楽しんでいないみ

たいで、フィルライスやＰＲＲＭなど日本からフィリピンへの援助をする前に（すごく良い事と

は思うが…)、自分を変えたい。

、フィリピンのゴミ問題は、もう何もしないで、そっとしておいた万がいいと思う。ゴミの山を撤

去してしまったら、ゴミを利用したり売ったりして生活している人々は、お金を稼ぐことができ

なくなってしまう。ということは生きる術を無くすということだ。ゴミを利用し、生活している

人々に、ちゃんと次の仕事を見つけてあげることができれば、ゴミの山も撤去することができる

ので、ベストだと思うが、それは遠すぎる夢のまた夢だろう。

（２）数学で「世界学」？（横弥直浩）

１）授業の目標

2001年度の世界学のテーマは、「人が移動する」である。「人の移動」を通し、世界における多様な

価値と相互依存関係を認識することを目標とした。人の移動には様々な形態があって、例えば、サッ

カーやベースボール（野球）で自分の才能で勝負するためにイタリアやアメリカに行く人もいる。海

外旅行で世界の各地を観光する人もいる。生きるため、難民となって自国を離れた人達もいる。

このように人が移動する目的や要因は様々であるが、それぞれに人が移動することにより様々な問

題が起きてくる。「人が移動する」をキーワードにして価値観の違い、世界で起っている諸問題や、

生徒自身と世界との関わりについて考える授業を構成した。
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数学科から世界学へのアプローチを考えたとき、専門性を活かして数学の内容や方法を通して世界

を捉えたらどんな授業になるのであろうか。

出店方式「数学編」の目標は次の通りである。

①人が移動すると文化が広がる。数学という文化の広がりを数学史を通して考える。

②数学という文化が、世界共通の言語になり日常のものとして使われていることを数字や記数法

を通して理解する。

③現在、数学という文化が必要かどうかを考え、新聞紙上で身近なものとして数学が使われてい

ることを調べる。

２）授業の内容

２）－１はじめに

これまでの授業で「人が移動すると、何が起こるか」を考えてきた。

人が移動すると、物やお金が動く。人が移動すると文化が広まり、そこで生活する人たちの規則や物

事に対する考え方が変化する。つまり人が移動すると、経済や文化などいろいろな変化や影響、問題、

発展等がある。

「人が移動する」ことにより数学自体にどんな変化が起こってきたのだろうか。また数学は今、ど

んな影響を世の中に及ぼしているのだろうか。数学の歴史と身近な数学について考えてみよう。

数学という文化について、例えば数字（記数法も含めた数の考え方）の発展を取り上げてみよう。

現在、使われている数字（１，２，３，４，５，６，…）は、たぶん世界中のどこに行っても使っている

と思う。詳しく調べると違った数字を使っている地域があるかもしれないが、外国の雑誌や新聞を見

る限りではアラビア数字（算用数字）は多くの国々で使われている。いつ頃からこの数字が世界中で

使われるようになったのだろうか。

この疑問を解決する前に、最近「数学なんか世の中に必要ない」という意見について、みんながど

のように数学を捉えているかを話し合ってから、文化としての数学を考えたい。

２）－２数学の必要性

最近新聞の投書欄にも「数学なんか世の中に必要ない」という意見があったり、数学の授業でも

｢こんな難しい数学は社会に出たとき役に立たない」という意見を生徒たちから聞く。

数学の必要性をどのように考えているのか、自分の意見を出しあいましょう。

ここで、少し討論会が始まる。（討論をする前に自分の考えをまとめるため、プリントに自分の意

見を記述する）

・数学は、世の中に必要だと思うけど、自分が大人になったときは必要ないと思う。足し算や、か

け算は生きていく上で必要だけど、関数などは必要になるとは思えない。今の素直な意見は、知っ

ておいた方がよいというか、少しぐらい理解できた方がよいとは思っている。

・私は、数学の中にも必要なものと必要じゃないものがあると思う。だけど今、しんどいくらい苦

労して勉強するほど必要であるのかどうか…と思う。今数学を勉強しなければならないと思うの

は、世の中に必要だからじゃなくて、大学に行くためにはやらなきゃ仕方ないと思うからです。

今の世の中には、数学よりも国語とか道徳の方が必要だと思う。

・算数は、買い物に行くとき使うから絶対に必要だと思います。高校の難しい数学は、特に日常生

活では使わないけど頭を柔らかくするために必要だと思います。だから数学は必要だと思います。
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･算数さえできれば普通に暮らしていけるから、数学は必要ないと思う。でも数学がなければ宇宙

のこととかがわからないと思うし、新しい便利な機械を作り出したりできないと思う。世の中に

は数学は必要だけれど、私自身には必要ないと思う。

･人間の社会が発達していくのには必要だと思う。でも、私は科学者とか数学者とかになって世の

中に貢献するわけでもないので、私の将来には特に数学は必要ないと思う。

いろんな意見が出ます。日常生活での必要性から考えて「難しい数学は生活上必要でない」と考え

ている半面、文化としての数学、科学としての数学を考えると必要であると答える意見が多いようです。

２）－３文化としての数学

現在使われている数字は、アラビア数字（または算用数字１，２，３，４，５，６，…という）である。

この数字は世界中どこに行っても通用する。例えば、ロシア語やドイツ語が話せなくても、その国の

数字や数式は全くわからないものではないでしょう。この数字は、－体いつ頃から使われるようになっ

たのでしょうか。

資料プリントをもとに数字と記数法について説明する。

①エジプトの数字と記数法

・紀元前2000年頃に使われていた。

、アーメスのパピルスに記録（紀元前1550年頃）されていた。

・象形文字であり、これはエジプトの気候や風土、生活に密着した絵になっていた。

・１０進法で表されていた。

・計算に使うものではなく、記録するものとしての数字であった。

②メソポタミア（バビロニア）の記数法

・紀元前3000年頃（紀元前5000年頃～紀元前1500年頃）に使われていた。

・ねんど板に記録したものが残っている。

・文字は、国が土地、家畜、穀物人などの財産を管理するために作られた。

・くさび形文字（数を表す記号）であった。

・６０進法で表されている。生活習慣から60進法が考えられ、今日にも影響していると考えられる。

例えば１時間は60分、１分は60秒である。

③ギリシャの数学

・紀元前700年付近から数学が発展している。

・アッティカ記数法とイオニア記数法があった。

・ローマの数表示は、アッティカ方式にならったものである。そのローマ数字は、今でも時計の文

字盤に使われる。

・ヨーロッパでは、１５，１６世紀ころまで圧倒的にローマの数字が使われていた。

・ギリシャの算術と代数は、はじめのうちはギリシャ人の独創の部分がなく、知識はエジプトの神

官から受けた。

・計算の術とは異なった厳密な証明を伴う純粋数学の形成は、ギリシャ人の独創であった。

.この時代には、有名な人物の名前が残っている。例えば、タレス、ピタゴラス、アルキメデス、
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ユークリッド、アポロニウス等である。

④インドの数学

・１から９の数字は、紀元前２世紀ナーナー・ガート洞窟の仏教碑文に見られる。

・位取り記数法（Ｏの概念を含む）は、紀元458年ジャイナ教の教典「ロカヴィバーガ」に最初の

文献として見ることができる。（違う説もある）

・現在使っている数（記数法）のはじまりで`ある。

ここで一息入れて、問題を解きましょう。

(ｲ)エジプトの記数法で「22」「1984」を書きましょう。

ロバビロニアの記数法で「22」「143」を書きましょう。

レリローマ数字で、「ＤＣＣＣＣＬＸＸＸＶＩＩ」を今使っている記数法になおしなさい。

数字及び記数法の発展の歴史を振り返りましょう。

今使っている数字（および記数法）は、古代文明が使っていた数字からどのように変化したと考え

ますか？

・バビロニアの記数法では、２と61の区別はどのようにしたのだろうか。

・昔使っていた記数法は、いちいち記号をたくさん書かないとダメだけど、今使っているのは簡単

になっている。

・古代の人がその時代の数字を使っていて、それに不都合を感じたときに他の場所からもっと手間

のかからない記数法を見つけて来て、それを用いるようになったのではないかと思う｡

、どの国でも生活に数字は必要であるので､世界共通にしないと人が移動したときに不便になる。

そんな中で便利な、簡単な方法をみんなで作り出したのだと思う。

・数字が、いろいろな世界に広まっていくうちに簡単で便利な今の形に変化していった。

、進化したというより退化したのだと思う。簡単になっているし、数が使い易くなっている。記数

法がややこしくなり難しくなっていくにつれて進化しているといえるのではないか。

2）－４身近な数学を探そう

自分の身近に数学はあるでしょうか。自分の考えを出しあいましょう。

討論をはじめます。まとまった意見が言えない人は、プリントに自分の意見をまず書きます。

・今の世の中、お金で動いている。そのお金は数字で表されるから、なくてはならない存在だと思う。

・私はよく料理を作るので、分還とか計算するときに使います。この前もお寿司を作ったときに酢

などの分量を比で求めました。

・物の値段や、はがきの郵便番号、電話番号など。私たちの暮らしの中に数学．算数がしみついて

いる。

-６２－ 



･日常生活に数学は使われていると思う。難しいことじゃなくて、バツと見て誰もがわかるような

簡単なことが様々なところで使われているはず。

2）－５新聞「ビールのコマーシャル」を見る

身近な数学について、具体的に新聞を見てみましょう。

最近、新聞を見ていると１ページ使った大きさの「ビール」の広告が目に飛び込みました。４種類

あるのでそれを見て、感じたことを話し合いましょう。

①「アサヒ本生どうなる!?発泡酒対決2001」

・ビールではなく発泡酒なんだなあ。

・紙面一面が赤で目立つ。赤色から受ける印象は、軽い安っぽい庶民的。

・値段は安いようだ。

・何の対決だろう。値段なのか、品質なのか、うまさなのか。

②「ＭＡＬＴOSスーパープレミアムビールの夢でした｡」

・値段が高そうで、グレード（品質）が高そうなビールだ。

・紙面全面が金色なので、高級感がある。

・値段表示243円があり、スーパープレミアムというネーミングも高価な印象である。

.安さよりも高級感で売ろうとしている。

③「ＭＡＬＴ,S天然水仕込ヒャクパーッ！といこう｡」

・麦100％、天然水100％の表示より、ヒャクパーヅ１の意味するものがよくわかる。

・品質が良さそうだ。100％から来る印象だと思う。

.もし100％ではなく、９８％だったら、あとの２％は何が混じっているのか知りたくなる。

・言葉だけで「天然水仕込ヒャクパーッ！」よりも、数字での表示はインパクトがある。

④「アサヒスーパードライ46.7％」

・最近、アサヒスーパードライが」･最近、アサヒスーパードライがよく売れていると聞く。その具体的数値としてアサヒビールのシェ

アが46.7％もあることがわかる。

･46.7％が目立つ。何の数値かと知りたくなった。

･円グラフも使われていて、アサヒビールはよく売れていることがわかりやすく表現されている。

．よく売れているビールだったら、一度飲んでみようという気になる。

･数値で表示、グラフで表示、これは数学的だ。

･無意識に見ているけれど、他の広告よりインパクトがあった。

この新１１１１の「ビールのコマーシャル」を見て、自分の意見を出しあいましょう。

･数字というものの利便性がとてもわかった。この世界に共通している文字は、数字しかないと思っ

た。数字がもし世界に共通していなかったら、株の取引もできないし不便だと思う。数字の便利

さがよくわかった。

･私も先生の意見に納得できる。数字（数学）はいろいろなところにあふれていて、知らず知らず

－６３－ 



のうちに目に入って自分の中で理解しているんだなあと思った。そして、数字は世界中で共通に

使われている言語のうちの１つだと思った。

これで授業を終えますが、宿題を出します。

宿題：「新聞記事から、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｡」

3）実践を終えて

①本授業「世界学（数学編)」は、文化として数学を捉え、言語として世界に広がっていることを

知り、身近なものとして数学を雌意識的に使っていることが確認でき数学の有用性も感じ取られ

た。

②出店方式授業の評lilliについて考える。

出店方式「数学編」の授業を生徒が受けて、宿題を通してその生徒の評価をすることにした。

評価は、４段階（ＡＢＣＤ）で表しその評IHi溌準を次のように設定した。

Ａ：数学の有用性が|引分なりに主張でき、関連する数学について調べている。

Ｂ：数学の有用性が自分なりに主張できる。

Ｃ：新liil記事から、数学を見つけられた。コメントは新|H1記載事項のみである。

、：新聞記事から、数学を見つけられない。無関心。未提出。

生徒がこの５つの授業を受けた後に総括レポートを提１１}させた。そのレポートによって評価するこ

とを考えた。レポート課題とは、次の内容である。

「『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`100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。

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。

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。

、：５つの（もしくは４つ）の授業についての説明ができない。

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。（レベル①～⑤については、本校研究紀要第43染（１）を参照）

参考文献

①「数の歴史」ドウニ．ゲージ箸、藤原正彦監修、創元社1998

②「身近な数学の歴史」舟山良三箸、東洋書店1991

③「遠くはるかな流れ」志賀浩二箸、岩波書店１９９７

6４ 



４今後の課題

2001年度の世界学では、「分節的接合」という概念に基づいて、カリキュラムの構造化（ユニット

制の導入)、評価基準の明確化、「出店」授業の導入などに取り組んできた。いわば、世界学の足場を

しっかり組むことが課題であったわけだが、その成果は概ね満足の行くものであった。しかしながら、

これには更なる具体的な検証が必要である。例えば、各ユニットの評価、生徒の学習過程と授業との

関係、生徒に学習意欲を高める評価のあり方などである。その幾つかについては、すでに検証が進め

られている。本稿ではとくにＦＷについての課題に絞って記述しておく。

ＦＷを通じて、生徒と世界との接点が確認され、更なる問いへと発展していく過程が伺えた。イン

ターネットによる調査活動から離れ、実際に自分の足で必要な情報を集め、検証することの面白さ、

いいかえれば自分で問いを発してそれに向かって進んでいく中で新しい問いがでてくるという学び本

来の面白さ、端的に言えば、自ら学ぶことの楽しさに気付くことができれば、調査活動の質も向上す

る傾向にある。

ＦＷの時間的制約を指摘する生徒もいた。その[|】には具体的な提案として、１期についてもＦＷを

行うという案、中間発表を充実させることによって他の班との関連性を確認しながらすすめていく案

など、傾聴に値するものが含まれていた。ＦＷを各W１１回ずつ行うために、シュミレーションゲーム

の回数や「出店」授業の回数を減らすことも、今後の論点となろう。

その他、全体に共通する検討すべき問題を３点にしぼって挙げておこう。第一は、生徒の文章力が

乏しいことである。ただ書かせるだけでなく、添IIi1Iを含めた指導を行ったが、「世界学」で取り組む

べき課題として据えるかどうかについては意見が分かれた。第二に知識についての講義、作業として

のニュースファイルの多さに不平をもらす者もいた。提出物をまったく出さない者が各クラスに散見

された。根本問題としては全般的な学習意欲の低下があるが、この問題は「世界学」を展開するにあ

たっても大きな姪槽となっている。第二としては、選択制の導入である。これには二つの方法が考え

られる。一つは「世界学」の中のユニットを選択させることである。もう一つは、実はこれがもっと

も重要なことかもしれないが、「世界学」自体を必修から選択制に変更することである。「総合的な学

習の時間」の眼目の一つは、生徒が自ら興味をもち、自ら調べ、自ら身につけていくことである。こ

の点については「世界学」も同じである。しかし、すべての生徒がそのようにできるわけではない。

生徒の能力には格差がある。基礎知識のくり返しではあきてしまう生徒もいるし、発展的な学習活動

にはついていけない生徒もいる。より高い教育効果を望むのであれば、「世界学」そのものの選択制

の導入も検討するに値するであろう。

最後に、再度、世界学の本質的特徴について述べておく。「世界学」というプロジェクトは未完で

あらざるをえない。異なった文脈・状況・場所に応じてさまざまに展開されうる迎動だからである。

したがって「世界学」の年間スケジュールや授業内容は、決して－つではなく、複数あるのである。

たえず、刷新されたり、再構成されたり、ある部分を欠落させたり、新しい要素を加えたりというよ

うに、「世界学」のプロジェクト自体が、分節的接合の過程の中でしか、成立しないのである。一貫

性がないと思われるかもしれないが、「世界学」をひるがえって「総合的な学習の時間」といわれる

ものを、その特異性とその接合関係においてとらえようとすれば、こうした立場や認識は了解されな

ければなるまい。
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奈良女子大学文学部附属
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2008年３月

G1obalClassroom2002報告

前田哲宏・平田健治

用語の混乱を避けるため、グローバル・クラスルームの組織や迎営を指す場合には、グローバル・

クラスルーム・パートナーシップの略としてＧＣＰとする。年次大会を指す場合には、グローバル・

クラスルームの略としてＧＣと記す。

ｌ背景と経過

1997年以降、毎年、紀要で報告を行っているので、ここでは、本校がＧＣＰに参加することになっ

た経緯とこれまでの経過については、最小限の記述にとどめたい。詳しくはそれぞれの紀要を参照し

てほしい。

スコットランドのシェットランドにあるアンダーソン・ハイスクールは、従来から世界各国の高校

と交流を行ってきた。それらの高校の代表生徒が、1997年アンダーソン・ハイスクールに集まって行っ

た高校生によるフォーラムがそもそものＧＣおよびGCPのはじまりである。

最初、年次大会からスタートした交流であったが、その後、1998年からはパートナースクール間の

留学制度であるExtendedExchangeが始まり、1999年からは、ラーニングスクールが始まった。

1．１参加校

南アフリカのパートナースクールはハロルド・クレーシー高校であったが、2001年のドイツで行わ

れたＧＣ後、同高校はパートナーシップを離れ、以前よりオブザーバー参加していたランガ高校が正

式にパートナーに加わった｡

1．２歩み

1997年の第１回ＧＣ以来、毎年、パートナースクールがホスト校となりフォーラムを開催してきた。

－６７－ 

学校名 所在地 国

アンダーソン・ハイスクール シェットランド 連合王国

ボーベルグススｺｰﾗﾝ オンゲ スウェーデン

グラフ・フリードリッヒ・シューレ ディープホルツ ドイツ

ギムナジウム・ズリン ズリン チェコ

ヴィッタボウメ・ハイスクール

ランガ・ハイスクール

ケープタウン 南アフリカ

奈良女子大学文学部附属中等教育学校奈良 日本



年度

の発脛

１．３ExtendedExchange 

l998年、スウェーデンで開かれた第２回ＧＣのスタッフコーディネータ会議において、GCP参加校

間で、1998年10月以降、短期・長期の留学を行っていくことが合意された。これは、ホームステイを

しながら、学校の授業に参加し、留学生と家庭・学校・地域が双方向の異文化学習をしていくことを

目的とする。

これまでの本校のおける累計実績は下の通りである。

１．４ラーニングスクール

また、1999年よりGCPのプロジェクトの一つとして、ラーニングスクールが始められた。ラーニ

ングスクールとは、世界６カ国にあるパートナースクールを拠点として、各パートナースクールの代

表の学生、高校生が１年間かけて学校教育や異文化を体験的に学習しながら学習および教育の改善を

目的として世界に向けて提言をまとめていくものである。ケンブリッジ大学及び奈良女子大学がその

指導にあたっている。今まで調査した各学校の自己評価にも大いに貢献しており、調査した学校やそ

の国の教育をつかさどる機関からも関心を持って見られている。ラーニングスクールに参加したいと

いう学校も毎年増えているのが現状である。本校では奈良女子大学の要請に従って、リサーチの場を

提供している。

2002年には、これまでの研究の成果をまとめた書物がRoutledgeFlamerから８℃(/LEUamatjo〃ｍ

ｔｈｅＧﾉｏ６ａＺａＤｌｓｓｍｏｍとして出版された。

２ＧＣ２００２ｉｎＺｌｉ、

2．１英語の授業での取り組み

（１）ＧＣと英語授業の連携を目指した指導計画
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年度 開催国 テーマ

1997年 スコットランド 環境、教育、雇用、社会や個人が抱える問題

1998年 スウェーデン 民主主義、地域の発展、平等、環境

1999年 南アフリカ 偏見、若者の失業、人権文化

2000年 日本 伝統とテクノロジー、人間関係、教育

2001年 ドイツ 異文化共生、人類の脅威、芸術科目の重要性

2002年 チェコ 健康、メディア、ジェンダー

学校名 送り出し 受け入れ

アンダーソン・ハイスクール ６ ２ 

ポーベルグススコーラン 1 ０ 

ハロルド・クレーシー・ハイスクール １ １ 

グラフフリードリッヒ・シューレ ５ ２ 

ギムナジウムズリン １ １ 



①2001年度「英語Ｉ」の授業

例年と同じ様に、2001年度９月より４年生での「英語Ｉ」の授業において、GC2002で取り上げ

られるトピックを活用し、授業で実践してきた。年度中に取り扱ったトピックはhealthとmediaで

ある。これは、GC2002でのトピックの中でも比較的生徒にとって身近な話題を提供してくれる可

能性があるとの観点から選択した。したがって、もう一つのテーマであるgenderについては、２００２

年度で取り扱うことにした。
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2001年度「英語Ｉ」指導計画

9月

lslweek 

2剣ｗｅｅｋ

3ｍｗｅｅｋ 

４ｌｂｗｅｅｋ 

Health①``ThreeKindsofHealth,， 

Health①“ThreeKindsofHealth 

Discussion 

,, 

Health②“Ｄｏｙｏｕｍｉｎｄｉｆｌｓｍｏｋｅ?,, 

Health②``Ｄｏｙｏｕｍｉｎｄｉｆｌｓｍｏｋｅ?，, 

10月

lｓｔｗｅｅｋ 

２“ｗｅｅｋ 

3,1ｗｅｅｋ 

4lbｗｅｅｋ 

Ｔｈｅｌ圏lSemesterFinalExam

Health③``ForYourFutureHealth', 

Health③Discussion 

Health④``ＡＩＤＳｖｓ・Aid'’

Health④``ＡＩＤＳｖｓ・Aid,，

11月

1s‘ｗｅｅｋ 

2ｍｗｅｅｋ 

3両ｗｅｅｋ

４１ｈｗｅｅｋ 

Health⑤``CaseStudies', 

Health⑤`℃aseStudies，， 

Health⑤Discussion 

Health⑥ＪｕｓｔｓａｙＮｏｔｏＤｒｕｇｓ 

Health⑥ＪｕｓｔｓａｙＮｏｔｏＤｒｕｇｓ 

12月

lｓｔｗｅｅｋ 

2Ｍｗｅｅｋ 

3㎡ｗｅｅｋ

4tｈｗｅｅｋ 

The2odSemesterMid-termExＳｍ 

Health⑦LegalizingDrugs 

Health⑦LegalizingDrugs 

1月

1s［ｗｅｅｋ 

2刺ｗｅｅｋ

3風Iｗｅｅｋ

4Iｈｗｅｅｋ 

Health⑦Discussion 

MediainEducation①WhatisMedia？ 

Media nEdlUcat ｏｎ①WhatisMedia？ 

Ｍ ｎＦ】dlncat ｏｎ②ViolenceonTelevision 

２月

1s【ｗｅｅｋ

2咽ｗｅｅｋ

3風'ｗｅｅｋ

4tｈｗｅｅｋ 

Ｍｅｄ ａ nEducat ｏｎ②ViolenceonTelevision 

Media nEducat ｏｎ③ 

MediainEducation③ 



②2002年度「英語Ⅱ」の授業

2002年度「英語Ⅱ」においては、2001年度「英語Ｉ」と同じ担当者が授業を行った。「英語Ⅱ」

では、前年度に取り上げなかったgenderをサプトピックにし、ＧＣまでの約２ヶ月間Life＆

Cultureに焦点を当て、幅広くgenderについて考えられるよう授業を実践してきた。

（２）教材

以上のようなトピックを中心に授業を行っていく場合、普段使われる文部科学省検定教科書では、

カバーしきれない部分がある。したがって、海外で出版されているコースプックや英字新聞、インター

ネットホームページなどをできる限り加工・修正し、授業用教材として使用してきた。以下に実際に

使用したコースプックを挙げる。

ノVbmHo｢jzo〃Ｅ"g/isﾉtCou7se〃（TokyoShoseki）

FhceZheIssues（Longman） 

ＣＯ"sjderZhelSsues（Longman） 

ｃａｕｓｅα"。Ｅ"bct（Heinle＆Heinle）

Eue,DMOreTrueStorjes（Longman） 

GremIssues（KiriharaShoten） 

ＴＱｈｅａＳｍｎｄ（MacMillanLanguageHouse） 

（３）授業形態

①Reading 

先に挙げたESLコースプックからリーディング部分のみを抜粋し、読解中心となるようなワーク

シートやボキャブラリーリストを作成し、授業で使用した。リーディング教材は後のディスカッショ

ンでのテーマを提供してくれるものを中心に選択した。実際のＧＣ期間中のディスカッションでも、

同じ内容のディスカッションがされた。

②Discussion 

リーディング部分で読んだ内容について、英語でグループディスカッションを行う時'1Mをできる

だけとるようにした。2001年度の「英語Ｉ」では、できるだけ生徒が話しやすくなるように、ディ

スカッション前に自分の意見をまとめる時間を設け、ある程度制約されたディスカッションとなっ

た。これをうけて2002年度「英語Ⅱ」では、できるだけ前もって意図されたことを発話するguided
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2002年度「英語Ⅱ」指導計画

４月

1爵ｔｗｅｅｋ

,刺 ｗｅｅｋ 

37．ｗｅｅｋ 

4(ｈｗｅｅｋ 

Ｌｉｆｅ＆Culture（Personality） 

Ｌｉｆｅ＆Culture（HumanRelations） 

５月

ｒｔｗｅｅｋ 

2,．ｗｅｅｋ 

3『ｄｗｅｅｋ

4iｈｗｅｅｋ 

Life＆Culture(Gender①） 

Ｌ ｆｅ＆Culture(Gender②） 

Life＆Culture(Gender③） 

６月 1鰕’ｗｅｅｋ '１ｺ間考査①



discussionから、状況に応じて発話を求められるfreediscussionへと移行していった。事実上、

この授業でのディスカッションがＧＣ当日のディスカッションとほぼ同じ内容であったことから、

非常に有益であったと思われる。

③Speech（Presentation） 

2001年度の夏休みの宿題として、ＧＣのトピックに関連した調べ学習をし、それをもとにスピー

チ原稿を作成することを4年生全員に課した。その後の授業の中で、毎回数名ずつが授業のはじめ

にスピーチを行った。ＧＣのトピックを宿題に課したのは、授業との関連性をある程度持たせるた

めである。夏休み明けからはＧＣのトピックに基づいて英語授業を行っていく予定であったため、

授業始めの数分間のスピーチはトピックの内容把握とそれについての問題意識を向上させるという

点で有益であった。

④Writing 

GCで取り上げられた３つのトピックの内、実質まとまったある程度の文量のエッセイを英文で

書くことに時間を費やすことができたのは、gender（2002年度「英語Ⅱ」の時間）だけであった。

その他のトピックについては、定期考査の中で100から150語程度のライティング問題を取り扱った

トピックに基づいて書くことを課した。それ以外のライティングにかかわる活動としては、授業で

行うディスカッションの準備段階として自分の意見をまとめる程度にすぎなかった。これは、一つ

のトピックについて広い範囲にわたってそれに関連した事柄を英文で読み、知識をつけてもらいた

いという思惑から、ライティングにまとまった時間を設けることができなかったことに起因してい

る。また、ＧＣ参加者には、できるだけ学年全体としての意見をＧＣ当日に発表してもらいたいと考

えていたため、一人一人の英作文に目を通して、それをまとめるよりも、ディスカッションで出た

意見を集約した議事録（ディスカッション中にチェアーパーソンが書いたもの）をまとめた方が効

率がよいと考えた。

２．２ＧＣ２００２ｉｎＺＩｉｎ 

（１）プログラム
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月日 活動

６月６日 ズリン到着

７日 モラピアとボヘミア音楽の夕べ

８日 アイス・ブレーカーキャンプ

９日 アイス・ブレーカーキャンプ

１０日
午前：開会式Cultureプレゼンテーション

午後：ＬＳプレゼンテーション

11日 午前

午後

夕方

Mediaプレゼンテーション

Mediaディスカッション

歌とダンスの夕べ

１２日 アウシュビッツ収容所見学（ポーランド）

１３日 フィールド・トリップ

１４日 午前：Genderプレゼンテーション

午後：Genderディスカッション



（２）プレゼンテーションとディスカッション

①Media 

○Presentation 

Mediaのプレゼンテーションでは、それぞれの参加国で放映されている社会問題を風刺したテ

レビドラマによくあるシーンを寸劇にすることが、事前に求められていた。本校のメンバー達は

どの様なドラマを再現するかの議論の中で、学校での問題を取り上げることにし、日本の中学生

や高校生だけでなく、社会全体にとって切実な問題であるいじめを劇化することにした。内容は、

いじめられっ子の高校生が学校に登校できなくなった時、一人のパティシエに出会う。その人と

の関係の中で、パティシエになることを決意し、いじめに屈しない人間に育っていく、といった

ものであった。ここでは、日本の学校教育における問題を発表するだけでなく、生きるための目

標、まわりの人達との人間関係といった生きる力につながる物の大切さを訴えた。

○Discussion 

Mediaのディスカッションでは、初めにmediaの定義をすることから始まった。その後、現在

テレビやラジオ同様に普及しているインターネットに関わる諸問題の議論へと移っていった。そ

の中で、「インターネットは雑誌や本にとってかわる時代がくるか」に関する議論は参加者の様々

な意見が飛び交い、非常に興味深かった。岐後に、教育におけるメディアの長所と短所が話し合

われ、授業でも取り扱ったテーマであるテレビにおける暴力シーンについて本校の参加者から積

極的に意見を述べる場面も多々見られた。

②Gender 

○Presentation 

Genderのプレゼンテーションでは、日本の結婚生活と社会生活に現れる男女関係の問題に焦

点をあて、あらかじめ日本で撮影したＶＴＲを上映した。その内容は、一般的な会社で出会った

男女二人が、社内恋愛の末結婚し、その過程の中で直面する様々な問題を取り上げたものである。

特に日本の社会独特であると思われる結婚後に退社を迫られるシーンや、働く女性の仕事内容と

いったシーンは海外の高校生達にとって印象深いものになったと思われる。

○Discussion 

午後のディスカッションでは、主に家庭での男女関係と社会（会社や学校）での男女関係につ

いて主に話し合われた。その中で、印象的だったのは「結婚後は妻に家で家事に専念して欲しい｣、

と本校からの参加者の－人が意見を述べた時である。その後、日本における家庭での男女の一般

的（もはやそうでないと言われるかもしれないが）な役割を説明し、海外からの参加者から質問

攻めにあう場面が多かった。ＧＣの参加校を見てみると、ヨーロッパ圏の国が多く、それらの国々

からの参加者にとっては日本のそのような考え方に抵抗があるということが、本校の参加者には

話し合いを通して理解することができたのではないだろうか。ディスカッションの最後にはフィー

－７２－ 

１５日 社会見学（ワインエ場・ガラス細工工場など）

１６日 休み

１７日 午前：Healthプレゼンテーション

午後：Healthディスカッション

夕方：お別れパーティー

１８日 ズリン出発



ドバックセッションが開かれ、本校の参加者からも一人ディスカッショングループの代表として、

全体の前で日本の伝統的な家庭や社会における男性優位の現状を報告した。

③Health 

○Presentatio、

ここでは、プレゼンテーション用のコンピューターソフトを使い、人の健康に影響を及ぼすも

の（食事、たばこなど）について発表した。その中でも主に日本の食文化について触れ、現在日

本でも流行しているハンバーガーなどのファーストフードと伝統的な日本の食事（お米・味噌・

納豆など）を栄養面や食事の際の噛む回数などを比較し、実際に日本から持っていった納豆やこ

んにゃくを会場にいた参加者達に試食してもらった。最後に健康な生活を送るための食生活への

提案を行って発表を終えた。日本食の試食では、興味を抱いた海外の参加者たちが一斉に集まり、

何からつくられた食事でどのように体にいいのか本校の参加者から英語で説明を受ける場面も見

られた。

○Discussion 

最後のプログラムとなったhealthのディスカッションでは、若者の病気とその原因、若者の薬

物・アルコールに対する意識と薬物の一部合法化についてなどが話し合われた。特に日本人は、

ドラッグやアルコールの問題は欧米諸国に比べると比較的問題意識が低く、実際に滞在したチェ

コのズリンでも簡単に薬物が手に入ることも話題になり、身近なところで容易に手に入る環境に

あることに対して本校の生徒からは蝋きの声も聞かれた。また、アルコールに関しても同様に参

加者たちはヨーロッパ諸国の現状と日本の違いを法律の面からお互いに情報交換し、どの程度の

年齢になれば飲酒や喫煙は許されるのか、といった尽きない議論の末、全体のディスカッション

が修了した。

３２，．ラウンドに向けて

2001年になってから、ＧＣの第２ラウンドをどのような形で開催すべきかの模索が始まった。議論

は、2001年GC、2001年10月ズリンで開かれたコーディネーター会議、2002年GCで継続して話し合わ

れ、その間、錯綜と混乱を経て、2002年11月オンゲで開かれたコーディネーター会議で一応の決着を

見た。その経緯を時間軸に沿って述べたい。

また、学校間の議論とは別に、本校が第２ラウンドへ参加するかどうかの議論が本校教官会議で行

われた。それは後述する。

2001年４月元GCP親善大使のエリックが来校

これからのGCPのあり方を考えていく上で、GCPおよびGCが各学校に与えた影響を調査。ボー

ベルグススコーラン（スウェーデン）ではＧＣの規模の縮小を考えているという情報を彼から

得る。

2001年６月ドイツで開かれたＧＣでコーディネーター会議

2003年のＧＣは、シンイル高校（韓国）が、従来通りの形式でホストすることが確認される。

シンイル高校は、2002年のＧＣにはオブザーバーとして参加し、2003年からＧＣＰの正式なメン

バーとなることが確認される。2004年以降のＧＣのあり方を考えていかないといけないが、ポー

ベルグススコーランから、従来通りの規模ではＧＣをホストすることが難しいという意見が出
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される。主な理由はホストファミリーの確保が困難であるということである。アンダーゾン・

