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平成１５年度 大曲仙北特別活動研究会 

南外大会記念講演南外大会記念講演南外大会記念講演南外大会記念講演 

「「「「新新新新しいしいしいしい学校学校学校学校づくりとづくりとづくりとづくりと特別活動特別活動特別活動特別活動    ～～～～今今今今こそこそこそこそ，，，，集団活動集団活動集団活動集団活動のののの確確確確かなかなかなかな実践実践実践実践をををを～」～」～」～」 

 

講講講講    師師師師        文部科学省視学官文部科学省視学官文部科学省視学官文部科学省視学官        宮川宮川宮川宮川    八岐八岐八岐八岐    先生先生先生先生 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに 

～～～～子子子子どものどものどものどもの体験不足体験不足体験不足体験不足がががが，，，，心身心身心身心身のののの成長発達成長発達成長発達成長発達にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響をををを与与与与えているかえているかえているかえているか～～～～ 

 朝からお疲れだろうが，一年のうちに一度ぐらいは特別活動づけの一日があってもよい

と思う。 

  特別活動の役割，戦後我が国の教育の特色として，何度も指導要領の改訂が行われてき

た。変遷しつつ今日に至っているということの意味を，今しっかり考えておかないと，日

本の学校文化の個性というものがおかしくなっていくということを，アメリカの発達心理

学者のキャサリン・ルイスさんという方が今回の改訂に当たって指摘している。そのこと

について，先生方とともに考えてみたい。今回の授業研究を通して，また，私の立場から

も文部科学省での初等教育資料の執筆だとか，明治図書，文渓堂等の雑誌の執筆等によい

資料をちょうだいしたいという思いでやって来た。この時間は，いくつか授業に触れるこ

とがあるかもしれない。今日の授業に触れたときに，分科会で指導主事の先生が言ったこ

ととくい違いがあるとすれば，指導主事の先生が言ったことの方が正しい。どれだけお話

しできるかわからないが，全国の状況を踏まえながらお話しさせていただく。 

 「今こそ，集団活動の実践を」と紹介されたが，「今こそ」ときたら「集団活動の確か

な実践」が正しい演題である。このところ全国大会とか九州大会とか各県の教育センター

での話の中で，今年は，どんな大テーマがあっても必ずサブタイトルに「集団活動の確か

な実践」とつけている。「確かな実践を」という意味についていろいろ考えてみてほしい。

時数の面もあるれども，指導方法の問題もある。指導計画の問題もある。それらについて

皆さんと一緒に考えてみたい。 

 今，文部科学省が確かな学力と言っている。学校週五日制で学習時間，指導内容が減っ

た。少ない時間や内容の中で実践されるものは，価値のあるものをしっかりと指導するこ

とが大切である。「体験，体験」といっても何でもかんでもやればいいというものではな

い。価値のあるものをどう設定していくか。その価値に触れた子どもたちが，「自分たち

もやってみよう。土日の休みにでもやってみようか。」ということにならなければならな

い。だから，内容的・量的な部分は小さくなったかもしれないが，まさに，「ピリリと辛

いなんとやら」のようなものを考えていく必要がある。それらを込めて「確かな実践を」

ということである。 

 新しい学校づくりと特別活動を考えるに当たって，今の子ども達の置かれている現状と

いうものをまずもって考えていかなければならない。私は昭和２０年に北海道で生まれた。

小学校３年生から中学校を卒業するまで，八雲鉱山小中学校というところで，多感な時期

を過ごした。自然に触れて，私の感性の多くはその山の学校で育まれたのだろうと感謝し

ている。教師になろうと思ったのは，その鉱山で出会った代用教員との出会いであった。
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そして，小学校高学年から中学校にかけていろいろ悩み多き年頃，思春期前期の多感な頃

