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「宮川先生と特活を語る会」の記録 

～一問一答～  

 

  冒頭，語る会の資料の表紙の写真を見て，この写真から実に様々なことが学べるとい

う話がありました。また，宮川先生はたくさん例を挙げながらお話してくださいました

が，字数の関係などから割愛させていただいたものもあります。ご了承ください。 

 

小学校小学校小学校小学校 

 

【学級活動】 

ＱＱＱＱ    議題議題議題議題ポスポスポスポストトトトだけではだけではだけではだけでは無理無理無理無理があるがあるがあるがある。。。。どうやってどうやってどうやってどうやって議題議題議題議題をををを集集集集めめめめ，，，，選定選定選定選定するかするかするかするか教教教教えていただきえていただきえていただきえていただき    

たいたいたいたい。。。。 

Ａ 生活上の諸問題を解決したり，学級の生活を楽しく充実させるために問題を見出した

りするために，背面黒板などを活用している場合がある。そこには，「学級活動コーナ

ー」と言ったり「みんなのコーナー」と言ったり，そういう所が用意されていて，そこ

にポストが置いてある学級もある。学校全体で共通理解をして，そういうふうに作って

いるところもある。 

私がやったことがあるのは，背面黒板を利用し，その下のロッカーに細い短冊を用意

しておく。短冊は，親の協力を得て，学級通信で縦横の寸法をお知らせしてたくさん集

めた。その短冊は，話し合い中にも活用できるのでどっさり準備しておく。親も短冊を

作るぐらいなら協力できると言う。子どもたちが，ふだんおしゃべりをしたり，給食を

食べたりしている時，そういう時に話題に気がつくことがある。私も給食のグループに

入って食べていて，２月頃，お雛様の話をしていると，「先生，学級のお雛様をつくっ

たらいいんじゃない。」という子がいた。「あっ，いいね。」と目を丸くすると，子ど

もは先生が喜んでくれたと思うから，すぐ短冊を持ってきて「学級のおひな様を作ろう」

と書く。すると，そのテーブルの３・４人の子どもたちが提案者になり，背面黒板に貼

ることになる。 

このようなことが普段の生活の中でたくさんあり，どんどん背面黒板に貼られる短冊

が増えていくことになる。そして，「これはいつか日をきめてやろう。」とか，「これ

は明日の学級活動で決めたらいいね。」とか，「これは帰りの会でも決められるんじゃ

ないの。」などと，そのような感じで出た話題をどうするかと話し合うこと自体も自治

的活動の重要な仕事である。 

気がついたら短冊にすぐに書いて貼るという方法もあるが，ポストにはポストの意味

がある。 

埼玉の浦和のある学校で特活の研修をやったときには，「困ったことポスト」とか「や

ってみたいポスト」とか，３つか４つポストの色を変えて作った。そうしたら，どんど

ん話題が出るようになった。そんな例もあることだから，様々子どもたちと考えればよ

い。どうしたら話題がたくさん集まって，どんどんみんなで解決できるかということを，
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常に教師は子どもたちに投げかけてやればよい。一緒に考えてやればよい。そうすると

どんどん限りないくらい出てくる。 

また，２年生がちょっと議題が出てこなくなったら，「３年生に聞いてらっしゃい。」

とか「６年生のお兄ちゃん，お姉ちゃんの所に行って聞いてらっしゃい。」と声をかけ

ればよい。そうすると，休み時間に行って聞いてくる。このようにすると，議題ポスト

にも入るし，聞かれた６年生の方でも自分たちの議題などを振り返り，頑張るわけであ

る。 

このような形で，学校の中は様々な学びがある。それが互いに関わったらばいろんな

工夫ができてくるのではないだろうか。また，交流している学校があったら，「おたく

の学校はどんなふうにしてやってます。」と聞いてみるのもいいだろう。いろいろ広げ

たり，問題意識を高めたりしていけばよい。 

 

ＱＱＱＱ    意見意見意見意見のののの集約集約集約集約のののの仕方仕方仕方仕方をををを教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。 

Ａ １年生が教室で小鳥を飼っていて，そばに置いておくとうるさいから，どこに置くか

相談したいということがあった。小鳥をどこに置くかということについては，先ずもっ

て「どんな所に置くことが考えられるか」ということを「①出し合う」という段階があ

る。これだったらみんな一生懸命探す。算数や国語の時に活躍できない子も，教室を見

回して一生懸命発言する。次の段階は，「さぁ，たくさん出たねぇ。でも，先ず小鳥の

ことも考え，みんなのことも考え，そして，どうしたらいいか，どれがいいか，いろい

ろ考えてみよう。」ということになる。そうすると次は，出た意見について「②比べ合

う」という段階になる。そうすると，これはこうだから，これはこうだから，だから，

だから，だから，だからと，今度は訳がいろいろ出てきて，その訳から，みんなや小鳥

にとってどれがいいかというのは，おのずからぐっとしぼられてくる。そして，２つか

３つにしぼられてきたときに，多数決などせず，「３つともいいから，１週間ずつとか

１ヶ月ずつとかやってみればいい。」ということにする。 

①出し合う・②比べ合う・③まとめる」この話し合いの簡単な展開，パターンを繰り

返し経験していけば，意見の集約の仕方が身に付き，２，３，４年と進む中で，多数決

などほとんど必要ないという事が子ども自身分かってくる。 

 

ＱＱＱＱ    少人数少人数少人数少人数のののの学級学級学級学級のためのためのためのため，，，，話話話話しししし合合合合いいいい活動活動活動活動でででで，，，，建設的建設的建設的建設的なななな意見意見意見意見がががが出出出出にくいにくいにくいにくい。。。。建設的建設的建設的建設的なななな意見意見意見意見をををを鍛鍛鍛鍛

えるえるえるえる効果的効果的効果的効果的なななな指導法指導法指導法指導法があったらがあったらがあったらがあったら紹介紹介紹介紹介いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。 

Ａ 前述のような話し合いをしていけば，教師の方が価値の高いものを求めすぎなくても，

その活動や話し合う議題に応じた話し合いができるようになる。 

議題によって，その話し合いの深まりとか広がりというのは違うので，どんどん積み

重ねればどんどん深まるなどというものではない。活動の種類によって違うのだから，

教師の方の高い価値観でもって，「これは建設的ではない」「これは建設的だ」と，い

うようには考えない方がいい。 

みんなで決められたということに価値を見出して「よかったね。みんなで決められた

ね。」という経験をさせることが大事である。 
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ＱＱＱＱ    放課後放課後放課後放課後をををを利用利用利用利用してしてしてして計画委員会計画委員会計画委員会計画委員会をををを行行行行っていたがっていたがっていたがっていたが，，，，文部科学大臣文部科学大臣文部科学大臣文部科学大臣のののの「「「「宿題宿題宿題宿題」「」「」「」「放課後放課後放課後放課後のののの補補補補

習習習習」」」」のののの発言以降発言以降発言以降発言以降，，，，放課後放課後放課後放課後をををを「「「「学力向上学力向上学力向上学力向上のためののためののためののための補習補習補習補習」」」」のののの時間時間時間時間にににに割割割割りりりり当当当当てられてられてられてられ，，，，計画委員計画委員計画委員計画委員

会会会会をををを行行行行いにくくなったいにくくなったいにくくなったいにくくなった。。。。基礎学力基礎学力基礎学力基礎学力のののの向上向上向上向上のののの大切大切大切大切さはさはさはさは分分分分かかかかるがるがるがるが，，，，子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに活動活動活動活動のののの時間時間時間時間

をををを確保確保確保確保してやるしてやるしてやるしてやる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるえるえるえる。。。。他校他校他校他校ではではではでは，，，，どのようにしているのかどのようにしているのかどのようにしているのかどのようにしているのか，，，，またまたまたまた，，，，全国全国全国全国

的的的的にはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような傾向傾向傾向傾向なのかなのかなのかなのか教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。 