ハイスクールからも同様の意見が出される。2004年以降のＧＣについて、ポーベルグススコー

ラン（スウェーデン案）から具体的な提案があり意見を求められる。

･各パートナースクールは、毎年テーマを－つ決める。

･各校は、他のパートナースクールから各２名の生徒を招き、「グローバル学級」を作って、

－ヶ月を過ごす

。決められたテーマと共にそれぞれの文化について学ぶ。例えば「若者の地域の民主主義への

参加について」とか「自分のコミュニティーや学校での多文化」等。

･生徒は、期間中、自分の学校と連絡を取って勉強することもできる（遠隔地教育)。パート

ナースクール間での共同カリキュラムや教師交換への道を開く事もできる。

･各パートナースクールは、パートナースクール以外の学校を招待する事ができる。

.ＧCを開催しているときには、生徒だけでなく教師も参加できるようにしたい。

･それぞれのＧＣで行った活動をどのように評価するのかを考えなければいけない。

．中立的な場所でフォーラムを開くことには賛成。しかし、お金の問題がある。経済的な問題

によって参加できないということはないようにしたい｡

2001年10月ズリンで開かれたコーディネーター会議

本校からは佐久間校長が出席。前副校長の松本博史も出席。グラフ・フリードリッヒ・シニー

レとギムナジウム・ズリンよりスウェーデン案への反対意見が出される。

提案のような生徒のグループを学校のカリキュラムの中に組み込むことは難しい。付随

しておこるであろう問題の一つは教師が活動に桃わることができないということである。

ＧＣのために仕事を減らすことはできないし、給与が出るわけでもない。いい考えだと

は思うが、実際に運営するのが難しい。

2004年以降のＧＣについて、各校で検討をし、ＧＣｉｎＺｌｉｎで報告・検討することが決定。

2002年３月

シンイル高校がGCPからの撤退を考えているという情報が伝わる。2004年のＧＣについてホス

トファミリーの確保が難しいと考えているようだ。GCP参加校の地域的バランスを考えても

韓国のシンイル高校が参加することの意義は深いことを表明する。また、このあたりでスウェー

デン案は自然消滅。

2002年６月チェコＧＣコーディネーター会議

(1)コーディネーター会議前

・ヘイ氏より2003年はシェットランドとスウェーデンの共同開催を考えているが、2004年に日

本はホストできるか非公式に打診される。

・2004年は、ホストできる状況にはないということで本校の合意ができていると答える。

。しかし、上の合意は2005年日本開催を否定するものではないと答える。

(2)第１回コーディネーター会議

・各校ともGCPの意義について評価し、これまでの枠組みを維持することが確認される。
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・南アフリカではハロルド・クレーシー高校がパートナーシップを外れ、それに代わってラン

ガ高校が加わることで合意された。

・コーディネーター会議の席上、ランガ高校の教師が、GCPの意義や成果をランガ・ハイス

クールでも共有することの正要性を強調。

.この会議後、それを最も効果的に達成するためにも、南アフリカで開催する方向が強く出て

きた。

(3)第１回コーディネーター会議後

・南アフリカのコーディネーターのエイドリアン氏と非公式に話す。

・エイドリアン氏によると、個人的には南アフリカで開催すべきだと考えているが、ただ、お

金だけが問題。ホストファミリーの確保などは問題がない。ハロルド・クレーシー高校は、

パートナーシップを離れたが、エイドリアン氏は、そこの保誕者や地域の人を個人的にも知っ

ているので協力を求めることも可能であるとのこと。

(4)第２回コーディネーター会議

.第２ラウンドの順番が合意される。

＊2003年南アフリカ

＊2004年シェヅトランドとスウェーデンの共同開(Ⅱ！

＊2005年日本

＊2006年ドイツ

*2007年ﾁｪｺ

・2003年南アフリカと2004年シェットランド・スウェーデンの入れ替えはありうる。

・2003年の南アフリカ開催について主に話し合われ、2004年以降のＧＣの詳細は議題には上ら

なかったが、各自で規模の縮小を考えていくとの合意があった。

.韓国からは、各コーディネーターにメールが届いたが、なんら確定的なことが書かれておら

ず、交流相手としてははなはだ信頼感に欠ける感がある。

(5)第３回コーディネーター会議

・南アフリカへの共同提案がまとめられた。

・GCP遜章をまとめることが合意された。

2002年９月

2003年にＧＣを南アフリカで開催することはできないと判断したとの決定がエイドリアン氏か

らもたらされる。

この時点で、2003年はシェットランドとオンゲで共同開催することが事実上決定される。

2002年11月

オンゲで開かれるコーディネーター会議を直前に控え、２カ国の共同開催ではＥＵからの援助

を獲得できない可能性があるとヘイ氏よりhIj報がある。この時点でシェットランド単独開催に

大きく傾く。

2002年11月オンゲで開かれたコーディネーター会議

本校より南教諭が出席。
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第２ラウンドの順番が合意される。

＊2003年シェットランド

＊2004年スウェーデン

＊2005年南アフリカ

÷2006年日本

十2007年ドイツ

＊2007年チェコ

結局、大きな回り道をして、第１ラウンドと同じ順、同様の形式で行うことで決着を見たのである。

４校内での議論

本校内では、GCPの意義を一方では認めつつも、様々な要因を背景にして、GCPからの脱退を主

張する声がささやかれ始めた。そこで、これまでの成果を総括するとともに、GCPに残留するかど

うかの議論を行い、あらためて学校の方針を決定することが必要だと判断された。

まず、議論の資料として、過去にＧＣを経験した卒業生、在校生約100名を対象にアンケート調査を

行った。

４．１アンケート

（１）アンケート概要

①対象

約100名ＧＣ参加者（奈良大会参加者も含む）

GCP長期留学経験者

ラーニング・スクール経験者

ただし、ホストのみを引き受けた生徒及び家庭は対象から除外した。また、奈良大会でキャンプ

にのみ参加した生徒も除外した

②アンケート項目

１．あなたは、どのグローバル・クラスルームに参加されましたか？複数回答有。

２．あなたにとってグローバル・クラスルームの意義とは何ですか？

３．本校にとってグローバル・クラスルームの意義とは何だと思いますか？

４．グローバル・クラスルームの問題点があるとしたら、何だと思いますか？

５．本校は、グローバル・クラスルームを続けていくべきだと思いますか？その理由もお聞かせ

ください。

６．その他何でもお書きください。

③方法

卒業アルバムの住所へ郵送

回答は、郵送のほか、ＦＡＸまたはメールによるものも受け付けた

基本的には匿名。本人が希望する者にだけ名前を書いてもらった。

（２）アンケート回答状況

①返却数

３７通（その内２通はメールによる回答、他は全て郵送による回答であった）
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ただし、宛先不明で返されたものが少なからずあった。

②参加年次別内訳

注１：日本開催時は参加希望者の全員参加であったので、もともとの人数が多い。その中で、キャ

ンプのみに参加した生徒は除き、残りの39名全員にアンケートを送付した。

注２：年次大会および長期留学にも行った者は、各年次大会の中でカウントしていた。

注３：スチニーデント・コーディネーターは、最初に参加した年次大会の中でカウントしていた。

注４：歴代スチューデント・コーディネーターのうち初代コーディネーターには当方のミスでアン

ケートを送付し忘れた。それ以外のコーディネーターからは全て回答を受取った。

注５：「スウェーデン」の内一人は保護者による回答。また、「不明」の内１通も保護者からの回

答と考えられる。

（３）アンケート結果（原則として、記名回答であっても参加年次のみを示して名前を記さないこと

とする）

①GCの存続について（質問５）

「本校は、グローバル・クラスルームを続けていくべきだと思いますか？その理由もお聞かせ

ください」に対する回答。各回答の冒頭にある国名はその国で開かれた年次大会に出席した者の

意見であることを示している。

。「続けていくべき」には、「是非続けていくべき｣、「絶対続けていくべき｣、「続けていってほ

しい｣、「続けていってもいい」から、留保つきのものも含まれる。

．「わからない」とした回答

＊（ドイツ）なんとも言えない。自分で言うとなして普通の高校生でできないことを経験でき

た。とてもよかった、が、これらの準備をするには今の私たちには力不足な点も多く、負

担が大きい。

÷（ドイツ）よくわかりません。今のままなら意味がないと思います。

．「不明」とした回答

（ドイツ）ドイツに留学した。それは奈良大会でホストして、こんな楽しいことはない、と

思ったからだ。ＧＣがなかったら私は留学を一生していないだろう。いい組織だと思うけど、

後輩に伝えるのはなかなか難しい。ビデオで見たけど、その場の雰囲気を伝えるは難しい。

-７７－ 

スコットランド 1997年 ４ 

スウェーデン 1998年 ３ 
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長期留学 ３ 

不明 ２ 
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わからない ２ 
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「ＧＣなんか」という声も耳にする。ただ、大会に参加したりメンバーだけの思い出に残るだけ

のものならそれは学校として参加するのは間違っていると思う。

②アンケート記述回答

ほぼ忠実に掲載する。ただし、スチニーデント・コーディネーターの回答は完全な形で後記する

ので、ここでは、それをiM(せていない。

○自分にとっての意義（質問２）

「あなたにとってグローバル・クラスルームの意義とは何ですか？」に対する回答。

．（スウェーデン）私は、グローバル・クラスルームで初めて実際に他の国に住み、様々な国の

人たちと交流し、刺激を受けました。それまでは英語を学んではいたものの、それを使う機会

はありませんでした。ディスカッションや交流を通じ、言語の重要さを知ると同時に自分の英

語の未熟さにショックも受けました。また、同じ年齢の外国の学生の考えを知り、ホームステ

イを通じて家族のあり方や、習慣も垣間見ることが出来ました。そして帰ってきてから、もっ

と他の国の事を知りたいと思い、また日本についても知らないことが多いと気づかされました。

グローバルに参加したことは私にとって高校生活で一番大きな意味を持つ経験となったと思っ

ています。

．（シェットランド）感性の豊かな時期に経験でき、視野が広がると同時にその後も何でも挑戦

しようという積極性が自然と身に付いた。

.（スコットランド）自分探し。

.（スコットランド）実際に日本を出て、他の国の人と出会うことで､世界に目を向けることが

できるようになりました。具体的に言いますと、将来の目標として必ず日本だけでなく、世界

と強くつながりがある仕事をしたいと思うようになりました。本当に自分にとって少し視野が

広がったと思っています。また、今でもたまにe-mailや、クリスマスカードのやりとりなどが

続く友達もできて、とても価値のある経験をさせてもらったと思っています。

.（南アフリカ）自分の持っている感覚をすべて使って過ごした２週間でした。準備段階では意

見がぶつかったり、言葉の壁もありましたが、「なんとかなる」ではなく、「なんとかするには

どうすればよいのか」など踏み込んで考えるようになりました。学生同士、真剣に討論すると

きもあれば、いろんな国の同世代とファッションやスポーツ、流行などの話題で盛り上がった

りで、発見の連続だった。

．（南アフリカ）仲間と協力して自分たちで主体的に問題意識を持って追及して1つのものをつ

くりあげていくことの楽しさをしることができたこと。プレゼンテーションを作る過程でもち

ろん知識が増え、英語力も上がりましたが、それ以上にみんなで切瑳琢磨しながら充実して時

間を過ごせた事。もちろん他国の人との交流もよかったです。

．（南アフリカ）自分自身、非常に興味のある日本の文化について外国の人たちにどれだけつた

られたかという挑戦を実際に伝えるという意義。自分の思想とか哲学がどこまで世界に通用す

るものか限界への挑戦という意義。アイデンティがないことがアイデンティのような日本人が

外国で日本人として考え行動するときの位置を実践で探るという意義。

.（日本）若い段階で他国の文化に触れることであらためて自国の文化を見つめなおし、その長

所短所を見極めこれらもどんどんグローバライズされていく社会と堂々と渡り合っていくこと

のできる人材の育成。それとこれからの地球規模で発展していくであろう問題に対するさまざ

まな国の意見を知ることで自分の考えを磨くこと。
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．（日本）外国の文化を吸収し、自国文化の意義を知る。

.（ドイツ）今までの日本という枠を超えて、新しい環境を通して自分の視野や考え方を広げる。

そしてディスカッションやホームステイなどから大勢の人の前で自己主張できる力やコミュニ

ケーション能力を育てる。

.（ドイツ）世界的な問題について議論し解決策を示すこと。その過程で８カ国のさまざまな実

情を知り、さまざまな人の意見を聞くことができること。視野を広げることができること。ま

た、参加国が８カ国もあり、多くの国際交流や文化的な交流が可能になること。

.（チェコ）他国の人と交流し、友達になることで色々な国や人の考え方の違いを知り広い視野

で考えるようになる。

○学校にとっての意義（質問３）

「本校にとってグローバル・クラスルームの意義とは何だと思いますか？」に対する回答。

.（スコットランド）世界に目を向けることで教育のシステムも比較でき、新しい発想を取り入

れることができる。

.（スコットランド）将来世界に出て行くようなことがなくとも、世界に目を向け他の国を知る

ことにより、自国を主観的にも客観的にも見ることができる生徒が増える可能性が高い企画だ

と思います。今日本では、欧米化が進んでいるとよく言われます。確かに、日産自動車のよう

にそれで立ち直ったケースもあります。良いものは当然受け入れれば良いとは思うのですが、

私はその【I｣でも日本人らしさを失うようならたとえ利点であっても受け入れなくても良いと思

います。これはグローバル・クラスルームに参加して得た考えです。ＧＣに参加するまでは、

「日本の常識は世界の非常識」ということを鵜呑みにして信じていました。しかしＧＣに参加し

て国民性ということを感じました。本当にそれを感じたのは南アフリカの生徒と接した時でし

た。もちろん個々に人は違うのですが、それでも何か－つの共通の雰囲気を持っていました。

他の国の人たちも同様でした。私は「日本人はここがダメだ」と言われることにたいしてＧＣ

参加前までは「確かにそうかも」と思っていましたが、この考えは大きく変わりました。ダメ

だと言われようと、非常識と言われようと、それが日本人の国民性からくることなら自信を侍っ

ても良いと思えるようになりました。その短所と思われていることが生み出していることがた

くさんあると思います。私個人としては考え方にも、将来の事についても変化をもたらされま

した。校内にいては決して学ぶ事が出来ない事を生徒に体験させられる良い企画だと思いす。

.（スコットランド）中高一貫教育の付加価値の一つ。

．（スウェーデン）グローバル・クラスルームに参加することによって生徒たちの視野を広げる

ことが出来ると思います。個人的に留学をすることも出来ますが、その機会を学校が与えるの

は重要ではないでしょうか。それまで海外や英語に興味がなかった生徒も、このイベントがあ

ることによってそれらについて考えるでしょう。

.（スウェーデン）グローバル・クラスルームに参加することによって生徒たちの視野を広げる

ことが出来ると思います。個人的に留学をすることも出来ますが、その機会を学校が与えるの

は重要ではないでしょうか。それまで海外や英語に味がなかった生徒も、このイベントがある

ことによってそれらについて考えるでしょう。

．（南アフリカ）究極の総合学習みたいなものだと思う。学校で習ったのとは違う英語、雑音や方

言、切実な現実や心からの喜びが入り混じった英語に触れるのは大きな意義を持つと思います。

.（南アフリカ）最近、環境学と並んで奈良女の「呼び物化」しているのが嫌なのですが…毎年
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限られた人数しか参加できないとはいえ、学校に国際交流のシステムがあるのとないのとでは

全く違うと思う。人数が少なく、内輪の活動の終始しがちな奈良女において外部との交流セク

ションとしての意義がある。

.（日本）特に日本人には必要なはず。日本人は一般的に無関心で無責任。うちの学校から変え

ていくべき。

。（日本）売名行為とみんなは言っていたけど、そういうふうにいえるのかなあとは思います。

大学の友だちと高校のことを話すとすごくうらやましがったりするｃ附属にしかないものが少

しでもあると、まああんな学校出身でもいいかな、と思える。結櫛大事なことです。

．（日本）積極的な国々の学校と共に友好を深め、本校のidentityを再認識する。

.（ドイツ）世界規模の問題に意識が高まること。環境学や世界学で扱う内容なので、それらで

習ったことを生かす場になっている。参加国が多く、留学など国際交流が広くできる。ラーニ

ング・スクールでは世界のさまざまな教育について参考にすることができた。

.（ドイツ）ホームステイなどによって他国の文化や生活を直に感じ、理解を深める。国際交流

によって交際の幅を広げそれによってコミュニケーション能力を高める。

．（チェコ）世界に興味を持ち視野を世界にまで広げる最高の機会。

副題点（質問４）

グローバル・クラスルームの問題点があるとしたら何ですか？」

.（スコットランド）受験勉強への取り組みが少し遅れる。

．（スコットランド）それはもちろん英語能力にあると思います。コミュニケーションをとると

いう事に関しては大きな問題にならないと思いますが、せっかくの大切な討論となると非常に

つらいところがあると思います。もちろん、個人の英語力によるところが多いと思いますが、

できれば英語のリスニングやスピーキングの指導もしていただけたらと思います。また、参加

人数に限りがあるのは仕方がないことですが、その人数の増員、または参加できる機会や形が

もっと蝋えばと思います。

．（スコットランド）友だちになるのに時間がかかって討論があまりできなかった。参加する生

徒としない生徒の間に交流なし。

.（スコットランド）奈良ではＧＣの認知度が低いので経済的バックアップが不足。

.（スウェーデン・保護者）学校行事との日程調整、参加人数の制限。

．（スウェーデン）英語力の未熟さ実際に参加できる人数が限られていることから、参加できな

い生徒はほとんど活動内容を知らず、全く無関心になってしまうこと。

.（南アフリカ）限られた人がやるので、どうしても周囲のメンバーでない人に活動内容が伝わ

らず、内輪でやっているという印象を持たれてしまう点。学園祭の展示は忙しい時間を普りく割

には人が来ない。まだ知名度が低い。

。（南アフリカ）やはり参加人数が限られているため国際部とＧＣに参加していない生徒との間

に意識の差がある。しかし、高校生は留学生と話す機会もあるし、奈良大会は中学生も含めて

たくさんの生徒が参加し、大いに盛り上がったので、解決の方法もあると思う。協力を求める

わりに柳亭会に対する説明が不十分なのも問題。

．（日本）ある特定のグループだけで突き進んでしまうこと、英語能力のなさが原因で参加しき

れない、１０名しか参加できない。

.（日本）成績でメンバー決めること。ＧＣで一番重要なのは積極性だと思う。

○問題点（質'１１

「グローバル.
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.（ドイツ）一部の国の参加者の意識が低かった。データ収集不足で客観的視点に欠け、そのた

め主観的な個人の意見が一部述べられ、予想したほど充実した議論にならなかった。もっと

ＧＣの会期中に議論のための時間を多くとり充実したものにすべき。

．（ドイツ）希望するもの全員が参加できないこと。参加した者のその後、経験を生かせている

ような気がしない（友だちを見ていて）各国の生徒が他国の文化を理解していないことが多く、

迷惑をかけることがたくさんあること。（常識を外れていると思うことがよくある）

．（チェコ）コーディネーターと先生方の責任感のなさ。特にキャンプで目の当たりにした。特

にコーディネーターの責任感のなさには驚いた。平気で飲酒をしたり、独断でプログラムがつ

ぶれたりムチャクチャであった。

.（チェコ）参加者の意識が薄れる。連年の参加が不可能。帰国後の勉強のフォローがほとんど

ない。

.（不明・保護者？）大人の監視下に置かれていない現状。

○スチューデント・コーディネーターからの回答

コーディネーター１

質問２．世界との出会い、自己の気付きと成長

質問３．何ものにも代えがたい、真の国際学習の場。他に例を見ない国際教育の実践。いかなる場

所、対象にも誇ることのできる先駆的プロジェクト。

質問４．組織が未熟、スポンサーがいない、内輪の満足で終わりがち､一部の生徒しか享受できな

い。

質問５．続けていくべきである。先駆的なプロジェクトであるから困難も多いが差し引きしても得

るものは多いと思う。やめてしまうのは困難だがそれでは、今まで続けてきた意味がない。

こういうプロジェクトは長期的な視点で、その意義を理解しなければならない。ＧＣの卒

業生や関係者が増えていくことで一体何が起こるのか、時間はかかっても見つめる態度が

必要だと思う。短期的な結果を追い求めるのはナンセンスだと思う。ただ、やはりＧＣに

は問題点も多い。私が一番感じるのは「行きっぱなし」状態になることである。年に１度

のお祭りになってはいけない。先生の中で決めることを徐々に生徒に開放して「自分たち

が主体であるイベント」であると意識することができればお祭り気分で浮かれるだけでな

くなるのではないだろうか。また過去にＧＣに関わった人の意見を聞いたり、助けを求め

たりすることもその場限りのイベントに終始せず長期的な国際プロジェクトとしての意義

に沿うような気がする。

質問６．私が過去数年にわたりグローバルから受けた恩恵は数知れない。いつか還元をと思ってい

るが、なかなか機会がなく現在に至っている。ＧＣを風の便りに聞いては存続を喜んでい

る次第である。このプロジェクトはそもそもが「理想」的なアイデアに基づいているから、

現実で多くの矛盾に気付くことが多いだろう。そんなとき支える力となるのは今一度「な

ぜGCPを始めるに至ったか」という再認識であろう。GCP創世記を担ったスタッフ、生

徒がほとんど入れ替わった今、新たな意義を見出すことも必要だろう。逆に「理想」を見

つめなおす時期に来ているのかもしれない、と思っている。私は心からＧＣの存続と発展

を望んでいる。必要とあらばＧＣの意義について演説するくらいの心意気である。

コーディネーター２

質問２．各国の生徒達と話しあいの場を持つことにより、文化や価値の違いを学び、また自分の文
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化、国についての理解を深めること。また様々な状況や立場を理解すること。意見をぶつ

け合っていろいろな考え方があることを実感すること、地球的規模の諸問題に関心を向け、

また自分とのつながりを理解すること。自分の意見を持ちそれを人に伝えること。

質問３．グローバルな視点をもつ教育を進めること。体験的参加型の学習を通して生徒自身が解決

方法を考え、見出していくこと。ただ、「学ぶ」英語学習ではなく、英語が使える環境を

提供すること。コミュニケーション能力、ことばで自分を表現する力を高めること。参加

国がヨーロッパ中心で比較的発展した国が集まっていること。

質問４．ＧＣに参加できる人数が限られていること。学校内でＧＣに対する理解が欠けていること。

授業内容にＧＣを取り入れること。理解できていない生徒が多かった。進め方次第かもし

れない。

質MII５．続けていくべき。学校で学んだことを他国の生徒（教師）と一緒に考え話し合える場を持

つことは必要だし、意味のあることだと思う。特に地球規模の問題に関しては様々な視点

が必要になっている。続けていくことに意味がある。人のつながりを広げる。

質問６．ＧＣの活動を続けていくのにはサポートが必要。ＮＧＯのキャンペーン活動との連携も考え

られるし、マスコミを活用することも有効かもしれない。ＧＣと関連しながら身近なとこ

ろから社会に関心を向けることもできる。教師同士の交流を通して教科教育を発展させる

こともできる。ＧＣでは生徒も教師も同じ位置に立って問題を話し合い、それぞれの知識

を唯かしながら考えを深めていくことができるのでいい。そこで得た意見や提案をまとめ

ていくのもいい。ただし、情報が不正確な場合もある。しかし、高校生の立場で現状を完

全に理解することは難しい。ある程度共通の知識、理解は必要。

コーディネーター３

質問２．異文化を知り異文化を教え人種や文化を超えて、理解するよい機会です。

質問３．奈良県にとどまらず世界を身近に感じられるとてもいい機会です。

質問４．何度も来る人にとって一種の同窓会化していること。日本人がさびしい思いをするのは仕

方がないことですがそれはプレゼンテーションなどにやる気が反映されていると思います。

岐初で最後の参加だと思っている日本のプレゼンはどれも絶賛でした。

質問５．是非続けているべき。本校の生徒にさまざまな世界へのチャンスを高校生という限られた

時間内に与えてくれるからです。他の学校では決してないプロジェクトだと思います。

質問６．異文化体験はとてもいいことです。体験することによって初めてそれが自分にとって良い

ものかそうでないものかを見極めることができるからです。体験せずには何も言えないで

しょう。今まで３つのＧＣに参加してそれぞれ生徒の中で多かれ少なかれ不満を聞きまし

た。日本ではプログラムが終わるのが６時か７時だったこと。ドイツではキャンプに誰か

が酒を持参したこと。チェコではキャンプで酒が大変出回っていたこと。これを見て私は

文化の違いを感じました。異文化をつぶすのではなく、見て見ぬふりをするのではなく理

解するためにも、話し合いの時間以外に文化について話し合い、理解する為の時間を作っ

てはどうですか？ただその時問題はディスカッションだと日本がただ一つのアジアの国で

押され気味になることです。５対１になっても負けない力ある生徒が立ち向かえるほどの

パワーを持っていれば問題にならないと思います。今まで３つのＧＣを見て日本人が毎年

たくましくなっている気がするので、これからも参加が続けば更なる期待ができると思い

ます。

－８２－ 



４．２アンケート結果考察

回答で挙げられた問題点は大きく２つに分けられる。

、グローバル・クラスルームの組織や参加校に関わるもの

．本校でのグローバル・クラスルームの位置づけに関わるものである

（１）グローバル・クラスルームの組織や参加枝に関わるもの

・参加校がヨーロッパ中心であること

．（本校以外の）参加生徒の意識が低く、十分な準備をせずに参加している

．アイス゛ブレーカーキャンプなど、ＧＣ開催中の参加生徒の行動上の問題点

などが挙げられる。

①参加校の構成について

結果としてヨーロッパ中心であることは否めない。

回答の中にも「(南アフリカ）何から書けばいいのかと迷うくらい、いろんな経験をさせていた

だいた、とあらためて感じました。ありがとうございました。開催地によって内容も少しずつ違う

らしいのでその土地の特徴もあるのだなぁと感じます。ただ、世界は広いのでＧＣだけでは見えな

い部分の方が多い、参加することするできない人、それどころではない国も多い、ということも理

解しなければならないと思います」という意見もあった。

しかし、元来アンダーソン・ハイスクールが交流している学校同士によってグローバル．クラス

ルームが立ち上がったという経緯を考えるとこれはやむをえないことと考えられる。しかし、南ア

フリカから２校が参加していること、また、結果として不首尾に終わったが、韓国の高校をパート

ナーにしようという試みもあったことは確かである。ホストファミリーの確保などの問題があって、

パートナースクールを増やすことには慎重だが、非ヨーロッパ圏の学校を意図的に排除しているわ

けではない。

②参加生徒の意識

本校以外の参加生徒の意識が低くなっていることが指摘されている。前もって準備をしていない、

事前に求められるフィードバックを送っていない、プレゼンなどその場で相談してやってしまう、

などの事例が挙げられている｡各パートナースクールには、このような日本人生徒の意見に耳を傾

け、生徒の指導や人選などをしっかり行うように促したい。

ただ、「参加者の意識が低く、準備などをしてこない」と言った生徒の内訳は次のとおりである。

ドイツ参加者で上記の意見を述べた６名のうち２名がＧＣの継続について「よくわからない｣、

｢なんとも言えない」と回答している。（前述)。また、ＧＣ継続に対して「よくわからない」と回答

したものの中でのドイツ参加者の割合は１００パーセントである。

③参加生徒の行動上の問題

特にアイス・ブレーカーキャンプでの風紀上の問題を挙げられた。その内訳は

であった。この結果からも、参加生徒の意識が低くなっている傾向を読み取ることができる。

－８３－ 
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今後、このような問題が起こらないよう日ごろから各パートナースクールへの理解を促すように努

力したい。また、スチューデント・コーディネーターも充分その点を考慮して責任のある行動をと

るように促したい。

（２）本校でのグローバル・クラスルームの位置づけに関わるもの

・参加希望者の全員が参加できないこと

・参加した者とそうでない者のギャップ

・教員の意識

・財政的問題

①参加者人数枠

ホストファミリーの確保を考えれば、１０名の参加枠を広げることは不可能である。グローバル・

クラスルームの規模の縮小が考えられている状況では、参加枠の縮小もないわけではない。しかし、

これはグローバル・クラスルーム固有の問題というより、このような形の国際交流に共通に見られ

る問題である。年次大会への参加以外に、留学制度や、留学生徒をホストすることなどによる参加

も可能ではあるが、そのような機会はかぎられていると言わざるを得ない。グローバル・クラスルー

ム内部での解決を図るというより、本校の国際交流の大きな枠組みの中で解決を図っていくべき問

題だと考えている。（別の交流プログラムの提供、修学旅行など）

②参加者／非参加者および教員の意識の問題

かなり微妙で難しい問題である。２週間といえども、あれだけの経験をした生徒とそうでない生

徒に違いが出てくることはある意味当然である。そうでなければ参加する意味がないとも言える。

しかし、それが、「（ドイツ留学）「GCなんか」という声も耳にする」というように否定的に捉えら

れないよう配慮することが必要であろう。回答の中には、「もっとＧＣについて知ってもらう」（プ

レゼンをしたり授業で取り上げたりする）という意見もあるが、そのことによって余計にＧＣに対

する心理的反発を招きかねないことには留.意すべきである。実際、回答の中には「(チェコ）本校

の名物的存在なのにそれが名前だけという気がする。（中略）もっと重要視して行事として終わら

せないでください｣、「(日本）本校の『目玉商品』にするためにもっと積極的に活動してもいいく

らいだ」という意見もある反面、「(南アフリカ）環境学と並んで奈良女の『呼び物化』しているの

が嫌」という意見もある。当面、各教師は、生徒の微妙な心理に充分考慮しながら対応すべきであ

る。しかし、現状において、「(チェコ）ＧＣがどんなものか全くわからない先生もいることに驚き」

という意見もあったことを付す。

また、現在、研究部では、５年生からの参加を、６年生に移行することを検討中であり、そのこ

とによって改善も見られるのではないかと考えている。

研究部としても、ＧＣが、よくも悪くも、特別視されるような存在になることを望んでいない。

だから、「(チェコ）テスト最終日に出発というムチャクチャなスケジュール。テスト期間を－週間

早めるなどができないのか？本当にＧＣを大切に思っているのか？と思った」という意見は、全体

状況を認識できていない極端すぎるものだと考えている。理想的には国際交流が決して「目玉」で

はなく、「当たり前」の状態になり、他の行事などと幸せな共存関係を目指すことが肝要であろう。

そのためには中長期的視点に立ち、他の国際交流プログラムや修学旅行の見直しなども視野に入れ

て考えていくことが必要だと考える。

③財政的問題

財政面では、「奈良ではＧＣの認知度が低いので経済的バックアップが不足」という回答があった。
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南アフリカがパートナースクールとして参加していくためには、他の学校からの財政的な援助が必

要である。また、本校が年次大会を開催するときには特に財政が問題となるであろう。

これも一朝一夕に解決できる問題ではない。日本の経済状況や行政法人化などの状況を見極めな

がら中長期的に戦略を立てていくことが必要である。

（３）意義について

参加した生徒についての意義はここでは、改めて全てを繰り返さない。しかし、参加生徒には、そ

の場だけでなく自分の進路設計にも関わるような永続的な影響を与えることが考えられる。回答の中

にも「(シェットランド）シェットランドでお世話になった家庭とは今も連絡を取り合っている。ス

トックホルム大学に1年間留学予定」というものやまた、実際にドイツに留学中の者もあった。「(ス

ウェーデン）私は４月から1年間、ドイツの大学に留学中です。もうグローバル・クラスルームも－

回りになるのですね｡」

また、生徒だけでなく、ホストすることによって保護者をも巻き込んだ影響を与えてもいる。「(ス

ウェーデン・保護者）ホストを引き受けました。子どものおかげで外国人の方と交流ができて家族で

いい経験になった」

回答の指摘にもあるように、改善点は多々あることは否めない。しかし、だからといって高校生の

国際交流プログラムとして、一定の評価は与えられるのではないか。実際、「もっといい国際交流プ

ログラムがあればそれに移行すべき」だと言っても、それは容易なことではない。参加校が、ヨーロッ

パ中心だとの批判もあるが、参加しているメンバーは発足当時からのものであって、今になってやめ

る理由にはあたらない。

生徒の回答の中にも、「(南アフリカ）続けていくべきである。大学で他の高校出身者と話をしてい

ると、同じ留学生を受け入れ国際交流を行っている中学や高校でも国際交流という名目だけに満足し

実際には学校側の自己満足に終わっているケースが少なくない。ＧＣは内容を伴った全国的にも珍し

いプロジェクトであるから是非ともより充実させて高校から始まるグローバリゼーションの先駆けと

なってほしい」や「(日本）大学の友だちと高校のことを話すとすごくうらやましがったりする。附

属にしかないものが少しでもあると、まああんな学校出身でもいいかな、と思える。結櫛大事なこと

です」というものがあった。

「もっといい国際交流プログラム」が全く視野に現れていない段階で、グローバル・クラスルーム・

パートナーシップを離れるのは早計であろう。

（４）グローバル・クラスルーム2,.ラウンドに向けて

アンケートでは、ほとんどの経験者がＧＣを続けていくべきだ、との意見を持っている反面、多く

の問題点があることが指摘された。第２ラウンドに向けて、第1ラウンドで学んだ多くの経験と教訓

をもとにし、今回のアンケートで指摘された問題点の改善に努めていかなければいけない。

第２ラウンドのグローバル・クラスルームの形態については、主に規模の縮小、ホストスクールの

負担軽減という観点から去年からいくつかの案が検討されてきた。

本校でも、去年度末から今年度にかけて研究部などで検討をおこなった際には、「代替案には賛成

しない、現行通りの開催方法が本校に好都合である」という、非公式ながら、一定の見解があったの

で、その旨を非公式・公式に表明してきた。

その結果、最終的に、第１ラウンドと同様に、年次大会を【i｣心にしていこうという合意が参加校間

でなされた。しかし、第１ラウンドの規模でやることには無理があると各校は考えており、それぞれ
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の学校で規模の縮小を考えていく必要があるというのがコーディネーター間での合意である。具体的

な方法についてはその都度開他校を中心にかんがえていくことになるだろう。また、「参加校間で、

culturalawarenessと相互理解を高めていかなければいけないという」ことが確認されている。

（５）教官会議

本校が引き続きGCPに残るべきかどうか、８月の末から９月にかけて教官会議で３回議論された。

その結果、引き続き参加を続けることが合意された。

５課題と展望

○情報公開と意見交換

ＧＣ直前になって連絡を取り合うのではなく、常時コミュニケーションを絶やさず、意見交換を行

うようことが重要である。コーディネーター間で必ずしも意志の疎通がうまくいっていない部分もあ

る。そのために誤解や混乱が起きていることも事実である。それぞれの学校が賀任を持って迎絡を取

り合うことがGCPやＧＣを円滑に迎営していくためには不可欠である。また、コーディネーター間だ

けでなく、生徒同士の意見交換がもっと活発に行われてもよい。そのためにはテクノロジーをもっと

利用すべきであろう。

○財政

ＧＣをホストすることは大きな経済負担となる。第１ラウンドの反省を元に規模を縮小することで

合意されたが、そうだとしても資金を捻出するのは容易なことではない。資金の確保は、場当たり的

に行うのではなく、学校の財政状態にかんがみながら長期的・戦略的に行われるべきである。

○人的資源の活用

ＧＣが最初開かれた1997年からもう６年の歳月が過ぎた。その中で、ＧＣやGCPに関った多くの生

徒が本校を卒業していった。再び本校でGCが開かれる際には、彼らの協力が是非とも必要である。

普段から情報を流すなど、広報活動も必要だと考えられる。
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奈良女子大学文学部附属
【I'手教育学校研究紀要第44災
2003年３月