によき友人に出会った。都会で生まれ育つことがよいのか，どこで育つのがよいのかは一

概にいえないと思うが，私自身は，よき少年期を北海道のへき地で育ってよかったと思っ

ている。その当時の人的な環境，自然環境，社会的な環境を考えてみたときに，非常に恵

まれた状況のもとで少年期を送ったと思う。今の子ども達はどうだろう。サクラマンガン，

鉛，亜鉛が採取された八雲鉱山はとっくに閉山になっている。サクラマンガンは世界一良

質のものであった。しかし，１０万円のサクラマンガンを採掘するために１００万円もか

かったので閉山になってしまった。 

 私のその当時の第一の体験は，へき地でなければ体験できない自然体験である。人間の

力の及ばない自然の偉大さ，そういうものに出会えば，人間はどうなるかというと，「謙

虚さ」が生まれる。当時の水害を思い出しただけでもぞっとする。長屋に腕が廻らないほ

どの丸太がドーンと突き抜けてくる。雪解け水で橋が流される。橋が流されても学校が休

みにならない。小学生も中学生も列を作って，山に道を造ってしまう。今の親では考えら

れないと思う。そういう状況の中で，それなりの年齢になると，小さな子を必死で世話を

しなければならない。私の中に豊かさとたくましさがあるとすれば，その経験で育ったも

のである。神秘さ，恐れ，こういうものは，一貫して自然体験から学ぶものである。教科

書学習，学校学習では学べないものである。私は，少年期の生活の中で，人として生きる

上でのたくましさというものをしっかり学んだような気がする。今の子ども達はそうでは

ないであろう。道徳教育で，畏敬の念という価値項目がある。それをどうやって教えたら

よいのか？「畏敬の念」は，まさに自然に向き合い，体験的に学ぶもののはずである。そ

のようなことを考えたときに，いろいろな意味で，南外村のあたりには多くの自然がある。

それでもまだまだ恵まれすぎているように思う。そういうことを考えたときに，今の子ど

も達の自然体験はどうあればよいのだろうか。 

 二つ目は，社会体験がかなり豊かだったことである。社会体験という内容の一つは集団

体験である。テレビもなかったし退屈な日々なので，大きな子もお姉ちゃんも小さな子も

みんな誘い合って，鬼ごっこなどをやって遊ぶ。その中で，時には喧嘩もする。喧嘩をし

たら，大きな子に叱られる。何とかして遊びたいのだが，誰も遊んでくれないような日も

ある。そういう日には，「これあげるから一緒に遊ぼう」と言ったりする。かつては地域

に集団活動があった。つまり，お互いにどうすれば仲良くこの人と遊べるかというものは，

みんなが考えなければならない。機嫌をとりながら，折り合いをつけながら遊んだ。昔は

地域に集団遊び・集団体験があり，人間関係調整力を学校外で学んだ。生活体験の中で学

ぶことができた。今どうであろう？家に閉じこもってゲームをしたりしているんではない

だろうか？ 

 もう一つは勤労体験である。越冬野菜が三つのトラックで運ばれてくる。そうすると，

大根を洗い，干して樽に漬けることを隣近所みんなでやる。学校は学校で，冬を越すため

の芝を刈りに山に行くし，石炭がくるとそれを石炭倉庫に入れる。なぜか私は，算数など

の教科の時間よりも，そういう時間の方が張り切った。グローブがほしかったが，買って

もらえなかった。近くに住むおじさんが，「ちゃんと働いたらグローブをあげよう」と言

ってくれた。薪の山を一つ切ったらあげようと言うので，朝早く起きてやった。そうして

手に入れたときのあの喜びというのは，非常に大きかった。そういうことや新聞配達やい
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ろいろやって，アップシューズ買ったり，ヴァイオリンを買ったりした。要するに，そう

いう社会体験が地域にあった。 

 三つ目は，身体的体験などもあった。山を駆け回ると，自分で自分の安全な身の処し方

というものを生活の中で学ぶことができた。 

 四つ目は文化的体験である。例えば伝統文化，生活技能などである。 

 そして，五つ目は，心の体験である。このことも強調しておきたい。具体的に言えば，

自己と向き合う時間，空間がその鉱山の生活の中にはいっぱいあった。学校の行き帰り，

何十分もかかるので退屈である。その時間に色々なことを考えながら，空想したものであ

る。またある時は山で寝っ転がって，恋の話をしたり，将来の不安や夢の話をしたりした。

そういうことができる友人もいた。私は，少年期，青年期前期のころというのは，人間関

係を築く上で実に重要な時期だと思う。しかし，今大学生に「高校生の頃の悩みは何か」

というアンケート調査してびっくりした。進路などで悩んでいるのではなく，「人間関係

が結べない」ということを第一位に挙げている。たまたま８０人の生徒にアンケートした

結果ではあったが，自立が遅れていると思う。 

 今私が話した五つのことは，相互に関係がある。今日の教育，家庭，地域でそういう体

験が失われてきているという状況を考えたときに，まさに学校教育においても，体験活動

を重視していかなければならないという状況になってきている。 

 学校外での様々な体験は，感性的認識を高めるものである。例えば，自然体験とか生活

体験の中で感性的認識として学んでいる。学校外で学んだものを，学校教育で理性的認識

にまで高めることになる。今は，感性的認識として学ぶものが少ないので，学校でそのよ

うな部分も十分にやらなければならない。皆さん方の学校の学校行事は貧弱になってない

だろうか？ 

 今の子どもたちは，自然体験など直接体験が非常に減少していて，体験的に実感として

学習していない。間接体験をしたり，知識としては知っているので頭でっかちである。先

ほども言ったように，いろいろな体験をふんだんにするわけにはいかないが，十分に価値

のある体験を教育課程として設定し，子ども達に与えていくことを，学校週五日制完全実

施になった今こそ，しっかりと改めて考え直さなければならない。この数年の間で，形式

的に安易に学校行事を削減している学校がある。そのようなことを考えたときに，改めて

今ご自分の学校の子ども達の体験状況の実態調査をして，「学校ではこうする，ぜひ家庭

でも地域の社会教育の方でもこうしてください」ということを，先生方の方から発信して

頂きたいと思う。 

 

日本型学校文化日本型学校文化日本型学校文化日本型学校文化のののの象徴象徴象徴象徴としてのとしてのとしてのとしての特別活動特別活動特別活動特別活動 

～～～～豊豊豊豊かなかなかなかな人間関係人間関係人間関係人間関係，，，，学校生活学校生活学校生活学校生活をををを創造創造創造創造するするするする集団活動集団活動集団活動集団活動～～～～ 

○○○○「「「「調和調和調和調和のとれたのとれたのとれたのとれた人間人間人間人間」」」」のののの育成育成育成育成をををを目指目指目指目指すすすす教育課程教育課程教育課程教育課程 

 はじめに，その体験を含めて，特別活動や日本型の学校文化というものが，どのように

変遷して今日に至ったかということを復習してみたいと思う。小手先の方法論だけではな

く，基本を押さていただきたいと思う。話の柱として，日本型学校文化の象徴としての特

別活動ということを掲げている。 

  皆さんは，学習指導要領を隅から隅まで読んでいると思うが，総則の分析が不十分の方
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が多い。例えば，昭和５２年版の総則，元年版の総則，１０年版の総則を表で並べて，こ