Ａ 話し合いが積み重ねられ，問題が処理されていくためには，計画委員会という組織が

活躍して，はじめて１時間の中でこんなに話し合いができたということになる。その計

画委員会の役割も，１年生の時から先生のお手伝いの仕事としてやりながら，経験的に

分からせていく。１年生の頃から計画委員会の仕事を交代で経験させ，積み重ねていけ

ば，２，３年生あたりでは，本当に時間をかけないで簡単に計画委員会ができてしまう。

そうすれば，ちょっとした空き時間に行うことができる。 

ある曜日の放課後とか，お昼休みとか，みんなと決めた時には，どんなに忙しくても

やるようにする。「先生ちょっと忙しいんだ。」などと言っても，「だめ，先生。決ま

ってんだから。」と，子どもが言うようになる。慣れてきたら，時にはわざと「今日，

先生，校長先生に呼ばれてんだよ。みんなだけでやっててくれる。」などと話し，任せ

るような場を設定する事も指導の一つである。 

そういう形で考えたときに，方法論として，給食のとり方はどのようにしているだろ

うか。固定的に生活班を使っていないだろうか。給食を食べるグループを計画委員会の

メンバーにして，給食を食べながら，会食の話題の一つとして，「明日の学級活動の話

し合いの司会は誰にする？」とか「こんなこと気をつけなくちゃね。」とか，給食を食

べながら計画委員会を行う方法もあろう。 

また，給食の時間は楽しい会食をするというのであれば，会食のグループの作り方は

いろいろ考えればよい。誕生日グループとか，通学班グループとか，子どもたちのアイ

ディアで，どのような楽しいグループを作るかという学級会の議題としてもよいのでは

ないだろうか。 

そんなことを考えたときに，宿題がどうだとか補習がどうだとか，そういうことに振

り回されないでほしい。今，国で言っているのは，ＯＥＣＤの調査で国際比較をしてみ

たら，日本の場合，小・中・高等学校を通じて家で本を読むことが世界の二十何カ国中

一番下だったとか，家で勉強する時間が非常に短いということから言っているだけの話

である。 

ある小学校で，木曜日の６時間目に補習の時間を作ったそうである。補習の時間をど

のようにして確保したかと聞くと，「クラブ活動の時間を半分にしました。」と，言う

ので，「私を特活担当だと知って言っているのか？」と言ったら恐縮していた。（笑） 

時間を減らした以上に教科で教える内容を減らしている。だから，ゆとりを持って指

導できるようになっているのに，なぜわざわざ補習まで小学校でやるのか。別にやった

からだめだと言う意味ではないが，あまり振り回されず，「本校は，１時間１時間の教

科の授業を大事にしているから，あまりプラスの時間を作ったり，塾を学校に持ち込ん

だりするようなことはしなくてもいい。」と胸を張って言えるようにしてほしい。 
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例えば，２時間目，３時間目の業間の時間とかお昼休みというのは，休み時間であり，

遊び時間でもあるが，様々な生活の時間でもある。そういう中で，授業のノートをとる

のが遅れていた子はとる場合もあるだろうし，トイレに行きたい子はトイレに行くこと

もあるだろうし，計画委員会の打ち合わせをすることもあるだろうし，児童会の委員会

の仕事をやらなければということもあるだろうし，そのようないろいろなことをやる時

間が実は休み時間なんだという年度当初のオリエンテーションが必要である。どこか教

師の方で「休み時間は遊び時間だ。」と決めつけていると，遊び時間を奪いたくないと

思ってしまう。そうではなくて，始業前の朝の時間も放課後も含めて，休み時間とは生

活の時間なのである。委員会の仕事は中学校も小学校も同じであろう。授業時間以外の

時間がどういうことをする時間なのかというのは，学級活動（２）でちゃんと指導しな

ければならない。学級活動とは言わなくても，年度初めに，学校生活はこういうものだ

とオリエンテーションをやらなければならない。 

ということを含めて考えると，時間がないはずはない。考え方を切り替え，いろいろ

工夫すればかなりのことができるのではないかと思う。 

 

《語る会での質疑応答》 

ＱＱＱＱ    「「「「めあてめあてめあてめあて」」」」についてについてについてについて 

例例例例えばえばえばえば，，，，本時本時本時本時にににに「「「「みんなみんなみんなみんな１１１１回回回回はははは話話話話をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう。」。」。」。」などというめあてをなどというめあてをなどというめあてをなどというめあてを立立立立てることをてることをてることをてることを

しているしているしているしている場合場合場合場合があるががあるががあるががあるが，，，，それはめあてにはならないのかそれはめあてにはならないのかそれはめあてにはならないのかそれはめあてにはならないのか。。。。 

Ａ 私は，そういう問題ではないのではないかと思う。算数や国語の時間に，そういうめ

あては出ているだろうか。毎回，「今日の国語の時間は１回は発言しましょう。」など

というめあては立てないであろう。確かに，学級会の場合は総意を決めるわけだから，

みんなの考えを出さなければならないのだが，そういう形式的なものではないと思う。 

  一番大事なのは，もう議題がめあてになっているということと，その議題がどうして

提案されたのか，そのわけが大事なのである。その提案理由の実現を目指すための話し

合いなのだから，みんなが発言しようだとか，大きな声で話そうだとかということは下

位目標ではないのか。もっと，その「議題」「提案理由」「提案者の思い」を，みんな

で実現することが，直接的な学級会の話し合いの目標になるのではないのか。 

  だから，例えば，子どもたちが３０人いれば３０人が，国語や算数の教科の時間に全

員が１時間の中で話し合いをしているかと言えばそうでもないと思う。無理に，形式的

にというよりは，まず，この議題の意味やみんなの協力で実現することが大事なので，

そっちの方が大きなめあてになるであろう。そのめあてになるのが提案理由だと思う。 

めあてがあることは悪いことではないと思うが，議題や提案理由があり，めあてもあ

って，いっぱい黒板のところに書いたり貼ったりするのはどうかと思う。話し合いを難

しくしてしまうのではないかと思うのだが，どうだろうか。 

文部科学省の立場としてバッテンだと言う意味ではないが，大切なのは，何を大事に

するかということと，あまり難しくしないということである。 
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ＱＱＱＱ    「「「「計画委員会計画委員会計画委員会計画委員会」」」」についてについてについてについて 

        計画委員会計画委員会計画委員会計画委員会にににに自分自分自分自分もももも入入入入ってってってって助言助言助言助言するがするがするがするが，，，，絞絞絞絞りりりり込込込込んでんでんでんで話話話話しししし合合合合いをいをいをいを進進進進めるようめるようめるようめるよう助言助言助言助言をするをするをするをする

とととと，，，，話話話話しししし合合合合いがいがいがいが活発活発活発活発でなくなることがあるでなくなることがあるでなくなることがあるでなくなることがある。。。。逆逆逆逆にににに，，，，あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも広広広広げてしまうとげてしまうとげてしまうとげてしまうと，，，，意見意見意見意見がががが

出出出出すぎてすぎてすぎてすぎて収拾収拾収拾収拾がつかなくなってしまうこともあるがつかなくなってしまうこともあるがつかなくなってしまうこともあるがつかなくなってしまうこともある。。。。計画委員会計画委員会計画委員会計画委員会ではではではでは，，，，どのどのどのどの程度程度程度程度までまでまでまで話話話話しししし

合合合合いのいのいのいの骨組骨組骨組骨組みをみをみをみを立立立立てたらよいのだろうかてたらよいのだろうかてたらよいのだろうかてたらよいのだろうか。。。。 

Ａ これも議題によるであろう。何とかの集会をしようということになると，いつやるの

か，場所はどこでということになるが，これはなにもみんなで決めなくてもよい。例え

ば，何とかのプレゼントをしようなどというと，そのプレゼントの内容だけ決めればい

いわけである。そのように，その議題の種類によって，その話し合いの柱立ても違って

くるので一概に言えないのではないだろうか。 

経験を積んでいる子どもたちは，話し合う内容によって，１時間ではこれこれこれな

ら決められそうというのが分かる。「１時間ではこれに時間がかかりそうだから無理だ

よ。」だとか，「そうすると，このことについては学級会の前の日の帰りの会でちょっ

とやっとかないとだめだ。」だとか。そういうのが，自治的な能力を身に付けさせるこ

とである。その提案を実現するためには，どんな活動が考えられるのかということで，

時間の中で話し合うのはこれとこれだ，これは事前の，これは終わってからの次の日の

朝の会でもできるんじゃないかとか，そういうことをどうするのか考え合って，それが

積み重なっていくとだいたい４年生以上は，ほとんど子どもが全部決めたとおりにでき

るようになる。できないというのは経験不足なのである。だから，機械的には言えない

が，一度やったときに話が途中で終わってしまったとしても，それはそれでいいのであ

る。その時の子どもたちの問題意識によって，３つ決めることが１つしかできなかった

ということがあるわけなので。 

今日の語る会も，スケジュールどおりに話は全部いかないであろう。同じ事で，そう

いう経験から子どもたちが学ぶ。だから，「この間はこうだった。」「それは，準備不

足だったからじゃない。」｢だから今回は，アンケートをとっておいて，表にまとめてお

いたらこの話し合いは一時間でできそうだ。｣「発表なんかしてたら間に合わないんじゃ

ないか。」などというのは，１年生からの経験で，中学年になれば分かってくる。そし

て，そう考えたけれども，そうならないことがあってもいいのが学級会だと思う。「み

んなが考えたからだよね。いろいろ考えたから１つしか決められなかったんだよね。い

いんだいいんだ，これでいいんだ。」ということを言えば子どもたちは安心するのでは

ないだろうか。そうしたら，もう次の日の朝の会は，１分間スピーチを２人やることに

なっていてもそういうことは後回しにして，決めることが残っているのをやるんだなど

と，弾力的な学級運営をしなければならない。そういうふうに，子どもたちの話し合い

だとか，子どもたちの問題解決を尊重する生活をどう作っていくかということが大切で

ある。 

しかし，国語や算数ではそうはいかない。ちゃんとその指導のめあてをきちっとやら

なければならない。 
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ＱＱＱＱ    ①①①①「「「「めあめあめあめあてててて」」」」についてについてについてについて    ②②②②「「「「児童会活動児童会活動児童会活動児童会活動とととと学級活動学級活動学級活動学級活動のののの関係関係関係関係」」」」についてについてについてについて 