アフガニスタンの女子教育支援に関わって

中道貞子

１はじめに

アフガニスタンの女子教育を支援するため、奈良女子大学を含む五女子大学（他にお茶の水女子大・

津田塾大・東京女子大・日本女子大）は、2002年５月にコンソーシアム協定を結んだ。その事業とし

て、2003年２月に、アフガニスタンのKeyEducatorの立場にある女性教員20名を日本に招くこと

になった。これに伴い、奈良女子大学では、「アフガニスタン女子教育支援のための女性教員研修実

施委員会」を組織しその準備に当たった。筆者は、７月からこのメンバーに加わった。

研修を実施するに当たって、８月24日から９月２日まで、五女子大学の代表各１名及び３附属学校

教諭各１名の合計８名がアフガニスタンを訪問した。筆者は、本学附属からの派道者として調査団に

加わった。

今回の調査団派遣の目的は、冬の研修プログラムの趣旨、目的および内容が、アフガニスタンの女

子教育支援のための研修として妥当であるか、また、アフガニスタンの今後の教育の発展にとって必

要不可欠なものかどうかについて検討することにあった。

現地では、いろいろな教育関係者に研修プログラムを紹介して意見交換を行うと同時に、学校を訪

問し、施設見学を行ったり、生徒や学生、教員と話をすることで、学校の置かれている現状の把握に

努めた。また、現地で理科の模擬授業も行った。

以下に、夏の調査結果を中心に報告したい。

２日程

８月24日（土）出発

１１:4５関空発15:３５パンコク着（TG623便）時差２時間（６名は成田発）

１９:4０バンコク発２３:2Oカラチ着（TG501便）時差３時間（成田グループと合流）

８月25日（日）

05:0０カラチ発０７:OOイスラマバード着（PK362便）時差４時間

０８:5０イスラマバード発08:２５力ブール着（国連機）時差4.5時間

０８:4０ゲストハウス着（AjwalWaliGuestHouse）チェックイン

１０:30～12:00ナディール教員養成局長訪問

１４１５～15:３０ＪＩＣＡ（地曳事務所長）訪問

８月26日（月）

08:20～12:００力プール教員養成カレッジ訪問（学長面談・授業見学・新キャンパス見学）

１３:25～13:５０カヌーニ教育大臣表敬訪問

１６:10～17:1０駒野大使表敬訪問

１８:00～19:１０カヌーニ教育大臣教育政策発表傍聴
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８月27日（火）

０８:30～12:0０ カブール教員養成カレッジ付属実験学校訪問

（校長等との面談・授業見学・実験授業）

Ａグループ：サキーブ教育省大臣官房国際協力課長と会談

Ｂグループ：ユニセフ教育担当マヒード・ハサン氏と会談

ユニセフ所長エリック・ラロッシュ、エレン・ファン・カルムソルト

（プログラムオフィサー、ニューヨークオフィスに所属）他２名と会談

ピースウィンズジャパン根木駐在員訪問

14:30～１５:00 

14:40～15:30 

16:20～17:00 

１７:25～18:3０ 

８月28日（水）

08:00～０８８０ 

０８:00～０８:2０ 

０９:００～12:1０ 

Ａグループ：オサマティ教育省副大臣表敬訪問

Ｂグループ：高等教育省にてワハブ氏ピックアップ

教育大学訪問（学長表敬・校内視察・講師陣との面談）

ショーガ・クロサニ学長・ザヘール・ワハプ高等教育省アドバイザー

ファエズ高等教育大臣表敬訪問

ＪＩＣＡによる学校建設現場見学

１４３０～15:0０ 

１５:00～ 

８月29日（木）

０８８０～11:5０ 

１４:15～14:5０ 

１６:40～17:2０ 

８月30日（金）

１１:20～12:4０ 

ルマイ・シャヘード女学校訪問（校長面談、授業見学、実験授業）

ムハメッド・ルスタム・ファジプザディ初等教育局長表敬訪問

女性課題省訪問

ＮＧＯ（ワールドビジョンジャパン・ＪＥＮ・セーブザチルドレンズジャパン）と

の会談

８月31日（土）

08:50～1１３０ 

１４:15～15:1５ 

１３:50～15:3０ 

１８:30～20:00 

9月1日（日）

０９:0０カブ

２３:4０イブ

９月２日（月）

１３:0０成Ｈ

マラヤン女学校訪問（校長而談、授業見学、実験授業）

Ａグループ：タジワール・カカール女性課題省副大臣訪問

Ｂグループ：ナヒート゛シャイード学校訪問（校長面談・授業見学）

ＪＩＣＡ報告

イスラマバード着（国連機）

(PK852便）

カブール発１１:ＯＯ

イスラマバード発

（月）

成田着

３アフガニスタンについて

（１）アフガニスタンの概要

アフガニスタンの概要を、以下のホームページから拾ってみたい。

http://www､ciagov/cia/publications/factbook/geos/afhtml 

アフガニスタンは、北緯33度、東経65度に位置している。面積は647,500kｍ2で周囲5,529kｍ。

以下の国と国境を接している（それぞれの国との国境線の距離も示す)。

中国７６kｍ、イラン936kｍ、パキスタン2,430kｍ、タジキスタン1,206kｍ、トルクメニ
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スタン744kｍ、ウズベキスタン137kｍ

2002年度の年齢構成：０～14歳４２％（男性

5,953,291女性5,706,542）１５～64歳55.2％

(男性7,935,101女性7,382,101）６５歳以上

２８％（男性410,278女性368,462）

2002年度の平均年齢全人口46.6歳（女性

45.85歳男性47.32歳）

子供の数（2002年度）：１人の女性あたり

5.72人

民族：パシュツーン人４４％、タジク人２５％、

ハザラ人１０％、ウズベク人８％、いくつかの

少数民族１３％

宗教：イスラム・スンニ派８４％、イスラム・

シーア派１５％、その他1％

言語：パシュッー語３５％、ダリ語５０％、トルコ語１１％、３０の少数言語４％

識字率（1999年度）：男性５１％、女性２１％

１ＵＳ＄交換レート（フリーマーケット）：1991年850,1994年１月1,900,1996年12月

17,000,2000年１月4,700（2002年８月訪問時約40,000単位はafghanis）

註：その後デノミにより、2003年３月には約50afghanisとなる。

（２）７０年代以降のアフガニスタン

アフガニスタンの70年代以降の歴史の概要について、2002年11月４日に奈良女子大学で行われた

「アフガンフォーラム」において、大阪外国語大学山根聡助教授により示された資料より引用し

たい。

７０年代冷戦時代：アフガニスタンでの親ソ連政権樹立、パキスタンでの軍事政権

1970年代、アメリカなどの対ソ連政策としてのムスリムヘの支援：パキスタンでのデーオ

バンド系マドラサの開校、マウドゥーディ－の「イスラーム団体Jamant-elslami」の

台頭

ラッバーニー、サイヤーフ、へクマティヤールなどがパキスタンで活動活発化

８０年代対ソ連戦争（冷戦の代理戦争)、対共産主義ジハード：西側諸国の支援

ピン・ラーディンなど義勇兵のアフガニスタン、パキスタン入り

パキスタンやイランの難民問題：多額の対難民支援

ソ連軍の撤退、西側緒国の対難民支援が停止

９０年代1990年代冷戦の終結、湾岸戦争

アフガニスタンでの内戦（小規模な代理戦争）

ターリバーンの台頭、対内戦ジハード（善良なムスリムを守るジハード）

インド・パキスタンの核実験

００年代始めバーミヤーンでの大仏破壊

アメリカでの同時多発テロ・ピン・ラーディン問題とアメリカの空爆

東京での復興支援会議開催

元国王帰国、ローイ・ジルガ開催、カルザイー新政権樹立
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副大統領暗殺・世界各地でのテロ事件

４アフガニスタンの教育の現状

８月26日、インターコンチネンタルホテルにおいて、カヌーニ教育大臣の「アフガニスタン教育の

修復と開発」（アフガニスタン移行政府教育省）と題する演説があった。３０数枚のスライドが準備

されており、資料が配付された。以下にその内容を紹介したい。

目的：アフガニスタンの首都及び地方において、修復、再建、質の高い教育の準備と向上、より公平

な教育制度を発歴させること

活動領域：教育制度・教育の目的・教育政策・幹部の政策・カリキュラム・教育のニーズの確認・

資金の調達

計画：ｌ教育の現状をふり返り評価すること、２データの収災、３問題点とニーズの確認、

４解決策のＩＮＩ認、５次の3段階にわたる優先順位に基づく；|･imli・緊急・短期間。長期間、

６必要なものを見積もる、７必要経費を決定する、８国内・外の資源から予算と教育に必要な

ものを得る、９諸計画の実行を運営、指導する

教育政策：

１性別、氏族、言語、宗教にかかわらず、すべての国民に義務かつ無償の初等教育を受ける機会を

与えること

２首祁と地方の間で教育の機会を平等に与えること

３廿都と地方で均衡のとれた教育の開発を促すこと

４統一されたカリキュラムの開発

５社会のニーズを反映する新たな学習・教育システムの創造

６教育の質の発展と向上

７幼児教育から高等教育レベルまでの連携

８非識字根絶をめざすキャンペーン

９宗教教育、一般教育、職業訓練学校、専門学校、教員養成校の拡大

１０教育省の修復、再建、組織力の強化において、友好国や他の協力国の支援的参加

１１他国の成功した事例を取り入れること

１２環境の近代化と教育の推進

１３テロリズムや麻薬、戦争に対する学生の意識を高めること

１４国家の統一、平和と寛容の精神を強めること

教育の状況についての概略：

2002年現職、国内で就学すべき子供たちが450万人いるが、実際は300万人しか就学しておらず、

150万人は未就学である。就学している子供のうち、約120万人の生徒たちが必要な教材や基本的な必

需品を欠いている。

校舎についての諸問題：

現在のところ5,063校が存在する。就学している300万人の子供たちのためには、7,563校が必要で

ある。従って、建築すべき学校数は2,500である。現在ある学校のうち、3,525校が大修理を必要とし

ている。さらに、873校が中規模の、665校が小規模の修理を要している。学校が抱えるもう一つの重

要な問題は、安全な飲み水とトイレを欠いていることである。

問題の解決策：
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ｌ大規模及び中規模の修理、また安全な飲み水、安全なトイレを必要とする建物は来る６か月以内

に修理および建築を必要とする。教育省の建設部局における長期計画によると、新たな校舎の建築

は16か月で完了する予定である。

２修理作業や新しい学校の建築までに、教室として使用できるテントやその他の手段が必要で、そ

れらは１，２か月以内に備える必要がある。

３学校を、２または3交替制で利用する。

４教育の機会を奪うことのないよう、教室に入れる生徒数を増やす。

５教育のための仮の場所を設ける｡

教員についての問題：

現在学校に在籍している300万人の生徒に対して93,460人の教員が必要である。現在、アフガニス

タンには64,850人の教員がいる。従って、さらに28,610人の教員が必要である。教員に関する重要な

問題は次の点にある。１教育水準２生活状況３全体としての教員不足

教員の資質に関わる諸問題の解決策：

・研究会や研修を通して、教員の専門知識を向上させること

・12学年卒業（高卒）のみの教員のために必修の高等教育

・１２学年以下の教育しか受けていない教員のための冬季、夏季講座を用いた研修

・教員の研修のために特別奨学金（大学院学生や研究生）や奨学金（大学など）を用いること

教員の貧しい生活状況という問題：

現在、教員の平均的な給料は１か月あたり170万アフガニー（約43ＵＳ＄）である。

１カ月の最低家賃は300万アフガニーである一方、平均的な６人家族の生活費は、少なくとも400万

アフガニーである。教員は、１日あたり交通費として最低１万アフガニー支払わねばならない。

貧しい生活状況という問題の解決策：

・給料とクーポン券の定期的な配給

・教員への旅費の支給

・教員組合の創設

。「学校健康プログラム」による、教員とその家族への医療の実施

・過去のように、教員の昼食代の支払いは休業日も同様に含むこと

・首都にも地方にも教職員住宅を建築すること

・規則、規約に従って奨励金を支払うこと

・岐低限の生活状況を考慮して、教員の給料を上げること

教職員不足という問題の解決策：

・首都及び地方における教員養成の推進

・教員養成コースの学生を増やすこと。また、高等師範学校と高等教育機関の統合（短期的）

・首都及び地方における教員養成大学の再建（長期的）

・現在、他の行政機関や部局に勤務する教員経験者を配悩転換すること

生徒に関わる諸問題：

有効なデータによると、300万人の生徒が学校に在濡している。が、450万人の子供たちが就学すべ

き年齢である。従って、150万人の子供達が就学できていないのが現状である。すでに就学している

生徒たちに関わる重要な問題は以下の通りである。

・教員の不足・校舎の不足・教科書の不足・備品や教材の不足
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生徒に関わる諸問題の解決策：

１校舎、有能な教員、教科書、トイレや他の必要な没liiiの供給

２未就学の子供たちや、来年入学予定の子供たちが必要とするものの準備

３諸外国で生まれ、アフガニスタンの言語以外で教育を受けてきた子供たちに関わる諸問題

カリキュラムについての諸問題：

１アフガニスタンの教育事情に合わないカリキュラム

２生徒の知的レベルに合っていない不必要なトピックを含んでいること

３生徒が学習すべき必要なトピックを欠いていること

４就学前（幼稚園や保育所）と卒業後（高等教育）の|Ｈ１に、有機的、系統的なつながりがないこと

５現在のカリキュラムのバランスの欠如

６現在のカリキュラムの教育工学の軽視

カリキュラムの開発に向けての指針：

・宗教的な価値観と民族文化に基礎をおく。

・生徒が発達上必要とするものに合致したものとする。

・世界の他の国がもつカリキュラムに見合うものとする。

・科学技術の進歩を組み入れる。

・アフガニスタンに関する必要なトピックを含む。

、アフガニスタンの経済的、社会的、文化的発展と歩調を合わせ、アフガニスタンの将来のニーズに

あうものとする。

・国家の統一、平和、女性の権利、環境に対する意識を高める。

教科書の問題：

・300万人の生徒のために2.700万冊の教科書が必要である。1.150万冊がすでに配布されており、さ

らに1,550万冊が必要である。

・さまざまに異なる教科杏が現在使われている。

解決策：

・教育省認定のカリキュラムに合致する1,550万冊の教科書を印刷し、配布する。

教材・教具の不足：

・首都及び地方の学校の75％で備品や必要な文房具が不足している。

・５０％の学校で黒板とチョークが不足している。

・すべての実験室、図書室、工作室が完全に破壊されている。

・寮の施設が設備を欠いている。

・130万脚の机と椅子を５か月以内にカブール市の学校に備えること。

．地方の学校に机と椅子を備えること。

・２か月以内に学校用のllli品とじゅうたんを備えること。

・２か月以内に黒板とチョークを備えること。

・実験室の設備、図書室、工作室や寮の設備を備えること。

識字についての諸問題：

・家族の貧しい経済状態が子供たちを学校に通わせるのに障害となっている。

・就学すべきすべての子供たちを教育省が就学させられないこと。

・難民と国内難民の問題がこれらの諸問題に加わる。
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・国民の意識が低いこと

上記問題の解決策：

・教育の組織力の強化

・学校に行きたくても行けない子供たちを受け入れるための教育の拡大と開発

・経済的または家庭の事情により小学校に行けなかった青年を受け入れるための職業訓練学校の開発

.（foodforeducation教育のための食料のような）国際機関からの援助を得た教育の推進

・未就学の子供たちを教育するために、地域社会と協同して教育のための仮の場所を確保し、テント

やじゅうたんなどを備えること。

難民の本国帰還に関する正確なデータが、彼らの子供たちを学校に入れるために必要である。

識字に関する国家の責任：

・識字を高めるためにfoodforeducationを利用すること

・識字学習における、文化的、社会的、教育的機関の参加

・識字を身につけることの長所をマスメディアを通して宣伝すること

・すべての省庁が識字講習を計画し、運営・監督するよう指示すること。

・教育の機会を奪われている子供たちのために、教育省の指揮下で、ＮＧＯの援助を得て、学習会を

計画すること。

.技能や識字を身につける講座を拡大、推進すること。

・職業教育局によって職業訓練講座を開設すること。

考慮されるであろう変化：

・高等教育審議会の設立・技術委員会の創設・教育の質の改善・効果的な科学教育システムの

ＧＩ没・カリキュラムに関する委員会の設立・財政問題の調整・監督に関わる委員会の設立

・必要に応じた海外の専門家の参加・教育省の行政上の組織の再編成

教育の組織改革に関する政策：

教育についての現在の混乱した状況と、さまざまな取り組みの実施の遅れから、教育省の組織改革

についての政策の修正を余儀なくされている。組織改革についての新たな政策は以下の事柄を考慮に

入れて展開すべきである。

・能力に基づいた仕事の割り当て・能力や専門性の重要視

・アフガニスタンの社会構造の反映

・経験を積んだ信頼できる職員の重要なポストへの配置

・有能で、創造的な人の報奨

・あらゆるポジションに、優れた人材を配置することを最優先すること

事業計画は、次の15分野の開発プロジェクトとして約８億4000万ドルの経費が見積もられている。

教科書事業（8,512,179）・教育用印刷機(450,896）・出版事業総額（1,582,720）・体育事業（164,281）

建設事業（766,180,000）・職業教育局（4,442,475）・識字プロジェクト（10,355,580）・リクルート

局（118,306）・スカウトプロジェクト（528,750）・教育ラジオ・テレビ（150,450）・教育行政

(3`038,846）・83,587人の教員の給料(年間）（46,038,673）・中等教育局（54,260）・イスラム教育局

(218,512）・MadarisandDar-ul-Hefaz（1,935,163）

５調査内容

７日間のカブール滞在期間中、主な訪問先は、関係省局・大学および教員養成学校・初等中等教育
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学校・国際機関等・ＮＧＯ関係などであった。以下に会談の様子や訪問先の学校の状況などについて

報告する。

この報告は、カブール滞在LlI、１日の日程を終えた後に宿舎で行ったミーティングでの記録に加え、

文科省のホームページに褐ilihされている、内海成治教育政策アドバイザーの報告を参考にし、筆者の

意見を加えてまとめたものである。

（１）関係省庁訪問

◆ナディール教員養成局長．

教員養成局長が考えている教員養成に関する新しいプロジェクトについての説明が主となった。

１．現職教員の再研修

高卒で先生になった人たちに13,14年の短大レベルの教育を与えるプロジェクト。

現職者研修を強化し、短大レベルの教育を可能にする。カブールに４つのセンターをつくる。

４つのセンターに送る現職教員で教育を受ける資格のある人の選択は終了。教員配置総数は

4,000名弱。１３年に登録することが義務づけられている。

２．１４の教員養成カレッジの図書館の再建

内海先生補足：１４の教員養成学校というのはかってあった数であり、今は、カブールを含めて４校が再開

されただけ。１４校は、彼の夢である。

３．学生寮の復興

他の地域から来る学生のため。通学できない学生たちの宿舎の復興

そのための設備費と奨学金の提供が必要。

４．教員養成大学学長のために、耐用性の高い乗用車の支給

５．教員養成カレッジのトップ研修の実施

６．１４教員養成大学に実験設備の機材供与（含教室整備）

日本の無償資金協力によってつくりたい。実験棟は他国（多分アメリカ）

７．１４教員養成大学に40人用ＬＬ教室設置

設備だけでなくメンテナンスもほしい。

アフガニスタンの自立を手助けする。１年目は人付きで来てほしい。

【会談内容】

局長の説明後、我々のプロジェクトについて話し合った。日本に招聰する対象になる人については、

既婚の女性がでやすいという意見があった。大家族であればでやすいだろうとのこと。事前研修を兼

ねた研修については、男性も含めてほしい旨、述べられた。日本側からは、推薦ができる立場の人を

送ってほしいことを要望し、このことに対し異議はなかった。大学の講師陣を出したい意向。

ナディール教育局長と８人のメンバー カヌーニ教育大臣との会見
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◆カヌーニ教育大臣

会見室にはいるまでにボディーチェックや荷物チェックがあり、警護が厳しい。荷物は控え室に預

けさせられた。また、カメラやビデオカメラは、本物であるかどうかのチェックのため、シャッター

を押したり、ビデオの画iliiを見せたりする必要があった。前教育大臣の時はこのようなチェックはな

かったとのことであった。カヌーニ教育大臣は、北部同盟英雄のマスードの片腕といわれた人物であ

ると聞いた。マスードがジャーナリストを装った自爆テロに殺されたことからであろう。

会見では、先ず、内海先生から教育アドバイザーの仕事内容説明があり、その後、藤枝団長から研

修計画の説明、西原副団長から研修内容の説明がなされた。

「自分たちの教育政策のｉｎ点項目の一つに密接に関連するので歓迎する。英語ができなくても参加

可能なのはよい。冬に研修をするのは非常によい｡」などのコメントがあった。

◆サキーブ教育省大臣官房国際協力課長

団長・副団長含め４名による訪問となった（筆者は参加せず)。

本プロジェクトの概要の説Iﾘ]後、意見交換が行われた。秋の研修は11月末から12月はじめが望まし

い。人選は各部局から出した方がよいと思うが、大臣と相談して決定したい。この件は自分が責任を

持つ。来年の研修は行きたい人は多いだろう。２０人集めることに問題はない。色んな職種から選んで

ほしい。等のコメントがあったとのことである。

◆オサマティー教育副大胞

サキーブ氏と面談したメンバーによる訪問。副団長よりプロジェクトの説明があり、いくつか懸念

を示された。一つは、女性が外にでることの可能性について。また、英語が必要かどうかという点に

ついて。１１月の事前研修を経て、選考はアフガニスタンIllに主として関わってもらうことを説明し、

了解をしてもらう。英語は必要ない旨伝える。

◆ザヘール・ワハブ高等教育省アドバイザー

筆者を含む４名は、高等教育省にてワハブ氏をピックアップする際、短時間話をした。教育アドバ

イザーとして考えていることとして次のような話があった。

・きちんとしたカリキュラムを策定すること。

・高等教育局の重点政策として、教科書作成および特殊教育（ハンディキャップを負った子・戦争で

親を亡くした子・傷を負った子等）のニーズがある。

・女性のリーダーシップを育てる。

・慨報教育

◆ファイズ高等教育大臣

プロジェクトの説明後、いいプログラムであるとの感想が述べられた。

高等教育省からみて、教員養成は基本的に高等教育局のしごとであるとの説明がなされた。高等教

育省がイニシャティブを取るべきという意見について、教育省の方からも入れる予定であると回答。

カブールにも地方にも教育センターを作る予定。インサービスとプレサービスがあり、インサーピ

ス（現職の再研修）ももう少し充実させる。大学が家を借り上げて、女子のためのインサービストレー

ニングを充実させるので、’二１本に送る人はそういうところからも人選できるだろうとの説明があっﾅﾆ。

◆ムハメッド・ルスタム・ファジプザディ（RustamFagivzadi）初等教育局長

彼がすべての小学校を統括している。全国の学校を取り仕切っている。

団長・副団長より、挨拶と本プロジェクトについて説明。

教育が大切であることは目明であり、プロジェクトについて問題はない。日本で学んだ経験を帰国

－９５－ 



後いかしてもらいたい。女性教師の家族も理解してくれるだろう。２０人よりもっとふやしてくれると

ありがたい。アフガニスタンの教育支援は、アフガニスタン・日本両国だけでなく世界全体のために

なるものである。等のコメントがあった。

◆女性課題省訪問（団長を含む３名筆者は参加せず）

面談は緊急事態発生とのことでキャンセルされた。

女性省の敷地内にある女性省により運営されている既婚女性のための学校を訪問。既婚の女性は中

等教育の学校に戻れないので、彼女たちの中等教育レベルの学校である。しかし、職業訓練校的な性

格も帯びている。ここは、国連人口基金（ＵＦＮＰＡ）によって整備され、教室の施設設備、情報機

器及び保育施設が整えられていた。教室は、６教室程度。

◆タジワール・カカール女性課題省副大臣

同上３名による訪問。挨拶と趣旨説明後、よいプログラムであるという積極的コメントがあった。

先生不足の現状が述べられた。カブールだけでなく、他地域からも呼んでほしい。「日本から専門家

が来れば、２０人を日本に送るお金でもっと多くの人を訓練できるだろう｡」との意見に、「色んな方法

があっていいはずではないか、日本に来て実際に見、何が応用できるかを考えてほしい。来日したほ

うが相互交流に有効に働くのではないか」と回答したとのことであった。

「イスラムの伝統を守りながら、科学教育なども展開していくことが重要である。女性の地位・教

育向上には男性の協力を得ることも重要である。アフガンの文化とともにやっていかないといけない｡」

などの意見を述べられ、その事例をいくつもあげられた。

女性に関する最も緊急度の高い問題は、寡婦と孤児に対する救助であり、国際社会安定のためにも

必要であると述べられた。

（２）大学及び教員養成カレッジ訪問

◆カブール教員養成カレッジKabulHigherTeacherTrainingCollege

【学校概要】（内海先生資料より引用）

1919年設立、アフガニスタンで最初の高等教育機関であり、全国の14の教員養成カレッジの中心的

機関である。１４のカレッジのうち再開されたのはカブールを含めて４校である。タリバン時代に廃校

になった学校もあり、困難のなかで再建を目指している。

カブールでは元の校舎が92年に内戦で破壊されているため、現在は市内のサイド・ジャマルディン・

アフガン校（12年制学校）に間借りしている。

学生数は、学生200人と現職教員学生600人の計800人である。生徒の95％は女性。教師は40人、う

ち12人が女性である。９年生から入る学生は５年間、１２年生から入る学生は２年間で、小学校（６年

まで）と中学校（９年まで）の教員資格が与えられる。

学科と教員数は次のとおり（かっこ内は女性の数)。

イスラム神学科６（１）、英語・英文学科５（４）、ダリ語科６（１）、

パシュトュン語科３（０）、数学・物理学科７（５）、

生物・化学科８（３）、地理・歴史６（３）、教育学科３（０）、

心理学科３（Ｏ）、教育工学２（１）。

このうち教育学科以降の３つの学科には、学生の専攻はなく、共通科目である。

１年は２学期制で３月から９月の半ば、９月半ばから12月末までである。通常の試験は９月と12月

に行われるが、タリバン時代に学期途中で退学した学生のために変則的に試験を行っている。
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間借りしている教室は、黒板と椅子90客の支援があったが、状態は非常に悪い。紙やチョークにも

不自由している。教科書も生徒にはなく、教材や図書も皆無である。

元のキャンパスは敷地10ヘクタールに講義棟、実験棟、寄宿舎、付属学校を含む立派なものであっ

た。現在講義棟10教室の再建が「国際移民機構（IOM)」によってでき、近日IIL'に移転する予定である。

また、付属学校は英国・アメリカ軍基金によって修理が行われている。９月末の完成を目指してい

る。実験棟の再建も実施される予定。

【訪問内容】

ｉｉｉ淡者：グラム・ファルーク（GhulamFarooq）カブール教員養成カレッジ学長および教員

調査内容：学長との面談、授業見学と教員や学生との意見交換

大学に着くと学長が不在とのことで、いろいろな教室を見学することになった。植物学の講塵は試

験中であった。ダリ語の教室では、今回のプロジェクトについて説明を行った後に意見交換。その後、

たくさんの教室で同じことを繰り返した。次は自分の教室に来てほしいと待っている学生が多い。生

物の解剖学を教えている教室では、日本の教科書の図を紹介した。１３，１４年生英語、数学教授法、数

学などの授業を見学した。

教員養成カレッジの教室で

授業を受けている学ﾉ|弓には２種頬ある。カレッジの学生とIli研修の学生。再研修の学生は４時間、

カレッジの学生は６時間の授業がある。再研修の学生は、午後は勤務校に帰って生徒を教える。

学生の要望内容：

・学校の施設・教材・教具の援助

・留学機会の拡大（男子にも'１１１戸を開いてほしい）→今回は５年間の空白がある女子が緊急であるこ

とを伝える。

・学習そのものへの援助（奨学金）

・劣悪な寮の改善

識師たちから：

・教員養成校の講師から、自分たちも行けるのかを質問していた。この大学から相当数の人を選んで

ほしいという声あり。

米ロできるかという質問に対して彼女らの回答は、一様に、家族と相談しないと決められないとい

うものだった。未婚、既婚、子供のある女性、それぞれに問題を抱えている。インフォーマルな場

になると女性も発言するが、女性は控えめであった。しかし、女性だけのクラスでは梢極的に発言

していた。また、研修では英語は不要というと、表情が軟らかくなった。ダリ語またはパシュツー

ン語と日本語の通訳は不可欠と感じた。
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ＦＡＲＯＯＱ学長との話：

足りないものは１．教材・教具・施設２．教員数不足３．教員の質が低いこと

（３は、１３，１４年に戻っている教員研修に来ている人、講師どちらもの意ととれた）

１１月にファルーク氏が来日することは可能との返事であった。

註：ファルーク氏とナディール教員養成局長は、１０月に広島で行われたAPElDセミナー参加のために来日さ

れた折、奈良女子大学および本校に来校された。

寮も見せてほしいと台ったら、男子寮だけなので見せることはできないと言われた。しかし、津田

塾大学の高橋先生を囲んだ男子寮の学生達（高卒で授業を教えている人）が寮を見てくれるようにと

占い、現状を訴えたとのことであった。

大学の新キャンパスを見学：

２か月で13教室が完成し、12月までに22教室にして12月には60～70％の機能を新キャンパスに移す

予定とのことであった。エリ｢は手作業、人海戦術という感がある。

illiiiiiililillllllllllllllllllllllli 
壊れた生物実験室 エ事中の校舎

◆教育大学UnivcrsityofEducation

【学校概要】（内海先ﾙｰ資料より－部改変）

教育大学（UniversityofEducation）は、2002年６月に旧カブール高等師範学校（Kabul

PcdagogicallnsLiLute）が改組されて設立された新しい入学である。カブール商等師範学校はアフ

ガニスタンに10校あったil.;i等師範学校の１１１心的機関であった。カブール南西部の荒廃した地域にある

が、かってポリテクニックであった鉄筋コンクリートの堂々とした建物であり、250人収容のドミト

リーが併設されている。2002年３月にこの地に移転した。教室内は黒板や椅子を含めて劣悪である。

実験施設や教材は全くない。しかし、ここには既に地気は通じている。

創立（37年前）当初jは３年制の教員養成機|H1で教員養成アカデミーAcademyofTeacher

Trainingと呼ばれ、教育省の傘下にあった。約20年1iiiにKabulPedagogicallnstituteに変わり、

６年前に高等教育省の驍粁下に移った。そのことによって大学と並ぶ高等教育機関となった。教育大

学という名称への変災は、教員養成機能の外に教員研修、教員養成カリキュラム、教育行政官の研修、

教育研究等広い分野の活動を含ませるためである。ファエズ高等教育大臣の強いイニシャティブで設

立された。

かってはユネスコの支援があり、内戦前には修士課程もあったが、現在は学士課程のみである。学

生数はこれまでの約500人に加えて、５月に新たに約2.000人が入学し、現在の学/k数は約2,500人で、

そのうち８割は女性である。
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５学部22学科構成で、教官109人、うち女性は34人である。教員のうち修士号を持っているのは５１

人（うち女性９人)、博士号は10人（うち女性３人）である。クロサニ学長は、教員を海外留学させ

て学位を取らせたいとの意向を有している。各学部の学科柵成は次の通り。

言語文学部（教官25人）：パシュトン語、ダリ語、アラビア語、英語

理学部（教官19人）：化学、生物、物理、数学

社会科学部（教官15人）：歴史、地理､心理、教育

体育学部（教官12人）：社会スポーツ、個人スポーツ

現職教育学部（教官38人）：英語、パシュトン語、ダリ語、物理、数学、化学、生物、歴史

上記のうち現職教育学部は午前と午後に開講しているが、それ以外の学部は午前のみ開講している。

２学期制で、前期は３月から７月、後期は８月から12月で、ひとつの学期は約4.5か月である。２００２

年度は変則的で４月20日に開始され、lか月短縮されている。

【訪問内容】

面談者：クロサニ学長（ProfShogaKhorasani）

ザヘール・ワハプ高等教育省アドバイザー及び文化交流のための日本からのミッション同席

調査内容：

学長との面談後、校内施設および講義見学を行い、その後に、教授陣との話し合いが行われた。こ

こでは、プロジェクトの説明の他、日本の教育についての説明が高橋津田塾大助教授より行われた。

学長との面談は、学長室で行われた。ここは、共産党本部であったところとのことだが、内戦の時

代、タリバンの時代にはそれぞれ別の使われ方をしていたとのことであった。プロジェクトの趣旨説

明に対し、学長側から次のようなコメントがあった。

・女性が外国にでることに対する問題はないと思う。

・時期としてはいいと思う。

・ホームステイの可能性については、視野を広げることになるので、よい経験である。

・別のルートでの人物交流と物資的援助がほしい。

学長側から、長期の滞在を前提とした交流計画はないのかという質問があり、長期計画は別途考え

ている旨回答があった。

授業見学：

２～４年まではテスト中であり、１年の生物・数学・ダリ語・英語の授業を見学した。英語の授業

のクラスでは、男子学生が立ち上がり、自分たちの状況を訴えた。１時間の講義は90分、午前７時半

に授業が始まるとのことであった。

講師陣との話し合い：約30人の男性の先生と、約15人の女性の先生が集まった。

プロジェクトについて説明後、意見交換。高橋先生から日本の教育についての説明があった。以下

のような意見交換があった。

・女性が外にでることに対する懸念として、夫の反対でイラン留学ができなかったり、就職できなかっ

た人がいることが紹介され、子供を連れての研修参加の可能性について質問があった。

．「男性にも機会を与えてほしい」という希望に対しては、本プロジェクトは５女子大学のプロジェ

クトであり、女子教育が遅れているので、女性を対象にしていることを理解してほしい旨説明がな

された。

・物資の援助についての訴えに対しては、別のプロジェクトがあることが伝えられた。

.「長期交換計画を考えてほしい」との希望に対し、公避留学生のチャンネルがあることを紹介。
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・学生達がコンピュータを知らないだけでなく、教師陣もコンピュータを使えない。ＰＣインストラ