の項目がどう変わったか，その比較をしたときに，新しく入ってきた用語について比較研

究をしている先生がいたとしたら，すごい方だと思う。全国でもきわめて少ない。まして，

学習指導要領の改訂に関わって伝達講習的なことが今まであったと思うが，学校では簡単

に終わらせられているところが多い。総則について十分に時間をかけて検討会を開いてい

るという学校は珍しい。ぜひ，やっていただきたい。２，３日前にも中教審が開催されて，

平成１０年版の総則についての記述を変えようとしている。今まではなかったことである。

今回改善しようとしたことの大きな動きがどうなっているかということを把握した上で，

「それぞれの教科の指導計画がどうなのか」というように考えてもらいたい。広い視野で

みてもらいたいわけである。総則には，各学校が教育課程を編成するねらいを冒頭に「各

学校は，調和のとれた人間の育成をするために教育課程の編成をする」と書いてある。調

和のとれた人間。日本型学校文化で，基本的なものを示しているのは総則である。その調

和のとれた人間とは，どういうことを示すか次に挙げる。学習指導要領の基本構造という

のは変わってない。学習指導要領は３領域だとよく言われる。 

 

  教科（知）＋道徳（心の陶冶）＋特別活動（社会性）→人間力Ａ 

 

教科の役割は知の側面である。道徳は心の陶冶，道徳性の涵養である。そして，３領域目

が特活，社会性の育成である。この３領域の基礎基本が調和のとれた人間育成の視点，観

点，柱である。そして，私に言わせると人間力Ａということになる。本来，学習指導要領

はこれだけでよい。しかし，平成１０年版はかつてない学習指導要領になった。総合の時

間が入ってきたからである。この教科，道徳，特活で学んだ基礎基本を総動員して，問題

解決能力を身につける。総合の時間を使って，人間力Ａを人間力Ａ′にグレードアップさ

せるということになる。 

 

  教科（知）＋道徳（心の陶冶）＋特別活動（社会性）＋総合→人間力Ａ′ 

 

教える内容を減らして，時間を減らしたのだから，このような説明をしなければよく理解

していない保護者は納得しない。きちんと説明しないと，総合が大切な時間だということ

を理解してもらえないと考える。調和のとれた人間育成とは，教科，道徳，特活のそれぞ

れの役割，特質をしっかりと身につけさせることである。各学校の教育課程というものが

しっかりと生かされるようにしていただきたい。 

 では，この基本形はいつ確立したのか。終戦の年に，文部省の役割機能はゼロで，空白

期だった。何年か経って，２２年，２６年あたりに学習指導要領試案というものが出たが，

混乱期の時期に全国に周知するはずはない。ところが，１０年くらい経ったら，かなり色

々なことが整備された。文部省もこれからの日本人をどう育成するかと考えて指導要領が

出した。それが昭和３３年改訂である。私はこれが歴史上重要だと思うのである。昭和３

３年改訂のときの文部省の指導書に，「これからの日本の教育を考えるに当たり，世界で

はばたく日本人・世界から信頼される日本人を育成することを考えたら，教科学習だけで

はダメだ。社会性の育成を直接目標にする領域が必要だ」と強い口調で述べられている。

もちろん，学校生活全体で社会性の育成は目指すことができるし，生かすことができる。
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しかし，それは間接的で弱いものである。今の総合でも社会性は目指せるが，それは直接

の目的ではない。文部省は，「特別教育活動をもって，調和のとれた人間の育成の教育を

する」と考えたのである。その時に道徳も設定された。社会性の育成を直接の目標とする

というその考え方は，今に引き継がれているので，昭和３３年改訂というものを重要に考

えていただきたい。特別教育活動というのは，学級会活動，児童会，生徒会の自治的活動

である。自分たちの生活を自分たちでよりよくしていくという，これ以上の社会性はない

自分もよく，みんなもよくするためにはどうすればよいかという実践目標を話し合って，

その実現のために，みんなが連帯しなければならないというものなので，これは，社会性

の育成そのものである。 

 １０年経って，昭和４３年，昭和５２年そして平成元年，平成１０年と１０年スパンで

指導要領は改訂されてきた。日本の教育の変遷の上で，特活の一番充実期はどこであるか。

昭和３３年に画期的なスタートをし，昭和５２年のときの特別活動が頂点であったと思う。

その後，下降線をたどったが，基本形は変わっていない。 

 昭和５２年から平成元年にかけて，どうして小さくなったかというと，それは，年々生

徒指導上の諸問題が出てきて，「学級指導」という生徒指導を直接の内容とする時間がど

んどん強くなってきて，国レベルでもそれを強化しなければならなくなってきたからであ

る。私に言わせると，特別教育活動がしっかり行われていれば，学級指導で生徒指導をど

うこうするよりも，絶対よいと思っている。しかし，当時の役所はそうではなかった。そ

れから，理由はもう一つある。特別活動というのは，「望ましい集団活動」などと「集団」

という言葉がつく。「集団主義」と結びつくことから「集団」という言葉が嫌いな人がい

る。いろんなことが重なり，昭和５９年から６１年に，制度的には大変な定義がなされた。

当時の内閣総理大臣が，教育改革を政府直属でやることにした。それが臨教審である。そ

こで，３つの原則を打ち出した。 

 第１は，個性重視の教育である。そこで，元年版の総則に，「個性を生かす教育の充実

に努めること」，「個に応じた指導を工夫しなさい」と入ってきた。集団よりも個，個と

いう形で来た。 

 第２は，変化への対応である。平成１０年版に向けて途中から入ってきている。それが

総合である。総合はまさに変化への対応である。 

 第３は，生涯学習体系への移行である。平成４年から９月から月１回，学校週５日制が

導入さた。私はその時，新任校長であり，色々な改革をした。例えば，健康診断を学校行

事からはずして，休み時間や放課後に来て健康診断をしてもらえるよう校医さんを説得し

た。健康診断は，並んでお医者さんに診てもらうだけで集団活動をやっていないからであ

る。 

 こうしてみると，臨教審の３原則が具体化されてきているということがわかってもらえ

ただろうか。もう少し具体的にお話しすると，元年版には，個性を生かす教育の充実とか

個に応じた指導という概念が入ってきた。そして，平成１０年版では，具体的なその指導

方法まで示してある。今の中教審は，指導方法を更に細かく考え出してる。 

 基本理念の変遷というものに合わせて，特別活動も変わってきている。昭和５２年が仕

組み的にも一番充実期だった。今は，臨教審の理念を具体的にしていくということに反比

例する形で，量的にどんどん狭まってきた。だからこそ，各学校で今示されている特別活
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動の基本構造の確かな実践というものを，ぜひ取り組んでいただきたい。 