①①①①    中学校中学校中学校中学校のののの学級活動学級活動学級活動学級活動をををを見見見見せていただいたときにせていただいたときにせていただいたときにせていただいたときに，，，，正正正正にににに，，，，１１１１人人人人１１１１回発表回発表回発表回発表しようとかしようとかしようとかしようとか，，，，人人人人

のののの話話話話をよくをよくをよくをよく聞聞聞聞こうとかこうとかこうとかこうとか，，，，大大大大きなきなきなきな声声声声でででで発表発表発表発表しようというようなめあてがあったしようというようなめあてがあったしようというようなめあてがあったしようというようなめあてがあった。。。。前前前前のののの

小学校小学校小学校小学校ではではではでは，，，，そのようなものはめあてではないというそのようなものはめあてではないというそのようなものはめあてではないというそのようなものはめあてではないという話話話話しししし合合合合いをしたことがあったいをしたことがあったいをしたことがあったいをしたことがあった

がががが，，，，実際実際実際実際にににに授業授業授業授業にににに参加参加参加参加してみるとしてみるとしてみるとしてみると，，，，１１１１人人人人１１１１回回回回はははは発表発表発表発表しようというめあてがないとだしようというめあてがないとだしようというめあてがないとだしようというめあてがないとだ

めかなとめかなとめかなとめかなと思思思思えるくらいえるくらいえるくらいえるくらい，，，，しゃべらなくなってしまうしゃべらなくなってしまうしゃべらなくなってしまうしゃべらなくなってしまう。。。。やはりやはりやはりやはり必要必要必要必要なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと感感感感じるじるじるじる

がががが，，，，いかがなものだろうかいかがなものだろうかいかがなものだろうかいかがなものだろうか。。。。 

②②②②    今今今今いるいるいるいる小学校小学校小学校小学校ではではではでは，，，，児童会児童会児童会児童会のののの方方方方でででで月毎月毎月毎月毎のめあてをのめあてをのめあてをのめあてを決決決決めてめてめてめて，，，，それをそれをそれをそれをクラスクラスクラスクラスのののの方方方方におろにおろにおろにおろ

してきてしてきてしてきてしてきて，，，，各各各各クラスクラスクラスクラスでよりでよりでよりでより具体的具体的具体的具体的なめあてをなめあてをなめあてをなめあてを立立立立てることになっているてることになっているてることになっているてることになっている。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると，，，，

月何回月何回月何回月何回とととと決決決決まっているまっているまっているまっている学級活動学級活動学級活動学級活動のののの時間時間時間時間をををを，，，，具体的具体的具体的具体的なめあてをなめあてをなめあてをなめあてを立立立立てるためにてるためにてるためにてるために１１１１時間時間時間時間，，，，

そしてそしてそしてそして，，，，反省反省反省反省のためにのためにのためにのために１１１１時間使時間使時間使時間使うことになるうことになるうことになるうことになる。。。。大変大変大変大変いいことだといいことだといいことだといいことだと思思思思ったがったがったがったが，，，，２２２２時間時間時間時間

もももも取取取取られてしまうともったいないなとられてしまうともったいないなとられてしまうともったいないなとられてしまうともったいないなと感感感感じじじじ，，，，提案提案提案提案してしてしてして２２２２ヶヶヶヶ月月月月にににに１１１１回回回回とととと変変変変えたえたえたえた。。。。しかしかしかしか

しししし，，，，それでもまだもったいないなとそれでもまだもったいないなとそれでもまだもったいないなとそれでもまだもったいないなと感感感感じているじているじているじている。。。。このことについてはどうこのことについてはどうこのことについてはどうこのことについてはどう考考考考えたらえたらえたらえたら

よいかよいかよいかよいか教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。 

Ａ 私は子どもの頃北海道にいた。当時，まさしくそのような学校集団作りという大きな 

課題のもとに学級があるような，「学級は，児童会，生徒会の下部組織だ」という考え が

あった。それは，今考えると根本的に間違いである。学級は児童会の下部組織ではな く，

全然別物である。しかし，児童会は全校のことを考えているのだし，各学級の意見 を取

り上げたりもする。 

生活目標について話し合うというのは，古い集団主義教育の発想が残っているやり方

である。そのような発想ではなくて，児童会も活動を作り上げていくための代表委員会

をするべきだし，児童会は生活を律するための組織ではない。児童会関連のことを学級

で話し合う場合には，朝の会や帰りの会でよいのではないか。例えば６年生を送る会が

あって，何か学年毎に出し物みたいなものを決めるということになった時に，学級会で

話し合うということはあり得る。それは，まかりならんということではない。しかし，

一般的には，朝の会や帰りの会の話し合いで，ちょっと時間を確保して話し合うという

ことでよろしいのではないか。それから，学級会の議題があったら，３分の１くらいの

時間をかけてそのことをやって，１単位時間内に２議題をやるということもあり得るだ

ろう。議題についてどうするのかということは，子どもたちと共に相談していくように

すればよい。 

児童会関連の議題が，学級会でやるものだという指導計画になっている学校があると

したら，早く直してもらいたい。先生が疑問に思ってらっしゃるとおりで私はいいと思

う。ただ，生活上の諸問題といった時には，児童会の活動も，もちろん視野に入ってる

ということを踏まえて，すべて切ると言う意味ではない。 

 

ＱＱＱＱ    「「「「提案理由提案理由提案理由提案理由・・・・黒板黒板黒板黒板のののの活用活用活用活用のしのしのしのし方方方方」」」」についてについてについてについて 

        本校本校本校本校ではではではでは，，，，提案理由提案理由提案理由提案理由についてはについてはについてはについては前前前前もってもってもってもって話話話話がありがありがありがあり，，，，子子子子どもたちにはそれぞれどもたちにはそれぞれどもたちにはそれぞれどもたちにはそれぞれ提案理由提案理由提案理由提案理由

がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと書書書書かれたかれたかれたかれた紙紙紙紙をををを持持持持っていてっていてっていてっていて，，，，そのそのそのその紙紙紙紙にににに自分自分自分自分のののの意見意見意見意見をまとめてきているをまとめてきているをまとめてきているをまとめてきている。。。。そそそそのたのたのたのた
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めめめめ，，，，提案理由提案理由提案理由提案理由がががが黒板黒板黒板黒板にににに書書書書かれないかれないかれないかれない場合場合場合場合もあるもあるもあるもある。。。。どういうどういうどういうどういう部分部分部分部分をををを黒板黒板黒板黒板にににに出出出出してしてしてして全体化全体化全体化全体化するするするする

のかのかのかのか，，，，話話話話しししし合合合合いをしていくためにはいをしていくためにはいをしていくためにはいをしていくためには何何何何がががが黒板黒板黒板黒板にあればよいのかにあればよいのかにあればよいのかにあればよいのか教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。 