クターが必要とのとの現状説明があった。

・その他、交流協定を結びたい、精神衛生の部分を強化したい、等の意見が出された。

男子寮の見学：

外観は、立派な建物であった。KIIにはいると、ｌ室４人、５～６畳くらいの部屋にベッドでなく布

団が敷いたままになっていた。家具も学習机もなかった。部屋にはトイレがあるが、現在は使えない

状況であった。

教育大学の図瞥 現状を訴えるダリ露の先生

◆カブール大学KabulUniversity

モハメッド・ポパル学長ProfMohmadAkbarPopalに面談予約をしたが、会えなかった。

学校の概要のみ紹介したい。

【学校概要】（内海先生資料より－部改変）

創立70年を迎える、アフガニスタンの最高学府。かって、この地域で最も優れた大学であった。１４

学部を擁し、各学部棟のほかに、図書館、体育館、講堂がある。現在の学生数は3200人、教官400人、

事務官700人。５月に新たに4,000人の新入生が合格し、発表があった。アフガニスタンの大学入試は

全国統一試験であり約２万人が受験し、1,400人が不合格、その他は成績によって、全国の高等教育

機関に振り分けられた。

＜カブール大学教育学部＞

カブール大学教育学部（FacultyofEducation，KabulUniversity）は、アメリカのコロンビア

大学からの支援により、４０年前に設置された学部である。学部長のProfGulRahmanHakim（イ

ンディアナ大学プルーミントン校で心理学の修士号を取得）は、今年５月に学部教員による選挙で学

部長に選出された。

学生数は約60人であったが、新入生約60人が加わり、合わせて約120名で、うち女性は約80人であ

る。教員は17人で、内訳は教育心理学科10人（うち女性１人)、教育学科７人（うち女性１人)。

教育学部はこのほか、ナンガハル大学、バルク大学、ヘラート大学にあるが、教員養成の学部であ

り、カブール大学のみが教育学と心理学の２学科構成をとった教育学の学部である。カブール大学の

教育学部もかっては教員養成学部であったが、教科教育の学科は1972年に現在の教育大学であるカブー

ル高等師範学校に統合され、教育学関係の学科だけが残された。同学部には３つの役割があり、教員

養成カレッジの教員養成、他学部の学生への教育学、教育心理学教授、教育省等の行政官の養成であ

る。
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（３）小・中・高校訪問

◆カブール教員養成カレッジ付属実験学校HigherTeacherTrainingCoUegeLab・School

【学校概要】（内海先生資料より－部改変）

1971年設立、1996年に閉鎖。今年の３月に教員養成カレッジの寄宿舎を借用して再開したところで

ある。1年生が多いこともあり、２部制をとり、一部ではテントあるいは校庭で授業を行っている。

現在旧キャンパス内の校舎が修理ＩＩＪであり、９月末に完成移転の予定。

カレッジの学生の教育実習を行う学校で、学生は各セメスターごとに２週間の教育実習を行う。卒

業には４セメスター必要であるから、合計８週間の教育実習が課せられている。

クラス数は次のとおり

１年生（Ｇ１）７クラス（男子２，女子５）各クラス60～65人

２年生（Ｇ２）３クラス（男子２、女子１）各クラス60～65人

３年生（Ｇ３）２クラス男子52人、女ｆ52人

４年生（Ｇ４）２クラス男子50人、女子50人

５年生（Ｇ５）３クラス（男子２、女子１）男子各35人、女子30人

６年生（Ｇ６）２クラス男子40人、女子30人

７年生（Ｇ７）２クラス男子35人、女子27人

８年生（Ｇ８）１クラス男子32人

９年生（Ｇ９）ｌクラス男子19人、女子３人

学校は３月に始まって12月に終わる２学期制。授業時ⅡMは以下の通り。

第１シフトはＧ１からＧ３まで７:30～10:30、第２シフトはＧ４からＧ９まで10:30～14:００

【訪問内容】

面談者：アプドル・ザヒール(AbudulZahir)校長他

調査内容：校長他の学校側スタッフとの面談、授業見学、模擬実験授業

学校側の説明：校長による説明の後、質疑応答。

附属は長い歴史を持つ学校であり、最近ここに再開された。実験校的授業を行ってきたが、今は何

もない。過去は、４年制教員養成施設をでた教員であったが、今は、１４年卒業相当の人が教員になっ

ている。４年制卒業者に切り替えようとしている。

生徒数1,200人、教師35人（男20人、女15人)。Directorl名、Principal2名がいる。それぞれ、

週６時間の教育義務がある。

１～３年には、算数・ダリ譜・図画の３科目がある。４年以後の学習では、実験器具は何もないの

で、授業では、教師により黒板に書かれた図を写す必要がある。図画は、そのための基礎訓練として

とらえているとのことであった。

４～９年には、算数・物理・化学・生物・英語・ダリ語・パシュツーン語・アラビア語・地理・歴

史・体育など15科目がある。

宗教については、イスラム教が全学年にあり、コーランの教義の学習がある。

学校は２部制で、それぞれ先生が違う。１～３年は、１人が１クラスを持つ。１２人の担任（男性

１，女性１１)。４年からは教科担当制。持ち時間は４年生以上は24～28時間／週。専門については、

教員養成学校で講義を受けている。授業は土曜日から木111M日まで６日間行われる。

－通りの説明の後、次のような質疑応答があった。

Ｑ：子供達は、学校が終わった後は何をしているのか？
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Ａ：何人かは家に帰って勉強するが、貧しい家の子は水を売ったり、店で働いたりしている。経済的

に余裕のある子は英語などの塾に行っている。無料学習塾に行けるのは幸運な子。他にも小さなＮ

ＧＯがある。ドイツ人が指導的立場にあるＮＧＯが２つあり、無償の学習機会を与えられている。

就学指導は教育省が行っている。１～６年が義務教育。教育は原則無償であり、それは７～12年に

ついても同様。

新校舎は、それぞれの教科で実験施設が使えるようになる。そうなれば、近くの女子校からも使い

に来る予定である。

Ｑ：７～９年で女子が少なくなる理由は？

Ａ：タリパン時代の７年間のブランクがあるので、突然学校に戻れない。徐々に戻りつつある。この

地域はひどい状況の地域であり、パキスタンなどに逃れている。この地域にすんでいる人は少ない。

日本から人が来ると、何かもらえるかもしれないと楽しみにしている。

９年は生徒が少ないので共学だが、基本は男女別。タリバン以前は共学校であり優秀な学生を輩出

していた。何も問題はなかった。過去には、特別な選抜をしていたが、今は何もない。過去には高

級官僚の子供だけが来ていたが、今は、歩いて来られるか自転車で来られる生徒が来ている。

Ｑ：男女で科目は違うのか？Ａ：同じである。

Ｑ：体育の内容は？

Ａ：男女で同じ内容である。バレーボール、フットボール、テニス、バスケットボールなど。９年は

共学だが、一緒にするのではなく、見学とプレイを交互に行う。

Ｑ：欠席者は、どれくらいいるのか？

Ａ：生徒の内訳は、男子750、女子450°来なければ退学になるので、毎日来ている。

Ｑ：どのように、評価しているのか？

Ａ：授業日は192日。２期制で２回テストがある。前期４０％、後期６０％で評価し、年１回成績が

渡される。成績は、テスト結果と、出席率、素行（マナー、時間通りに来るかどうかなど）でつけ

られ、主席から末席まで席次が決められる。

Ｑ：留年は？Ａ：当然ある。

Ｑ：親との連絡は？

Ａ：４４項目にわたるチェックポイントがあり、注意事項があれば親を呼び出す。来るのは両親のどち

らでもよい。年度のはじめと学期のはじめに父母会がある。

授業見学：

９:30頃から１～３年の教室をまわり、鉛筆を配付した。ディレクターのすすめで、低学年は調査団

のメンバーが直接子どもたちに手渡した。１年生のクラスでは、折り紙で風船をつくることを教えよ

うとしたが、自分でつくるのでなく、次々に折ってくれと手が伸びてくる。その間、担任はめがねを

支給してほしいと強く訴えていた。建物内での授業だけでなく、テントを幾つかに仕切ったところで

も授業が行われていた。いずれの授業でも、１枚の小さな黒板があるだけで、教科響を持っているの

は教師だけであった。

どのクラスでも、教員達から、教科書、教材・教具、施設の強い支援希望があった。

模擬授業の実施：

１０時半になると、低学年の生徒達が下校し、かわって高学年の生徒達が登校してきた。

６年生女子クラスにて日本女子大附属高校の田中先生による偏光板を使った授業、９年生クラスに

て中道の顕微鏡観察の授業、７年生クラスにて中道の盲斑の検出実験を行った。
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顕微鏡のクラスでは、狭い教室にじゅうたんが敷かれていて、その上に座って授業を受けていた。

女子生徒は後ろの方に座っていた。机がないので、机を運んでもらって顕微鏡を置いた。観察実験と

いうのは彼らにとって初めての経験である。生物体の成り立ち（細胞一組織一器官一器官系一個体）

について税Iﾘ]した後、顕微鏡の使い方を話す。前日の夕食のサラダについていたネギを利用してプレ

パラートをつくり、－通り顕微鏡を覗かせた。次に、トウモロコシ茎の横断面の既製プレパラートを

セットして各人に覗かせた。その後、自分でプレパラートをつくりたいという生徒があり、ネギの表

皮細胞のプレパラートをつくらせた。うまくはぎ取ることができないが、それでも自分でつくったプ

レパラートを観察させることができた。ひょうきんな男子生徒がおり、いろいろな反応を示してくれ

た。「自分の細胞を見るか」というと、「やる」と言い、ほおの上皮細胞を自分の指を使って取りだし、

プレパラートをつくって細胞を観察させた。女子は２人しかおらず、とてもおとなしい。観察も「レ

ディーファーストで」と、女了生徒から観察させる。1人の女子生徒にもプレパラートをつくらせ、

観察させた。

７年生のクラスでは盲斑の実験を行おうとしたが、何度説明しても、うまく盲斑を見いだせない生

徒が多かった。

田中先生の授業は、偏光についての実験で、５つの実験を行った。

ｌ偏光板と方解石を使い、〃解石により２重に見えていた文字が一つに見えること。

２２枚の偏光板を使い、軍ね方を変えると明るさが変わること。

３水をはった111[にあたって表面反射している光が偏光板をj、してみると明暗が変化すること。

４青空を偏光板を回転しながら見ると明るさが変化すること。

５セロテープを貼りあわせることにより生じる屈折率変化を２枚の偏光板を通して見ることにより、

偏光板を回すと見え方が変わること。

その後、自分たちでもスライドガラスにセロテープを貼り、小さな偏光仮で見るという作業をさせ

た。子供達は初めての経験に目を輝かせて取り組んでいた。

藤枝団長も、太陽光を利用した充電装置を持参し、その利用について税[ﾘ)した。

,尊錫

iiiiiillli1 
テントの教室で1年生の教室で

◆ルマイ・シャヘード女学校LumaiShaheedHighSchool

【学校概要】（内海先生資料より－部改変）

カブール市内のI|｣心部に近いソ連の侵攻時代に作られた団地の立ち並ぶ地区の学校である。３６年前

に設立された女学校で、タリバン時代は男子学校になっていた。現在の生徒数は6,822人(4,382人女

子、2,440人男子)、教師は137人（女性115人、男性22人)、９人の事務員がいる。
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大きい学校で、現在でも毎週生徒数が100人規模で増えている（パキスタン・イラン・タジキスタ

ンなどから帰還）とのこと。校舎はISAFが修理しているが、増加する生徒数が追いつかず、廊下や

校庭で授業をしている状態である。また教室にはまったく椅子と机がない。

ここには体育館があり、器械体操の設備がある。また生徒は市内のサイエンスセンターに行って、

顕微鏡の授業等を受けたことがあるとのことであった。

【訪問内容】

職員室にて面談。ディレクターの挨拶後、訪問目的についての説明と授業見学を行った。

校長より、施設的な援助をしてほしい要請があり、西原訓団長より本プロジェクトの趣旨説明があっ

た。校長からは、この国に必要なのは生徒への直接的な援助だが、あなた方のミッションも重要だ、

等のコメントがあった。

授業参観：２つのグループに分かれて授業参観をした。

１２年の生物のクラスでは、将来何になりたいかを質問すると、医師・弁護士・ジャーナリスト・教

師などの希望がでたが、１１年の地理のクラスでは教師希望はなかった。１２年生ほど、具体的な職業に

ついて希望が分からないのかもしれない。教師に誰もなりたくないのは、１０か月も給料がわたってい

ないことを知っているからだという教師の説明があった。どの教室でも、英語のできる生徒が立ち上

がって、自分たちの状況を説明し始めた。

別のグループは、１１年数学・１０年数学・１０年宗教・’１年地理を参観した。

模擬授業の実施：

１２年生を中心に選ばれた生徒達が体育館に集まり、生物と物理の授業に参加した。

生物では、顕微鏡の説明後に、観察。タマネギを見せようとしたら、すでに以前、科学センターで

見ているので、他のものを見せてくれと言われた。ジャガイモをみたいということだったので、授業

者がプレパラートをつくって見せた。自分たちで準備をしてみたいと積極的な態度で手があがる。材

料は、ペニュニアの花弁、トマト、花壇にある草本の

葉。生徒自らがプレパラートをつくり、自分でピント

をあわせて観察した。能力が高く、積極的である。動

物の細胞もみたいというので、ほおの細胞を見せた。

時間があったので、盲斑の実験も行った。大体の生徒

が実験をうまく実施できていたようだ。すぐに、現象

がなぜ起こるｶｭの質問があった。図を用いて英語の分

かる生徒に説明し、他の生徒にダリ語で説明してもらっ

た。その後、授業者が消える実験をおこなった。半分

くらいの生徒が理解できていたようだ。

物理の実験については、以下のように報告書には述

くらいの生徒が理解できていたようだ。顕微鏡観察を終えて

物理の実験については、以下のように報告書には述べられている。

物理の実験は前回と同じ実験であった。生徒が通訳をかってで、授業が進められた。生徒の反応は、

非常によく分かったようである。なぜあのような現象が起こるのかという本質的な質問がでた。表面

の反射のときに、釣りの話しをしたが、水中めがねで底が見えるのも同じかという質問、偏光板を月

光で見ても同じに見えるのかという質問、先生のめがねの色がいろいろに見えるのは同じかという質

問など、現象の意味がわかりたいという態度であった。

先生方と話し合い：

校長室にて先生方との話し合いがもたれた。アシスタントディレクターから説明があり、具体的支
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援が強く訴えられた。

教員が教えるのは、週24111j間であり、学士号がなければ教えさせない。ｌ～３年はクラス担任制、

４年～12年生は教科担任制であり、これはアフガニスタン全体の制度である。

机・椅子・図書館・実験室などの具体的な支援をしてほしいという要望が述べられた。（受験シス

テムについて）受験チャンスは２回（２校）あるが、駄'三1なら12年生をもう一度やる。

仮に、日本に生徒を留学させることになったとして、共学校への留学の可否を質問すると、生徒が

共学校に留学することについては問題はないとのことであった。

◆マラヤン女学校MarayanHighschool

【学校概要】（内海先生資料より一部改変）

市の北部にある名門校である。校舎は２階建ての堂々たる校舎である。広い校庭を取りUMんで教室

が立ち並び、寄宿舎が完備している。１９年前に設立し、タリバン時代は閉鎖。

現在の生徒数は8｣98人（女子7,072人、男子1,126人）ｿ)ｒはＧ６まで。教師は171人（うち男性は１４

人)。３シフト制をとっている。第１シフト７:00～9:0０（Ｇ１～Ｇ３）第２シフト９:00～13:００

(Ｇ８～Ｇ12）第３シフト１３:00～16:0０（Ｇ４～Ｇ７）である。

この学校も教室が不足して校庭での授業が多いが、椅子と机は用意されている。

ここの校長のファヒマ・ハディ（FahimaHadi）校長は女子教育のリーダー的な存在である。

【訪問内容】

授業は３部制であるが、１６:００～18:００には、ドイツＮＧＯによるサポートクラスがあるとのことだっ

た。この学校でも、毎週５～10人がパキスタンなどからﾙﾎﾟ還している。

藤枝団長挨拶の後、プロジェクトについて説明。ディレクターより、日本の教育は非常によい。強

い彩縛を与えてもらえるだろうとのコメントがあった。

ここは、カブールで一番大きい学校。黒板と椅子はあるが、９から13の教室が足りない。教員のた

めの保育施設が足りないなどの説明があった。

授業見学：

教室の外では低学年の授業が行われていた。教室内でのいくつかの授業参観。ここでは机と椅子は

そろっていて、教科書も持っている。７年生の生物の授業が行われていた。教室にはぎっしりと生徒

が座っており、机と椅了はあってもその他には何もない状況である。教科書を見せてもらうと、細胞

の模式図があり、細胞の学習は７年生で行われることがわかった。きれいな図ではないが、電子顕微

鏡による模式図が描かれていた。参観した授業は、iii化器についての授業であった。将来の希望を間

〈と、ジャーナリスト・教師が多かった。

８年生の英語では、帰還生が３分の１以上いた。ペ

ンやノートがない。将来の希望をllll<と、医者・ジャー

ナリスト・教師などと答えが返ってきた。その他、い

くつかの授業を参観した。このF1は、ＮＨＫテレビと

統充新聞の取材があった。

模擬授業：

１２年生のクラスでの模擬授業。２５名くらいのクラス

で授業をしたいと希望を言ったが、教室に行くと、入

り［1が－つだけの縦長の教室に、真ん中の通路をはさ

繋鍵馨；鍵鰄霧鰄鰄鰄鐇騨

木陰の教室で
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んで、左右に分かれて着席していた。前後に分かれてもらうように言い、後ろで生物（顕微鏡の観察)、

前で物理（偏光の実験）を行うことになった。

顕微鏡の授業は、３５人くらい。知的好奇心が強くプライドも高い生徒達である。顕微鏡の構造につ

いては知っているので次をと催促される｡－通り、タマネギの細胞の観察を終え、ジャガイモ、バナ

ナ、ヒトのほおの細胞、スイカの細胞の観察をした。プレパラートをつくりたい生徒を募ると、多く

の手があがる。バナナの観察では、かみそりの刃を渡すと、手がふるえていた。それでも、積極的に

やろうとするのが印象的であった。１台の顕微鏡に対し人数が多いので、待ち時間には退屈そうで集

中がとぎれてしまった。しかし、観察中にも「染色液を変えるのはなぜか」「どうして粒子が黒く染

まっているのか」などといろいろ質問が返ってきた。

授業後、生物担当の先生から「私に顕微鏡を貸してください。それを使って自分で生徒達に説明が

したい」と申し出があったが、そのための時間が残っていなくて実現できなかった。知識はあっても、

実験観察器具が何もない中で授業をしなくてはいけない状況のところに、顕微鏡を待った人物が突然

現れ、生徒達が感動している姿を目にした先生。私の授業を黙って横に立ってみているだけだった先

生は、随分悔しい気持ちになったのではないかと、彼女の言葉にはっとした。私自身が晴れの舞台に

立って生徒をIIJ接教えるのではなく、先生をサポートすることにより、先生と生徒が感動を共有する

ことの手助けをすることが必要であったと反省させられた。

偏光の実験は、「場所の条件が悪すぎ、実験が難しかったが、整然と実験し、現象自体を理解した。

知らないことや慨れないことをやっていても作業が早い。また、本質的なことを知りたがる生徒達で

あった｡」とのことだった。藤枝団長は、別のクラスで太陽電池の紹介をしたが、これも成功してい

た。

◆ナヒート・シャイード校

【学校概要】（内海先生資料より）

市内で蛾も荒廃している地域の学校であるが、校舎の改修は終わり、十分ではないが机・椅子も

完備している。１ヶ月前にドイツのＮＧＯの支援で完成したとのこと。

２５年前に設立され、高校部分は17年前。現在の生徒数は4,000人でそのうち女子が2,800人、男子が

1,200人である。毎週10人前後の生徒が入学してくるとのこと。

【訪問内容】

筆者を含む４名が学校訪問を行った。校長と二人のチーフに対応してもらった。

１～12年までで、７～12年は全部女生徒とのことであった。カブラエージェンシーとカリタスジャー

マニーが援助して、椅子・机を供給した。スタッフは、事務９人、女性教員７３人、男性教員１８

人。多国籍軍が２か月で再建してlか月前に開校したとのことだが、それまでは、コンテナの教室で

あったという。校舎はきれいだが、子供達の服装は貧しかった。

問題は、通勤通学手段であり、徒歩または自転車で通っている。子供が病気になってもすぐに病院

に連れていけない。教師の通勤も困っていると説明された。

また、この地域は水がないことが問題とのこと。確かに、草は乾燥に強い練のあるものがほとんど

で、水のないことが分かった。

授業参観：

高学年は放課後の補習授業であった。数学の授業では、生徒が黒板を使って他の生徒に説明をして

いた。ダリ語の授業では－人の生徒が立ち上がって教科書を読んでいた。
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体育館のような部屋では、２組の小さな子供達の授業も行われていた。小さな黒板の横に先生が立

ち、生徒たちはシートの上に座って授業を受けていた。制服は支給されたが、小さい子供達には制服

はなく、服装は貧しい。子供達の将来に対する希望を聞くと、医者、エンジニア、ジャーナリストな

どの人気が高いが、教師には人気がなかった。

男子生徒のクラスにて 校庭の井戸

（４）ＮＧＯ・ユニセフなどの組織訪問

◆ＪＩＣＡ訪問

ｐ１ｉ務所長地曳隆紀氏およびジュニア専門員久保田真紀子氏に会い、今日までの経過脱明と今回

のプロジェクトの意図説|ﾘ1後、,函見交換を行った。

・目的と意義について、視点をはっきりさせておく必要がある。それを踏まえ、コンテンツを具体化

する必要がある。

・選考については、受け入れ資格をはっきりさせること。「英語力を問わない」と英語のできる人が

条件でないことを明記する方がよい。英語のできる人となると、パキスタンやその他の外国帰りの

人になってしまう。

・目的、コンテンツから見て、６週間という期間が妥当かどうかの検討が必要。

・省庁間の関係を利用して、人選を進める。女性省へも行くとよい。交渉先（窓口）は一つにし、教

育省を通じて行うのがよい。

・日本の女性教育の歴史を学ぶような印象を受ける。リーダーシップトレーニング、エンパワーメン

卜といった用語を前に出す方がよい。

・多様な地域からの参加者を奨励する。

◆駒野大使表敬訪問

今回来アの目的と今後の日程の説明、教員養成カレッジ学長の話とカヌーニ教育大臣の話を紹介し、

5葱見を求めた。

大使より、カヌーニ大臣は、政治家として最もしっかりした人物だと思う。核になる人を捜し出す

ことが今回の任務だと思う。等のコメントをいただいた。

地方からの招聰について意見を求めたことに対しては、「いろいろな地域からの参加は、教育に限

らずこの国の重大かつ困難な問題である。現実的にはカブールおよびその周辺になるかもしれないが、

この国の人は大変教育熱心である。国としてまとまることが大切で、全国に教育・行政サービスが行

き届くことが必要。そのためには中央がしっかりすることであり、今、中央再建の努力がされつつあ
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るところである。そこは、相当時間がかかるのではないか。まずはカブールおよびその周辺からとい

うのが現実的だろう｡」と話された。

◆ユニセフリ『務所訪問

エリック・ラロッシュ所長、エレン・ファン・カルムソルトプログラムオフィサー、他２名の方

に、プロジェクトについての説明後、アドバイスを求めた。

教育養成大学の指導的立場の人を呼ぶのであれば、現場における教育活動に関する研修よりも、学

校管理に関する内容を増やした方がよい。教員養成のカリキュラム作成、指導要領のようなことに焦

点を当てた研修がよいのではないか。地方からの参加について、違った地方から集まってきていれば

相互の交流がうまれることはあるが、人選は煩雑になる。教育省中心に研修を行うことにしたが、教

育省が行うのは９学年までであり、それ以上は高等教育省が関わっている。２つの省をまたがって招
聰するのはどうかなどの意見が述べられた。

◆PeaceWindsJapanカブール事務所訪問

根木佳織現地調整員を訪問し、お話を伺った。ピースウィンズ・ジャパンのアフガニスタン事業に

ついて説【ﾘ]があった。以下は、根木氏資料より概略をまとめたものである。

１．蛎務所／実施体制（合計）日本人長期赴任職員：４人、現地職風：５０人、車両：１８台

蛎務所は、カブール・マザーリシヤリフ・サリプル・イスラマバードの４カ所にある。

２．活勁内容

【実施済み】

○サリプル国内避難民キャンプでのテントや食料配給・国内避難民締還支援事業など

○カブール学校修復事業・道路修復事業

○ナリン地震に係る日本政府緊急支援物資・被災地への日本赤十字医療チーム医療機材の輸送に協力

【実施１１１】

○サリプル学校修復事業・農業復興事業・井戸掘り事業

○カブール学校リハビリテーションおよび環境整備事業・学校井戸掘りおよびトイレ修復事業

○カブール成人識字教育事業・カブール養鶏事業

その他、サリプル及びカブールにおける計画中の事業あり。

さらに、根木氏からは、次のような説明があった。

女性支援を熱心にやっている。５月から調査を行った。識字教育、養鶏。春からは養蜂をやりたい。

冬越支援のアイデアを練っている。カブールは、他と違うという印象がある。地方では、１つの村は

同じ部族であるが、カブールでは、地区ごとに住み分けている。女性が現金収入を得られる支援を考

えている。手芸は短絡すぎるという意見があった。ＮＧＯが去った後のことを考える必要がある。カ

ブールで女性の物乞いが多いのは、夫が戦争にいっていなくなった未亡人世辮であり、外にでられな

い。ニワトリは少なく、卵は高いので、養鶏支援を考えた。

学校教育については、口をそろえて、まずは教科書→文房具→机・椅子→建物と答えが返ってくる。

人数を抱えきれなくなった学校にＮＧＯが支援をすると、他のＮＧＯが支援できないという現実があ

る。建てた学校に対するフォローをしないといけない。１６才をすぎると学校に戻れない。未婚コース、

既婚コース、男子クラスをつくり、そのトレーニングからはじめた。勉強意欲はすごい。関心のメイ

ンはコーランを読むこと。授業はどうかと聞くと、コーランが１ページ読めたという答えが返ってき
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た。教養を得るとは、イスラムについて知ることである。

この国の人の意見を聞きながらやらないといけないと思っている。緊急支援でも、よかれと思って

やったことがそうでなかったということがある。地域の事情、宗教的な事情をよく研究した上でニー

ズに対応すべきである。相手側にたった支援が必要。

◆ＮＧＯとの面談（於ＪＥＮ）笹谷氏（外務省）同席

ＪＥＮにおいて、ワールド・ビジョン・ジャパン（片山氏・池田氏）・ＪＥＮ（青島氏・椎名氏）・

セーブ・ザ・チルドレン（金谷氏）と話し合いの場を持った。各ＮＧＯ活動と３団体合同アフガン・

キッズの活動の概略を聞いた後、調査団側から質問をし、さらに説明していただいて、以下のことが

わかった。

・学校修復については、カブールではすでに諸団体が各学校を押さえている。

・学校修復の中に机・椅子は入っていない。机・椅子支援の場合も援助は教育省を通す。

・同じ学校が複数の団体に「学校を作ってくれ」と言うので、援助がだぶってしまうことがある。

・帰還民の40％がカブールに戻って来ていると言われているが、政府は故郷に戻ってほしいと考えて

いる。３（～４）シフト制も現在だけ。その前提のもとに復興計画を立てているが、校長は現在の

ことしか考えていない。

・学校に登録した子が毎日登校するわけではない。学年が上がるにつれて来なくなる。

（家庭内外労働・学校が遠い.通学の危険等の理由）

・無登録の学校もあるが、無登録の学校は教科書が支給されない。給料も入ってこない（現在の遅配

は別)。

・教師は兼業。１軒の中で働き手が複数いる。

本プロジェクトへのアドバイスは以下のようなことであった。

・コネを多少なりとも排除するため、選定にあたっては日本人を含めた委員会を作るのがよいだろう。

．遠い日本より同じイスラム圏のパキスタンやイランでの研修の方が適切ではないか。

→男女別カリキュラムの両国よりも、欧米との中間的な位置づけの日本で学ぶことは多いだろう。

・カブールだけから呼ぶのは適切でないが、カブールと地方の教育はレベル差がある。そのレベルを

ある程度揃えることは大切。

.すぐに役立たなくても、長期的に役に立つ研修計画は大切。

６アフガニスタンの理科教科書

訪問中、ルマイ・シャヘード女学校及びマラヤン女学校では、生徒達が持っている生物の教科書を

少し見る機会があった。アフガニスタンの理科教育の現状を知る上で大変興味深かった。

その後、筆者は、2003年３月にＪＩＣＡの短期専門家として理科教育の指導にカブールに再度出か

けることになった。現地での理科教育の現状を把握しておきたいことから、教育アドバイザーとして

アフガニスタンに派遣されている内海先生に、現地の教科書を手に入れていただけないかとお願いし

た。幸い、一時帰国されたおり、依頼していた現地の教科書を持ち帰って<ださり、手に入れること

ができた。

先にも述べたように、アフガニスタンでは、４年生からが専科の授業となる。４～６年生の教科書

はScienceandHealthClassのものである。Ａ５判サイズで、４年生用９６ページ５年生用９２

ページ６年生124ページ。７～12年生の教科書はBiologyの教科書となっている。横はＢ５判
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サイズ、縦はＢ５判より２ｃｍ短いサイズである。７～12年生まで、それぞれ112,96,112,120,

162,226ページからなっている。いずれも、原稿をＩＩＪ質紙に印刷し、ホチキスで留めた冊子の上に、

色画用紙の表紙をつけただけのものである。

写真は全くなく、図もわずかに取り上げられているだけである。図といっても手描きのラフな図で

しかない。内容の詳しい分析は別の機会にゆずりたいが、系統だった配列がなされていることはなく、

しっかりしたシラパスができた上で教科書が書かれているのではないことがわかる。

筆者は、「生き物に学ぶ生物教育」を実施することを自分の中心課題として生物教育に取り組んで

きた。８月の学校訪問においても、模擬授業をすることになったとき、真っ先に顕微鏡観察が頭に浮

かび、顕微鏡を持参して模擬授業を行った。「生き物ってすごい、おもしろい」ということを子ども

たちに伝えたいと願って30年に及ぶ教師生活を過ごしてきた。今回、アフガニスタンの教育支援に関

わることになり、３月に再訪問をして理科教育に関わることになったのは大きな喜びである。

高価な器具や薬品を使わなくてもできる観察実験の工夫を中心に、観察実験指導の手伝いをすると

ともに、シラバスづくりにも取り組みたい。その結果については別に報告する機会があると思うので、

教科書の分析についてもそこにゆずりたい。

７カブールの町の状況と生活

以下に、短期間ではあったが、垣間見たアフガニスタンの生活を紹介したい。

まず、我々が宿泊したのは、ゲストハウスと呼ばれる一種の民宿であった。１部屋の宿泊料は１日

60ドル、朝食・夕食付きであった。部屋は広く２つベッドが樋かれていた。２人で使用すれば、１人

30ドルである。教師の平均給料は４３ドル、１か月の最低家賃は約７５ドル、平均的な６人家族の生活費

は少なくとも約100ドルとのこと。家を持っていた人々は自分は海外で過ごし、その間自宅を貸すこ

とによって外貨が入ってくることになる。その一方で、ゲストハウスの周りにはプルカをかぶった女

性が物乞いをしている姿が印象的であった。

ゲストハウスでの食事の献立は次のようなものであった。

朝はナンのようなパンに、数種類のジャム、チーズ、スクランブルドエッグ（オムレツと呼ばれて

いた)。飲み物は紅茶のティーバッグとインスタントコーヒーがいつも準備されている。写真は、あ

る日の夕食。朝と同じパン、豆の入ったスープ、チキンとポテトのフライ、豆の煮物、フルーツがメ

ニューの一例。夕食のメニューは大体このような取り合わせだ。すこし油っぽいことを除けば味は悪

くない。

チキンストリートには、外国人たちが利用する商店が並んでいる。スーパーマーケットでは、紅茶

１缶の値段が95.000アフガニ（１ドルが約４万アフガ

ニ）であった。ここには、ミネラルウオーター、ジュー

ス、外国産の調味料やお菓子などが豊富にそろってい

る。町中の店では、トマト、ジャガイモ、ウリとスイ

カなど１～２種類の果実や野菜が売られているのに対

し、チキンストリートの八百屋には多くの種類の野菜

や果物が並んでいた。ケーキ屋やおみやげ物店もあっ

た。車を降りると、ここでもプルカをかぶった女性や

子供がお金をねだってきた。アフガニスタンでは「寡

婦と孤児｜が大きな問題であると何度か聞いた。彼ら婦と孤児」が大きな問題であると何度か聞いた。彼らゲストハウスの夕食メニュー
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町の八百屋さん壊れた家や信号機

だって長い戦いの犠牲者だ。気の毒に思うが、１人にお金を差し出せば多くの同様の状況に置かれて

いる人達がたちまち集まって来ることが分かるので、無視せざるを得ないのが辛い。

滞在中の我々の移動手段は、７～８人程度が乗れる車であった。教育省は日本の文科省に当たると

ころであり、カブールの霞ヶ関のような場所にあって、滞在中には何度か出かけたが、付近は多くの

車がひしめきあっている感があった。しかも、カブールでは、信号機が壊れていて機能していない。

交通整理のお巡りさんもまれにいたが、それも機能しているようには見えなかった。公共交通機関の

少ないカブールでは、ほとんどの人にとってはタクシーが移動手段であり、現在４万台近くのタクシー

が走っていると聞いた。タクシーといっても、相乗りでぎっしりの人が乗っており、後ろの荷物台に

まで乗っている人も見かけた。

アフガニスタンの休日は金曜日。木曜日の午後は教
／ 

育省の中は閑散としていた。建物の前では、休日でも

自宅に帰れない門衛のために親戚の若者が子供を連れ 】

て面会にやってきていた。我々の通訳であるアハメッ

ド氏は、定職がないので家族をパキスタンに残したま

まだという。「お父さんがいなくてとても寂しい。は

やくお父さんと一緒に暮らしたい」という娘の手紙を

見せてくれた。

木曜日の午後には、通称テレビ山（カブールテレビュー…ｗ

の施設がある）山頂近くまで車で出かけた。整備されの施設がある）山頂近くまで車で出かけた。整備され教育省の前にて

ていない急な山道を大きく揺られながら登っていくと、途中に給水車が来ていて、子どもたちがそれ

ぞれ小さな容器を持って、水をもらいに出てきていた。また、子どもたちが凧をあげている風景も見

られた。

山頂付近からカブール市内を見た。南側にはゾロアスター教の砦があり、これを境に、町の西側が

ひどく破壊されている様子がよく分かる。西側には、宮殿に続くまっすぐな道も伸びている。砦の東

側に位置する部分は、緑もあり、西側とは違っている様子が見てとれた。

金曜日には、少し遠出をして宮殿と湖を見に出かけた。途中、雑貨屋、八百屋、肉屋などの店が並

んでいるところがあった。肉屋の前では、道ばたでヒツジをさばいており、処理の終わった肉が、軒

につるされていた。また、結婚式を挙げたところと思われるカップルの車をみたり、きれいな衣装の

飾ってある店も見かけた。こうしたほっとするような風景の一方で、町中をはずれると、家々の壁に

は「地雷除去済み」の文字が見られた。
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カブールでは干ばつが続いているとのことで、湖の水位は随分下がっていた。６月に雨が降ったが、