○○○○入学式入学式入学式入学式からはじまりからはじまりからはじまりからはじまり繋繋繋繋がるがるがるがる集団活動集団活動集団活動集団活動のののの教育的意義教育的意義教育的意義教育的意義 

 特別活動の役割，基本的には人とのかかわり，つまり自分の思い通り１００パーセント

でやっていて，人間関係はうまくいくはずがない。３人いれば，３人がどう協調していく

か，そのためには，自分の１００パーセントの部分から５パーセントか，または１０パー

セントか，いくらか他の考えに譲らなければならない。それが，１０人いれば，理論的に

は，もう少しよけいに譲らなければならないかもしれない。集団活動はそのことが一番の

目的になる。教科学習は，生徒が何人いても，目標を実現するための学習をどう展開する

かである。ところが，特活の場合は，その瞬間，その瞬間の人間関係や，その構成によっ

て，どう立ち居振る舞うかということを考えなければならない。だから，「特別活動は人

間関係についての学習である」といわれるわけである。そのことの理解が十分であるかど

うか，いろいろ考えなければならない現状である。 

 そのことを考えたときに，日本型学校文化，まさに日本の学校は，入学式という学校行

事に始まって，卒業式，終業式という学校行事に終わる。英才教育を行う学校では，この

ような式はない。日本の学校は，入学式では高学年の子が新入生の世話をしてあげる。紙

芝居やゲームをしたりして，関係性がそこでもうできている。入学当初は，掃除や給食を

やりにきてあげて，学校は楽しいところ，お兄ちゃん，お姉ちゃん達がいろんなことやっ

てくれるところ，そういうことを体験的に学習できるわけである。子ども達にとって，魅

力ある学校生活というのは，入学式，始業式から始まって，終業式，卒業式に至るまでの

様々な集団活動のつながりの中で，様々な人間関係体験ができることだと思う。 

 日本型学校文化のこの特質というものを，ぜひともしっかりと効果的にしていただいて，

成果をねらいたい。もし，今の日本が，こういうことが十分に学校で行われていなければ，

もっといじめやら不登校やらが出ているのではないかと思う。なんだかんだといいながら，

こういうふうな日本型学校文化の仕組みが，学校生活に充実感を感じさせるものである。

人間関係の広がり，深まりということが，学校行事から児童会，生徒会。そして，学級活

動，学級会のような活動へといろんな関係がつながっていく。実にうまい具合に人間関係

が広がり，深まるようになっている。年度初めの指導は，工夫していただきたい。その日

で１年生が学校をどう思うのか，そのことが特に大事なのは，中１である。中１の指導に

ついては，十分にお考えいただきたい。小中連携の研究推進校がある。秋田県では，協和

町の小中学校が指定校になっている。６年生から中１になる接続部，十分に考えていただ

きたい。出会いをどうするか，オリエンテーションをどうするか，学年でやったら不安解

消になっていると考えている先生も多いがそうではない。生徒はやっぱり「自分の学級」，

「自分の先生はどういう先生か」などと思っている。そこのところを十分に考えていかな

ければならない。生徒の意識と先生の意識に違いがあることを気づいてない学校が多い。

そこで，不安解消，適応に関する指導をまずしっかりやる。それから，生活創造活動に向

けていく。私は中学校のダイナミックな集団活動に期待している。 

 私は，平成１０年の学習指導要領改訂に当たって，特活を充実する方向で改訂した。昭

和３３年に戻りたい，しかし戻れない。そこで，どうしたかというと，小，中，高等学校

を通じて，児童生徒が生活上の諸問題の解決に意欲的に取り組めるようにする観点から，

学級活動の例示の改善を図ることにした。中学校でも特に（１）はよくやっていただきた
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いと思っているが，多くの中学校では，１年生から進路指導，進路指導である。私は，特

に１年生のところでは，適応に関する指導だとか生活創造活動に時間を多く割いていただ

き，２年生，３年生になるに従って，進路学習的なことが多くなっていくというのが自然

だと思う。入学式からつながる集団活動の教育的意義というものに，改めて各学校で考え

ていただきたい。 

○○○○生徒指導上生徒指導上生徒指導上生徒指導上のののの諸問題諸問題諸問題諸問題のののの克服克服克服克服にににに寄与寄与寄与寄与するするするする特別活動特別活動特別活動特別活動 