Ａ さっき背面黒板の話をしたが，議題になるような物がいくつか短冊に書いてあって，

その中からどれを学級会の議題にするか決める。決まったら今度は次の日の帰りの会な

どに，こういう理由で決まったなどと話をするのだが，それをきちっとした提案理由に

まとめたものを短冊や磁石黒板などに書き，背面黒板に貼っておく。それを，話し合い

の時には正面の黒板の方に持ってくればよい。私に言わせると，やっぱり話し合いで一

番大事なのは，議題が出されたその提案理由が大事であると思う。だから，当日の黒板

にまずもって書かれなければならないのがそれである。 

  それから，よく授業を見に行くと，学級会ノートみたいなものがあって，家で書いて

きたものに先生が赤丸をつけていたり，線など引いていたりして，「いいんじゃない！」

などと書いている。意図的ではないだろうか。あくまでもメモとしての，記録としての

ノートである。だから「書いてあるでしょ。発表しなさいよ。」などと言うことがある

が，「なんだそれはっ！」という感じがする。普通，会議でそんなことはしていないで

あろう。必要な場合はメモを参考にして意見を言うが，それはたまたま考えをふくらま

しておくために事前に用意しておいただけで，話し合いは，みんなの意見を聞きながら

どんどん変わっていくものである。だから，そのようなノートは常に机の上に出してお

くべきものではない。あくまでも事前にメモしておいたり考えをしたためておいたりし

て，後でまた決まったことをメモし，自己評価もするというノートにするのはかまわな

い。しかし，ほとんど機械的にそれを見て発表している授業場面が多い。 

教科的な発想はなるべくやめて，その状況で考えながら，「ぼくは，最初こうやって

賛成意見を出したんだけど，誰ちゃんの考えを聞いてたら，こっちの方も大事だと思う

ようになりましたので，考えをちょっと変えたいと思います。」と言えるようにしてい

きたい。そういうことを１年生から経験的にやっていく。どんどんどんどん，様々な友

達の考えのよさを統合する話し合いが大事である。書いてあると，それにこだわってず

っといく場合があるが，そうではないという意味も含めて，ノートはいつも出しておく

ものではない。「どうだったっけな？」と見たい時には見てかまわない。話し合いの流

れの中で，気付いたこと，疑問に思ったことを出し合っていこうということが，ちゃん

と指導されてあればよい。 

そういう場合に，黒板には何が最低なければならないかというと，「議題名」であり，

議題の「提案理由」であり，「話し合うこと」であり，決まっていることがあれば「決

まっていること」が示されているべきである。それがあれば，状況によっても，議題の

種類によっても違うだろうし，多様な運営があってよい。ただ，「めあてが掲げられて

いる」というのは，だいたいが教師の発想である。「友達の話をしっかり聞く」だとか，

「大きな声で話しをする」などというものは教科の目標であり，特活の目標ではない。

特活の目標は何かといえば，「自分にもみんなにもよく，全員が納得できる実践目標を

決める話し合い」である。だから，いろいろ出し合って，比較検討して，みんなが納得

する実践目標を決められさえすればよい。それが特活である。声が小さいとか話が聞こ

えないとかは，それは教科指導が悪いからである。しっかり聞くとか，みんなに分かる
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ように伝えるとか，メモ取りながら聞くとかというのは，これは国語科の目標である。

だから，話し合いの指導は，まずもって国語の第一の役割である。話し合うというのは，

算数の時間も，理科の時間も，総合の時間も，みな話し合っている。だから，学級会の

時間だけ話し合いの指導やルールが出てくるのはおかしい。それはもう，教科でしっか

り指導されているのだから。極端に言えば，学級会ならみんなで納得できるものを決め

られさえすればよい。子どもは，「声がちっちゃい」などといろいろなことを言われる

と「もう，しゃべるか。」という気にならないだろうか。私がそうなら，もう，「くそ

食らえっ！」と思ってしまう。この時間は，成績だとかそういうものに関係なく自由に

ものが言えるという時間でなくてはならない。その辺のところを考えて，話し合いの上

手下手というのは，「自分の教科の指導が十分じゃなかったんだ…」と思わなければな

らない。また，その議題についての共通理解の時間をちゃんととっていなかったとか，

そういうようなことを反省するべきである。あとは，そういう基本的な指導計画を，学

校としてちゃんと共通理解した上で，子どもたちが様々な工夫をして，いろいろ改善し

ていくのは，それは結構なことだと思う。 

 

【児童会活動・クラブ活動】 

ＱＱＱＱ    委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動でででで，，，，地域地域地域地域ボランティアボランティアボランティアボランティアにににに協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いできるいできるいできるいできるケースケースケースケースはははは，，，，どんなものがあるどんなものがあるどんなものがあるどんなものがある

のかのかのかのか。（。（。（。（図書委員会図書委員会図書委員会図書委員会でのでのでのでの，，，，地域地域地域地域のののの図書図書図書図書ボランティアボランティアボランティアボランティア委員委員委員委員のののの活動等活動等活動等活動等）））） 

Ａ 委員会活動で地域ボランティア云々というのは，ちょっとどうなのか。地域ボランテ

ィア，学校ボランティア等いろいろな呼び名があるが，基本的には学級活動（２）の指

導の中に入ってくるとか，学校行事で入ってくるとかではないだろうか。児童会の委員

会活動は，子どもたちが自分たちで活動するという事なので，あまり，考え過ぎない方

がいいと思う。委員会でどうこうということよりも，学校ボランティアで地域の実態や

ら学校の状況を考えて，例えば，勤労生産なんかで農業の達人の方たちに…だとか，読

書ボランティアでといったときには，当然図書委員会も関われるだろうとか，そのよう

なな関連的なことであって，積極的なことではないと考えた方がよいのではないだろう

か。 

 

ＱＱＱＱ    集会活動集会活動集会活動集会活動のののの内容内容内容内容でででで，，，，ありきたりなものありきたりなものありきたりなものありきたりなもの以外以外以外以外におもしろいものはないかにおもしろいものはないかにおもしろいものはないかにおもしろいものはないか。。。。 

Ａ 集会の内容で，ありきたりのものとかマンネリ化とかよく言われる。しかし，それは

教師にとってはマンネリかもしれないが，子どもにとっては課題であればよいのである。

例えば，児童集会として「おひな祭り」をするときに「今年は，昨年のおひな祭りとち

ょっと一味違うこんなことを出して行こう。」とその集会委員会が考えたとか「代表委

員会で，ちょっとその違いをどうするかっていうのを考える」という程度に考えればよ

いのであって，教師の意識が強いのではないだろうか。修学旅行の行き先もマンネリと

言うが，教師が「飽きた」と言っているだけであろう。その辺のところを子どもたちと

考えなくてはいけない。教師の方が積極的に子どもたちに話題提起，問題提起して行く

のだったら，特活関係の本などを見て，他でどんなことやってるんだろうと情報収集し，

子どもたちに「みんなねぇ，例えばねぇ，東京の学校の子どもたちはねぇ，こんな集会
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もやってるようだよ。」などと紹介してあげるのはよいことである。それから「同じ町

内のどこそこの学校ではこうらしいよ。どう，みんな。」というような紹介もあろう。 

  さらには，児童会室がどうなっているかが問題である。私は，学校におじゃますると

必ず「児童会室見せてください。」と言っている。児童会室に５年間なら５年間，１０

年間だったら１０年間の児童会の取り組みが，短冊だとか，なんとか暦だとか，児童会

の歩みだとかが貼ってあるかどうかを見る。実は，それ自体が「あー，こんなことやっ

てたんだ。じゃあ，それの今年版やってみたいな。」などと子どもの問題意識を高める

ことになる。このようなことで創意工夫が広がるのではないだろうか。それから，お兄

ちゃん，お姉ちゃんに聞いてくるだとか，交流している地域や学校があれば先ほど言っ

たような形で情報交換するだとか。そのような形で広げていった中で集会をどうするか

考えていただきたい。 

  今，学校ではどうでだろうか，全国で朝のショートの集会が非常に減った。私がいた

１５００名の新設校でも，毎週金曜日の朝，児童集会をやっていた。隔週で委員会のお

知らせ的なことだとか，ゲーム的なことだとかを交互にやったり，いろいろ子どもたち

と考えてやっていた。先生方のアイディアも子どもたちに出してあげて，子どもたちが

取捨選択して，これは１５分でできそうだとか，できないとか話し合う。おそらく学期

ごとにロングの集会は１回か２回はあるであろう。これはけっこう伝統的になっていて，

内容を今年版にどう工夫するかなどという事が多いのではないだろうか。 

 

ＱＱＱＱ    各委員会各委員会各委員会各委員会ではがんばってではがんばってではがんばってではがんばって活動活動活動活動しているがしているがしているがしているが，，，，学校全体学校全体学校全体学校全体としてのまとまりはとしてのまとまりはとしてのまとまりはとしてのまとまりは今一歩今一歩今一歩今一歩。。。。学校学校学校学校

全体全体全体全体をまとめるためのをまとめるためのをまとめるためのをまとめるための児童会活動児童会活動児童会活動児童会活動にはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような活動活動活動活動があるかがあるかがあるかがあるか。。。。 

Ａ 児童会の全体をまとめるためのだとか，全校集団の凝集度とかはあまり考えず，「１

年生はこんなことを喜んでくれたから，今度全校集会ではこんなことやってみようか。」

などと，集会を積み重ねていくことが大切である。 

静岡県の掛川市のある学校の例である。「気づき，考え，実行する」というＪＲＣの

取り組みでずっとやっている学校だから，子どもたちは常にもっといい方法はないか，

もっといい方法はないかと工夫している。おじゃましたとき，児童集会を２時間続きで

やっていた。「おっ，懐かしいな。」と思い，どんなことやっているのか見てみると，

１時間目がクラブ発表であった。児童会としてクラブの活動状況をみんなに見せて，２

時間目はそのクラブを体験してみる。早い話が，クラブの時間２時間であった。クラブ

の時間に計算しないが，実質子どもの活動が広がっているわけである。創意工夫という

のは，いろいろあるものだなと感じた。 

 