それは５年ぶりの雨だということだった。アフガニスタンでは、水力発電が主であり、水不足は電力

供給にとっても深刻な問題となる。それでも、子供達が元文(に泳いでいる姿があった。また、湖のそ

ばでは、ハイキングに来ている家族の姿があり、車でやってきて木陰でくつろぐ人々の饗もあった。

ＷⅡであればこのような風};&がもっと広がっていたことだろう。反い戦いの続いたアフガニスタンに

平和が訪れることはきわめて難しい状況である。それでも、アフガニスタンに「普通の生活」が戻る

ことを願わずにはいられない。

干上がった湖 木陰でくつろぐ人々

８おわりに

１１月には、アフガニスタンの教育関係者７名による東京訪問があり、冬の研修について意見交換が

なされた。奈良における研修は、２月23日から27日までと決まり、実施委員会を中心に研修にｌｉＩけて

の検討が重ねられてきた。奈良研修については、研修が終わった後に報告したい。

埴者は、３月に再びアフガニスタンを訪問することになっており、アフガニスタンの教育との関わ

りは今後も続いていく予定である。わずかな時間の授業ではあったが、食い入るような真剣な目で話

をliilき、観察に取り組んでくれた生徒たちが忘れられない。日本の戦後まもなく使われていたような

教科書を見て、アフガニスタンの理科教育に対して手伝えることが何かを考え、取り組んでいきたい

という気持ちを強くした。

物質的な豊かさと反比例するかのように貧しい心しかもてなくなっている日本の子供達にも、この

現状を知ってほしい。そして、小さな自分の周りの世界だけを見るのでなく、今、この同じ時代を生

きている世界の子供達のことを考えられるようになってほしいと思っている。

アフガニスタン滞在中、文部科学省参与・大阪大学大学院教授で、教育アドバイザーとして教育省

に派遣されていた内海成治先生は、我々の訪問先についてすべての段取りをしてくださっていた。短

期'１Mに充実した内容の事前調査ができたのは、ひとえに内海先生のお陰である。また、文部科学省

篠塚氏にもお世話になった。さらに、調査団をまとめてくださった団長の藤枝修子先生はじめ、調査

団のメンバーや現地および日本でお世話になった方々にも感謝の意を表したい。

カヌーニ大臣の演説資料の訳に際しては、本校の秋山啓子先生にお世話になった。秋山先生にも感

謝の意を表したい。
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奈良女子大学文学部附属
中等教育学校研究紀要第44集
2003年３月

遠隔地とのコミュニケーションツールを利用した授業のコンテンツ開発

一地域言語を題材にした衛星を利用した遠隔授業一

岩 城裕之

キーワード：遠隔授業体系的カリキュラム教師の専門性遠隔授業特有のリテラシー

本稿は、衛星中継、ネットミーティングを遠隔地間のコミュニケーションツールと定義し、これらのツールを

利用して遠隔地を結ぶ授業において必要な諸条件および特質について考えるものである。そのために、平成１５

(2003）年２月に行ったi-Space実験「屋外の学習環境と教室を結ぶフィールド教育_奈良女子大学文学部附

属中等教育学校との授業研究発表交換会（国語科）－」の実際について報告する。

この実験により、コンテンツ開発にあたっては以下の点が重要であると思われた。

①コンテンツが体系的なカリキュラムに位置づけられること（話が拡散しない）

②交流授業の形であっても、いずれか一方が主導的に進めることのできる要素を交流授業に位置づけること。

また、その際、教師の専門性が発揮されるようなコンテンツであれば、なお望ましい

また、実際に授業を行う場合

①事前にリハーサルを行う。また、遠隔授業特有のリテラシーに注意させる時間を設ける

②授業者が事前に両校の生徒に会っておくことが望ましい

以上について報告し、遠隔授業のコンテンツ案を提示する。

１はじめに

技術の進展により、衛星を使った中継、あるいはインターネットなどコンピュータネットワークを

利用したネットミーティング等、離れた場所を結んで展開する授業が可能になってきている。実践例

もいくつか報告されており、特に衛星を使った先進的な実践は、宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校と宇宙

開発事業団の間で行われている。

一方、これらの遠隔授業における問題点は、コンテンツを現場でいかに準備できるかということ、

また、そのコンテンツが体系的なカリキュラムの中に位置づけにくいといったことがあげられる。

本稿は、平成1５（2003）年２月14日に行った、宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校との国語科交流授業の

実際について報告し、遠隔授業に必要な考え方およびコンテンツ案について提示するものである。

２コミュニケーションツールの特質とコンテンツ開発への諸条件

２．１ツールの種類

遠隔授業を行う場合に使用できるツールとして、以下のような方法が考えられる。

①テレビ会議システム（衛星中継等）

②テレビ会議システム（ネットワーク利用）

③ビデオ、手紙などの交換

このうち、リアルタイムで双方向の通信が可能であるのは①②であり、互いのやりとりが可能にな
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るという点が有利である。したがって、質疑応答を組み込んだ形での発表会や授業などに利用できる。

一方③は、リアルタイムの双方向通信は不可能であるが、現状では①②に比べ、画質がよいことや

情報量が多いものでも使用しやすいことなどがメリットとなる。講義形式のもので、質疑応答が必ず

しも必要でない場合などは利用価値が高いと思われる。

２．２コンテンツ開発への諸条件

（１）遠隔地を結ぶことの条件

まず第一に、距離的に離れた場所であるがメリットになる働くようなコンテンツがのぞましい。

(遠隔地であるという条件を有利に利用）

あるいは、施設・設備の差（人的リソースも含む）を埋めるためのツールとしても利用できる。例

えば、学校にはある設備ではできない実験を研究施設で行い中継する方法がある。また、人的リソー

スという点では、専門家の講義を聴く、などの例があろう。

この二つの条件のいずれかを満たす場合、遠隔授業を行うことのメリットとなる。

（２）これまでの実験例と問題点

ここでは特にi-Space実験「屋外の学習環境と教室を結ぶフィールド教育」について、これまでの

実践をあげる。いずれも、宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校が中心となって行った実験である。

①デモンストレーション（筑波宇宙センター）

②冨島中学校との交流

③南阿蘇ルナ天文台「天文学教室」

④阿蘇火山博物館「火山教室」

⑤二上山からの「生物ＩＢ」

⑥海の日記念「海洋授業」（しんかい6500）

⑦高校理科部会リモート見学（宇宙飛行士訓練施設見学）

⑧国際宇宙ステーション訓練設備のリモート見学

⑨日本科学未来館の遠隔学習

⑩奈良女子大学文学部附属中等教育学校「研究レポート発表交換会」

⑪五ヶ瀬スキー場“地球観測衛星データから見た五ヶ瀬町を現地調査してみる”

⑫人工衛星と物理

⑬種子島宇宙センターリモート見学

うち、総合学習の発表会をのぞいては全てがいわゆる理科系の科目であるということがあげられる。

その場合、遠隔地であることのplain利用よりも、学校にはない施設・設備（フィールドに出るとい

うことも含め）を衛星によって埋めるという形になっている。

また、一部を除き、投げ込みの授業が多く、－年間、あるいは数年間のカリキュラムの中にはじめ

から位置づけられることのできる授業が少ないことがあげられる。

国語科でコンテンツを開発するということは文科系科目での遠隔授業の可能性、方言（地域言語）

を対象にすることで遠隔地であることをplain利用できるという点において新しい実験になると考え

られる。
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３宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校との実験報告（平成14年度）

３．１実験の概要および使用したシステム

（１）実験の概要

名称：i-Spaceパイロット実験「屋外の学習環境と教室を結ぶフィールド教育」

－奈良女子大学文学部附属中等教育学校との授業研究発表交換会（国語科）－

実践日時：２００３（平成15）年２月14日（金）

実験場所：固定側（学校側）宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校図書室

フィールド側奈良女子大学文学部附属中等教育学校多目的ホール（屋内）

実験内容：五ヶ瀬中等教育学校と奈良女子大学文学部附属中等教育学校で、実験システムを使用した

研究発表会を行う。お互いの代表グループによる発表とその発表に対して質疑応答を行う。

実験の狙い：

交流授業の目的および教育而の効果

利用実験を意識した、学校主導による教室間の遠隔授業を行うことを主目的とする。

’①リモートネットワーク授業を通じて、五ヶ瀬中等教育学校となら女子大学文学部附属中等教育学

校との交流をさらに深める

②〃言について調べたことを発表したり、口まねをしたりなどを通じて、互いの言葉（方言）や日

本語について認識させる。さらに、方言を題材にする授業を行い、離れた地域の学校間での交流

のメリットを最大限にplain利用することができる。また、国語科のカリキュラムとしても、方

言を題材にすることは有用である。

③相手校の発表を聞くことにより、発表の仕方、資料提示の仕方、情報機器の使い方を学ぶ。

’④将来的に、生の方言音声を配信し、教材として用いることの可能性をさぐる。

システム面

①本システムを用いたレポート発表交換会での教育利用評価（遠隔教育システムを用いて、このよ

うな授業に利用できることの検証）をする。

実験主催者：

企画主催者・五ヶ瀬側責任者未廣芳文（五ヶ瀬中等教育学校・教務主任）

奈良側責任者岩城裕之（奈良女子大学文学部附属中等教育学校・国語科教諭）

とりまとめ等大澤範高（メディア教育開発センター）

志村譲二（ＮＡＳＤＡ衛星ミッション推進センター）

実験参加スタッフ：

講師村山育志・前田直子・土屋良博（宮崎県立五ヶ瀬Ｌｌｊ等教育学校）

吉田隆・岩城裕之（奈良女子大学文学部附属中等教育学校）

評価新地辰朗（宮崎大学教育文化学部教育実践研究センター）

とりまとめ・評価志村譲二（ＮＡＳＤＡ）

システム運用金森裕司・伊東明彦・藤野敦士（宇宙技術開発株式会社）

i-Spaceパイロット実験プロジェクトは、宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校と宇宙開発事業団

(ＮＡＳＤＡ）との共同プロジェクトである。

今回の実験は、i-Spaceパイロット実験プロジェクトの岐終回である。このプロジェクトでは、計

13回の授業が五ヶ瀬中等教育学校を中心に行われてきたが、今回の授業については、それまでの実験
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と異なり、システム迦用上、以下の点が実験のポイントとなっている。

①二画面送信（五ヶ瀬・奈良ともに二画面。うち正面映像一画面は切り替えによる一方向）

②機器の操作を教師が行う

（２）使用したシステム

①授業の打ち合わせ・事前準備

宮崎県教育ネットワーク「ひむかネット」のネットミーティングを利用した。

奈良女子大学文学部附属中等教育学校でCCDカメラ（35万画素）を利用、五ヶ瀬中等教育学校

はcmosカメラを利用した。回線の状況によってはコマが落ちることもあったが、生徒司会者の顔

合わせや事前の打ち合わせで使用する分には、特に支障はなかった。

②授業当日

ＪＯＳＴＡＴｌｂ（実験用人工衛星）を利用した衛星中継である。システム柵成は以下のとおり。う

ち、一方向送信となる正面映像（ハンディーカメラ）の映像の切り替え、および、サイドの映像にち、一方向送信となる正面！

なる会議用カメラ（双方向） の操作を、教師が行った。

q、鰭…
国語科遠隔授業

システム構成図案
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特徴：五ヶ瀬側、奈良0M双方とも２面面送信を行う。（従来は、フィールド側から２画面、

五ヶ瀬側からは１回面の送信である｡）
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3．２授業の実際

（１）当日までの流れ

①カリキュラム

単なる発表会ではなく、国語科の体系的カリキュラムの中に今回の発表会が位置づけられること

を目標とした。

以下に示すものが、１年生から４年生（中学校１年生から高校１年生）までの４年間の地域言語

を用いた言語指導カリキュラムの全体像である。方言を地域言語と捉え、ひとつの言語として捉え

ることを目標としている。理念については、岩城（2002,2003）に詳しい。

導入期（中学校１年生）「方言の達人になろう－口まねをする－」

法則性を知る、ということでもある。例えばいわゆるズーズー弁ではイとウが同じような中間音で

発音されること、中舌母音といわれるように、舌の位置を少し奥にして発音することが有効である、

等のこつを一度提示する。これが分析への目となる

展開期（中学校２～３年生）「方言辞書を作ろう」

展開期においては、生徒たちの口語文法の学習にあわせ、いわゆる文法を地域言語の世界に当ては

め、考えていきたい。この段階が、地域言語を言語事項として取り上げる、ということの中心段階

である。

①方言辞書作り－発音・アクセント・単語帳・用言活用表一

＊単語は方言員の多いものを選ぶ。例えば方言一覧辞典の項目などを利用。

地域特有の、ぜひ知らせたいものについては20語程度を「方言ランキング」として掲載する。用

言の活用は、古典動詞の活用の種類をすべて網羅する語を取り上げる。

②方言集を交換し、共通の文章を翻訳、互いに異なる方言で同一の文章を方言訳し、互いに発表す

る。

完成期（高等学校１年生）「動詞活用の歴史と方言」

古語の動詞活用が現代語の動詞活用に変わっていった通時的流れにみられる法則（類で変化するこ

と）が、現在の地域言語の動詞活用の地域的パタンを作っていることを明らかにする。古典文法と

現代語文法をつなぐとともに、演習形式にすることによって、動詞活用を覚えるための練習（ドリ

ル）ともなり、定着が早まることをねらいとする。

カリキュラムの４年間の流れと、その先の発展性および相互の関係性については、図で示した。

このカリキュラムにおいて、地域言語は文法学習で使うことを想定している。しかし、地域言語は

地域によって異なることが前提でもあるため、遠隔授業のコンテンツとしても有効である。したがっ

て、地域言語学習の１，２年生の発表会の部分において、遠隔授業を取り入れることとした。

１年生の口まねの部分では、発表会が遠隔授業で行われる。２年生の部分では、方言辞書を交換

し、相手の方言に訳し、口まねをする部分が遠隔授業で行われる。

遠隔地であることのメリットが最大限に生かされるのは、この２年生の授業である。それぞれの生

徒たちが、日常の言語を題材にすることができるからである。この場合、お互いが自らの日常言語

を使いながら相手の日常言語を使うことがねらいとなるため、教師の解説よりも生徒同士の交流を

－１１９－ 



重視することとなった。

１－５年生－１１１

喧声蒙現轡□まねや、アクセントを扱った方言辞

により、音声への視点を与える

霞

弓
ね
ｊまｐ
 

生
の

雇
癩
「
１

｢２年生－１１
LL方言辞書」

「3年生~､
方言辞書

L,＿文語文法一」

２年生からの辞書作成で、言語の法則性の分析

を行い、同時に進める口語文法の知識の運用をめざす

また、ロ語文法の限界についても考える。

その後、文法の適時的変化から古語文法へ

なお、当日までの実際の授業は、平成15年度の１，２年生の国語担当者が筆者ではなかったため、

吉田が行った。

授業イメージをとらえるため、平成14年１１月に行った奈良女子大学文学部附属中等教育学校公開

研究会で授業実践を行い、五ヶ瀬中等教育学校の国語科教諭２名が来校、授業を参観した。また、

共通指導案での授業第１回目は、筆者が五ヶ瀬中等教育学校で出張授業を行った。遠隔授業を行う

際、両校の生徒の状況を直接知っていることが、後に大きなメリットとなった。

具体的には、両佼の生徒にとって、授業者を知っていることで、前置きなく、すぐに話に入って

いけたことがメリットである。また、授業者の立場では、それぞれの雰囲気およびクラスのメンバー

を知っていることで、発問やそれに対する反応を予測できたことがメリットである。

また、テレビ会議システムを利用する場合、気をつけるべきいくつかの点がある。技術革新によっ

て、これらはいずれ解決されるべき事柄であると思われるが、以下のような事柄であった。

①きちんと反応をする（返事をする、ゼスチャーで表現する、など）

②問いかけを行い、反応をみる

③音声が遅れて届く、マイクの性能の問題などで、ゆっくりめに大きな声で話す

④資料を提示する場合、指示棒などは早く動かし、しばらく止める（動画映像のコマ落ち対策）

これら、事前に明らかになっている留意点については、前日のリハーサルおよび衛星授業に入る

前に、簡単な講義を行っている。このことも、成功させる上では重要である。

②システム関係

システムそのものについて問題はなかった。しかし、衛星中継で２画面中継を行ったため、事前

にどのカメラで何を映すのかということ、一方向となる正面映像に何を流すのかということについ

てイメージを持つことが必要となった。特にカメラの操作と映像の切り替えを現場の教師が行う場

合、これら事前の準備が重要である。

作成したシートは巻末に資料１として褐戦した。

1２０－ 



（２）遠隔授業当日の流れ

①授業の実際

以下に、指導案を示す。

１年生

導入本時の目標を確かめる

遠隔交流授業で、生徒はお互いに初めての顔合わせとなるので、自己紹介

展開①発表グループを決定する

＊お互いの生徒代表のくじ引きによって決定する

②口まねを発表する

＊知らない方言を同級生が話すのを聞き、身近な感覚の中で言語の多様性を知る

③方言の特徴を発表する

＊わかりやすい発表の工夫の留意するとともに、口まねのコツについて知る

④質疑応答

＊②から④までを１グループで。発表時間は10分。質疑応答は５分。

奈良→五ヶ瀬→奈良→五ヶ瀬→奈良の順に５グループ発表

まとめ

１年生の授業では、方言の口まねをおこなった。

各グループの発表と発表の間では、「間（ま)」メ各グループの発表と発表の間では、「間（ま)」があくことになるので、教師が発表内容にコメン

トと解説を入れた。具体的には、日本語を話す速さ、言語伝播速度などの解説を行うこととした。

このような遠隔授業では、間があくことは生徒の集中力をそぎ、授業の流れを損なうことになる。

したがって、このタイミングで適切なコメントを教師が行うことが非常に重要であると思われる。

単なる発表会では、この「間」の処理ができにくいため、教科学習に位置づけられ、かつ、教師の

専門性が発揮されるコンテンツを準備することが肝要であろう。

２年生

導入本時の目標を確かめる

遠隔交流授業で、生徒はお互いに初めての顔合わせとなるので、自己紹介

展開①方言辞典の方言ランキング20からクイズを出題する

１ラウンド五ヶ瀬２問奈良２問

２ラウンド五ヶ瀬２問奈良２問

３ラウンド五ヶ瀬１問奈良２問

②物語を相手の方言に訳し、口まね発表する

気をつけて話したところを模造紙を使って発表する

困った点や訳した本文を発表する

正解を発表する

＊口まね発表は各校２グループ。発表順は五ヶ瀬→奈良。正解発表も同じ順序

まとめ

蝉

121 



２年生の授業では、生徒司会が中心になって進める形をとった。

扱う内容が相手の方言であるため、交流、すなわちお互いがお互いの言葉で話すことが重要であっ

た。注意して聞きなさい、という形の意識化はさせていないが、言葉をやりとりする中で、互いの

生活語（方言）のリズムや呼吸、雰囲気を感じ取ることを目標とした。

したがって、教師の専門性は、遠隔授業後のまとめにおいて発揮されることとなる。

２年生の授業では、発表者のキャラクタに対する質問も出、会場の雰囲気は盛り上がり、大変良

いものであった。

②システム関係

正面映像は一方向の映像しか送れないため、奈良側の授業者の映像を基本とした。必要に応じて

コメントすることとし、授業を主導的に進めていく形をとった。

このことで、授業の「間」があくこと、話が拡散していくことの２点をある程度解決することが

できたと考える。

映像の切り替えは教師が行った。事前にリハーサルを行った（約60分）ことで、リハーサル時は

ぎこちなかった操作も、本番では全く問題なく行うことができた。

音声の遅れなどについては、生徒の適応が早く、さほど問題になることはなかった。

（３）評価

①外部評価

今回の授業の評価については宮崎大学教育文化学部教育実践総合センター教育情報科学研究部門

の新地辰朗助教授が行った。コメントは以下のとおり。

①今回の遠隔授業が、それぞれ計１０時間の学習計画に位置づけられていること、方言を題材にし

ながら６年間を見通した国語教育に位置づけられている点が興味深い。このことで、教科教育

に導入する遠隔授業の、高い教育的効果が期待できる。

②マルチメディア機器を介した学習では、機器やまわりの雰囲気に影響され、授業が目指す視点

がゆらぐことが懸念されるが、事前に学んだ学習事項や場面を生徒が想起させるように教師が

働きかけたことで、事前および今後の学習との関連を明確にできたとともに、教師の専門性も

発揮されていた。

③表現する力、コミュニケーションする力を育成する目標設定が遠隔授業において可能かどうか、

その検証と、今後の展開を期待する。

また、教科「情報」との関連も視野に入れたい。

沙

また、本実践の評価はＮＡＳＤＡも行っている。その内容は、下記ホームページで参照できる。

http://ossLtkscnasda・gojp/smpc/committee/education/index・htm

②筆者の評価

新地助教授のコメント①は、筆者の狙いに沿ったものであった。遠隔授業を普及させていく場合、

教科カリキュラムの中に正当に位置づけることが重要である。また、そのことによって、コメント

②で触れられているように、話が拡散せず、ひとつの授業として成立しやすくなる。
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次に、コメント②にあるように、衛星を使った遠隔授業において、遠隔地であることのメリット

を活かすべく方言という題材を選んだが、結果的にではあるが、教師の専門性という形ではあるが、

自校にはない施設・設備（フィールドに出るということも含め）を衛星によって埋めるという形も

目指すことにもなった。

この両者のバランスをとることが、遠隔授業のより理想的なコンテンツに必要な条件となると思わ

れる。

また、授業者として授業を行った時、特に交流を中心に考えた２年生の授業では、授業者があら

かじめ両校の生徒の様子を知っていたことが有利に働いた。遠隔授業はあくまでも画面卜のもので

ある。これを成功させるためには、事前に対象となる生徒に会っておくことが重要であることを感

じる。

上記コメント③については、即答はしがたい。が、何らかのゴールが明確であるコミュニケーショ

ン場面を取り上げれば、十分実現しうるし、今回の２年生の授業ではこの面を取り入れることを考

えた。漠然とした交流会では、画面を通じての交流には困難が伴うものの、研究発表会や何らかの

インタビュ_のように、言語表現のゴールが明確な場面を想定すればよい。

しかし、この場合にも、画面に登場する誰かが実際にあったことがあるか、もしくは事前に打ち

合わせをしていることが重要であると思われる。授業開始前、リハーサル時など、画面を通じて筆

者と五ヶ瀬中等教育学校の生徒の間で冗談のやりとりがあった。また、五ヶ瀬中等教育学校の授業

担当の先生方と筆者の間にも、すでに何度か会い、互いのことを知っているところからはじまった。

授業の中で、奈良にいて全体の授業を行う筆者が、五ヶ瀬側の教師の話を生徒に対してできたこと

も、距離を縮める一つの方策であった。さらに、リハーサルで生徒司会者は顔合わせを済ませてい

ることも、２年生の授業で様々な生徒間の交流が見られたことの要因の－であると考える。

４遠隔授業コンテンツ案一地域言語を学ぶ－

これまでの実践等から、国語科の遠隔授業コンテンツの一として、地域言語を学ぶ４年間のカリキュ

ラムのうち、１年生、２年生の二年分のカリキュラム案を提示する。

1年「方言の口まねをしてみよう」

1ｺ縄

和声｢母音を線

の網目Ⅱ｣ｂ泰署

, 

興味を待ち言勇

の闇弐nＶ

1Ｖ 

弓[U台旭=Ｔｌ｡ 

;}T潟．ｂ川の方言を書きlJi

マーｚイｒ司一盃武－ハｎＺＦ【士Ｈ噂
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時 学習内容・活動 指導事項

１ １導入

２ある一定の規則によって解読できるこ

とを知る

３東北方言（ズーズー弁）の口まね練習

をする

４本時のまとめ

１沖縄方言を聞き取らせる

２中舌母音を練習させる

３それぞれの方言には一定の規則や発音

の仕方があることを理解することによっ

て、方言に興味を持ち言葉を探索してい

<意欲を持たせる。

１方言テープによって、方言の聞き取り

と文字起こしを行う

２方言の音声を文字（カタカナ）でノー

ﾄに再現する

３音声を文字にする際に気づいたことを

発表する

１青森の方言を聞き取らせる

２宮城の方言を聞き取らせる

３共通語（あるいは宮崎の言葉）に換え

させる

４新潟・石111の方言を書き取らせる

５音声を文字化するためには聴くことが



本験的に理解

－１２４－ 

３ １グループ別に課題（方言）のテープを

聴く

２各自が資料を見ながら口まねする

３二人ペアになって口まねする

４グループ内で口まねの発表をし合う

１方言テープを聴くときに文字化資料も

配付する

２口まねをするためには聴くことの大切

さを思い起こさせる

３グループは８人を基本として５グルー

プ作る

４各自が資料を見ながらロまねする際、

文字化資料と音声の違いをどう表現した

らよいか考えさせ、メモさせておく

４ １方言の特徴を話し合う

２口まねのコツを発表する

３グループ内の役割分担をする

４発表の仕方を考える

１口まねの際、各自が工夫したことを出

し合い、よりよい発表になるよう促す

２必要に応じてテープを聴き直し、方言

の特徴についてグループの考えをまとめ

るように指示する

３役習１１として、司会進行役（－名）・口

まね発表者（二名）・説明係（二名）．

方言の特徴まとめ係（三名）に響りり振り、

発表の仕方を相談させる。

５ １発表の工夫をする

２口まねの練習をする

１模造紙・画用紙を配付し、交流授業の

発表にふさわしい工夫をさせる

２口まねする者にはセリフを暗唱させる

６ 前時の作業を続ける

７ １グループごとにリハーサルを行う

２自己評価を記入する

１グループ内の役割分担を確認し、必ず

全員が発言できるよう配噸する

２方言の特徴や口まねについてグループ

内の全員の意思疎通を確認する

３グループ内の個人評価を行う

８９ 
１クラス内にてリハーサル発表会を開く

２他グループの発表から気づいたことを

メモし、発表する

１優秀なグループを選抜する

２相互評価をすることで、方言の特徴を

まとめる

３－グループ十分を目安とする

０１ １１ 
１テレビ会議を通して発表会を開く

２相互評価をかく.感想をのべる

１遠隔授業特有のリテラシーに留意させ

る（リハーサル）

'１ 
重要であることを体験的に理解させる

６音声を文字化することの難しさを理解

させ、口まねする時にはそのことを十分

に留意するよう喚起しておく



2年「方言辞典を作る」

いずれも、最終回が遠隔授業となる。

また、１年生の第１時は、出張講義など、遠隔授業の授業者が行うこととする。
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時 学習内容・活動 指導事項

１ １導入

２共通語五十音別宮崎（奈良）方言一覧

表を作成する

３本時のまとめ

１口語文法の確認をする

２グループ別に宮崎方言（奈良方言）の

一覧表を完成させる

３それぞれの言葉の使用例を作成させる

２ １アクセント表を各自が作成する

２表を完成したものから気づいたことを

メモする

３本時のまとめ

ｌ指導者がアクセントの例を示す

２各自のアクセントを記入させる

３気づいたことを共有できるようにする

３ １活用表を完成する

２クラスで活用表の確認をする

３本時のまとめ

１個々人の活用の違いを共有させる

２共通語の口語文法との違いを意識させ

る

４５ 
ｌ方言辞典作成のために、語と例文、活

用表をデジタル化する

１語彙編、例文、活用表の入力を分担す

る

２データの併合を行う

３複数の語彙や活用の検討をさせる

６ １グループ別にアクセント表を完成する

２担当箇所のアクセントを発表する

３アクセント表を完成する

１グループ別に担当箇所を決めて、適否

の検証をする

２各自のアクセントをクラスで共有し、

適否の検証をする

３アクセントのゆれについて検討する

７ ｌ語彙、例文、活用表、アクセント表の

確認をする

２「次の文章を宮崎方言に訳してみよう」

を訳し、正解（数例）を作成する

３正解を音読する

１方言辞典のデータの確認と訂正をする

２方言に訳す場合、正解を数例作らせる

８９ 
１「奈良方言辞典」と「宮崎方言辞典」

の比較をし、違いについて発表する

１グループ別に担当箇所を決めて、違い

についてまとめさせる

２奈良方言に訳す場合のポイントをクラ

スで共有する

1０ １「次の文章を奈良方言に訳してみよう」

を各自考える

２クラスで正解と思われるものを数例作る

３その正解を音読する

ｌ「奈良方言辞典」を参考に訳させる

２各自の訳を発表させ比較し、正解例を

作る

３奈良方言らしく音読させる

1１ 

１２ 

１テレビ会議を通して発表会を開く

２相互評価をかく.感想をのべる

１遠隔授業特有のリテラシーに留意させ

る（リハーサル）



５おわりに

遠隔地とのコミュニケーションツールを利用した授業コンテンツの開発にあたっては、以下の点が

重要であると思われる。

①コンテンッが体系的なカリキュラムに位置づけられること（話が拡散しない）

②交流授業の形であっても、いずれか一方が主導的に進めることができる要素を含んだ授業を、交流

授業に位置づけるようなコンテンツであること。また、その際、教師の専門性が発揮されれば、なお

望ましい。

また、実際に授業を行う場合

①事前にリハーサルを行う。また、遠隔授業特有のリテラシーに注意させる時間を設ける

②授業者が事前に両校の生徒に会っておくことが望ましい

今後は、遠隔授業に使える他のコンテンツを開発すると同時に、評価作業を並行して進めることと

する。

【参考文献等】
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実験～中高一貫教育および五ヶ瀬フォレストピア授業における遠隔学習の展開～」平成13年度情
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奈良女子大学文学部附属
中淳教育学校研究紀要第44染
2003年３月

カライドサイクル（Kaleidocycle）について

数学科大西俊弘

１はじめに

1998年８月のＴ３第２回年会において、東京学芸大学附属高等学校大泉校舎の植野美穂先生による

｢総合数学」に関する発表(.'）があった。その際に取り上げられた「回転リング」に私は非常に興味

を持ち、それ以来、調査・研究を重ねてきた。本稿では、現時点での研究・授業実践の成果について

報告することにする。

「回転リング」は、偶数個（６個以上）の四面体を環状に迎結したもので、「カライドサイクル

(Kaleidocycle)」が正式名称である。アメリカのデザイナーであるWallaceWalkerが、彼の

｢IsoAxis」を発展させて考案したもので、「ＭＣ、EscherKaleidocycles｣(｡2）という展開図付き本

が出ている。この本は最近になって日本語版Ｐ３）も発売された。

２植野発表の要旨

前述の植野美穂先生よる「総合数学」に関する発表の要旨は以下の通りである。

①図１の展開図において、縦線を谷折りに、斜め線（右下がり、左下がりの両方）を山折りにして

「蛇腹」のようなものを作っていき、着色部分を糊代にしてリング状にすると、図２のような立

体ができる。これは、中心に向かって無限に回転させることができる不思議な立体である。（回

転する部分が３つあるので、〃＝３と表記することにする｡）

’ 
図２カライドサイクル(8)図１カライドサイクルの展開図（〃＝３の場合）

②図１の展開図を図３のように横方向に延長すると、〃＝４や〃＝５の回転リングを作ることがで

きるが、その場合には図４のように回転の中心部分に空洞ができてしまう。空洞ができない回転

リングを作るにはどうすればよいか、生徒とともに考察した。

④図Iの展開図では､斜め方向の直…きが;となっているが､二れをcosmとすれば空打

洞力;ない回転リングとなる。

1２７－ 



発表の際には、展開図の直線の傾きがcosl且Q二となる理由についても口頭で簡単に説明されたが
〃

私はその場ではすぐには理解できなかった。自分なりIこ考察した結果を次に示す。

３カライドサイクルの数理

図３は、〃＝５の場合の力ライドサイクルの展開図である。展開図は、合同な二等三角形が沢山集

まったものであるが、２つの二等辺三角形を合わせた菱形に着目する。この菱形の対角線の長さを

2α’２ｂとすると、菱形の頂点から中心までの長さはそれぞれα，ｂとなる。

６ ６ 

.．-口－.．-口－

図３カライドサイクルの展開図（〃＝５の場合）

図３の展開図をもとにして作ったカライドサイクルを図４に示す。これは閉じていない（中央に穴

が空いている）タイプのものである。点Ｐ，点Ｑは、それぞれ辺ＡＢ，辺ＣＤの中点とする。図３の

展開図に示した長さα,ｂが、図４ではどの部分に相当するかを考えると、ＰＢ＝ＣＱ＝ｂ，ＰＣ＝α

となる。２点Ｐ，Ｑを結ぶと（線分ＰＱは四面体ＡＢＣＤの内部を貫通する)、二ＣＱＰ＝９０°である

から、△cQPは直角三角形である。

よって、３平方の定理よりどＰＱ＝,/77=了

Ｄ 

図４カライドサイクルを斜め｣二から見た図（〃＝５の場合）
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図４のカライドサイクルを中心に向かって回転させていくと、辺ＡＢと辺ＥＦが同一平面上に並ぶ

ときがある。このときのカライドサイクルを真上、真横から見た図を、それぞれ図５，図６とする。

図５におけるＣＰの長さは、図４におけるＰＱの長さに等しいので

ｃＰ＝ｆ７=5丁

二PBC_`とおくと，ａｎ,一号一遍可ｂ 

ｏｏｓＴ１十噸､2,-1+午-芸
ｌ 

三角比の公式より

α＞０，ｂ＞０，ｃｏｓＯ＞０であるから

ｃｏｓＯ＝△ 
ａ 

この式の右辺は、図３の展開図における斜め向きの直線の傾きを表しているので、

その傾きをｋとするとＡＣ＝ｃｏｓＯ

図５カライドサイクルを真上から見た図（〃＝５の場合）

図６カライドサイクルを真横から見た図（〃＝５の場合）
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場合について考える。閉じていない次に、カライドサイクルが閉じている（中央に穴が空かない）

場合の図４、図５に相当する図を、それぞれ図７，図８に示す。

図７閉じたカライドサイクル（〃＝５の場合）

Wlじたカライドサイクルを真上から見た図（〃＝５の場合）図８

図８で、二ＰＯＣ＝０'とすると

，'=幾乎
閉じたカライドサイクルの展開図における斜め向きの直線の傾きをん'とすると、

閉じていない場合と同様の碁察によって

ん′＝ｃｏｓＯ’

180。
すなわちｋ'＝ｃｏｓ－となる。

〃
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このことから、

（ｱ),,=3のときｋ'=cos60｡=す
すなわち、菱形の対角線の横：縦＝２:１

（ｲ)〃＝4のときｋ'＝cos45｡＝｣区
２ 

すなわち、菱形の対角線の横:縦＝２:,/百

（ウ）〃＝５のときｋ'＝cos36｡＝’＋荷
４ 

す…､麹…繍の横:…竿
（ここにも黄金比が現れる！）

（ｴ)〃－６のときｋ'＝cos30｡＝｣亘
２ 

すなわち、菱形の対角線の横:縦＝２:,/５

180。
また、limjc'＝limcos-＝１であるから、〃→｡。のとき、図３の展開図における斜め向き

ＵＴ－ｏｃ汀一ｍ'２

の直線の傾き(よlに近づいていく。

カライドサイクルが回転できるための条件

図５のβは、ｅ'以上90.未満で範囲であれば、任意の値をとることが可能である。（カライドサイ

クルの中央の穴に着目すると、６＝０'のときに穴はふさがり、０が90゜に近づいていくと穴が大きく

なっていく。）

すなわち,'≦８＜９０゜

0゜＜０＜９０゜の範囲では関数〃＝ｃｏｓ８は単調に減少するので

ｃｏｓＯ'≧ｃｏｓＯ 

180。ｂ
すなわちｃｏｓ－≧－

７２α 

よって、カライドサイクルの展開図における斜め向きの直線の傾きたが満たすべき条件は

Ｏ＜Ａ≦cos-l且Q二
〃

実際に、傾き化がcos｣且ﾛｰより大きい直線で展開図を描いて組み立ててみると、,,]心部分で各四
打

面体がぶつかって回転す-ることができなくなる。すなわち、この場合にはカライドサイクルとはなら

ないことが分かる。
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４ＧＲＡPESを利用して展開図を描く