 この集団活動の教育的意義というものについて考えたときに，例えば，学校生活への帰

属意識というものを育てるだとか，あるいは，自発性を高めてみんなで創意工夫に夢中に

なって取り組んだという特活体験が教科学習を変えるだとかいうこともある。このことに

ついて，「学校をあげて取り組んだ学校でなければわからない」と言ってくれた先生がい

た。このような取り組みをした青森の学校の先生に，「是非このことをたくさんの学校に

対して，声を大にして言ってください」と申し上げた。生徒指導上の諸問題の克服に寄与

する特別活動と言うことである。 

 中学校の東北地区大会ですごい校長先生に出会ったという話をしたい。明治図書特別活

動研究の昨年の２月号の連載にこのことを取り上げた。許可をもらって学校名も校長先生

の名前も書いてあるので，ここで話す。青森市の造道中学校という学校の話である。笹校

長先生という方が，「３年間で立て直す」と言って赴任したのである。生徒が暴力団とも

結びついていたし，学校中たばこの吸い殻だらけ，青森県一の問題学校と称された学校で

ある。３年目に私はそこに行った。行ってみて，驚いた。とてもそんな問題学校には思え

ない。３年間でどうやって変えたかというと，「４つの戦略」である。その学校を立て直

した第１の戦略は，教師の意識改革である。つまり，教科担任機能をしっかりやることは

大事だが，それ以前に人間担任機能をしっかりとやらなければならない。その意識をしっ

かりともっていただきたいということ。第２の戦略は，「入学式から２週間，教科に関す

る授業をいっさいやらない」ということである。しかし，そんなことしたらどうなるかと

いえば，保護者の反発，先生方の猛反発，生徒の反発も食らうことになる。しかし，笹校

長先生は，反発するのは結構だが，それなら代案を出すように指示したが，誰も出すこと

ができない。会場の先生方は，毎日，毎日何をしようと考えるだろうか。出会い，自己紹

介，ゲーム，係，生徒会の組織作り等々２週間の内容を考えるのである。とんでもない学

校を立て直すには，とんでもない方法で立ち向かわなければならないということである。 

 私が３年経って，行ってみたらどのクラスも楽しいクラスで，どのクラスの掲示もすば

らしい。華奢な女の先生も大きな中学生相手に堂々と授業をやっていた。今日の南外中の

授業のように，それぞれが堂々と楽しく話合いをしてる。全国で中学校の授業を結構みて

いるが，このようにすばらしい授業は初めてだった。第３の戦略は，校長が，中学生全生

徒一人一人と面談をしたことである。一人一人を説得し，悩みに答え，崩していった。徒

党を組むと悪いことをしていても，一人一人はそれほど悪くはないということである。第

４の戦略は，生徒会を活発にすることである。朝会の校長講話の話題を生徒会から募集し

ていた。「生徒会が夢中で取り組む課題があれば，生徒は頑張るんだ。頑張るような学校

体制を作ればいいんだ。」ということで，この校長先生のリーダーシップから色々なこと

を学んでほしい。「入学から，当然やるべきことをやっていれば，とんでもないことには

ならない。とんでもなくなったものに正常さを取り戻させようとすれば，とんでもなく大
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変なんだ。」ということである。 

 また，別の学校では，入学式から１週間の間に学級合宿というのをやったという例もあ

る。それを核にして，いろんな人間関係つくりや集団活動などを工夫して，子ども達が真

剣に取り組むようになって，５０人いた不登校が昨年までに２人に減ったそうである。こ

のお二人の校長先生の努力から，この３月４月に出した文部科学白書に，「特別活動を通

じた人間関係の確立を」という項目が初めて挙がった。まさに，特活の東北大会の成果が

国の政策に生かすことができたのである。生徒指導上の諸問題については，具体的に数字

をどんどん減らしていかないと，学校教育への信頼回復はない。インドネシアの日本人学

校へ行って，保護者が集まったところで，これからの教育という話をした。質疑応答の時

間になったら，二つの質問が出た。「学力の考え方が変わるのは分かるけれども，入試は

どうなるんですか。」「これから日本の学校に帰るときに，いじめ問題が深刻だっていう

けれども大丈夫か。」というものであった。そういう意味でも，国としては，スクールカ

ウンセラー全国配置など色々やっても，予算は限られている。対処療法的なことだけでは

いけないと私は考えている。北海道から沖縄までの全ての学校の先生方，お一人お一人が

ちょっと努力し，ちょっと年度初めを工夫したならば，問題行動を相当数減らせると私は

思っている。 

 始業式の出席の取り方まで含めて，子ども達が学校に期待感をもてるような出会いをど

うするのか，小学校の年度初めの授業をどうするのかについて，詳しくは，ある学校の実

践をお配りしてあるのであとでご覧いただきたい。埼玉県の岩槻という学校のある先生が，

授業をやってくれた。それは，２週目の月曜日の授業だった。学級の目当て，個人の目当

てを作る５年生の授業だった。その学校の先生方全員見に来ていたが「わざわざこういう

のを授業でやるんですか。」「授業でやったらこんなに変わるんですか。」という感想が

出た。親の願いを聞いておいて，計画委員から発表させて，子ども達一人一人の願いを短

冊に書かせて，教師の思いを出しながら，３者の思いや願いを出し合い，みんなの目標（集

団目標）を決める。更に，みんなの目当てに迫るための個人目標を話し合って１時間で決

める授業であった。授業が終わってから一人の女の子に話を聞いたら，「私は，４年生の

ときにいじめにあって，不登校気味で嫌だったんだけど，なんか今日の授業やってから，

明日からなんか楽しいことがあるような気がします。」と言っていた。学級は小社会であ

り，学校も，小社会である。その小社会を統制している自分たちは，その社会生活に責任

を持たなければならない。子ども達は子ども達なりに，社会をよりよくしようとする責任

を持たなければならない。そのことをしっかりと教師が自覚して指導したならば，学級は，

子ども達にとってほんとに心の居場所になるのである。 

 

 