ＱＱＱＱ    ６６６６年生年生年生年生へのへのへのへの負担負担負担負担がががが大大大大きすぎるのではないかきすぎるのではないかきすぎるのではないかきすぎるのではないか。（。（。（。（得得得得るところもるところもるところもるところも大大大大きいきいきいきい。。。。何年何年何年何年かかかか続続続続いていいていいていいてい

るるるる活動活動活動活動だとだとだとだと，｢，｢，｢，｢やらなきゃいけないやらなきゃいけないやらなきゃいけないやらなきゃいけない｣｣｣｣とととと覚悟覚悟覚悟覚悟はしているはしているはしているはしている）））） 

Ａ 「負担」という文字が出てくること自体，なにか違うのではないかと思う。スポーツ

キャスターの青島健太を知っているだろうか。あの子たちが小学校の頃は毎日が６時間

だった。それに学校行事がばんばんあってすごい日課だった。先日何十年ぶりかで会う

と「いやぁ，もうあの頃はメッチャクチャ忙しかった。だけど，充実してた。」と言う
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話をした。子どもたちは忙しくて大変な思いをして，時にはブーブー言うかも知れない

が，実は，それは充実感と表裏一体である。後になれば余計にそれが分かってくる。だ

から，教師の方が，どうも「余計なことをやっている」という気持ちがどこかにあるか

ら，負担っという言葉になってくるんではないかと思う。違うだろうか？確かに負担な

ところはあるのだが，それぐらい頑張らせた方が子どものためにはよいと思う。 

この間も青森の大会へ行ったとき，ある中学校の先生が言っていた。生徒に学校行事

の８割を任せた。そうしたら，とんでもない数のだんごを作ってしまった。教師は「自

分たちでやったことは最後まで責任を持て，頑張れ。先生たちも頑張るから。」といっ

て励ましたら，予想もできないような数をさばいたらしい。その経験が，生徒たちに，

「本当にやればできる」という気持ちを持たせたらしい。彼らにとっては，本気で取り

組む実践課題が欲しかったんだろう。そういうことを考えたら，負担と考えることより

も，もっと重要な課題を彼らに与えてあげてよいと思う。 

 

ＱＱＱＱ    活動活動活動活動のののの時間時間時間時間がとれないがとれないがとれないがとれない。。。。６６６６校時校時校時校時までのまでのまでのまでの日日日日がががが多多多多くくくく，，，，放課後放課後放課後放課後がががが使使使使えないえないえないえない。。。。休休休休みみみみ時間時間時間時間はははは遊遊遊遊ばばばば

せたいしせたいしせたいしせたいし…………。。。。 

ＱＱＱＱ    新教育課程新教育課程新教育課程新教育課程になってからになってからになってからになってから，，，，委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動ととととクラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動のののの時間時間時間時間のののの確保確保確保確保がががが難難難難しくなっていしくなっていしくなっていしくなってい

るるるる。。。。特特特特にににに，，，，委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動のののの時間時間時間時間のののの確保確保確保確保がががが難難難難しいしいしいしい。。。。児童集会児童集会児童集会児童集会のののの計画計画計画計画，，，，常時活動等時数常時活動等時数常時活動等時数常時活動等時数のののの確保確保確保確保

ができたができたができたができた頃頃頃頃ののののレベルレベルレベルレベルでででで活動活動活動活動させるべきかさせるべきかさせるべきかさせるべきか，，，，現状現状現状現状のののの時数時数時数時数にににに合合合合わせたわせたわせたわせた計画計画計画計画でででで活動活動活動活動させるべきさせるべきさせるべきさせるべき

かかかか悩悩悩悩んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。 

Ａ 活動の時間がどうのとあるが，子どもたちが気づいて，そういう時間が欲しいとなれ

ば，学校運営はどうにでも工夫できるはず。時間を作ってあげればよい。 

 

ＱＱＱＱ    平成平成平成平成１２１２１２１２年度年度年度年度のののの調査調査調査調査でででで，，，，大曲仙北郡内大曲仙北郡内大曲仙北郡内大曲仙北郡内のののの小学校小学校小学校小学校ののののクラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動のののの年間実施時間年間実施時間年間実施時間年間実施時間はははは，，，，平均平均平均平均

約約約約２０２０２０２０時間時間時間時間であったであったであったであった。。。。しかししかししかししかし，，，，実施時期実施時期実施時期実施時期ではではではでは，，，，あるあるあるある学期学期学期学期にまとめどりをしているにまとめどりをしているにまとめどりをしているにまとめどりをしている学校学校学校学校がががが

あったがあったがあったがあったが，，，，クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動のののの趣旨趣旨趣旨趣旨からからからから，，，，果果果果たしてたしてたしてたして妥当妥当妥当妥当なのであろうかなのであろうかなのであろうかなのであろうか。。。。 

Ａ 中教審の資料を出すために，学校行事何時間，クラブ何時間，別表の授業時数がどれ

くらい確保されているか，１４年版の調査をやった。そうしたら，現状は惨憺たる状況

であった。クラブ活動２０時間以下が８３．４％である。２０時間以上やっている学校

は１６．６％，３５時間以上やってる学校は１％ある。私は，２０時間以下の学校では，

学習指導要領に示してある「年間，学期，月毎」「児童の興味関心に基づいて計画的に

実施できるようにすること」という趣旨は実現されていないと思う。 

  東北地区には，１・２学期でクラブ終わってしまう学校が多い。もっと計画的，継続

的に行わなくてはならない。 

  クラブは今子どもたちにとっては最高楽しい時間だと，今回も意識調査に出ている。

しかし，「ちょこちょこまとめてやった」とか，「５時間ぐらいやっとけばいいんじゃ

ないか」とか，「学力向上推進校にあるので減らした」などという学校が増えると，２

～３年後のアンケート結果では，興味関心はグンと下がっていると思う。継続的にやる

から興味関心は強くなる。「うちの学校は子どもたちの自主的活動を重視してないんだ」

と宣言するんならいい。教育課程の編成主体は，教育委員会と学校であり，教育委員会
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が管理してるのだから，クラブの時間が５単位時間でも１０単位時間でも，文科省へ呼

んでペナルティーを科すなどという事はしない。しかし，学習指導要領に位置づいてい

ることの意味を十分に考えていただきたい。 

  また，どう保護者へ説明し，保護者も子どもも納得するのか。子どもたちに，「前は

本校も３０時間，３５時間やってた。だけどね，今年は１５時間だけど，みんなこうこ

うこういう訳だよ。」とか，説明してるのだろうか。 

  ある学校で崩壊現象が起きた。その原因は，「学級活動に教師がテストをやったりい

ろんな事やったりして，私たちの活動を大事にしてくれない。クラブ活動もろくにやっ

てくれない。」ということであった。それで崩壊してしまった学校がある。私は，学習

指導要領の趣旨をどう受け止め，どう実現するかということが，正に，その学校の教育

課程経営，管理の考え方にあるかと思う。 

《語る会での質疑応答》 

ＱＱＱＱ    「「「「クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動・・・・委員会等委員会等委員会等委員会等のののの時間時間時間時間のやりくりののやりくりののやりくりののやりくりの工夫工夫工夫工夫」」」」についてについてについてについて 

全国的全国的全国的全国的にはにはにはには，，，，どのようなどのようなどのようなどのような時間時間時間時間のやりくりののやりくりののやりくりののやりくりの工夫工夫工夫工夫があるのかがあるのかがあるのかがあるのか教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。 

Ａ 多くの場合は，月の時間が４回だと考えれば，３回はクラブで４回目は委員会にする。

委員会も話し合い活動に充てる。また，代表委員会が月１回あり，各委員会の話し合い

をまとめる時間として１時間取ることもある。今までそういう時間の取り方が多かった。

最近は，隔週というのが多いようだ。ただどうなのだろう，子どもたちの興心の継続的

なものは…。 

 この間，大阪のある小学校に学校教育実情調査で行ったら，毎週クラブをやっていて，

高学年は１週間２９コマだった。先生方の学校はどうなっているだろうか。東京は２７

コマである。１週間で２コマ違う。これは年間で比べたら大きい。やっぱりそこでも，

「子どもに負担だなどというのは，いい訳…」，「教師の方で考えてどうのこうの」と，

ワーワー話し合っていたが…。大阪の学校でもＪＲＣ活動をやっていた。そういう活動

を限りなく尊重していると言っていた。全国で今，いろいろと試行錯誤している段階な

のかもしれない。 

 

ＱＱＱＱ    「「「「委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動のののの時間時間時間時間のののの確保確保確保確保」」」」についてについてについてについて 