植野実践の発表を聞いて、私も〃＝４，〃＝５の場合の展開図を描いてみることにした。元々手先

が不器用であることと、できるだけ楽に美しい図を描きたいという思いから、コンピュータを利用し

て描くことにした。図を描くことができるソフトウェアは多数あるが、ここで用いるような直線

Ｕ＝cos36｡･工（〃＝５の場合）などが簡単に描けるものはそう多くはない。そこで、「ＧＲＡPES」

を利用することにした。言ＧＲＡPES」は、大阪教育大学附属高等学校池田校舎の友H1勝久氏が開発さ

れた関数グラフ描画用のソフトウェアである｡-ＷＥＢサイト（http://okumediaccosaka-kyoiku､ac・

jp/~tomodak/grapes/index・html）からダウンロードして誰でも使うことができ、非常に高機能で、

使いやすいソフトウェアである。

GRAPESを利用して、まず直線ｇ＝±cosl且匹近を描いてみたのが､図９である。
〃

ターであり、〃を変化させることによって直線の傾きを変えることができる。イ山の直織

人力していくと、展開図の元となる直線群を描くことができる。

である。〃はパラメー

他の直線の式も同様に

莎序,Ｂ４１ＥＩＬｉｓ囮

図９GRAPESで直線Ｖ＝±cos-l2L工を描く
〃

しかしこの方法では、〃が大きくなると直線の方程式を沢山入力する必要があり、かなりの労力が必

となる。そこで、ＧＲＡPESの「残像」機能を利用して、直線群を残像の集合として描画することを要となる。そこで、ＧＲＡPESの「残像」機能を利用して、直線群を残像の集合として描画することを

思いついた。具体的には、もう，つのパラメータαを導入して、直線ｇ＝±cos-l旦匹(工－２α)を考
加

え、αの値を１ずつ変化させながら連続的にグラフを描いてゆき、その残像が残るようIこした。

（図10参照）
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図１０直線ｙ＝±COS｣且Ｌ(工－２α)の残像を利用する
〃

次に、斜め方向の直線だけでなく、縦方向の直線群も自動的に描けるように、２直線ｒ＝α，

r＝２αを付け加え、さらにｇ軸方向にも直線を引いた。（図11参照）

最後に、図１２に示したように、座標軸・目盛・格子等を全て非表示にして、直線群だけを表示させ

た。この画面をコピーして印刷すれば、カライドサイクルの展開図が出来上がる。以前のＧＲＡPES

では、画面コピーを拡大するとギザギザが目立った。しかし、最近のバージョンでは「高品位コピー」

のモードが付け加わり、ＷＩＮＤＯＷＳのMETＡファイル形式での画面取り込みができるようになった。

この機能を利用すると、非常に高品位の画面コピーを取ることができる。具体的には、「高品位B/Ｗ

コピー」を実行した後、ワープロソフトを起動し、画像の「貼り付け」を実行すれば、誰でも綺麗な

展開図を作成することができる。おまけとして、切取線や糊代の線も引き、ＧＲＡPESの「メモ」機

能を利用して、若干の操作ガイド（メッセージ）も表示させるようにしたのが、図13である。

（授業実践では、本校の５年生（高校２年生）を対象とした。実践時点で直線の方程式や平行移動・

直線群の概念は学習済みであるので、授業実践では図12のような直線群を描くところまでを生徒に考

察・作業させることを目標とした｡）
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図１１縦の直線群も描く 図１２座標軸等を非表示にする
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Ⅱ由

図１３切取線・糊代等の表示

スクリプトを利用した展開図の自動作成

図13に示したように直線群を表示しただけで実用上は不自由はない。しかし、展開図作成ツールと

してみた場合には、次のような問題点がある。

①不要な部分まで、直線が表示される。

②〃が大きくなると、展開図が画面上に入りきらない。

③閉じたカライドサイクルの展開図しか描くことができない。

そこで、ＧＲＡPESのスクリプト機能を利用してこれらの問題点を解消することにした。

（注）ＧＲＡPESのスクリプトとは，メモ中に書く命令文のことで、簡単なプログラムを実行するこ

とができる。コントロールできるのは、パラメータへの代人、残像のコントロール、（パラメー

タ値にもとずく）グラフの描画などである。スクリプトの【|｣では、条件文“ifthenelse，,や

繰り返し文“fornext，,、“whilewend”が利用できる。スクリプトボタンをクリックすると、

スクリプトを実行することができる。
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【スクリプトの仕様】

①直線の定義域を自助で算出し、不要な部分の直線を表示しない。

②〃の値に応じて縮尺を変え、展開図が常に画面内に入るように表示する。

③傾きkを可変にし、ＷＩＣていないカライドサイクルの展開図も描ける。

④カライドサイクルの成立条件に反する展開図は描けないようにする。

（具体的には、〃〈3.ｋ〉cos-l且U二は不可）
〃

【スクリプトの使月]方法】

①回転部分の個数をパラメータ〃の値で指定すると、傾きｋが自動計算され、閉じたカラ

イドサイクルの展開図が描かれる。（但し、〃≧３）

②展開図の直線の傾きをパラメータ化の値で指定すれば、閉じていないカライドサイクル

の展開図が描かれる。（但し、０〈ん≦cos-l旦匹）
〃

（注）パラメータ腕(よ作業用の変数なので、触る必要(よない゜

舐苣iB11三ILil＆囮電玩や

図１４スクリプトを利用した展開図の自動作成
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クリプトの内容】

＜スクリプト１＞

#－－ 

#//閉じたカライドサイクルの展開図

#ＯｎｎＣｈａｎｇｅ 

#Ｉｆｎ>=３Ｔｈｅｎ 

＃に=ＣＯＳ(180.／､）

＃SetArea(-0.1,0,2,+0.4,5*k+０５） 

＃ＣｌｒＡＩｍｇ 

＃Ｆｏｒｍ:=－１ｔｏｎ+１ 

＃Ｄraw 

＃Ｎｅｘｔ 

#Ｅｌｓｅ 

＃、:=３

＃、raw

#Endiｆ 

【スク

＜スクリプト２＞

#－－ 

#//傾きｋの展開図

#ＯｎｋＣｈａｎｇｅ 

#Ifk-cos(180°／､）ａｎｄｋ>ＯＴｈｅｎ 

＃setArea(-0.1,0,2,+04,5率k+05）

＃ＣｌｒＡＩｍｇ 

＃Ｆｏｒｍ:=－１ｔｏｎ＋１ 

＃Ｄraw 

＃Ｎｅｘｔ 

#Else 

＃ｋ:=COS(180.／､） 

＃Ｄraw 

#Endiｆ 

(注）スクリプトの開発は、あくまで発展であり、 教師の自由研究として行ったものである。

だけのことであり、生徒にスクリプトを開；ＧＲＡPESでどこまでできるかやってみたというだけのことであり、

させたり、利用させたりすることは、当初から念頭になかった。

リプトを開発
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６授業実践

（１）ねらい

①数学が苦手な生徒でも、面白いな.不思議だなと思えるような題材を提示したい。

②紙工作のようなものにおいても、数学的な考察が有効である例を示したい。

③コンピュータを利川した製図（ＣＡＤ）の原始的な例を示したい。

④本校数学科で考えている「総合数学」の試行を行いたい。

（２）実施時期2002年９月

（３）対象本校５年生５名（希望者、数学が不得手な者が中心）

（４）授業の概要

①１時間目

JillBrittonのＷＥＢサイト（９）から、図15のようなカライドサイクルの展開図をダウンロードし、

それを厚紙に印刷して生徒に配布した。適宜色を塗るように指示した後、カライドサイクルの作り

方を説明する。（生徒は楽しみながらやっていた）

最後に、「回転する部分を４つにし、中央に穴が空かない（閉じたカライドサイクル）ようにす

るにはどうすればよいか考えてくるように」という宿題を出す。

1 Ｔ～ 

lXI15JillBrittonによるカライドサイクルの展開図(9)

②２時間目

宿題の正解に到達できた者はいなかった。図３の展ｌｌＩｌ図を配布し、それを組み立てさせ、菱形の

対角線の長さが、実際のカライドサイクルではどの部分に当たるのか確認させた。その後、生徒を

指名しながら展開図の直線の傾きについて数学的に考察した。

③３時間目

ＧＲＡPESを利用して展開図の製作を行った。昨年度にＧＲＡPESを利用した放物線群に関する授

業を行っていたため、生徒はＧＲＡPESの操作にも慣れており、残像を利用した直線群という概念

も紫直に受け入れることができた。〃＝４，〃＝５等の場合について、展開図をElIlMIlし、実際に閉

じたカライドサイクルとなるかどうか調べさせた。

（５）まとめ

作業や考察の時間はかなり確保したつもりであったが、限られた授業時間内に結論に到達するため

に、数学的な考察の場面では教師１１'1から誘導的な質問も行わざるをえなかった。植野実践のように十
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分な時間をとって、生徒主体で取り組めなかったのが残念である。

授業終了後に生徒にインタビューを行ったところ、「授業は面白かった」・「不思議なものを作れ

て得をした」等肯定的な意見が集まった。授業のねらいに示した①は概ね達成できたが、②③の部分

に関しては課題が残った。

７．おわりに

植野先生は、学会でスペインを訪問された際に初めて「回転リング」と出会われたそうである。そ

れを単なるおもちゃやアクセサリーとして楽しむだけではなく、数学的な考察の対象にされ、授業実

践までされたことは本当にすごいことである。1998年の夏に、植野先生の発表で「回転リング」を知っ

て以来、私もかなりカライドサイクルに取り懸かれてしまった。数年前には、センター試験を受験す

る教え子のお守りにと、家族を動員して１度に100個ほど製作したこともある。

カライドサイクルの数学的な榊造は自分なりに理解できたつもりであった。しかし、ドイツの

MarcusEngelのWEBページ(6)にある３次元グラフィックスを見て、私がまだ解明できていない性

質が沢山あることを知った。カライドサイクルの櫛造解析はまだまだ奥が深いようである。今後は、

自分で考察を進めるとともに、学術論文等を検索するなどして研究を深めて行きたい。

カライドサイクルは、各而に絵を描いたり、色を塗ったりするとかなり面白いものができるため、

外国では美術やデザインの教材として活用されることも多いようである。芸術と数学の融合として、

日本においても総合学習の題材などに活用できないかと考えている。また、情報科の授業と融合させ

れば、３次元グラフィックスの題材としても面白いのではないだろうか。

本校では、２年後から「総合数学」という授業を開始するが、その教材としても利用できるように、

指導法等を改良していきたい。

カライドサイクルに関する資料一覧

【参考文献】

（＊１）「回転する立体をつくる」植野美穂

（1998/08）Ｔ３ＪＡＰＡＮ第２回年会での発表

（＊２）「Ｍ､CEscherKaleidocycles」DorisSchattschneider,WallaceWalker箸

（1982/03）ParkwestPublications 

（＊３）「ＭＣ・エッシャーカライドサイクル」ドリス・シャットシニナイダー箸

（2002/05）タツシニンジヤパン、（＊２）の日本語版

（＊４）「遊びの博物誌」回転するジャバラ坂根厳夫著

（1981）朝日新聞社ppl49-151

（＊５）「総合数学Ａの教材とその指導について」植野美穂・田中賢治

（1998）東京学芸大学教育学部附属高等学校大泉校舎研究紀要第23集pp13-24
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【参考WEBのURL】

（１）RingsofTetrahedra（Kaleidocycles） 

カライドサイクルに閲する解説

http://www､mathematische-basteleiende/kaleidocycleshtm 

（２）PolyhedraPastimesACTIVITYLINKS 

多面体に関するリンク集ACTIVITY26にKaleidocyclesがある

http://ccins・camosunbc・Ca/~jbritton/jbpolyhedrahtm#ACTIVITY26

（３）KaleidocyclesbytheNetMeIhod 

カライドサイクルの解説・作り方

http://www・mathnstuffcom/papers/tetra/kaleihtm

（４）Kaleidocycle'iarttbatmoves 
Pレ

カライドサイクルの作り方の動画がダウンロードできる

http://kancrnkckpsk12.ks.us/rosedale/duncan/Kaleidocycles､ｈｔｍｌ 

（５）Kaleidocycleouanneaudentetraedres（nentierpair） 

数学的な解説とアニメーション

http://persowanadoofr/mathlemur/3./kaleihtm 

（６）Ｍ、OEscherKaleidocycles

「ＪＡＶＡＶＩＥＷ３Ｄ」と「ＶＲＭＬ」によるアニメーション、数学的解説

http://www2.ａｍ・uni-erlangende/~engel/kaleido/indexshtml

（７）thekaleidohedronfromthelsoAxisｇｒｉｄ 

「ＬＩＶＥＧＲＡＰＨＩＣ３Ｄ」によるアニメーション

http://www・ac-noumeanc/maths/amc/polyhedr/IsoAxis・htm

（８）カライドサイクルのＧＩＦアニメーション

http://www､uni-akac､at/geom/opengeom/anim/kaleidocycle､htｍｌ 

（９）エッシャーのカライド・サイクルの型紙がダウンロードできる

http://ccins､camosunbc,Ca/~jbritton/kaleidocycle・pdf

(10）PapermodelsoftheHexagonalKaleidocycle 

（このサイトでは、各種の多面体の型紙がダウンロードできる）

http://www・korthalsaltescom/calei6html
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奈良女子大学文学部附属
中等教育学校研究紀要第44集
2003年３月

｢学力低下」論の総括と算数・数学領域での今後の展望

大西俊弘

１はじめに

年長者が若者の低学力ぶりに呆れたり嘆いたりすることは昔からあり、その意味では、「学力低下」

論議は決して目新しいものではない。しかし、近年の「学力低下」論議は、1998年12月の新学習指導

要領告示に端を発している。学校週５日制の完全実施・総合的な学習の時間の新設に伴い、小・中学

校では教科・科目の教育内容の約３割が削減されることになった。大手学習塾による「円周率が３に

なる？」といった保護者の不安感を煽るようなキャンペーン等と相まって、社会全体に「そんなに内

容を削減しても大丈夫なのか？」といった不安感が生まれた。また、1999年には『分数ができない大

学生』が出版され、大学生の計算力の低下ぶりが新聞紙上でも大きく取り上げられるようになった。

これをきっかけに、多くの人々がこの問題に関心を持ちはじめ、「学力低下」が一種の社会問題化し

たといえる。

「学力低下」に関しては、その後も多くの方々・団体が意見を表明し、議論は盛り上がったが、論

点がぼやけたり、議論が錯綜する場面も数多くあった。その原因の１つは、「学力」とは何かという

定義が人によって異なり、議論がうまく噛み合わないことにあった。そこで、本稿では「学力」とい

う用語を比較的狭い意味で考え、計算が出来る.問題が解けるといった能力を指すことにする。

また、議論が錯綜した他の原因として、性質の異なる幾つかの事象をまとめて議論したことがあっ

た。そこで本稿では、まず「学力低下」と一括して呼ばれている問題を、原因・性質別に論じること

にする。

そして次に、新指導要領の実施に伴って今後で生じると予想される「学力低下」について述べるこ

とにする。

２「学力低下」の分類

（１）秋山仁氏が示した３つの要因

秋山仁氏は講演(.!）の中で「学力低下」と呼ばれる問題には、次の３つの要因があることを指摘

している。以下では私なりの解説を加えながら、その３つを示す。

①受験科目数の削減による影響

受験科目数が削減されたために、高校で生物を履修していない生徒が医学部に入学できたり、高校

で微積分を学んでいない生徒が理学部に入学できるようになったため、大学の講義で支障をきたして

いるというものである。

平成２年からセンター試験は「ア・ラ・カルト方式」となり、国公立大学でも理科や数学を課さな

い大学・学部が増加した。私立大学では、文系では２科目入試が増加し、理系でも理科の１科目化が

進んだ。多くの私立大学が受験科目数を削減したために、一部の国公立大学も２次試験の受験科目数

の削減に動いた。その結果、受験科目しか勉強してこない学生の増加を招くことになった。
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また、大学入試における科目数削減は、高等学校のカリキュラム編成にも影響を与えた。例えば、

一部の受験校においては、受験に必要な科目に単位数を重点的に配分し、受験に必要でない科目はほ

とんど履修すらできない教育課程を編成するようになった。そのため、大学の入学生が共通して持っ

ている素養・知識といったものがほとんど期待できなくなり、大学の講義に悪影響を及ぼすようになっ

た。

来年度からの大学入試センター試験においては、５教科７科目を実質的に標準とする動きがあるな

ど、入試科目数増加の方向で見直しが進んでいる。受験科目数が増加すれば、高等学校のカリキュラ

ムの見直しも進むので、受験科目数の削減による学力低下については、今後一定の歯止めがかかるで

あろう。

②既習の知識の定着率が悪い

小学校時代にできていた分数計算が、大学生になるとできなくなっているといったもので、「知識

の剥落現象」と呼ばれている。センセーショナルな出来事として、社会的に注目された。

しかし、知識の剥落が起こったとしても、少し復習をすれば思い出すことが多い。例えば、たすき

掛けの因数分解のやり方や２次方程式の解の公式を忘れていたとしても、思い出すきっかけさえあれ

ば、少しの練習で再び出来るようになるものである。普通の社会人にとって、枕草子の一節や、文語

文法を忘れていても大きな支障がないのと同じで、日頃使う必要のない算数や数学の知識・技能の一

部を忘れてしまっていても、それほど心配しなくてもよいであろう。

③知的好奇心が低下している

教育学者の佐藤学氏が「学びからの逃走」と名付けている現象であり、「数学離れ」・「理系離れ」

といった事象の根元となっていると思われる。「より豊かになりたい｣、「社会正義のために働きたい｣、

｢立身出世がしたい」という（昔なら多くの人々が抱いたであろう）夢や希望を、現代の子どもは抱

きにくくなっている。夢の実現を目指して勉学に励むという動機付けが薄れたため、子どもたちの学

習・学びへの意欲が低下してきているのである。また、「学校で学んだことは社会に出てから役立た

ない」といった俗説が広く信じられるようになったことも、子どもの学習離れを引き起こすことにつ

ながった。

現在の日本の子どもたちは世界で最も勉強していないことが、各種の調査から明らかになっている。

例えば、ＩＥＡが小・中学生を対象に行った｢国際数学･理科教育調査｣では、日本は成績ではトップ

レベルであるが、自宅学習時間は最低レベルであることが示されている。また、ベネッセ教育研究所

が、最近全国規模で行った「第３回学習基本調査｣㈹3）の結果でも、高校生の約４割は自宅学習時間

がほとんどゼロであることが示されている。また、約５年前・１０年前の調査と比較すると、学力の上

位層では学習時間の減少は少ないが、中位層・下位層の減少が著しいことも示されている。この結果

は、苅谷剛彦氏が指摘している「学習における階層分化」が着実に進行していることを示していると

いえる。

（２）追加すべき２つの要因

私は、基本的には上記の秋山仁氏による分類を支持するものの、さらに次の２つの要因を追加する

必要があると考えている。

①少子化による受験圧力の減少

（ア）少子化と大学入学定員の増加

少子化により、受験生の絶対数が減少していくにも拘わらず、大学・学部の新増設・入学定員の
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増加が行われてきた。そのため、大学への門はかなり広くなり、一部の有名校を除いて、希望すれ

ば全員が大学に入学できる日も近くなってきた。競争せずとも（勉強せずとも）大学に入れること

は、中位以下の受験生の学習意欲を大きく削ぐことになった。すなわち、大学入試の易化・有名無

実化により、以前ならば受験勉強によって支えられていた学力水準を維持できなくなってきた。

(イ）推薦入試・ＡＯ入試の増加

少子化により一般入試の終了まで待っていては募集定員枠の学生を確保することが難しくなり、

学生を「青田買い」するための方策として「推薦入試」・「ＡＯ入試」が拡大している。これらの

入試では、面接や小論文といったもので選考するため、高校での学習内容をどの程度理解できてい

るか測ることなく入学させている。最近では選考自体が形骸化し、実質的にフリーパス状態となっ

ている大学も多い。そのため、大学生の学力の幅が非常に広くなった。

②「ゆとり教育」による内容削減

（ア）選択制の拡大・必履修科目の減少

高度経済成長期には、高等学校ではかなり高度な内容を教え、必履修単位数も多かった。しかし、

「詰め込み教育」批判が起こり、昭和50年代以降は一転して指導内容の精選・授業時間数の削減が

進められてきた。俗に「ゆとり教育」と呼ばれる方針のもと、高等学校では必履修単位数が減少し、

選択制が大幅に導入された。例えば、数学の必履修単位数で比較してみると、昭和40年代は「６｣、

現行指導要領では「４」、次期指導要領では「２」となり、全ての高校生が共通に学ぶ数学の内容

は大幅に縮小された。この傾向が進めば、日本人が共有できる教養のレベルは大きく低下すること

になるであろう。

（イ）「教育内容の平易化」の誤り

「ゆとり教育」は、すべての子どもは学びたいという意欲をもっており、ハードルを下げれば全

員が跳び超えられるようになる（内容を減らせば全員が理解できるようになる）はずである、とい

う性善説的な理念に支えられている。しかし、現実の授業の場面では、ハードルを下げても跳び越

えられない生徒が一定の割合で出現するのが普通である。適度な（やや高めの）目標があれば、人

間は努力して到達しようとするが、その目標が低くなれば、努力の程度も低くなることが多い。教

育内容の平易化は、結果的に全体のレベルダウンを引き起こしただけで、落ちこぼれ．落ちこぼし

の減少には繋がらなかった。

（ウ）誤った解釈の蔓延

子どもを主人公としてとらえ、教師をその支援者として位置付ける「ゆとり教育」の理念は、ほ

とんどの人にとって耳当たりの良いものである。マスコミや文化人にもおおむね好意的で、新しい

教育の流れとして大々的に紹介されてきた。しかし、社会に蔓延している自己中心的な考え方と混

同され、「やりたくないことはやらなくて良い」・「出来ないのも個性である」といった形で解釈

する生徒・教師が現れてしまった。そのため、忍耐を伴うような学習に価値を見い出さない（せな

い）生徒が増加することになった。

－１４３－ 



３新学習指導要領と「学力低下」

（１）筆算の軽減→計算力の低下

小学校の算数の内容のうち新指導要領で削減された内容のうち、筆算に関するものを挙げると以下

のようになる。（カッコ内は旧課程での履修学年）

①〈 の整数の〃Ⅱ編

② 

③ 

WEF『て密

説の加減乗時

文部科学省は、最近になって方針を変え、「学習指導要領は最低基準である。理解の早い子には、

より高度な内容まで指導しても櫛わない」というようになり、そのための資料として「個に応じた指

導に関する指導資料｣(｡m）も発表された。

理解の早い子どもが多い学校では、①～⑤の内容も指導されるかもしれないが、大多数の生徒はこ

れらを学ばずに小学校を終わることであろう。注意しなければいけないことは、決して小学校の上級

学年や中学校で①～⑤の内容が指導されることはないということである。習っていない、練習してい

ないのであるから、児童・生徒の計算能力が低下することは覚悟しなければならない。計算力の低下

は、算数・数学だけでなく物理・化学といった数(噸|･算を多用する科目の学習にも大きな影響が及ぼ

すと思われるが、教育課樫審議会等で、このことがどれだけ議論されたかはなはだ疑問であり、今後

に禍根を残すであろう。

新学習指導要領では、遜卓の利用が奨励されており、複雑な計算は電卓やコンピュータに任せると

いう方針をとっている。確かに、単純な計算能力の重要性は低下しており、算数・数学教育のあり方

自体を考え直す時期に来ているのは事実である。しかし、「ものの見方・考え方」を育成するために

は、計算の実体験が必要であることもまた事実である。現代の小学校で筆算を教える目的は、もはや

実用性のためではなく、１０進法の位取りの原理に習熟させるためであろう。桁数が多くなっても同じ

方法で筆算ができることを子供に納得させるには、かけ算の筆算は何桁×何桁まで体験させればよい

かについて、もっとしっかりした検証が必要であった。例えば、新学習指導要領では、「205×16」の

ようなゼロを挟んだ３桁の計算を扱うことができないが、１０進法の位取り原理を理解するにはこのよ

うな問題を扱う体験が必要であると思われる。

近年、ほとんどの中学校では英語の時間に筆記体を教えていない。もちろん個人の判断で教えてい

る先生もおられるし、自分で学習する者もいるが、多くの生徒は筆記体を読めない・書けないまま卒

業して行くことになる。確かに、ワープロ等が発達した時代に筆記体の必要性は低下しているが、子

供が将来手書きの手紙を読んだり、署名する際に困ったとしても、誰も責任をとらない構図が出来上

がっている。算数・数学教育における筆算の軽視もそれと同じ構図であるように思える。

（２）中学校段階の内容の希薄化

今回の学習指導要領の改訂では、義務教育段階では各教科の授業時間数や内容が約３割削減された

結果、内容が大変希薄なものとなっている。また、小学校の教材の一部が中学校に移行されたことに

より、中学校での授業のスタートラインは従来より下がり、より基本的な内容から教え始めなければ

ならなくなる。さらに、［'１学校の教材の一部が高等学校に移行されるため、概してＬｌｌ学校の数学の内
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春は、義務教育終了時に修得しておくべきものとしては、隆だ不十分なものとなっている。思春期と

いう感性豊かで知識の吸収力がある時期に、希薄な学習内容しか与えないことは、植物の芽が(Ｉｉｌびる

Ⅱ劇Ｗに水や肥料を与えないことに相当する愚挙ではないだろうか。

（３）高等学校段階の内容の過密化

今回の改訂では、義務教育段階の内容の削減とは裏腹に、高等学校卒業時の（理科系の数学・理科

の）レベルは下げないという埜本方針があるようである。そのため、高等学校の数学の教育課程は、

授業時間数の総枠が減り、LiI学校からの移行内容も加わるにも拘わらず、従来と同じ水準まで到達し

なければならないという、催だ矛盾に満ちたものとなっている。内容が減らずに、授業時間数だけが

減れば、当然のことながら以前にも増して過密なものとなっている。小学校・中学校での内容のスリ

ム化、高等学校での内容の過密化を図示すると図lのようになる。新課程での「頭でっかち」の椛図

に、果たして平均的な（成細が[１１位以下の）生徒が耐えられるであろうか。

高等学校

＝‐ 

小学校

旧識程新課程

【図１】生徒の負担度のイメージ

高等学校の数学は、中学校の数学よりも抽象度が上がるため、旧課程でも理解するのに時間を要す

る生徒が多かった。今後は新学習指導要領のもとで中学校時代にゆっくり勉強してきた生徒が、高等

学校に入学してくるが、高等学校での急激な授業のスピードアップについていけず、適応できない者

がより多くなると予想される。このような状況は、他の教科でも同じであり、最悪の場合は次のよう

な事態が全国で進行するであろう。

ゆとり教育でのんびり義務教育期を過ごす

↓ 

基礎学力が十分に付かないまま高校に入学

↓ 

高校での学習内容が多すぎて適応できず

↓ 

大量に落ちこぼれていく

【図２】学力崩壊への図式

図２のように進行した場合は、「学力低下」にとどまらず、「学力崩壊」ともいうべき２１｢態となるで

あろう。

１４５ 

高等学校

中学校

小学校



文部科学省は、義務教育段階の教育内容を削減すると決断した段階で、高等学校の教育内容も削減

すべきであったと私は考える。その決断をしなかったことは、今後の教育に大きな禍根を残すことに

なるであろう。

（４）発達段階を無視した内容の先送り

中学校から、高等学校に移行された内容は多岐にわたるが、その中には生徒の発達段階をあまり考

慮せず移されたものが多い。紙面の関係で、それらの中から影響が大きいものを２つ挙げることにす

る。

①不等式

旧課程では、不等号については、小学校２年生で学び、不等式の性質や－次不等式の解法は中学校

２年生で７～８時間かけて指導していた。新指導要領では、それらが全て高等学校の数学Ｉに移行さ

れ、１次不等式は２時間程度で済ませてしまうことになる。

旧課程では、I:l:'学校２年生で１次不等式を学び、中学３年生・高校入試を経る間に、考え方や計算

技法に慣れ、思考を熟成させるごとができた。新課程においては、－次不等式→連立不等式→絶対値

の不等式→二次不等式、といった具合にどんどん学習を進めていくことになり、多くの生徒が不等式

で蹟<可能性が高い。

②統計

情報化社会とは、統計を知らないと簡単に霜されて損をする可能性が大きい社会でもあり、生きて

行くためには、統計の知識は不可欠である。そのため、諸外国では近年統計教育に力をいれている。

それとは裏腹に、新学習指導要領では、小学校で「度数分布」等が削除され、中学校でも「資料の整

理」・「標本調査」が削除された。その結果、義務教育段階では、統計分野は全面削除といってよい

状況である。

削除された内容は、高等学校の「数学Ｂ」・「数学Ｃ」（または、「数学基礎｣）に移行されること

になっているが、ここに一種の誤魔化しがある。「数学Ｂ」・「数学Ｃ」は４つの分野から２分野

(単元）を選択して履修する科目であり、ほとんどの学校は受験に必要な分野（単元）を指定するで

あろう。また、「数学基礎」は、教育課程に設置する学校が（特に普通科では）ほとんどないのが実

状である。したがって、一般的な生徒が統計分野を学習できる可能性は非常に低く、多くの生徒が初

等・中等教育でまともな統計を一切学ばずに卒業してしまう可能性が高い。統計の知識がないことは、

理科・社会科・総合学習にも大きな支障をきたすことになるであろう。

４おわりに

新学習指導要領に関しては、高等学校の内部での単元配置の変更に対する是非など、本稿で触れら

れなかった問題点も多い。それらも大きな課題ではあるが、私は本稿で述べた「高等学校での内容の

過密」と「統計教育の削減（実態は廃止に近い)」こそが、算数・数学科での新学習指導要領下での

最大の問題であると考えている。（本校のような中高一貫校では、過密の緩和も可能であるが、公立

学校では絶望的であろう｡）

この２つが新たな種類の「学力低下」を引き起こすことがないように、全国の数学教師は努力しな

ければいけないと思っている。５年後・１０年後に私の心配が杷憂であったと言えるようになることを

祈ってやまない。
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奈良女子大学文学部附属
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Themovingmovieproject． 

～記憶と創造～

長谷圭城

作品概要

本作品は、昔話など口伝によって伝えられた説話の創造方法に興味をもち、実際に西日本を巡りな

がら話が人から人へ伝わっていく様子をビデオカメラで記録したものである。

移劫距離3000kｍ参加人数４８人

作品解説～今、なぜ記憶なのか～

芸術の創作活動には、記憶が深く関係している。近年の脳科学の研究において、創作活動に不可欠な

｢発想」のメカニズムは記憶によってつくり出されることが解明されつつある。脳における記憶・学習の過程は、

環境変化への適応の過程として研究されている。このような創造と記憶・記録の関係は、常に発生と淘汰を

くり返す生命のいとなみにも例えられる。芸術を構成する重要な要素の中に、普遍性と新しさがあるが、この

普遍性とは失われることのない永遠の美の記録を意味し、また新しさとは過去にないこと、つまり記憶・記録

にないものをさす。これら創造と紀憶・記録の関係を探ることは、人間のいとなみの中に存在する芸術の本質

を追求することになる。

今、記憶に対する概念は、大きな転換期にある。我々の紀憶とは、現在の前後関係や情動によって、現

在に適合されるように築かれる存在であり、現実に適合されるように築かれる過去である。情報とは、もとは

Ⅲ氾憶であった。情報の正確さを求めた場合、記録となる。記憶は脳によって、時間軸と共につくられられる。

誰しもが初めて訪ねた場所で、なぜか懐かしいような感覚に襲われた体験があるだろう。はじめてみるはずのそ

れらの映像から、わたしたちは擬似的な記憶を与えられ、昔懐かしい感情をひきおこされる。これらの擬似的

なiiu億には、過去の実体験からの記憶だけではなく、創作されたものが含まれている。このように、感情をひ

きおこす記憶には、実体験からなるものと知識によって創作され、知らず知らずのうちに積み亜ねられた擬似

的な記憶がある。また、人間には本能的に受け継いでいる原始的な記憶がある。例えば、火を使って進化し

てきたにもかかわらず、現在でも恐怖の対象として火をみる。これらは、本能的な記憶ともいえる。

記憶が人間の肉体を離れ、記録となってからどれほどの時間が経ったのであろうか。記録は一般に、文字に

よって残されることをさす。しかし文字の発生が象形文字にあるように、初期の段階では絵と文字の明確な区

別があったわけではない。古代エジプトの王家の墓室に描かれた細密な壁画は、生前の王の歴史を雄弁に物

語る。記録とは、他者に時１１Mや空間を越えて情報を伝えようと考えた、人間の欲望がつくり出したひとつの

形態である。現在の電信・情報技術の発達は、すべての望む地点にコミュニケーションの起点を作り、あらゆ

るIIIi報が世界中に分散されたＨＤに記録され、それらはネットによって集約され誰もが自由にどのような場所で

も閲覧可能になった。人が夢見た自己増殖可能な外部記憶装ilUIになりつつある。それら記録・情報技術の

発展が、記憶という概念におよぼした影響の考察は、今日においてはじめて可能になった。

本作品では、日常の誰もが持つあやふやな記憶というものに何らかの新しい価値を与え、611造と記憶・記

録の両者がもつ関係の臨界を記録することを望んだ。
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ii1i鰯ILm
ある27歳の男が、懐中電灯とラジオを腰にむすびつけ、しきり

に飛び上がる格好をしていた。

「どうしたのですか。そんなにとびあがって」

と、私が聞くと、

「太陽がぼくを呼んでいるのです。太陽まで行ってこなければ

なりません」

と、彼はいった。

「懐中電灯はとうするのですか」

「だって先生、太陽に行くまでに夜になったら困るでしょう」

「じゃ、ラジオはどうするのですか」

「これで太陽の声を聞くんです｡」

「太陽はどう呼ぶんですか」

「コーイコーイ、と、フランス語で呼ぶんです｡」

＃；ＤＯ１ 

ｎａｍｅ；長谷圭城

ａｇｅ；２６ 

pIace；京都府南区

え・・・ある27歳の男性が、そらに向かって飛び上がろうとし

ていました。

その男'性は腰に懐中電灯と携帯ラジオを巻きつけていました・・・

・そ、・す・・

ぼくが、その男'性に、彼に、

「どうして、飛び上がっているのですか」

と、聞くと、その男1性は、

「太陽に向かって飛び上がっているんです」

と、彼はいいました。

「その懐中電灯はとうするんですか」

と、ぼくが聞くと、彼は、

「その懐中電灯で途中がくらいから、照らすのだ」

と、彼はいいました。

そして、

「その、携帯ラジオはとうするんですか」

と、彼に聞くと、彼は言いました。

「その携帯ラジオで、太陽の声を聞くんです」

そして、ぼくは彼に

「太陽はなんと呼ぶんですか」

聞くと、

「コーイ、コーイ、太陽は、フランス語で呼ぶのです」

と、こたえました。

＃；ＯＯ２ 

ｎａｍｅ；金田勝一

ａｇｅ；２８． 

place；京都府亀岡市
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蝋
あるところに、２６歳ぐらいか７歳ぐらいの男の人が、いつも腰