「「「「新新新新しいしいしいしい特別活動特別活動特別活動特別活動」」」」充実充実充実充実へのへのへのへの諸課題諸課題諸課題諸課題 

～「～「～「～「集団活動実践経営案集団活動実践経営案集団活動実践経営案集団活動実践経営案」」」」のののの作成作成作成作成とととと実践実践実践実践のののの検証検証検証検証をををを～～～～ 

 

○○○○「「「「学級経営学級経営学級経営学級経営のののの充実充実充実充実」」」」とととと集団指導集団指導集団指導集団指導のののの基礎基礎基礎基礎・・・・基本基本基本基本のののの共通理解共通理解共通理解共通理解 

 日本型学校文化の基本構造や現状を踏まえながら，新しい特別活動の充実への諸課題と

いうことについて，ともに考えてみたいと思う。 
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 教育開発研究所というところから出ている私の編集した本がある。「新しい生徒指導へ

の経営戦略」それには，「対処療法ではもう煮詰まりである。だから，積極的な生徒指導

に取り組まなければダメである。」ということを書いた。どこの学校でも努力できること

は何かといったら，「年度初めの授業を先生方がお互いにみて，適応に関する指導が充実

するに十分な資料だったかを検証する」「授業展開が，本当に子ども達の思いや願いを実

現するような効果的な授業展開だったかを検証する」「十分に子ども達が楽しい活動を作

り上げていくことを動機づけるような授業であったかを検証する」ことである。しかし，

そういうことについて，学年や学校で検証しあってる学校が，全国でいくらあるだろうか。 

 学級経営の充実と集団指導の基礎基本の共通理解のため，１０年版の小学校学習指導要

領総則の生徒指導の項目のところに，改めて「日ごろから，学級経営の充実に努め，教師

と児童の信頼関係を」という新しい言葉を入れた。 

 本当のことを言えば，むしろ中学校の方に「学級経営の充実」という言葉入れてもらい

たかった。「中学校は教科担任だから」という言葉をよく聞く。しかし，中学校にも「学

級担任」がいる。その学級担任は何をすべきなのか。自立が遅れている子ども達が多いこ

と考えたら，学級担任として，子ども達一人一人の生徒理解など，様々な工夫が必要だと

思う。 

 学級経営，教科学習，特別活動においても，先ほど言ったように，総則の冒頭に「個性

を生かす教育の充実」ということをいっている。集団活動であっても，個を生かす，一人

一人を生かすことが求められている。個を生かす集団活動というのは，どういう集団のこ

とをいうのだろうか考えていただきたい。 

 「生活班」とかと言って，集団の優位を指導の原理にされている先生方が，全国には多

い。つまり，１班が花係，２班が本係というような係経営をしている先生方が多いという

ことである。 

             Ａ型                  Ｂ型                     Ｃ型 

               集団 

                個               集団                    集団        個 

                                           個 

 

 個を生かす集団とは，Ａ型，Ｂ型，Ｃ型のどれだろうか。 

生活班というのは，係のための班なのだろうか。一班の中には，「私は，花係は大事だけ

れども所属して活動するとなったら，本が好きだから本係でぼくらしさを発揮したいな」

と思う子もいる。それもみんなＡ型に入るとすると，個が集団に埋没する形になる。集団

優位の集団活動がこの型である。 

 「ぼくは本係でがんばろう」というのが認められて，みんなで何係が必要かの話し合い

をしっかりやり，どこに所属するかは，それぞれの思いや願いが生かされている。そして，

「誰も入る子がいないところはどうするの」とみんなで考え，調整されて決まっていく。

このような集団で自治的能力が高まる。まさしく社会性の育成そのものである。これがＢ

型である。集団性を十分に意識しながらも独自性を尊重するということである。 

 学級崩壊の学級はＣ型である。集団性がない。個と集団とが関わっていない。 

 こういうことを改めて集団指導の基礎基本として考えてもらいたいと思う。お配りして
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ある資料の No２３に書いてあるので，後でご確認いただきたい。 

 全国では，生活班万能主義の学級が非常に多い。ある国語の授業で，辞書の使い方につ

いて一斉授業でやっていた。そして，「発表できる人，手を挙げて。」と言ったら手が挙

がった。「はい，一班。」と先生が指す。一班の中の子が一人立ち上がって答えた。そう

したら，先生が黒板の，一班の場所の「正の字」にマーキングをした。何だろう思ったら，

一班の中で早かった人が発表し，他の班と早さや回答の多さを競争させていたのである。

「競争の原理もいい加減にしろ」と言いたくなった。一班の人が相談し，代表で発表した

のならまだ分かるが，一人の子どもが頑張って発表したことが何も尊重されておらず，班

の中の誰かが答えたものが一班の回答になってしまう。 

 一人一人を生かすという意義を，教科の学習だけではなく，特別活動でもどのように考

えて行くか，しっかり考えていただきたい。 

 特別活動は，その時間の指導だけではどうにもできない。生活上の諸問題を考えるとい

っても，計画委員会の活動や議題を集めるための工夫などが普段から行われ，活動の予定，

計画がちゃんとあり，その上で，本時の話し合いが実現できる。教室掲示の集団活動の状

況を見て，南外西小学校の場合は「積み上げができているな」と感じた。 

 計画委員会を開く時間がないという話を聞くが，朝の時間や休み時間や給食の時間を利

用することも考えられる。みなさんは，朝だとか，休み時間だとか放課後だとかを遊び時

間だと思ってはいないだろうか。年度当初に休み時間の過ごし方についてのオリエンテー

ションを学級でやらなければならない。休み時間は生活の時間である。生活の時間という

のは，トイレいったり，水を飲んだり，遊んだりする時間であるが，児童会の活動もその

中に入るということをちゃんと言っておかなければならない。 

 給食の時間の楽しい会食の時間は，様々なグループで行われるものであろう。生活班万

能主義の先生は，常に生活班で食べているが，誕生日が同じ月の人で班を作って会食を楽

しむことも考えられるし，計画委員会のメンバーで食べることも考えられる。食事をしな

がら計画委員会を開くというようなことも考えられる。 

 