        本校本校本校本校でもでもでもでも委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動はははは月月月月にににに１１１１回行回行回行回行っているっているっているっている。。。。以前以前以前以前はははは月月月月にににに２２２２回回回回あったのであったのであったのであったので，，，，例例例例えばえばえばえば，，，，放放放放

送委員会送委員会送委員会送委員会ではおではおではおではお昼昼昼昼のののの放送計画放送計画放送計画放送計画をををを２２２２週間分立週間分立週間分立週間分立てればよかったがてればよかったがてればよかったがてればよかったが，，，，今今今今はははは１１１１ヶヶヶヶ月分立月分立月分立月分立てなけれてなけれてなけれてなけれ

ばならないなどいろいろとたいへんなばならないなどいろいろとたいへんなばならないなどいろいろとたいへんなばならないなどいろいろとたいへんな面面面面があるががあるががあるががあるが…………。。。。 

Ａ 委員会活動というのは自治的活動だから，特別な配慮で月一回固定的な枠で一斉にや

る。しかし，委員会ごとに活動内容がちがい，いろいろ細かい話し合いがある場合もあ

ろうから，お昼の放送などで「明日，○○委員会は話し合いをします。云々」などとい

うことがあってもよい。自治的活動なので，子どもたちにどのようにしてがんばらせる

かが大切である。 
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ＱＱＱＱ    「「「「クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動のねらいののねらいののねらいののねらいの達成達成達成達成とととと構成人数構成人数構成人数構成人数ののののバランスバランスバランスバランス」」」」についてについてについてについて 

郡内郡内郡内郡内４９４９４９４９校校校校ではではではでは，，，，４４４４年生以上年生以上年生以上年生以上ををををクラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動のののの構成員構成員構成員構成員としているとしているとしているとしている学校学校学校学校がががが多多多多いといといといと思思思思うがうがうがうが，，，，

４４４４年生以上年生以上年生以上年生以上でででで５０５０５０５０名名名名をををを越越越越えるのはえるのはえるのはえるのは１６１６１６１６校校校校。。。。中中中中にはにはにはには３３３３年生以上年生以上年生以上年生以上をををを構成員構成員構成員構成員としているとしているとしているとしている学校学校学校学校もももも

あるとあるとあるとあると思思思思うううう。。。。このようなこのようなこのようなこのような人数構成人数構成人数構成人数構成ではではではでは，，，，クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動のののの一一一一つのねらいであるつのねらいであるつのねらいであるつのねらいである異学年異学年異学年異学年のののの子子子子どどどど

もたちのもたちのもたちのもたちの交流交流交流交流というというというという面面面面がうまくがうまくがうまくがうまく機能機能機能機能しないのではないかとしないのではないかとしないのではないかとしないのではないかと危惧危惧危惧危惧されるされるされるされる。。。。またまたまたまた，，，，子子子子どものどものどものどもの

希望優先希望優先希望優先希望優先ということもということもということもということも，，，，人数人数人数人数がががが少少少少ないとないとないとないとバランスバランスバランスバランスがとれなくがとれなくがとれなくがとれなくなってしまうというなってしまうというなってしまうというなってしまうという状況状況状況状況がががが

出出出出てくるとてくるとてくるとてくると考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。今後今後今後今後のののの大曲仙北大曲仙北大曲仙北大曲仙北のののの児童数児童数児童数児童数のののの推移推移推移推移（（（（減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向））））をををを見見見見るにつけるにつけるにつけるにつけ，，，，クククク

ラブラブラブラブ活動活動活動活動のののの趣旨趣旨趣旨趣旨はははは要領要領要領要領にあるけれどもにあるけれどもにあるけれどもにあるけれども，，，，各学校各学校各学校各学校のののの実情実情実情実情にににに応応応応じてじてじてじて，，，，必必必必ずしもずしもずしもずしも異学年交流異学年交流異学年交流異学年交流にににに

こだわらなくともよいのではないかとこだわらなくともよいのではないかとこだわらなくともよいのではないかとこだわらなくともよいのではないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。全国的全国的全国的全国的なななな傾向傾向傾向傾向などなどなどなど，，，，参考参考参考参考になるおになるおになるおになるお話話話話をををを

聞聞聞聞かせていただきたいかせていただきたいかせていただきたいかせていただきたい。。。。 

Ａ 今回，１０年版の学習指導要領にあわせて解説書の記述を変え，要録の示し方も変え

た。それはなぜかと言うと，僻地小規模校等への対応も考えたからである。現実に１年

生から全校でやっている学校がある。３年生以下は表に斜線を引いてあったのを，学校

の実態で広げられるように斜線を削除した。実態に応じて工夫することはおおいに結構

である。しかし，異学年で自治的に活動するといったときには，やはり４年生位からだ

ろうという認識が教育学的にある。そこで，基本は４年生からとなっている。 

  興味のあることを追求したいくことを経験させたいという，そのことが一番のねらい

なので，高学年だけで深めるとかそういうことよりは，楽しくみんなでやってみたいこ

とを計画してやってみる，教師もどんどん一緒になってやったり，時には，お年寄りの

方たちも一緒に楽しんでやってみたり，様々な運営は実態に応じてやる。学校事情によ

って工夫せざるを得ない状況にあるが，趣旨はどういうことなのかを押さえて運営して

いただきたい。 

全国の実態は非常に多様である。この間は，神奈川県の相模原という所から文部科学

大臣あてに意見書がきた。「うちの娘の学校のクラブ活動は５・６年生で，隣の学校を

見ていると４年生からやっている。うちの学校は学習指導要領違反をやってんじゃない

か。文書をもって回答願いたい。」という内容で驚いた。たまたま４年生の子がいない

からそうなったのかというと，意見書から見るとそうではないらしい。確かにこのまま

ではまずいので，担当に「何か訳があるだろうから，学校へ行って校長さんに聞いてみ

てくだい。そして，納得いかなかったらもう一回お電話ください。」と書かせたが，そ

の後どのようになったかは分からない。 

福島では，分校，本校に分かれているが，クラブの時間は本校で一緒に合流してやっ

てるという例があった。これは冬でもずっとやっていた。 

要は，その学校が置かれている状況を考えた上でどのようなことができるかを考えな

ければならない。理想的な状況を考えればきりがないので，置かれている状況の中で，

どうねらいが実現できるように考えて行くということではないだろうか。 
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【学校行事・その他全般】 

ＱＱＱＱ    東北特活横手大会東北特活横手大会東北特活横手大会東北特活横手大会（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ１２１２１２１２））））のののの講演講演講演講演でででで，「，「，「，「特別活動特別活動特別活動特別活動とととと総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習をををを有機的有機的有機的有機的にににに関連関連関連関連ささささ

せてせてせてせて行行行行うううう学習方法学習方法学習方法学習方法をををを探探探探っているっているっているっている。」。」。」。」というようなというようなというようなというような内容内容内容内容のおのおのおのお話話話話をされたがをされたがをされたがをされたが，，，，そのそのそのその後後後後，，，，良良良良いいいい

方法方法方法方法やややや実践例実践例実践例実践例がががが見見見見つかったらつかったらつかったらつかったら紹介願紹介願紹介願紹介願いたいいたいいたいいたい。。。。 

ＱＱＱＱ    総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習とととと特別活動特別活動特別活動特別活動をををを混在混在混在混在させているさせているさせているさせている場合場合場合場合がががが多多多多いようにいようにいようにいように思思思思われるわれるわれるわれる。。。。全国的全国的全国的全国的なななな傾向傾向傾向傾向

はどうであろうかはどうであろうかはどうであろうかはどうであろうか。。。。 

ＱＱＱＱ    指導要領指導要領指導要領指導要領のののの一部改訂一部改訂一部改訂一部改訂がががが行行行行われるがわれるがわれるがわれるが，，，，それによってそれによってそれによってそれによって特別活動特別活動特別活動特別活動はどのようなはどのようなはどのようなはどのような点点点点がががが変変変変わるかわるかわるかわるか