に懐中電灯と携帯ラジオをぶら下げてジャンプしてて、みんな、

なにしてんだろう、って不思議に思ってて、ある男の人が、

「いったい、あなたはなにをしているんですか」って尋ねてみ

たら、彼は、「太陽にいこうとおもって飛びたってるんです」っ

て、言いました。

「じゃ、いったいその腰にぶら下げてる、ん・・・懐中電灯は

なにに使うんですか」

って、聞いたら

「これは、太陽に向かう途中に暗くなったら困るから、その為

に、その時に、照らすようのライトだよ」

って、男性は答えました。

「じゃ、その携帯ラジオは何に使うのですか」

って、聞いたら、

「これは、太陽の声を聞くために使うんですよ」

って、その男の人は答えて

「じゃ、いったいその太陽はどういう風にはなしているんです

か」

って、聞いたら

「コーイコーイ、ってフランス語で叫んでる、です」

なんて、その男の人はいったんです。

＃；ＯＯ３ 

ｎａｍｅ；寄神くり

ａｇｅ；２２ 

place；京都府凪岡市
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あるところに、２６歳か７歳ぐらいの男1住がいました。彼は、い

つも腰に懐中電灯と携帯用ラジオを持っていました。・・・・・・

・・ある男性が・・・.かれに．・・・．｡､．｡､っ・・・

「なぜ・・・・なぜ、懐中電灯を持っているのか」と、尋ねま

した。

と、男は・・・

「太陽に行くために．・・・と・・途中に暗くなっても、その

懐中電灯で照らすためだ」

と、言いました。・・・・・・・・

「携帯用ラジオはなぜ持っているのか」

と、聞きました。

すると男は、

「それは、太陽の声を聞くためだ」

と答えました。．．・・・・

「太陽は、コーイ、コーイ、とフランス語で呼んでいます」

ｎａｍｅ；徳永健吾

ａｇｅ；１９ 

place；京都府京都市
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あるところに、２６，７歳ぐらいの男の人がいました。その人は、

ちょっと変わっていて、いつも腰に携帯ラジオと`懐中電灯をぶ

ら下げていました。ある男が彼に聞きました。

「君はなぜいつも懐中電灯と．・・・・携帯ラジオを持ってい

るの」

彼は答えました。

「太陽に行くためさ･」・・・・．．

「太陽に行くときもし暗くなったとき'懐中電灯が役に立つし、

・・・・携帯ラジオは、太陽の声を聞くために．・・・・太陽

がコーイ、・・・・太陽がフランス語で、.．・・・はっは・・・

コーイ、コーイと．・・・彼に．．．・・・呼びかけます。

＃ｊＯＯ５ 

ｎａｍｅ；寄神

ａｇｅ；５０代

place；京都府京都市
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え－つとあるところに２６，７才のちょっと変わった男がいまし

た。

そのちょっと変わった男は、えっと、いつも'懐中電灯と、携帯

ラジオを持っていました。

どうして携帯ラジオを持っているかというと、え－と、ある男

が聞くには、

太陽へ、え、

「どうして、いつも携帯ラジオを持っているの」

と聞くと、えっと・・・

太陽に行くとき、うふ、照らすのに懐中電灯が、必要で、携帯

ラジオは、

太陽の声を聞くのに必要だということでした。

ふふっ、太陽がフランス語でコーイ、コーイといいました。

鱸

＃ 

ｎａｍｅ 

ａｇＢ 

ｐＩａｃｅ 

；006 

；竹野文子

；２８ 

;京都府瑞穂町
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え、あるところに２６，７才の男がいました。

その男は、いつも携帯ラジオと、懐中電灯を持っていました。

ある人がその男にどうして、懐中電灯と携帯ラジオを持ってい

るかと尋ねると、その男はこういいました。

「太陽に行くためさ」

太陽に行くときに暗くなったときに懐中電灯が、役に立つし、

携帯ラジオは、太陽の声を聞くために役に立つから、といいま

した。

太陽の音は、ホーイ、ホーイと、フランス語で音がするんだそ

うです。

＃；ＯＯ７ 

ｎａｍｅ；橘本英喜

ａｇｅ；４０ 

|ace；兵庫県多紀郡

草山温泉
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Ａ：あるところに２６，７才の男がいて、その人が、いつ弓

帯ラジオと懐中電灯をもっていて、ちょっといって

Ｙ：なんでなんでもつとるん、

Ｓ：突然なんか、

Ｙ：あ、

Ｓ：何で、もっていくんっていったら、太陽に、いく

Ｙ：太陽に行くために、もっていくん

Ａ：もっている。

Ｙ：もっている。

Ａ：っていわれて、

Ｓ：そんで'懐中電灯は、

Ｙ：'懐中電灯は、

Ｓ：太陽まつくらんときに、

Ａ：太陽にいくんに、まつくらんときに、役に立つから。

Ｙ：ラジオは、

Ｓ：ラジオは、太陽の声を聞くため。

Ｙ：ほ－んで、

Ａ：太陽はフランス語でホーイホーイ。

Ｓ：ホーイホーイ。

Ａ：っていう音がするんやな。

Ｙ：んで忘れた。

Ａ：わたしもこつから、

Ｓ：え、おわりちやうん。これで・・・

Ａ：そうかいな。

いつつも携

￣ 

＃；ＯＯ８ 

ｎａｍｅ；足立恵美

山根智美

坂東舞

ａｇｅ；１７ 

place；京都府福知山市
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Ａ：２６，７才の男の人がおって、ほんで、

Ａ,Ｂ：懐中電灯、

Ａ：フランス語で・・ふ

Ｂ：太陽がフランス語だよ。んでなに？

Ｃ：太陽がフランス語でなんて？

ＡＢ`Ｃ：ホー、ホ、ホーイ、ホイ

Ａ：んて、なんかいうて

Ｂ：太陽に行くために

Ａ：宇宙にいくために

Ｂ：宇宙、ふふふ

Ａ：1懐中電灯をもって

Ｂ：'懐中電灯をてらす。宇宙を

Ｃ：宇宙を？

Ｂ：宇宙人をてらすん。

Ｃ：宇宙人なんかおるかい。

Ｂ：おるんや。

Ａ：てらして

Ｂ：宇宙人は驚いた。

Ａ：太陽を

Ｂ：太陽はフランス語でホイホイ、ふふ

●●● 

＃；ＯＯ９ 

ｎａｍｅ；女子中学生４人

ａｇｅ；１４，１５ 

pIace；兵庫県朝来郡

井上玩具店前

Ａ：という

Ｃ：おわり？

－１５４－ 



Ｍ：今日はちょっと涼しいね－

Ｗ：先生関係ない話したらダメですよ

Ｍ：あの、あの、フランスでは何が起こっているのかな、ん

Ｗ：全然関係ない話したらダメですよ

Ｍ：'懐中電灯をなんか月に照らしたら

Ｗ：そんなの違いますって

Ｍ：え－ものすごくきれいに見えると、いう、そういう風な話

があったのかな。どうだろう、ん_、ゴキブリホイホイや

なくしてフランス語では宇宙人のこと

Ｗ：太陽を

Ｍ：あ、太陽を何かホイホイとか。こっちにきなさいホイホイ、

私も行きますホイホイと、いうような、そんな話になって

いるようですね。え－、あの－娘さんはどうですか。

Ｗ：そんな話はなかったと思うんですけど。

Ｍ：あ、そうですか。

Ｗ：はい、はい、

Ｍ：そしたらもう一度こちらに向かって、はい

Ｗ：あの－，２６才の男の人が、太陽を見たくて宇宙を'懐中電灯

で、照らしたら、宇宙人が驚いたと。太陽をフランス語で

ホイホイといいます。と、そんな話じゃないんでしょうか。

Ｍ：だいたいね、時折ここはね、非常にあの静かなところです

からあの車のおおらいもないし、はい、お互いにこういう

風な落ちついた、あのところですよね、話もできました。

ｌ＃；010 

m蝋斎
L----------_＿-－－－－－－－－－－－ 

とっても夏、暑い夏の曰ですね、男と女の人が話をなされてい

ました。男の人が中心になって話しをされていて、とても暑い

ですね－といってました、そんな関係ないですよそんな話とは、

といっておられましたね－゜え－なんか、月を懐中電灯で照ら

したら、なんとかがきれいに見えるとか、そういうことをいわ

れていましたね－゜

え－その次、ゴキブリホイホイじゃないけれども、フランス語

でなんと、えっえっ、月のことをホイホイというんですけれど

もっていう話を男の方がされてて、ん－女の人がそ－ですね－

とかいって笑っておられましたね。え－だいたいそのぐらいで

す。はい。

女の人はあまり話しをされていないです。男の人が中心に、ん－、

はい、話をされていました。

ａｄｅｇ４Ｌ 

1５５－ 



ある暑い夏の曰に男の人と女の人が話をしていて男の人の方が

中心に話をしていてそれで、・・・月を、なんかライトで照

らしたらなんかなるっていってて、え－と、・・それから－，

ゴキブリホイホイの話をしていました。ほか、男の人が中心に

なって話をしていました。

￣ 

＃；012 

ｎａｍｅ；男子高校生

ａｇｅ；１７ 

place；岡山県高梁市

■■■■■■●●￣ｐ■￣●Ｏ■■■■■■ＯＯ－ｂ●￣ＣＣ－■●￣●●￣ＣＯ－Ｏ０Ｕ■■■■■●●￣■ロー■■￣●p￣●ロー●□■■■■■■｡ﾛ■■■Ⅱ●－●の￣●●￣ｏＤ－ｂｄ－■ロ-

Ｉ
 

なんか一夏の暑い曰でしたとおっしゃっていましたけど－

男の人と女の人が話をしていらしやって－

ヒッヒッヒッヒ_

それからとうかね－ちょっとね－わからない、ツヒッヒッツヒ

男の人の方が、なんか主に話していらつしやた気がしますけれ

どね、

なんか、月のさばくにゴキブリがでちゃってとかちょっと覚え

篝iliiiiiiii

てない、

わからないよ－・・・｢~= 
＃；013 

ｎａｍｅ；石井斉子

ａｇｅ；６４ 

place；岡山県高梁市

1５６－ 



夏の暑い曰でした。え－、男の人と女の人が話をしていて、え－

男の人が女の人にかなり語ってたんですけど、月の砂漠に、な

んかゴキブリが出てっていってたんだよな－、そのあと何もな

いんだけど、じゃあね－、月のでるきれいな砂漠にゴキブリが

出て、ゴキブリが２匹、雄と雌、ふえふえ－、なんて、え－と

でて－、とうしようかな、じゃ－、ゴキブリがいてその横にラ

クダ、コブが１つしかないラクダがふえええ、ラクダが歩いて

いて－で－、ゴキブリはそのラクダに驚いて夫婦で、夫婦なん

ですけどラクダに乗ろうか、とうしょうか迷ったあ|ブくに、じゃ－

、ラクダはゆっくり歩いてるんだけども、ゴキブリは早足で、っ

ていってもゴキブリの方が遅いんだけれども、何とかよじ登っ

て、その１つのコブにいいのかな、ゴキブリが２人、イヒヒヒ、

２人で、やはい笑っちゃいけない、２人で乗って、２つで乗っ

て、その月を見ながら砂漠をラクダに乗って歩いていきました、

ということでいいですか。

＃；Ｏ１４ 

ｎａｍｅ；稗ロ栄美

ａｇｅ；２３ 

place；広島県尾道市
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男の人と女の人がいて、え－なんか砂漠の方に行って砂漠の方

へいくと

ゴキブリが、雄と雌がいて、それで歩いていたんだけど、なか

なかある

かれないんで、そこでラクダ、－つのコブのラクダがいて．・・・

そのラクダのコブに乗れば、早くいけるんじゃないかという感

じで－、

ゴキブリはそのラクダの足の所よじ登りながら、ラクダのコブ

の上に上がってから、ゴキブリはラクダの上に上がって、それ

から旅にでたそうです。

lli 
015 

高山美智子
5９ 

広島県竹原市

＃ 

ｎａｍｅ 

ａｇＢ 

ｐＩａｃｅ 
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男の人と女の人がいたんだけど、それが砂漠にいて、だけど、

いきなりゴキブリがでてきたんだよな－．

ゴキブリの雄と雌がでてきて、え－なんだつけな－、なんか暑

いからなんとかっていってたつけな－。

－つコブなラクダがいて、ラクダに乗っていけば楽だよという

ことになってゴキブリは、そのラクダの足から背中に登って、

え－…ゴキブリはラクダに乗って砂漠を抜けていった、

全然わからんわ－、全然覚えてない。

l饗1M|饗

＃；Ｏ１６ 

ｎａｍｅ；小松良太

ａｇｅ；２５ 

place；広島県広島市

￣B●￣Ｄ■￣●■￣e●￣●●U■■■■■ＧＣ－■●￣●●￣■●￣●●■■■■■■■■■■■■■■■■￣■■￣●C￣｡Ｄ￣ＯＢ￣●●■■■■■■□■￣■□￣●●■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■－■c￣ 

男の人と女の人が旅をしていてゴキブリに出会いました。ゴキ

ブリは早く歩きたくて－，ラクダーーコブラクダに乗ったら

早く歩けると思って、ラクダの足によじ登って、・・・・ラク

ダの足によじ登ってはやい旅をしました。

｢￣￣－－１ 

灘lz」
￣■●￣■■■■■■■■■￣●■￣■■■■■■■Ｃ●■■■■■●●￣■■■■■■■ＯＢ■■■■■■■■■■■■●●￣■■￣■印一●■■■■■■■■￣Ｄ■l■■■■■□ロー●●■■■■■■｡■｡■■■■■●Ｃ￣□e■■■

ゴキブリが砂漠にいて、そして行くのがせんなくなって、らく

だに乗っていけば楽だろうということになってそのままテケ

テケラクダに乗ってお散歩にいったんです。そんな感じでした。

＃ 

ｎａｍｅ 

ａｇｅ 

ｐＩａｃｅ 

；０１８ 

；転香奈江

；１８ 

;広島県岩国市

－１５８－ 



ゴキブリが砂漠に行くのにラクダに、ラクダに乗っていくと楽

ちんね。

テクテク歩くよりは、ラクダで楽ちんと行きましょう。

それでいいですか、おわり。

＃；Ｏ１９ 

ｎａｍＢ；山根孝子

ａｇｅ；６５ 

pIace；山口県吉敷郡
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え－、ゴキブリが、砂漠を行くのに、え－まてよ、え－ラクダ

に乗って楽ちん楽ちん。え－あの－テクテクと行くよりもふぁ－，

楽ちん楽ちん、そんな感じでしたつけ。

「－－～ 

＃；０２０ 

ｎａｍｅ；原田智宏

ａｇｅ；２９ 

place；山ロ県下関市
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ゴキブリがラクダになん、ゴキブリがラクダに乗って楽ちん楽

ちん、なんだった、わからん、悪いね－゜

＃；０２１ 

name；洞すぎ

ａｇｅ；５４ 

pIaco；山ロ県秋芳町

1５９－ 



ゴキブリがバクダンバクダン、よくわからんね－、といってま

したな。

＝－－ 

■■￣■■■ 

Ｉ 
＃；Ｏ２２ 

ｎａｍＢ；福添広道

ａｇｅ；６１ 

place；山ロ県秋芳町
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なんかえ－、洞窟みたいな感じの所に、え－男の人がしゃべっ

ていて、ゴキブリが爆発したかなんかしゃべってて、後ろの方

になんかあって、ま、地面の奥の方には水があって、川か、海

か、知らないけど水が流れていました。

A一

＃；０２３ 

ｎａｍｅ；長谷英治

ａｇｅ；２１ 

place；山ロ県萩市
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洞窟の前に男の人が立っていてしゃべっています。ゴキブリが

爆発したようなことをしゃべっています。後ろには橋があり、

下には川のようなモノが流れています。以上です。

＃；０２４ 

ｎａｍｅ；堀野美希

ａｇｅ；２２ 

place；山ロ県阿武郡
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－洞窟の前に男の人が立っています。ゴキブリが爆発したよう

なことをいっています。

ちょっとそれだけしか覚えていないです。以上、すいません。

「￣￣

＃；Ｏ２５ 

ａｍｅ；洞水光夫、

ａｇｅ；４０ 

place；島根県益田市

￣の●■■■■■■■■￣●●￣●●￣●■￣■G-O□￣●ロー●●￣●●￣●B￣ＯＳ￣■■￣●●￣｡●￣●p￣●■■■■■■■■■■■■■■■■■￣●●d■■■■■Ｃｅ一○■￣■￣●■￣

洞窟の前に男の人がいて、あ、どうぶつ違って洞窟の前でゴキ

ブリが爆発しました。

＃；０２６ 

ｎａｍｅ；生田佳寿枝

ａｇｅ；１９ 

place；島根県那賀郡
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今海の前に立ってます、田浦ピーチです。下を見ると魚がいま

す。この魚は僕が捕ったモノなんですけども、今度プレゼント

します。

＃；０２７ 

ｎａｍｅ；川本明信

ａｇｅ；２４ 

ｐｌａｃｅ；島根県那賀郡

Ｉ 

－１６１－ 



今、海にいて、足下に魚がいます。それをプレゼントします。

＃；Ｏ２８ 

ｎａｍｅ；西村英樹

ａｇｅ；２３ 

pIace；島根県大田市
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今、海にいて足下に魚がいます、はい。

＃；０２９ 

ｎａｍｅ；長谷部美保子

ａｇｅ；１４ 

place；島根県出雲市
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今、海にいて足下に魚が泳いでいます、はい。

ili 
＃；Ｏ３０ 

ｎａｍｅ；杉原邦夫

ａｇｅ；６０代

place；島根県平田市
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今、海いって足下に魚が泳いでいます、はい。

魚が泳いでいました、いいですか。

＃；０３１ 

ｎａｍｅ；坂本健夫

ａｇｅ；５０ 

place；島根県斐川町
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え－と、魚が泳いでありました。たくさん泳いでおりました。

＃；Ｏ３２ 

ｎａｍｅ；坂本健一

ａｇｅ；２３ 

pIacB；島取県西伯郡
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魚がたくさん泳いでいました。え－つといっぱい泳いでいまし

た。
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ちゅ－ば、魚が泳いでいました。いっぱい泳いでいました。い

いですか。

034 

男性

３４ 

囲取県鳥取市

＃； 

ｎａｍｅ； 

ａｇｅ； 

place； 

魚がいっぱい泳いでいまして、

見ているんです。

自分はちょっと下がってそれを

｢￣￣￣~￣￣~~－－~~￣￣￣ 

鐘’
￣■■￣●●l■■■■■●●￣●■￣こ■￣■■■■■■■■■､￣●●￣■白■■■■■■●●■■■■■■■印一●■￣｡■￣CpU■■■■■●■■■■■■■Ｃ■￣｡■U■■■■■■●￣■●￣B●￣■■￣●■U■■■■■■■￣●■'■■■

魚の水槽を見てる、お－、ことを説明してはった。

蕊､｡I脚iii駐腿

＃；Ｏ３６ 

ｎａｍｅ；谷間瓦

ａｇｅ；２５ 

place；兵庫県城崎郡
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カップルの人がえ－、水族館に行った、行って見たこと。

＃ 

ｎａｍｅ 

ａｇｅ 

ｐＩａｃｅ 

；037 

；土野忍

；４８ 

；兵庫県出石郡

カップルの人が水族館で見たこと、そんなことのようなんでよ

くわからんかつた。

＃；０３８ 

ｎａｍｅ；中学生

ａｇｅ；１５ 

place；京都府宮津市
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カップルの人が水族館で見たことについてでした．さっきの映

像は、本町で、え－と、中学生ぐらいの少年がそういうふうに

言ってました。

＃；０３９ 

ｎａｍｅ；杉本知子

ａｇｅ；４６ 

place；京都府宮津市
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今の映像はカップルが、あの、カップルが水族館での、え－、

見た映像でした。んで、本町で、え－、中学生ぐらいのカップ

ル、え－，今の映像は、え－，中学生ぐらいのカップルが、え－

でてきました。

＃；０４０ 

ｎａｍｅ；田ロ和彦

ａｇｏ；４６ 

place；京都府綾部市

￣●□■■■■■●●￣●●■■■■■。●￣白■￣の■■■■■■｡■￣■●￣●巳■■■■■□Ｃ￣●●I■■■■■■●■■■■■■●￣●■■■■■■■●￣０，－●ロー●●■■■■■■｡■■e■■■■■●●■■■■■●日■■■

カップルの人が水族館で見たことについてでした．さっきの映

像は、本町で、え－と、中学生ぐらいの少年がそういうふうに

言ってました。

＃；Ｏ４１ 

ｎａｍｅ；辻乃由紀

ａｇｏ；３４ 

place；福井県小浜市

￣■G￣●□■■■■■●●■■■■■e●■■■■■●●■■■■■●●■■■■■●●■■■■■｡●￣●?￣｡g■■■■■■e●■■■■■●●■■■■■●■￣●●￣●●Ⅱ-_ 

え－、今さっきのは、え－，おばさんがいろいろなこと、公園

で解説して、いえ－い、いえ－い、じゃない。おばさんの話を

するの、４５才ぐらいのおばさんが．・・・もら・・・もうわか

らん、わかりません。

＃；０４２ 

name；中村国史

ａｇｅ；２１ 

pIace；福井県三方郡
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●：眼鏡かけた、つんつんのお兄さんがしゃべってました。

Ｏ：２人で

Ｙ：２人で

Ｙ：左側の人がイエーイっていってました。

Ｏ：後ろに旗が

Ｙ：あ－旗、旗

Ｙｐ：バドワイザー

Ｙ：ほんでつんつんの人が、バドワイザーをのんでた

Ｏ：ほんまけ、

Ｏ：わからん

Ｙ：なんかのんとった

Ｙ：ん－

０：で

Ｙ：ん－

０：あとは

Ｙ：んと

Ｏ：白いＴシャツで

Ｙ：あ、水色みたいなＴシャツ着てた、椅子座ってな－

Ｏ：ん、ん、２０才

Ｙ：２０才、もっといつとたわ－

０：２５ 

Ｙ：もっといとった

Ｏ：ほかはん－、

戸
＃；０４３ 

ｎａｍｅ；吉田祐子

大井郁奈

ａｇｅ；１７ 

place；福井県敦賀市

￣■●－●●￣ｅＯ－●●￣■●￣B●￣■■■■■■■■■■■白一●●￣●●￣●□￣●●￣●O￣●●￣B●￣●●￣●●■■■■■■●■￣●●￣p■￣●■￣い●￣●●￣■●￣

16才くらいの女の子が、え、話していたことですよね－。

え_、頭がつんつんの男の人が、え－、なんて言ったけな－、

バドワイザー飲んでた、ていって、なんやった、え－ちよっ，バドワイザー飲んでた、ていって、なんやった、え－ちょっと

待ってください。え-20才ぐらいの人って言ってたかな－、え－、

すいません覚えてません。

＃；Ｏ４４ 

ｎａｍｅ；荒井真木

ａｇｅ；１５ 

pIace；福井県節江市
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竜…N悪,Ｉ 一m■用 え－，１６才ぐらいの男の子２人が、え－，頭つんつんの頭Ｃ

が、バドワイザー飲んでた。

20才くらいの子だったかな－、ほんでここで終わりました。

頭つんつんの頭の子

－－～_￣ 

|…imiiii;H扇Hji鼠ｌ
１Ｊｈｌｉｌ,霞■1１

Ｉ 

分

腱
；０４５ 

；林幸治

；２８ 

；福井県福井市
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奈良女子大学文学部附屈
IIJ瀞教育学校研究紀要第44染
2003年３Ⅱ

数学的活動により数列を追究した授業についての評価

横弥直浩

１はじめに

高等学校数学について、「大学入試に必要だから勉強する」「授業で学習している数学は、社会に出

たときは役に立たない（必要ない)」と考える生徒も少なくない。

高等学校では、数学の内容を重視して指導し、教師主体の講義形式の授業になりがちである。しか

し生徒が数学的な見方や考え方のよさに気づき、生徒が主体となる数学的活動ができれば、生徒自ら

数学に興味を持ちさらに追究するようになると考える。

瀧龍館墓A絲鷺１W鰯鰯鰯臨」

;鱗鰄=蕊鯛欝襲’

生徒は、数学の知識

主体的に数学的活動を

を持ち、数学を発展的

るのでなく、十分数学

を追究するようになる

昨年度、５年生の数列の授業及び公開研究会で上記の研究仮説に基づき授業実践した。

公開研究会での授業テーマは「数学的活動により数列を追究する学習」であった。その授業は、テー

マに沿ったものになっていたのか、また生徒は数学的活動をしていたのか、授業を参観した先生方や

大学生はどのように授業を見たのかを分析し、授業を評価することにした。

本稿では、まず数学的活勤のモデル化を提案する。そして、生徒の具体的な活動を調べ、そのモデ

ルに照らし合わせて数学的活勅の状態を考察する。

次に、授業参観者及び奈良教育大学学部生の各立場から公開研究会の授業を評価する。

２研究の方法

（１）数学的活動のモデル化

生徒の数学的活動の状態を捉えるため、数学的活動をモデル化する。

（２）授業プリントによる数学的活動の分析

生徒の授業プリントから|M1題解決している内容を分析し、どのような数学的活動をしたかを考察する。

（３）公開研究会授業参観者の授業分析

授業を参観した教師は、どんな視点で授業分析しているかを授業後の研究協議での質問から考察する。

（４）大学生の授業観察レポートによる授業分析

公開研究会の授業を観察した奈良教育大学学部生（３回生以上26名）の授業観察レポートから授業

分析をし考察するｃこのレポートとは、「中等教科教育法Ⅳ数学」の講義の一環で本校公開研究会に

参加した報告と感想である。
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３数学的活動のモデル化

問題解決の活動過程は、次のように示される。

現実の世界で起こった問題を解決するために、まず数学の世界の問題に置き換える。数学の世界で

の問題は、数学の知識や技能、数学的な見方や考え方を使うことで解決する。解決できた問題は、現

実の世界にもどして解決できていることを確認する。

ここで、数学の世界での数学的活動についてどのような活動をしているかを図ｌのように捉えるこ

とにする。

！ 
学的ILS抽抜'二よるKIl7l

化大
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数学的な考え方の商 り
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図１数学的活動のモデル（球面をｎ個の大円で分割したときの領域数）

数学の世界（仮に平面とする）での横軸に数学的な見方や考え方の高まりをとり、縦軸に数学の知

識・理解や表現・処理の高まりをとる。

縦軸は、数学の学習で獲得した内容の理解と技能であるから、学年が進むにつれて高まると考えら

れる。横軸は、数学的な見方や考え方の高まりとしたが、この高まりの捉え方を次のように考える。

数学の世界での活動は、さらに４つの数学的活動の部分に分ける。

それは、①数学化活動、②探究活動、③一般化活動、④体系化活動である。

この４つの活動にはいろいろな数学的な見方や考え方が含まれるが、４つの活動を通してスパイラ

ルに高まっていると考えられる。

４つに分けた活動の内容とその例を、次に示す。

①数学化活動

現実の世界から、数学の世界へ問題を数学的に見ることができる。問題の内容を把握し理解する

ことができ数学の問題として扱える。

例：問題を絵に描く、図にする、記号を使う

②探究活動

数学の世界に持ち込まれた問題を解決するために試行錯誤する。

例：表にして考える、類推する、関数的に考える、数列を用いて考える

－１７０－ 



③一般化活動

問題解決したものを特別な場合、または簡単な場合だけでなく、いつで１

化し公式化する。

例：条件を変えて考える、式を１mlいて考える、グラフをH1いて考える

④体系化活動

問題解決をした結果を更に振り返り、数学的に確かであるか証明したり、

り、応用的に考える。

このように数学的活助を４つの部分に分けて捉えた。

いつでも解決できるように一般

さらに発展的に考えた

４．数学的活動の実践事例

数学的活動のモデルを雄に数ﾀﾞﾘの授業について学習の柵成を考え、実践した。

授業実践１

実施日：平成13年11月１日（木）７限

対象生徒：数学Ａ選択者５年Ｃ組36名

授業設定：数列について学習後、漸化式の導入

課題（ハノイの塔）

３本のポールＡ、Ｂ、Ｃが立ち、ポールＡにいくつかの円板が大きい方から順に入れてある。

この円板すべてを次のルールで、ＢまたはＣに移しかえる。

①１回に１個の円板のみ動かせる

②小さい円板の上に大きい１１板を職み重ねることはできない

③できるだけ少ない回数で助かすこと

以上の条件の下で何回で移せるか、わかりやすく説明してください。

(1)円板が３枚のときは、何回で移せるでしょうか

(2)円板が４枚のときは、何'回lで移せるでしょうか

(3)円板が５枚のときは、何回で移せるでしょうか

(4)円板が10枚のときは、何回で移せるでしょうか

授業実践２

実施日：平成１３年11月14日（水）３限

対象生徒：数学Ａ選択者５年Ｃ組36名

授業設定：数列の単元のまとめ

課題（直線による平而の分191）

平面上にｎ本の直線がある。どの２本も平行でなく、どの３本も１点で交わらないとする。

これらの直線が平面をいくつかの領域に分けることを考える。

(1)直線３本のとき、平而はいくつの領域に分けられるか

(2)直線４本のとき、平面はいくつの領域に分けられるか

(3)直線10本のとき平面はいくつの領域に分けられるか

(4)どんなときでもできるか
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授業実践３･･･…（公開研究会）

実施日：平成13年11月15日（木）２限

対象生徒：数学Ａ選択者５年Ｃ組36名

授業設定：数列の単元のまとめ２時間目

課題（大円による球面の分割）

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)（生徒から意見を聞いて20個に設定）

(5)（生徒から意見を聞いてｎ個に設定）

５授業実践からの考察

（１）生徒のプリントからの分析

プリントの問題解決過程と「どんな数学的な考え方をしたか」の記述内容から、生徒の数学的活動

を分析した。

①授業実践１について

本授業は、等差数列、等比数列、数列の和、階差数列を学習した後、漸化式の導入の授業として

設定した。

授業目標は、具体的な操作により試行錯誤して問題を解決すること。つまり、数学化活動ができ

探究活動をする過程である。できれば今までの数列の知識を使って一般化したり漸化式の仕組みが

説明できることを期待した。

生徒の数学的活動は、問題内容を理解するために絵をかき、操作回数を表にして記録し、その表

から階差数列に気づいた者が９名いた。漸化式の仕組みも発見しそれで一般項を求めた者は３名い

た。（表１）

表２：授業実践１の数学的活動表１：授業実践１（全36名）

4つの活動に分けると（表２）のようになる。

②授業実践２について

本授業は、数列の内容をすべて学習した後のまとめの授業として設定した。

授業目標は、探求活動から数列を使って一般化することである。

生徒の数学的活動は、問題内容を理解するために図をかき、直線で区切られる領域数を表にして

記録し、その表から階差数列に気づいて一般項を求めた者が25名いた。漸化式の仕組みを説明して
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絵を

かく

表を

作成

階差

数列

漸化式

の説明

漸化式

で解く

数学的

帰納法

人数 3５ 1３ ９ ３ ３ 0 

％ 97.2 36.1 25.0 8.3 8.3 ０ 

数学化 探究活11MＩ 一般化 体系化

人数 3６ 3６ 1１ ２ 

％ 100 100 3ｑ６ 5.6 



いる者が２名、漸化式を解いている者が３名いた。（表３）

表４：授業実践２の数学的活動表３：授業実践２（全36名）

[]ＯＩ８８－９１６Ｈ L】ＩＣ

４つの活動に分けると（表４）のようになる。

③授業実践３について

本授業は、まとめの2,,寺,,,１月の授業設定である。一般化から体系化の活動に移せることを目標に

した。

生徒の数学的活動は、，','題内容を理解するために絵をかき、表を作成して階差数列から一般項を

求める者と、具体的操作から漸化式の仕組みを追求し漸化式で解く者に分けられる。階差数列で解

いて数学的に振り返ろうとする者は数学的帰納法で証U]しようとした。

表６：授業実践３の数学的活動表５：授業実践３（全36名）

Ｘ］ 

４つの活動に分けると（表６）のようになる。

（２）授業場面からの分析

授業実践３において、数学化活動から探究活動へ移る賜而と、一般化活動から体系化活動へ移る場

面を生徒の発言から取り上げる。

①場面1（探究活動の場而）

テニスポールと輪ゴムを使い問題を数学化し問題内容を把握する。具体的操作により領域の数を

調べていたが、具体物での操作が不可能になり工夫をしながら領域数を調べる場面である。これは

探究活動の深まりを示す場面である。

Ｔ「Ｗさん、これを黒板にかいて（下さい)」

（生徒Ｗは、プリントに表をかいて領域と増え方の|典I係を調べている。教師は指名して板書させる）

Ｔ「Ｗさんは表にしたのですね。だけど、実際にやった（具体的に調べた）のはどこまで？」

Ｓ「輪ゴム６本で、傲域数32個までテニスポールで数えた」

Ｔ「実際にやったんだね。確かなんだね」

Ｓ「そうです。確かです」

Ｔ「数え間違いはないの、印を付けたの？」

Ｓ「いいえ。半分に分けて、上と下は一緒だから、上だけ数えた。どこか１本輪ゴムを固定して、

1７３－ 

数学化 探究活動 一般化 体系化

人数 3６ 3６ 2７ ４ 

％ 100 100 75.0 11.1 

絵を

かく

表を

作成

階鑪

数列

iWi化式

の税lⅢ

漸化式

で解く

数学的

帰納法

人数 3６ 3２ 2５ ２ ３ ２ 

／、Ｕ（ｕ／ 100 88.9 69.4 5.6 ８．３ 5.6 

数学化 探究活動 一般化 体系化

人数 3６ 3６ 3５ 1６ 

％ 100 100 97.2 `l`皿

絵を

かく

表を
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階差

数ﾀﾞリ

襯化式

の税Iﾘ１

漸化式

で解く

数学的

帰納法

人数 2９ 3４ 3１ 1３ ４ ３ 

％ 80.6 94.4 86.1 36.1 11.1 8.3 



上だけ数えました。下も数は一緒だから」

Ｔ「なるほど、その方が正確に数えられるかな」

②場面２（一般化から体系化への場面）

生徒ｓ’を指名し、解答を板書した場面である。この生徒は、階差数列を利用して一般項を求め

たが、それを振り返って考えたとき数学的に確かに示せているのか疑問を感じている。そこで漸化

式の仕組みを探ろうと考え出している。これは､一般化活動から体系化活動に移る場面だといえる。

Ｔ「(黒板を見て）この考えはどこからきたの？」

Ｓ１「Ｗさんの表を見て、（階差数列で）解きました。規則性を見ました」

Ｔ「これは確か？」

Ｓ１「じゃ－ないと思う」

Ｔ「どうして」

Ｓ１「たぶん、予測です」

Ｔ「予測か。絶対これが答えだと言えない？どうして」

Ｓ１「５個までしかやっていないから、その後の増え方は予測だから」

Ｔ「規則性を見破ったというのは、予測の域を出ない。しかし階差数列で解いた。ということかな」

Ｓ１（うなずく）

Ｔ「みんなどう思う」

Ｓ２「(式の説明をし出す）（わかりにくいので板書で説明)」

Ｔ「考え方を言って」

Ｓ２「・・・う－，いっしょか」

Ｔ「考えようとしたことは、Ｓｌさんのと同じなんですね。ただ、新しい発想は、ｎ番目と、＋１

番目の関係を知ろうとした式ですね」

Ｔ「推測を入れずに確かにこうだと言える人はいますか。考え方のヒントは、ｎ番目と、＋１番目

の関係を調べれば、つまり増え方を考えるかな」

実践授業３について、数学的活動の４つの活動を教師の立場からと生徒の立場から次のようにま

とめられる。

－１７４－ 



表７：授業実践３の数学的活動分析

６授業参観者からの考察

公開研究会（授業実践３の授業）の授業参観者である教師および奈良教育大学学部生から、授業が

｢数学的活動により数列を追究する学習」になっていたかを評価する。

（１）研究協議における授業参観者の授業分析

授業を参観した教師は、どのような視点で授業を分析しているかを授業後の研究協議から考察する。

授業を参観した教師の質問は次の３つであった。（研究討議内容については本校研究紀要第43集（１）

に掲載）

①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、もっ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。