○○○○「「「「特別活動特別活動特別活動特別活動のののの改善事項改善事項改善事項改善事項」」」」のののの再確認再確認再確認再確認とととと指導計画指導計画指導計画指導計画のののの改善改善改善改善 

 今回改めて強調したことがある。一つは先程来申し上げている，学級活動（１）の内容

の重視である。このことはしっかりとお願いしたい。 

 指導計画の作成に当たっては，次のような例がある。一つのタイプとして南外西小学校

さんの指導計画も挙げられる。もう一つはお配りした資料の２ページ目に埼玉県の編成要

領があり，それの例示が載っている。左側に月を限定しないで予想される議題例をたくさ

ん挙げている。右側は（２）の内容を月を区切って書いている。これは学年の系統性を考

えて作らなければならない。こういう形で指導計画を立ててもよいので，（１）にしっか

りと取り組めるようにしていただきたい。（２），（３）についても，十分に価値のある

内容を指導していただきたい。そういう意味で，今日の南外西小学校の授業では，学校栄

養士と担任がチームを組んで食の指導をなさっていた。明解な指導展開であった。食の関

係の人たちは，食に関する指導を何時間も何時間もやりたいと考えるであろう。しかし，

学級活動の時間で取り上げる食に関する指導は，子ども達一人一人が，このことを頑張ろ

うという実践目標を決めるための話し合いの時間としてとらなければいけない。あとは，
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給食の時間における指導や朝会の中での講話など，いろいろな場をとらえて指導する。そ

れを調整するのが特活主任である。養護教諭や保健関係の方々の立場からすれば，取り上

げたい題材はいろいろあるだろう。今回の指導要領で，保健の領域が中学年におりてきた。

教科の方でしっかり指導するべきことは，教科の方で充実してもらう。特活の場合は学級

活動（２），（３）の役割が何かといえば，自己決定の場である。自分の実践目標を決め

る授業として，どういう題材を取り上げることが望ましいのかを十分検討していただきた

い。 

 更には，かつて学級指導の充実と言うことから，何曜日の朝の先生方の打ち合わせを行

わないで，１５分程度のショートの学級活動の時間を取っていた。そのよう時間を是非取

っていただきたい。まさにその学級活動（２），（３）あるいは学級活動（１）で話し合

いが中断したものを，そのような時間に決定することもできる。全部読書だけにするなど

ではなく，そういう柔軟で弾力的なことができるような時間設定が必要であろう。 

 クラブ活動に対する基本的な考え方は変わっていない。しかし，全国調査の結果，２０

時間以下の学校が８３．４％もあり，文部科学省も驚いている。しかし，３０時間以上の

クラブの時間を取っている学校も結構ある。学校として何に価値を置くかで，この取り扱

いが変わってくる。学力向上対策に取り組んでいる学校で，そこの教頭がいうには，クラ

ブ活動の時間を半分に減らして，６校時目に補習を行っているということだった。クラブ

の時間が１５時間でも２０時間でも責められる訳ではないが，そのような学校は，「子ど

もの自主的な活動を尊重しています」などと言わないでほしい。やらなければいけないこ

とがたくさんあって大変だと思うが，悪い意味での方向にもっていかないでほしい。 

 学校行事では，「自然体験」「ボランティア活動」あるいは「幼児・高齢者との触れあ

い」，これらを充実していただきたい。しかし，全国は逆の方向に進んでいる。どんどん

学校行事を減らしている。国立少年自然の家，国立青年自然の家の所長に次のように言わ

れた。「体験重視と言っているにもかかわらず，ある中学校では２泊３日でやっていた宿

泊体験が１日になりましたよ。ある学校では，廃止になりましたよ。国の考えと別の方向

に進んでいるんですが，いいんですか。」よくはない。全国の担当指導主事の会議などで

も言ってはいるが，なかなか各学校では進んでいないのが現状である。 

 

○○○○「「「「学級活動学級活動学級活動学級活動のののの確確確確かなかなかなかな実践実践実践実践」」」」とととと授業研究授業研究授業研究授業研究 

 学級活動については，自分もよく，みんなもよいようにするにはどうするかという「学

級会の機能」の役割を改めて考えてもらいたい。もう何年も前に私が調査官をしていた頃

の話である。ある小さな学校の校長先生から「本校では特活に取り組んでいるんですが，

ぜひ先生に来ていただきたいのですが…。」という電話があった。年休をとって出向いた

ら，年輩の女の先生の授業で，「２年生最後のお別れの計画を立てよう」とい題材であっ

た。その話し合いの展開を予想して，真っ赤に書き込みがしてあったので「先生，そんな

のみて授業するんですか。」と聞いた。そうしたら「不安ですから。」という答えであっ

た。それで，「そんなのすぐに捨てちゃいなさい。」と言うと，青くなっていた。 

 授業が始まったら，話し合いが思った通りに進まなくて，先生が震えてきた。そしたら，

子ども達がすばらしかった。「役割分担」や「何をするか」など，話し合いの柱は立って

いた。そして，「何をするか」でもめた。いろんなゲームを出して，反対意見，賛成意見
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を言い合う。そうしたら，ある男の子が，「生活科でやったお店屋さんがおもしろかった