教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。 

Ａ 例えば，「総合の時間に学校行事を実施する」となると，おかしいんじゃないかと言

わるが，「学校行事の枠組みの中に，総合的な学習の時間の取り組みが組み込まれる」

と考えればおかしくない。 

仙台の東二番町小学校という学校がある。その学校は，５年生の後半から環境学習を

始める。６年生になって，修学旅行で気仙沼の水産養殖場へ行く。そこには畠山重篤さ

んという有名な方がいる。その方は牡蠣養殖業者でもあるが，教育者でもあり，科学者

でもあり，すごい人である。「森は海の恋人運動」をやってる方である。そこへ行くと，

体験教室を養殖場の中に作ったり，体験の船まで作ったりして，環境学習をさせる。子

どもたちは，そこで，自分たちで学習した地域のこととどう違うかなどを学習する。例

えば２泊３日だとすると，その内の半日分か一日分かを総合の時間でとる。そうすると

１泊分が修学旅行の学校行事になる。内容的には集団宿泊体験は２泊３日分やっている

ことになる。体験の質を考えると。学校行事の修学旅行という枠組みの中に，総合的な

学習の時間が組み込まれるという形である。 

また，東京の武蔵野市ではすごいことをやっている。９泊１０日という自然教室，自

然学校をやってる学校がある。市長が土屋さんといい，民主党の菅直人氏と張り合って

いた人で，人材育成だと言って，中学校は５泊の自然体験，小学校は５泊以上でやって

いる。一番多いのが９泊１０日である。学校行事の枠組みだけではそうは取れない。だ

から，総合的な学習の時間や教科の時間を組み合わせて時間をとっている。 

学習指導要領でも自然体験だとか，ボランティア体験だとか，幼児高齢障害のある人

との触れ合いを充実させるだとか，体験活動の充実をやったが，その後，学校教育法が

改正された。それが，今度は中教審が，青少年の奉仕体験活動を充実させるということ

で，さらに追い討ちがかかった。あれは，「何日もまとめてやってください」という意

味である。 

今，豊かな体験活動推進事業をやっている。これは，全国小・中・高等学校８００校，

１０１地区に指定されている，秋田でも何校かやってるはずである。この平成１５年か

ら，さらに，地域間交流が入ってきた。その学校の取り組みを見ても，せいぜい２泊が

２回とかである。これはいい方で，１泊２日とか２泊３日，その程度である。ところが，

東京武蔵野は断トツ７泊８日である。なかなか広まらないのは，「５日制で授業日数が

…」と来るからではないだろうか。その発想がどうも…。 

夏季休業日ならではの自然体験や漁業体験，農業体験などを実施する学校も出てきて

いる。そういう夏季休業日に，その学年だけではなく，他の学年の応援も借りた指導体
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制をとり，実施している学校も出てきている。 

私も学校にいたときに，５年生の自然教室を夏休み中に授業としてやっていた。だか

ら，５年生の授業日は多くなる。それがなぜ出来るかは，埼玉県の管理規則に休業日規

定があり，その附則として，「校長が必要と認める場合には休業日においても授業が出

来る」という一項がある。それで，その自然教室の分だけは夏季休業日にやるので５年

生の授業日数が多い。ところが，東京の人と研究会で話し合うと全然かみ合わない。な

ぜかと言えば，東京では夏季休業日に授業を行うなんて考えられなかったからである。

そういうことで，今全国がどんどん変わりつつある。管理規則が県から市町村におりた

のだから，市町村におりた時に，各学校が主体的にそういう運営ができるようにしてい

けばよい。 

 

ＱＱＱＱ    大曲仙北大曲仙北大曲仙北大曲仙北でもでもでもでも２２２２学期制学期制学期制学期制がががが検討検討検討検討されているされているされているされている。。。。またまたまたまた，，，，一部一部一部一部のののの町町町町ではすでにではすでにではすでにではすでに導入導入導入導入されているされているされているされている。。。。

（（（（中略中略中略中略））））２２２２学期制導入学期制導入学期制導入学期制導入のののの経緯経緯経緯経緯，，，，宮川先生宮川先生宮川先生宮川先生がががが視察視察視察視察してきたしてきたしてきたしてきた先進地域先進地域先進地域先進地域のののの現状現状現状現状，，，，今後今後今後今後のののの流流流流れなれなれなれな

どをどをどをどを教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。 

Ａ ２学期制っていうのが，なんで最近このように話題になって来ているのかよく分から

ない。学校行事研究会の方たちは「日本の学校文化の根本を崩していく，いいのかどう

か。」などとわんわん言っている。 

  また，文科省は，今回，中教審の総則の文言で，「必要とされる指導時間，これを十

分に確保して確かな学力を身に付けて…」という方針を出している。その時に私は，「こ

の２学期制っていうのが，文科省が推奨しているような言い方は絶対やめてくださいよ。

そうしなかったら，学校週５日制にしたのはやはり文科省間違ってたってことになるん

ですよ。マスコミにそれを衝かれますよ。文言には十分気をつけてください。」と言っ

た。つまり，２学期制の理由が授業時数確保だとしたら，それは，週５日制では授業時

数が確保できないということになり，これまでの政策と矛盾していることになる。 

  日本の学校文化というのは，正に四季に応じて，１学期があり，１学期が終わると夏

休みがどんと入り，夏休みが明けたら，さぁ２学期だとなる。そこで，２学期の始業式

の日にも学級活動（２）で，２学期のめあてを作る事になる。そうすると２学期制の学

校はどうなるんだろう。１学期後半のめあてを決めようなどと言うんだろうか。どうな

んだろう。良く分からない。９月の末か１０月の初めに３～４日休みを取るのだろうが

秋というのは，スポーツ面でも，勤労生産面でも，文化面でも，様々な大きなまとまり

であろう。そこのところをぽつっと切って，２～３日休んで，さぁ２学期となるのだろ

うか…。 

  善し悪しは，私にはよく分からないが，やるのであれば，よ～く考えておやりいただ

きたい。何でこんなに２学期制が話題になってきたのかよく分からないが，まぁ，決し

て私はやるなとも言っていないし，やれとも言っていない。やるのであれば，いろいろ

なことをよく考えてやってもらいたい。そうしなければ，マスコミで取り上げられたこ

と，例えば「朝の読書」や「補修」のように，みんな形だけのことを真似して行われる

ようになる。 

  指導要領総則の記述を変えても，特活については，その文案を見ても，基本的には「学
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校行事大事にしてください」と言っている。その上で，「必要とする時間も確保して，

学力をつけてください」と言っているのである。いろいろ文言というのは，よーく考え

てもらいたい。 

  大槻課長が全国の担当主幹課長会議などで説明したときに，雑誌社からインタビュー

を受けた。その際「授業時数確保のために長期休業日に家庭訪問やるということについ

て，そういう学校があるという事例を出すのはいいが，あたかもそれがよい方法のよう

に受け止められるような言い方は止めた方がいい。家庭訪問は夏休み中という例を挙げ

ない方がいい。」と課長に進言した。理由は，これだけ生徒指導上の問題があって，家

庭の状況，児童生徒理解などと言ってる時に，「年度初めに家庭訪問をやって，夏季休

業中にもやる」というのであれば充実の方向だが，やるべき時にやらないでこっちに移

すというのは，「そんなことまでしなきゃ授業時数を確保できない学校週５日制はやっ

ぱり間違いだったろう」と受け止められるからである。 

政策は，十分保護者の皆さんたちが納得しないと，効果は得られないだろう。やるの 

であれば，よ～く考えてやってもらいたいと思う。 

 

《語る会での質疑応答》 

ＱＱＱＱ    「「「「儀式的行事儀式的行事儀式的行事儀式的行事へのへのへのへの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの参加参加参加参加」」」」 

        儀式的儀式的儀式的儀式的なななな行事行事行事行事ではではではでは，，，，計画段階計画段階計画段階計画段階にににに子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの意見意見意見意見がががが反映反映反映反映されずされずされずされず，，，，子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが育育育育たなたなたなたな

いのではないかといういのではないかといういのではないかといういのではないかという思思思思いがあるいがあるいがあるいがある。。。。そこでそこでそこでそこで，，，，儀式的儀式的儀式的儀式的なななな行事行事行事行事のののの中中中中にににに子子子子どものどものどものどもの思思思思いをいをいをいを入入入入れてれてれてれて

いくことはいくことはいくことはいくことは，，，，子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの企画力企画力企画力企画力，，，，自主性自主性自主性自主性をををを伸伸伸伸ばすためばすためばすためばすため，，，，帰属感帰属感帰属感帰属感をををを持持持持たせるためにもたせるためにもたせるためにもたせるためにも有有有有

効効効効でないかとでないかとでないかとでないかと思思思思ってってってっているがいかがなものだろうかいるがいかがなものだろうかいるがいかがなものだろうかいるがいかがなものだろうか。。。。 