②どの３つの大円も１点で交わらないという、教師からの条件づ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。

③「数学的考え方」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。

以上の質問内容から次のように考察する。

・生徒の発言と、そのときの教師の対応を注意深く見ている。

・教師は生徒の発言をうまく活かすことで、クラス全体としての数学的活動の支援を考えている。

・生徒が考える「数学的な考え方」に関心がある。
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４つの活動 数学化活動 探究活動 一般化活動 体系化活動

教師の発問

･1111題の内秤をFI1解しよ

つ

･イメージしよう

・道1１（ポールと輪ゴム）

を使ってもいいよ

・大円が３つのり》合はど

うなるのかな

・菱にしたのですね

・正確に剥くたかな

・1Ｎえ方に規則性はあっ

たのかな

・拠際にやった（具体的

拠作をした）のはどこ主

でかな

・規則Ｈ１を兄破ったとい

うのはfilIlの城を１１１ない

のだれ

・発想を変えよう

教師が予想する

生徒の数学的な

見方や考え方

・具体物を使ってIHlHLiを

理解する

･絵や'又]をかいて1111ｕ内

容を把1Mする

・大''１のば1火をJWWする

・順I下よく図をかいて聯

える

・推測して藷える

・大円の数と緬域の故の

Illl係を薄える

･式で災せる

･数ﾀﾞﾘとして考え一般項

を｣kめる

･階雄数ﾀﾞﾘに気付き解く

･漸化式で解く

･炎から階雄数列で求め

たものに碇１１１１を持つ

･雄り返って捲える

生徒の具体的な

活動と生徒が考

える数学的な見

方や考え方

・ボールと柚ゴムで'し体

的に操作=１－る

・絵をかく

･表にした

･球面を平llHにIrllさ換え

て簿える

・１つの大}リを対称帖に

考えて半球ずつ平lhiでの

領域を考察した

･いくつかの例からそれ

を数式にしてみた

・災一式一変一発想の伝

摸をした

･式で炎すことはできる

がイメージがあまり浮か

ぱない

･陪溌数ﾀﾞ'1から一般項を

求めても椎ill1にすぎない

と思う

・平iiiのときの関係を兇

つけてl、え方の関係ａｎ

とａｎ＋１を瀞えた

・数学的帰納法を住いた

かつた



・教材の提示の仕方で生徒の数学的活動は変わってくる。どんな活動をさせたいかを考えて教材

を提示しないといけない。

・授業テーマである「数学的活動により数列を追究する学習」の本質についての質問があまりな

かったことから、数学的活動という視点から授業を見ていたかは疑問である。

また、研究協議の妓後に指導助言者である上垣渉氏（三重大学）から次のような評価を得た。

「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壷点がおかれていた。

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、考えさせることに論点をilfiいた授業でたい

へん良かったと思う｡」

上記の内容より指導助言の先生からの評価は、目標に沿った授業になっていたと判断する。

（２）大学生の授業観察レポートによる授業分析

本授業を観察した奈良教育大学学部生（３回生以上26名）の授業観察レポートより授業を考察する。

このレポートとは、講座「中等教科教育法Ⅳ数学」の内容で本校公開研究会に参加した報告と感想で

ある。（資料１）

レポートを分析すると、授業を観察する視点は次のように分けられる。

・クラスの雰囲気や生徒の反応

・授業の導入の仕方について

・授業の流れ、スピードについて

・指導案の内容と実際との比較

・具体物の利用について

・数学的な考え方を記入することについて

・自分の高校時代との比較（数学教育観など）

上記およびレポートから次のように考察できる。

・授業を観察する視点は、自分が教壇に立つとしたらどこに注意をするかであると考えられる。

・学生自身が受けた高校数学の授業との比較をし、大学入試に直結した受験数学と問題解決を重視

した数学の比較をしている。そこで受験という現実での問題点と理想的な授業のギャップについ

て考えた。

・現職教師と比べて、クラスの生徒の雰囲気や、学習指導案と実際の授業の進みぐあいの比較、授

業の導入の仕方などに興味、関心がある。

・授業実践者が意図する数学的活動には、あまり関心がない。

・多くの大学生は、高校数学の授業で問題解決学習を経験していない。そのような大学’|Zにとって

問題解決学習は、新しい数学教育観であると感じている。

６おわりに

高等学校での数学的活動の構成を明らかにするために、そのモデルを考えた。その結果次のことが

わかった。
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・問題の解決過程だけでなく、生徒に「どんな数学的な考え方をしたか」を書かせることは、数学

的活動を捉えるとき有効である。

・生徒の数学的活動を、数学の内容の側面と数学的な見方や考え方の側面から捉えると、モデル化

しやすい。

・数学的活動を４つの部分に分けて捉えると生徒の活動段階が把握しやすい。

・数列など一般化活動をともなう数学的活動では、今回のモデルは有効である。

次に公開研究会で実施した授業は、テーマ「数学的活動により数列を追究する学習」に沿ったもの

になっていたかを評価した。その結果次のことがいえる。

・数学的活動のモデル化をしたため、授業で生徒の状況を捉えやすかった。

・教師（授業者）は、数学的活動を意識して授業を実施し、生徒が主体となるような授業構成になっ

ていた。

・生徒は、受動的ではなく活動的に授業に参加した。

・数学的活動を重視した授業は、大学生にとってはあまり受けたことのない授業形態であった。

また今後の課題としては、次のことがいえる。

・今回の数学的活動のモデルは、数列の内容で検証したが一般的な数学的活動のモデルとして適用

できるのか。

・数学的活動の横軸にとった数学的な見方や考え方の高まりは、どのように実証すればよいか。

・生徒の数学的活動を把握することによって、数学的な見方や考え方の評価をするときにも有効に

なるものと考える。

(注）資料１は、大学生26名のレポートから抽出した７名のもので特別に選んだものではありません。
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【賛料１】公１Ｍ研究会：「大円による球iliiの分別」奈良牧ｱﾄﾞ大学学部'kの授菜lUliiルポート

］
『
⑭

学 授瀧令般について クラスの雰囲AＷ
生徒の瓜応

授斑の導入に
ついて

授業の流れにつ
いて

折漁業の内容と実際
の比紋

ポール（J1体物）
の利用について

数学的な考え方
のi把入について

自分の問校時代との比牧（数学教育iillなど）

1次

い徒が輔墜鮒吐出での感が気師と見囲教い意雰と近
数列の学習な
のに幾{､lだと
思った

くド理分をは・きっ］に自間のがでゅピなり時るだ達でスんたるいと到またみせえてこ便後し、苔考つい標い礦りで解でとよ目な
柑導案のlih後まで授
粥がjl止まなかった

生徒の反応がよか
った

ﾉﾋ徒の理解を見
るのによい方法
である

２典

蝋課興て鴎に、もつで業てて持ん授いしを桃たはて対心にい従しに関粟で生中題味授ん 授たとなる鷲のっだんあと形思列こもあ図と数て方な川からえだた空業が知教んい
今日の学んだこ
とを振I)返るに
はよいことだと
思った

自分が受けた授業は､教科杏にある公式を覚えて、
先生は教科背ｊｍりに授業を進めていた。公式を覚
えて解くだけだったけれどそれでおもしろかった
高校の授業は、教ｲｭﾄiH:とＩＭＩ組集だけで成I〕立って
ろわけじゃないと典感した

３リ｝ こんな授業ができ
ればよいと思った

教師と生徒の{【ｉ
頼閲係が成Ｉ)立
っている 探い然蹄》癖》徒心流が生究てざ

課題を提示し、探究
活動に入Ｉ)、その結
果から一般化する数
列の授薙であった

｢受験を1年後に控えた生徒が受けたい授業か？」
と疑問に感じたが、授業は教師と生徒の信頼ＩＭＩ係
から成I)立つものだと感じた

４次 数学のiii白苫、奥
深さがわかる授業
であった

想像以｣二に生徒
が積極的に授業
に参加している 的入、を体りで欲典取と窓や弁』この

るて立此作る徒き迫操れ生か
時１１１１不足にな'〕、仕
方ないと.思う

自分の高校時代の数学の授業は、ひ
解いて板寄を写すことで梢一杯で、 た自
思ったことを薄えようとしてもそん
<、質'１１１をしても「公式や定理なと
ぱ解けるんだ」で終わってしまった

⑨ 

で詫託辨蔀
受験を考えると内容不十分になるのでは

をになえ題間が使問疑問を
５女

ん頃徒反ざ日生が業然る鉈蛯搬がす教のれ徒言ら仲菩生発かが映
時間が足りなく
てまとめが不十
分になった 使興のっをのるな其徒けに道生つ法なはき方的の引い体たを良具っ味にた め問、進鷺りをにた業的っ授人かに個な的後少方業が一授数がく間生な時先はと

争う恩とる出く、問ろ参一は質えも業の考題授中を問た業験なけ授受分受、・十がきく不分い行容自てに内
６文 生徒や教師の一方

通行ではな})たた
ず、協力すること
で成I〕立っている
すばらしい授業だ
と感じた

生徒と教師によ
って授業は成I）
立つことを強く
感じた

まとめは少し残った
が

て
、猯導案を網羅し
いた

作業をさせるのは 、

生徒に興味を持た
せるのに効果的で
ある

自分が高校のときは、ただ問題集やプリントの111］
題を解くという受勤的なものであＩ)、教師と生徒
の連携がはかられていなかった
今回のよ
助け

惑い
で目 合も分 つあも うたる日 りが標

に、生徒と教師が意見を言い合ったl)、
}）している授業は初めてみた。少し戸

、 今必要なのはこういった授業なの
にしたい

７次

説なななでとた的業体っ方授主だ―ろが難のよ徒授生に生た光明くつ 気的み雰緬畦汕怒た麺も軋鰯蜥校な発な気高でにん囲 ゴ邸数け絵なてつと近つぴル身使緒｜でをにポム象列た
えるだけだったので応用
高校のとき受けた授業と

批捌式総→囎方自恩り１くき、ぐわピっ解た強終ンじ 、推測でなく数学的【二確かと
一夕で確認するという股後の

つくり見たかったてつとで。とえか一中をっ党なな途ともをかうはこは式き連乗うれ公がは授い流
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作図ツールとインターネットを利用した少人数指導

数学科吉田信也

キーワード：少人数指導、作lxlツール、GSP、ＧＣ/Java、識題学１W、インターネットを利用した学習システム

１はじめに

１．１新カリキュラム

６年一貫の中等教育学校である本校は、1999年度～2001年庇における文部科学省の研究開発学校と

して、新カリキュラムをデザインした。その際の枠組みは、６年間を生徒の発達段階に応じて２年ず

つに区切って考える「２－２－２Ｎｉｌ」であり、各教科でこの考えに基づいてカリキュラムを編成した。

数学科においても、「２－２－２制」に基づいて中学・岡校の学習内容を見直し、新学習指導要領

にとらわれずに大胆に編成しなおした。この新カリキュラムの詳しいことについては、『研究開発実

施報告書(第３年次)』（2002年３月）奈良女子大学文学部Illl風中等教育学校)を参照して頂きたい。

１．２代数・幾何Ｉ

数学科新カリキュラムにおける特色ある科目の１つは、３年の「代数・幾何Ｉ」である。この科目

のカリキュラム上の特徴をあげると、次のようになる。

（１）３０人の少人数講座

現在、公立中学校では30人の満座は「少人数」とはいえないかもしれない。しかし、本校において

は、３年生の数学における30人講座は生徒・教師にとっては初めての経験であり、従来の40人のクラ

ス１１ｔ位における指導と比べると「少人数」指導なのである。

1学年120人を「単純に」３０人×４講座に分割し、数学２識座、英語２講座の４講座が横並びで授

堆をする形態であり、2002年度の数学科は吉田、佐藤が２識座ずつ担当した。

（２）作図ツールを日常的に利用した授業展開と課題学習

「代数・幾何I」における指導内容は、次の通りである。

１．円の性質２．三平方の定理３．課題学習４．場合の数と確率

このうちの、円の性質の学習ではほとんどすべての時'１M、課題学習においてはすべての時間、三平

方の定理の学習では数時間、作図ツールを利用して授業を行った。

本校では、1980年代よりコンピュータを利用した数学教育に取り組んできた。その'１１でも、1993年

度以来、作図ツールGeometermsSketchpad（GSP）を利用した幾何教育について研究・実践を積み

砿ね、以下のように成果を発表してきた。

「非日常化」としての作図ツールと課題学習（1994年度本校公開研究会）

「ロ常化」としての作図ツールと教科書学習（1997年度本校公開研究会）

－１７９－ 



1994年度における「非ロ常化」とは、日常の授業ではなかなかできない「数学する」授業を、作図

ツールを利用することで集中的に行おうというものであった。

つまり、「授業の非日常化」であり、それは、

（☆）生徒が主体的、愈欲的に学び、生徒自らが数学を発見、倉Ⅱ造する授業

を目指したものであった。

この課題学習は、毎年３年生（中学３年生）で実践していたが、授業としては、

●作図ツールがもっとも効果を発揮する

●作図ツールでなければできない題材を持ち込んでの

●「点」としての授業

であった。

この「点」としての授業を「線」とすべく考えて実践したのが、1997年度における「日常化」であ

る。これは、

●教科書にほぼ従いながら

●教科書にある例は、作図ツールの利用にあった形に変えて提示するなどの形で

●教科書の内容を作図ツールで料理する

というものであった。

（☆）を目指すという点では、1993年度から一貫しているのであるが、1997年度は、作図ツールが

有効である場面では可能な限り作図ツールを利用しようという試みであった。

つまり、「作図ツールの日常化」を追究したのである。この実践の考え方は翌年以降も受け継がれ、

特に円の学習のかなりの場而で作図ツールが利用されることとなった。

2000年度より、本校は'１】等教育学校として再出発したのであるが、以上のような実践も基礎にしな

がら、2001年度に６年一貫中等教育学校としての新カリキュラムを完成させ、2002年度より実施して

いる。

その中で、３年の「代数・幾何Ｉ」では、上で述べた円に関するほとんどの授業を作図ツールを利

用して行っている。そのために、本校独自のテキストを作成した。

２研究の仮説と方法

２．１研究の仮説

「代数・幾何Ｉ」のカリキュラムは、以下の仮説に基づいてデザインされたものである。

仮説１：少人数講座は、習熟度別でなくても指導上、あるいは生徒の学習上において有効である

仮説２：作図ツールを利用した学習は、生徒の興味・関心を呼び起こし、自ら学ぶ力をつける上

で有効である

さらに、2002年度の公開研究会に向けて次の仮説を設定し、研究を行った。

仮説３：インターネット（Web）を利用した学習システムは、学校と家庭における学習環境を

統一できるので、生徒は学習に取り組みやすくなる

1８０－ 



２．２研究の方法

仮説１，２については、教師の指導上における負担度合いを従米の40人授業と比較するとともに、

少人数を活かす指導法の試行を行った。また、生徒へのアンケートを７月、１２月と実施し、その結果

の分析を行った。

仮説３については、愛知教育大学の飯島康之氏の協力を得て、作図ツールをＧＳＰ（Geometer0s

SketchPad）からＧＣ/Java（GeometricConstructorforJava）に変更することでシステムを構築

し、研究を行った。

３作図ツールを利用した少人数講座

３．１少人数講座

３年の数学の科目は、「代数・幾何Ｉ」（２単位）と「解析］」（２単位）があるが、「解析Ｉ」では

クラス単位（40人）で授業を行っている。教官数の関係から、両方の科目で少人数指導を実施するの

は無理があり、指導内容を考えると、「代数・幾何Ｉ」はコンピュータを利用した授業が多いので、

｢代数・幾何Ｉ」の万が少人数指導での授業に効果があると考えた。

ほぼ１年間の授業を振り返ると、予想通り指導者にとっては30人授業は効果があると感じられた。

目が行き届く分だけきめ細かな指導が可能であり、これはコンピュータを利用した授業のときには特

に強く感じられたことである。４０人の「解析I」でもコンピュータを利用した授業を行ったが、明ら

かに少人数の「代数・幾何Ｉ」の方が、個に応じた指導がやりやすかった。

般初に述べたように、本校の30人講座は習熟度別ではないが、教師の指導上の実感としては、４０人

から30人になるだけで教育効果は大きくなっているの

は確実である。これは、アメリカ政府が65万人の生徒

を対象にした調査の報告書である「コールマン報告」

(1966年）による、「子どもたちの教育効果を決定づけ

る肢重要の要因は学校規模である」という結論からも

予想されるとおりである。

また、コロラド大学のグラス、スミスが過去50年間、

300くらいの学級規模と学力に閲する調査研究を集め

て統計学的に分析した「グラス・スミス曲線」からも、

少人数講座が効果があることは明らかである。ただし、

この曲線によれば、２０人を下回らないと大幅な効果は

なさそうである。今後、機会があれば20人以下の少人

数講座を開講し、その教育効果を確認してみたい。

⑪
、
、

１
 学力と学巴担虹の田低

（グラス･スミス曲陣）

、
釦
、
⑩
釦
、
、
Ｏ

；
…
Ｉ
 

５人１０人１５人２０人２５人３０人３５人４０人

詞鋤MＨ

(http://www・nishishou・com/guraphhtm）

少人数講座ならではの指導法としては、その人数の少なさを活かした生徒の探究活動の支援、およ

び探究結果の発表活動を意識して取り入れた。特に、「代数・幾何Ｉ」の後半に実施する課題学習に

おいては、生徒がコンピュータを道具として「数学する」ことを目指しているので、班による発表活

釛を積極的に取り入れた。しかし、常日頃から班単位の発表活動を意識して取り入れてはいなかった

ので、生徒へのアンケート結果によると、発表活動に対する生徒の評価はあまりよくなかった。発表

自体は回を重ねるにつれ良くはなっているのだが、発表することが「日常」とはなっていないので、

抵抗感があるようだ。今後は、時間の許す限り、発表活動をもっと授業に取り入れていかなければな

－１８１－ 



らないと考える。

３．２生徒へのアンケート

３年生に対して、７月と12月に実施したアンケートの、「代数・幾何Ｉ」に関する部分の結果と考

察について述べる。

（１）少人数講座について

１００ 

０％１０％２０％３０％409ｂ５０％６０％７０％８０％９０％％ データの数値は人数を表す

１－１３０人鋼座は.個人に応じて数学の力劃申ぱすの

に有効である

'２－１現在.学習している解析'と代数.幾何'では．
代数･幾何Ｉの方がわかりやすい

３－１幾何の授菜を,１．２年のときはｸﾗｽ単位の40人

で受けてきました｡３年の代数･幾何Ｉは,いろは'二の４

讃座に分かれて30人で受けていますが．1.2年に比べ

て.３年の方が授菜がわかりやすい
j／〃

国１そう思う□２ややそう思うｐ３あまりそう思わないｐ４思わない

上記の７月に実施した１－１，３－１の結果から、生徒は少人数講座を好意的に受け止めているこ

とがわかる。２－１については、「代数・幾何Ｉ」と「解析Ｉ」の指導者が重複していることが関係

しいていると考えられる。

１代数･幾何Ｉの授業は､他の40人のクラス授業と比較するとどうですか

0％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％１００％ 

１生徒同士がより密接な関係になれ

る

２先生の指導が丁寧になる

ﾜ〃,/｣.／5〃 １４ ３発言･発表･指名の回数が多くなる

ｸ1紗４授菜に集中しやすい

５先生に質問しやすい

IlMll ６４０人のクラス授菓とかわらない

ロとてもそう思う□そう思う□あまりそう思わないロそう思わない‘
Ｌ＿ 

－１８２－ 
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１２月に項目を変えて実施した結果からは、項目の２，３の評価が高いことがわかる。項目１，４，

５については、少人数講座だからという結果は出ていない。これは少人数講座の特性を生かせていな

いのか、あるいは40人であっても授業に集中しやすく質問しやすい授業を行っているのか、現時点で

は何ともいえない。また、項'二'６については、生徒がどんな点で40人授業と変わらないと思っている

のかは不明であり(人数、コンピュータを日常的に利11]していること等)、質問項目の再考が必要であ

る。

（２）コンピュータを利用した授業について

100 

0％１０％209ｂ３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％％ 

７コンピュータを利用する授業はよくわかる

１９ ﾉ〃ZbZ5８コンピュータを利用する授菜はやる気がでる

Ｚﾂ'が','Ｚ９コンピュータを利用する授業は楽しい

２５ 'Ｚ郷勿’１０コンピュータを利用して自分で発見する授業がよい

１１コンピュータを利用しないで,問題をたくさん解く授業
がよい

曰１そう思う□２ややそう思うｐ３あまりそう思わない田４思わない

６コンピュータを利用する授業について

0％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％１００％ 

１３１１１１１１ Ｚ’zbpZ 3５よくわかる

２９１１１M|’ Z62pZ ３６やる気がでる

1611111111 '勿勉'Ｚ‘Ｗ楽しい

３８授業の中で自分の好きなときに使い
たい ﾉｸﾄﾞ81' 

||IIll ３９面倒

ロとてもそう思うロそう思う□あまりそう思わない、そう思わない
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上が７月、下が12月の実施結果であるが、概ね生徒はコンピュータを利用した「代数・幾何Ｉ」の

授業を支持しいていることがわかる。

しかし、「よくわかる」「やる気がでる」「楽しい」という項目において、７月、１２月ともに高率で

はあるのだが、１２月の方が肯定的な解答が減少している。これは、１０月末から12月にかけて「課題学

習」を行い、与えられた課題の条件を変更して自分で課題を創るという学習を経験したことが影響し

いているようだ。この課題学習は、試行錯誤しながら、わからない状態とつきあいながら考え続けな

ければならず、通常に授業に比べればかなり「頭を使う」ことになるので、このような結果が現れた

のだと推測する。

（３）因子分析

１２月のアンケートについて因子分析を行った結果は、次のようになった。因子分析については、主

因子法とパリマックス回転法を用いた。

蚊指導でＴＨ間しや

● 

※因子負荷品：因子と質問項目の相関係数

この結果から、「少人数指導で質問しやすく丁寧」で「授業がわかりやすく楽しい｣、そして、「ＰＣ

の利用」で「授業内容が面白い」として「クラス解体少人数」講座が受け入れられていることがわか

る。

－１８４－ 

質問項目 因子負荷城 因子

５先生に質問しやすい

２６先生に質問しやすい

２先生の指導が丁寧になる

２４４０人授業のときと先生の教え方が違う

２１人数が少ないのがよい

６４０人のクラス授業とかわらない

0.853 

0.749 

0652 

0.515 

0.451 

-0.42 

第１因子

少人数指導で質問しやすく

丁寧

２８授業がわかりやすい

４授業に集中しやすい

２５識座の雰囲気がよい

２２幾何がだんだんわかってきた

２７授業が楽しい

１７先生の教え方がよい

0.647 

0.531 

ｑ523 

0499 

0.487 

0.419 

第２因子

授業がわかりやすく楽しい

１９コンピュータを多く使うのでよい

１８ＰＣ教室でやるのがよい

２３コンピュータの使い方に慣れてきた

0.825 

0.792 

0.503 

第３因子

PCの利用

１５内容がおもしろい.興味がある

１４内容がわかりやすい

１６この分野が得意である

0.716 

0.658 

0.635 

第４因子

授業内容が面白い

２０池のクラスの生徒と授業が受けられるのがよい

１生徒同士がより密接な関係になれる

0706 

0.538 

第５因子

クラス解体少人数



３．３結論と課題

以上より、研究の仮説

仮説１：少人数講座は、習熟度別でなくても指導上、あるいは生徒の学習上において有効であ

る

仮説２：作図ツールを利用した学習は、生徒の興味・関心を呼び起こし、自ら学ぶ力をつける

上で有効である

については、ほぼ正しいことが示されたと考える。

仮説１については、３０人よりさらに講座の人数を少数にすると効果が高くなるのか、数学にとって

最適な講座人数は何人であるのか、などについて研究を進めたい。しかしそのためには、教師人数の

増員などの措置が必要不可欠であるが、その目処は立っていない。

また、仮説２に関しては、個人へのインタビューなども実施して、詳細な検証を進めなければなら

ない。また、いわゆる「ペーパーテスト」で計る「学力」面でどのような効果があるのかについても、

研究を進めなければならないと考えている。

４インターネット（Web）を利用した学習システム

４．１作図ツール

作図ツールは、点、円、直線が簡単に描けるソフトウェアであり、図形を一度描いてしまえば、そ

の図形の幾何学的定義関係を保ちながら、マウスで自由に変形できるものである。すなわち、図を目

由に動かせるのである。

例えば、右図において点りをマウスで摘んで円周上を動

かすと、△CEDの大きさは変化するが、△CEDは正三角

形の形状を保ったまま変化する。

作図ツールは、線分の長さや角の大きさなどの測定や、

軌跡を残すことが可能であり、図形をいろいろと変化させ

ながら、図形の何が変化し、何が不変かを実験で発見する。

この「変化の中の不変」なものが定理の候補であり、生徒

は自ら定理の発見者となることができるのである。

このような作図ツールとしては、

ＧＳＰ（TheGeometerisSketchpad）：ヤノ電器

ＧＣ（GeometricConsLructor）：飯島康之氏（愛知鶚ＧＣ（GeometricConsLructor）：飯島康之氏（愛知教育大学）

カブリⅡ（CabriGeometryu）：Naoco

等がある。１．２でも述べたように、本校ではGSPを利用して実践を行ってきた。

４．２ＧＣ/Java（GeometricConstructorforJava） 

今回の研究では、愛知教育大学の飯島康之氏が作成したWindows上で作動する作図ツールの

GeometricConstructorforWindows（ＧＣ/Win）をもとに開発された、GeometricConstrucLoT

forJava（ＧＣ/Java）を利用した。

ＧＣ/Javaは、ネットワークを通じてWebブラウザにダウンロードされ、プラウザのウィンドウに

埋め込まれて実行されるJavaアプレットである。ＧＣ/Javaの利点について、飯島氏は次のように述

べている（http://iijima､aucmathaichi-edu・ac・jp/gcjava/manual/gcwin-gcjavahtm)。

－１８５－ 
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●インターネット経由でホームページにアクセスするだけで使うことができる。

（ＧＣ/Winは生徒用の機器すべてにインストールする必要がある。）

●サーバで股新版に更新すれば、すぐに反映される。

（ＧＣ/Winではインストールしなおさなければならない）

●ＧＣ/Winよりも多少速度が遅いが（特に軌跡を多く残したとき)、妓近のPCならばほ

とんど気にならない。そして、ＧＣ/Winのかなりの機能が実現できている。

●ＧＣ/Javaで表示できるようなコンテンツ（教材のページ）を作れば、世界中の誰も

が使えるものとして提供できる。

（ＧＣ/Winの場合、それを持っている人でないと使えない）

つまり、ＧＣ/Javaはブラウザが動き、インターネットに接続できるコンピュータがあれば使える

作図ツールなのである。これは、本校が利用してきたGSPにはない特徴である（GSPにもJava版は

あるが、本校では購入していない)。さらに、ＧＣ/Javaはフリーウェアなので、予算的な裏付けの乏

しい学校現場にとっては非常にありがたいものである。

４．３インターネット（Web）を利用した学習システム

上で述べたＧＣ/Javaの特徴を利用して、インターネット（Web）を利用した学習システムを考え、

その実践を2002年度の本校公開研究会において公開した。

（１）学習システムの目標

週５日制となった学校の授業では、どうしても「試行する｣、「思考する」時間が不足しがちである。

そこで、次のような学習ができるように、今回のシステムを考えた。

●家庭において、必要ならば授業の続きを時間をかけて納得するまで追究できる

●家庭で課題の条件変更・一般化を考え、家庭から作図ファイルをレポートとして提出する

（２）学習システムの概要

上で述べた目標を達成するために、生徒が家庭からインターネットに接続し、本校のホームページ

にアクセスすることにより、授業と同じ学習環境が家庭に出現するような、以下の学習システムを考

えた（http://www・nara-wuac.』p/fuchuko/)。

①本学Webサーバ上にテキストをおき、本校ホームページからアクセスする

②テキストから必要な項目を選択することで、課題の参照、保存ファイルの参照などを行う

③テキストから愛知教育大学の飯島研究室のサーバにリンクを張り、作図ツールＧＣ/Javaを利

用する

④作成したファイルは、飯島研究室のサーバに保存する

⑤ワークシート、ポートフォリオなどを活用し、生徒の手元に学習結果が残るように配慮する

・ワークシート上で実験・予想

・作図ツールで作図・実験・検証

・ワークシート上で課題の条件変更・一般化を行い、新たな課題を作成し、結果を予想

・作図ツールで新たな課題を作図・実験・検証し、その結果をプリントアウト

・ワークシートなどは、すべてポートフォリオにファイル
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本校ホームベージ テキストのトッブベージ
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GC/Javaのオンライン保存データＧＣ/Javaのフルモード
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保存ファイルを呼び出す 授業記録

ＧＣ/Javaをフルモードにして、自由に作図をして実験・試行錯誤・予想の検証等を行う。そして、

そのファイルをオンライン保存で愛知教育大学のサーバに保存する。それらのファイルは一覧として

表示されるので、ファイルを呼び出して変更したり、他の生徒のファイルを閲覧することも簡単にで

きる。また、授業記録も公開した。
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（３）GSPからＧＣ/Javaへの切り替え

以上のような学習システムを実現するためには、本校が利用してきた作図ツールGSPから、ＧＣ／

Javaへの変更が必要である。そこで、筆者が授業を持っている３年ろ組、に組の60人に対しては、

2002年10月末よりＧＣ/Javaを利用した授業を行った。

それに伴い、インターネット環境やＧＣ/Javaについて生徒へのアンケートを実施した。質問項目

の一部とそれらへの回答の結果は、次の通りである。

[１］あなたの家からのインターネット接続環境は、

次のどれですか？

l常時接続（時間を気にせずにできる）

２接続（ダイヤルアップ）

３接続できない

[４］ＧＣ/Javaは、ＧＳＰ（スケッチパッド）より使い

やすい

１そう思う

２ややそう思う

３あまりそう思わない

４思わない

[５］［４］の理由を下から選んでください。複数回答可能です。

ｌ正多角形を簡単にかけるから

２［Shift］キーで点を折れ線、曲線上を動かせるから

３軌跡が消えないで残るから

４簡単に図形全体の大きさを変えられるから

５点を先にとって直線などを描くから

６直線や円上を動く点をメニューから選んで描くから

７線分を直線に変更できるから｜人数
８オンライン保存（愛知教育大学’４０３４

３５－－３１ ３５ 

のサーバに保存）できるから
３０ 

９一覧からファイルを選んで読み’２５

2７ 

1２ 

込めるから

１０ホームページから使えるから

１１家からインターネット経由で使

1８ 2０ 

１５ 

１０ iliiiiiIi ５ 
えるから

０ 

１２その他 １２３４５６７８９１０１１１２回答番号

－１８９－ 



その他の内容は、以卜のようであった。

・GSPの方が慣れているから。直線などを引いた後、もう一度アイコンを直すのがIlIi倒。しかし、

いい所もたくさんある。

・点とか線を描きにくい。

.あまり使い慣れていないから､。コマンドを１回llInl選ばなければいけないから。

・ＧＳＰにやっと慣れてきた頃だったから。

.まだあまり慣れていないから。

・機能が増えて単純なことがやりにくいが、慣れれば使いやすくなると思う。

・すべての面で細かい作業が行えるため。

・使い方がいまいちよ〈わからないので。

以上の結果より、インターネット環境に関しては、かなりの家庭が接続できる環境にあるが、接続

できない家庭も存在する。したがって、レポート提１１}瀞にUL1しては、‐|分な配慮が必要である。

また、使用開始から短時間しかたっていない段階のアンケートにもかかわらず、ＧＣ/Javaに関す

る評価は高い。質問[5]の回答数が多い１，２，３は、いずれもGSPでは実現されていなかった機能

である。特に、自分の考えによって自由な発想で作図し、図形を変化させなければならない課題学習

においては非常に便利な機能であるので、評価が高かったと思われる。

（４）授業の実践内容

ＧＣ/Javaと学習システムを利１１]して、実際にどのような授業を行ったかについては、授業記録

http://www・nara-wu・acjp/fuchuko/Math/Digital-Text/jugyoukiroku､htm

を見て頂きたい。この記録は授業の終了ごとに更新し、本校公開研究会における公|)M授業までに、ど

のような授業が行われたかを参加者に事前に知っておいてもらうことも兼ねて公i;Mしたものである。

なお、公開研究会の指導案は、以下で公開しているので参照して頂きたい。

http://www､nara-wu､ac､jp/fuchuko/Math/O2Lesson-PIan/O2Lcsson-Planhtml 

４．４結論と課題

（１）アンケート結果より

前述したように、インターネットに接続可能な家庭は100％ではない。したがって、学校と家庭に

ＮＣ学習環境を用意できても、家庭からアクセスできない/|：徒が存在する。また、授業記録にもある

ように、カリキュラムの|則係で課題学習に十分な時''１１をかけることができなかった。

そのため、意図したようなインターネット（Web）を目111に利用した学習を行うことはできなかっ

た。このことは、2002年11ﾉ]の公開研究会前に実施したアンケートの次のような結果からも明らかで

ある。

［２］本校のホームベージヘ接続して，家でGC/Javaを使っ

たことがありますか？

１ある

２ないが使おうと思ったことはある

３ない

1９０－ 



[３］家でGC/Javaを使って，ファイルを保存したことが

ありますか？

１ある

２ないが保存しようと思ったことはある

３ない

１ 

２Ｍ 

Ｉ 

3 

98、

［３］については、１月末が締め切りのレポート提出の際にはかなりの生徒が家庭からアクセスし

て保存しているので、あくまでもＧＣ/Javaによる学習の初101の段階のデータであることに注意して

欲しい。

（２）仮説の検証

研究の仮説

仮説３：インターネット（Web）を利用した学習システムは、学校と家庭における学習環境

を統一できるので、生徒は学習に取り組みやすぐなる

は、指導者として生徒の反応や直観から判断すると、正しいと考える。

しかし、検証に必要なデータ（アンケートやインタビュー）が十分ではなく、最後に提出させたレ

ポートのファイルのチェックも、現在のところ時間のUM係で-|･分に行われていない。したがって、こ

の仮説については今後も継続して研究を進めなければならない。その際、本校以外の学校にもＧＣ/Java

やそれに関する実践を公開するなどして、様々な環境で検証できるように考えていくことが、今後の

課題である。
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