Ａ 先ほど先生の（クラブの）お話の中に，クラブで出来るだけ受身がちな子どもたちの

自発性を高めたいという話があったが，これはすごく大事なことだと思う。 

係活動もけっこう間違っている先生方がいる。子どもたちの自発性を高めるために，

自発的な活動として１年生の係をどこから始めるかというのを，間違っている先生が多

い。係にしろクラブにしろ，それから今お話があった行事等様々な場をとらえて，子ど

もの自発性を高める，子どもたちの主体的な関わりを増やすということを，常に考えて

いくのは大事なことだと思う。 

特別活動についての学校行事の役割というのは，これは元々は昭和３３年に特別教育

活動と言っていて，それは，自治的活動のことだった。学級会活動，児童会生徒会活動，

それとは別の概念で学校行事があった。そして，これは必修であり，その役割には違い

がはっきりあった。指導要領が１０年ごとに変わってきた中で，集団活動としての統合

ということで名称も特別活動と変わってきた。その中で学校行事，それもかつて，学校

行事がそれぞれ行事名であがっていたものが，５種類にまとめられた。かなり大きく広

く，大きな課題として学校の教育活動に位置づいてきたわけである。そのことを考えた

ときに，５種類独自の役割があるわけなので，それぞれの教育的役割をしっかりと考え

てもらいたい。 

そう考えたときに，儀式的な行事の役割は，やはり社会的儀式の社会的体験の場であ

るということが一つである。それから，集団行動の規律，そういうことが重んじられる



 

- 16 - 

領域である。学芸的行事だとか体育的行事よりも，子どもたちの創意工夫は前面に生か

しにくい。行事の緊張感とか厳かさとか，そういったものをしっかりと体験できるよう

な価値に重点を置くのが儀式的行事である。そこを考えたときに，安易に子どもたちに

任せるということはできないというのが基本である。しかし，その中でも先生が言われ

たように，主体的な参加を考えたときに，急にポ～ンと「その行事をやりなさい」とい

うのではなくて，その行事の前に，事前指導をすることが大切である。例えば，入学式

があるとすれば，入学式で１年生を迎えるのだから，どんな参加の仕方があるのか，６

年生なりに，高学年としての自覚をしっかりと高めるような指導をしたうえで入学式に

参加した場合の子どもたちの態度は違う。また，同じ校歌を歌うのでも意味が違う。「１

年生に分かってもらえるように歌うぞ」という目標を持ったりする。そういうのも，実

は子どもたちの主体的参加を促すための指導である。計画を任せることだけが，子ども

たちの主体的参加ということだけではないというように考える。儀式的行事の場合には，

やはり完成美だとか規律だとか，集団行動の具体的な成果を求めるものとして指導する

ものである。以上のように考えていただければよいと思う。 

そのように考えたときに，学芸的行事は何を独自な価値にするか，健康安全体育的行

事では何なのか，遠足集団宿泊的行事は何なのか，勤労生産奉仕的行事は何なのかを考

えてほしい。この５種類は，全ての学年で何かをやらなければならない。秋田県では，

この点は大丈夫だろうか。とんでもないところが出てきている。学校週五日制だし，精

選，精選と言っているのだからといって，ある学校では，遠足集団宿泊的行事が１～４

年生までゼロであった。驚いた。５年生が臨海学校だっただろうか，それから６年生は

修学旅行だったと思う。さらに，勤労生産奉仕的行事になったら，全部ゼロであった。

びっくりしたので「どうしてゼロにしたの？」と聞いたら，「総合的な学習の時間で外

に出て行くことが多くなったから遠足止めました。」などと，全然訳が分かっていない。 

それぞれの行事のねらい，特質とするものは何なのかということを考えたときに，子

どもの参加のさせ方，活動のさせ方，その辺のところも考えたい。入学式は厳格なもの，

威厳のあるものを行い，そして，子どもたちが自分たちの手作りで１年生をお祝いして

あげたいということで，児童会で１年生を迎える会をやるというのが，まさしく子ども

たちのまったく楽しい創意工夫の時間としてあるのである。 

日本型学校文化，それぞれの独自の価値について，しっかり経験させたいと考えてこ

のようになっている。そこのところを大事にしてほしい。アメリカのキャサリン・ルイ

スという発達心理学者が「日本の文化を失わないでほしい。アメリカがもっと学ばなけ

ればならないのは日本型の教育文化だ。」と言っている。それは，そういうことを含め

ての価値を認めているからであろう。だから，２学期制のことでいろいろ変わってくる

部分も，日本型学校文化をどう考えるかというところとの関わりで，十分考えてもらい

たいと思う。 

儀式的行事でも，そういうことで，卒業式のよびかけの文章を，子どもたち全員に何

か書かせて，みんなの考えを生かしたよびかけにするなど，何かの形で儀式に子どもた

ちの発意発想を入れることもできる。あるいは，心構えの指導をどう学級活動（２）と

して位置づけてやるかだとか，その辺の関連を考えた上で，儀式は儀式としての日本の
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伝統的な教育というものをしっかりと体験させることが必要だと思う。 

それから，精選ということでは，非常に遅れている。私が２０年前にやっていたとこ

とを，今頃になってやっているところがある。平成４年に，学校週５日制が月１回９月

から入ったとき，私は新任校長だった。その時に，９月からそうなるということで，教

育目標を変えたり，学校経営方針も根本から変えたり，親たちも体育館に集めて説明し

たりとか，いろいろなことやった。その中で，健康診断を健康安全体育的行事の大きな

行事として，単位時間を使ってやっていたものを変えた。いつも講演会で言ってるよう

に，あれは集団活動をやってないということで，学校行事からはずすために，６人いた

校医さんを回った。校医のリーダーのところにまず行き，「こういうわけで国の教育が

変わります。だから，健康診断をお昼休みとか放課後，２０分休みとかという時間の中

で行うことを考えて行きたいんですけど，ご協力いただけないでしょうか。」と話した。

そうしたら，「そうか。」ということで変えることができた。今回お読みいただいたか

と思うが，解説書の書き方が変わった。健康診断という事例を入れていない。「健康に

関する何とかかんとか」ですませてある。 

そういうことを考えたときに，全国のいろいろな学校を見さしてもらったときに，「な

んでこんなことやっているのか？」ということがある。要するに学校行事らしいもの，

５種類の行事，それぞれの特質が十分に生かされていないものが多い。今，学校行事の

大会に行って事例発表を見ると，「エッ」と思う事例がある。「これ５種類のどこに入

るんですか？」というような，訳の分からない行事を発表している人がいる。いろいろ

考えると，課題もいろいろ多いと思うが，いずれにしても学校週５日制のもとで一番影

響を受けてるのが学校行事であろう。なぜならば，昭和５２年の学習指導要領の指導書，

それには学校行事に配当する時間は３ないし４週程度となっている。あの頃１週３０時

間だったとしたら，１２０時間はあった。昭和６０年の中学校の学校行事の調査で平均

が１１０時間だったから，１２０時間，１３０時間の学校がいっぱいあった。今，６０

時間かそこらであろう。現在の状況の中で，ある程度やむを得ないかもしれないが，価

値はしっかり考えた上で，それぞれで何が学校行事らしいかを考えてもらいたい。 

 

中学校中学校中学校中学校 

ＱＱＱＱ    生徒会生徒会生徒会生徒会などなどなどなど，，，，リーダーリーダーリーダーリーダーになるになるになるになる子子子子はははは，，，，他他他他のののの場面場面場面場面（（（（学級学級学級学級やややや部活部活部活部活））））でもでもでもでもリーダーリーダーリーダーリーダーになることになることになることになること

がががが多多多多くくくく，，，，負担負担負担負担がががが大大大大きくなっているきくなっているきくなっているきくなっている。。。。そのそのそのその生徒生徒生徒生徒のののの負担負担負担負担をををを減減減減らしらしらしらし，，，，たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの生徒生徒生徒生徒ににににバランバランバランバラン

ススススよくよくよくよく活動活動活動活動させるさせるさせるさせる方法方法方法方法はないだろうかはないだろうかはないだろうかはないだろうか。。。。 

Ａ これは中学校に限らず，小学校の頃からよくリーダー育成をどうするかという問題が

出る。私は，リーダー育成をどうするかと考えるよりは，その子その子なりのリーダー

シップ発揮の場や機会を与えるということを大事にしていきたい。上手下手だとか，声

が大きいだとか小さいだとか，そういうことではなくて，その子その子なりの持ち味が

尊重される中で，その子なりに頑張れる場面をどう与えるかを考えていきたい。だから

私は，場面リーダーという言い方をする。例えば遠足でも，ある場面で集合した時のみ

んなをまとめたり点呼したりするリーダーはＡ君，バスの中でのなんとかのリーダーは

誰ちゃん，みんなが，みんなのことを考えて推進する役割を経験する。そうすると，重
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要な時のリーダーになる人の気持ちが分かるわけである。そういうことを，上手下手で

はなく，みんながそれなりに経験していれば，それが積み重なって行って高学年になれ

ばそれなりの経験をする。曲がりなりにもそういった経験があれば，そういう言い方は

おかしいが，中学校へ行ったら，もう少し中学校の先生方が楽ができるであろう。 

  現場ではどうもリーダー，リーダーと言うことが多い。私はリーダー的な体験を多く

の子にさせたい。だから計画委員会も輪番制という発想がある。そのように考えていっ

たらいいのではないだろうか。 

 

 

記 録               

広報部  太田東小学校  小松 晴夫 