から，あれでいいだろう。」と言う。みんなが「うん，うん。」ということで決まりかけ

たら，一人の女の子が机をコンコンやりながら「あぁ，つまんないなぁ。」とつぶやいた

のを司会者が見落とさなかった。その女の子に発言させたら，「あのね，２年生最後のお

別れ会だっていうのに，どうして生活科なの。」という意見であった。それを聞いて，そ

の意見についてみんなで考えたいという思いがうまれた。みんながいろんな人の意見を聞

いて考え，「ゲームの中にお店屋さんを組み込んだら？」「お店屋さんをやってから，ゲ

ームをしたらいいんじゃない？」などという，いわゆる二部形式のやり方が出てきた。先

生は焦っていたが，子ども達はいい話し合いができて，二部形式のやり方でお別れ会をす

ることに決まった。その後，全国へき地教育新聞を見たら，「山の学校から。話し合い活

動を通して子どもを育てる」と出ていた。研究指定校でも何でもないのに，ずっと続けて

いたそうである。「行ってよかったなぁ」と思った。子ども達は，学級会の中で民主的態

度というものを学んだのだろう。 

 ある学校には，毎年毎年おじゃましている。１年生の頃からみている６年生の授業があ

り，６年間の積み重ねはすごいと思った。卒業の頃になると，学校に感謝を示そうと意図

的に指導する活動がよくある。他校では教師主導でやっているところがほとんどである。

しかしこの学校は違った。ボランティア活動が学校行事で実践されている。その中で「自

分たちは，地域のために，学校のために，もっともっとみんなのことを考えて生活できる

んじゃないの。」という考えを持つに至った。６年生の１学期に「６の１クラブ」という

ものを作っている。「６の１クラブ」というのは，「学校内でできるボランティア活動を

考えよう」という「ボランティアクラブ」だった。それを続けてきて，３学期におじゃま

したときには，この活動を見直して，卒業までに学校のためにできることを考えようとい

うことだった。２学期までは，どちらかというと自分たちが楽しむための活動が多かった

が，いよいよ３学期になった，もっと学校のために感謝を表す方向で活動内容を見直そう

ということになった。クラブの編成し直し，所属の編成し直し，調整，活動計画の作業ま

で１単位時間内でできる。積み重ねのある学校とはそういうものである。このような例も

あるし，確かな授業実践というものに改めてお取り組みいただきたい。 

 

○○○○「「「「異年齢集団活動異年齢集団活動異年齢集団活動異年齢集団活動のののの指導指導指導指導」」」」のののの場場場場のののの機会機会機会機会のののの充実充実充実充実 

 自分たちがやってみて学び得ること。知りうる感動やら，価値というものがある。それ

は，実践してみて知りうることで，そういうことに十分に気づかせたいものだと思う。あ

る学校で，児童会のイベントとして，○○小祭という計画を立てた。それを実行するため

に，事前の委員会の活動と当日の委員会の活動について，代表委員会で話し合った。そし

て，代表委員会で話し合ったことについて，各委員会で，自分たちの委員会では何ができ

るかについて話し合った。図書委員会は，○○小祭の参考になる本を展示。栽培委員会は，

自分たちが育てた花をピロティーに持ってきて雰囲気を出す。飼育委員会は何するんだろ

うと思ったら，○○小祭の日の時間の区切りをチャボの声を録音して放送で流す。本当に

これが，児童会・委員会活動の目指す活動である。 

 しかし，全国ではこれとは全く別に，縦割り集会活動を忙しいと言いながらわざわざ作

っているところがある。バッテンとは言わないが，指導しすぎれば，集団主義教育に近づ
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いていってしまう。 

 児童会の組織を有効に活用したならば，学級の係にも生きてくる。当番的な係活動も２

年生，３年生になったらだんだん減っていって，当番的な活動と係的な活動と分かれてく

る。体育係とか音楽係とか教科の名称の係を見かけるが，教科的なものは全員に体験させ

なければならないから，係にしてはならない。教科に関するものは順番に全員に経験させ

なければならない。 

 中学校でも，「学習委員会」などという名称の委員会があるが，学習に関することはみ

んなが交代でやったほうがよい。 

 学習や当番をのぞいて，あってもなくてもいいものが係である。あってもなくてもいい

ものを子ども達が見いだして，それを創意工夫してやることが係や委員会活動の価値であ

る。確かな実践というのは，そのようなことをきちんと考えてやっているかということで

ある。このようにして自発性を尊重する。 

 小学校１年生で係の指導をちゃんとやってないといけない。１年生の先生の責任は非常

に大きい。四月当初から係をどうやるか。簡単にグループ作って，そのグループで係を担

当にしてやっている方がいるが，それをやってはダメである。 

 例えば１年生のスタートは 

「あら，雨が降ってきちゃった。暗いわね。困ったなぁ。勉強しにくいわね。」って教師

が言う。そうすると，すっと前に出てきて，電気のスイッチ入れてくれる子がいる。「あ

ら，ありがとう。よく気がついてくれたわね。あなたねえ，電気係これからやってくれる。」

と言えば，「まかしといて。」とくる。また，窓を開けてくれた子がいたときに「あなた

偉いわね。窓係やってね。いい，みんな分かった。こうやって当番以外の仕事見つけてね。」

と教師が言えば，必死で考えて見つけてくる。その段階が必要である。そのうち，「先生，

私ね，早くきたから窓開けようと思ったんだけど，窓係は○○ちゃんだから開けられない

の。おかしいよ。こういうの。早く来た子が開ければいいんじゃないの。」「そうかあ。」

というと他の子が「この仕事日直さんでもいいんじゃないの。」「そうかあ。」そして，

帰りの会で，「みんな，いろいろな仕事見つけてくれたんだけど，そろそろ何人かで協力

しあって，楽しい係をするように，話し合って決めなおそうか。」「分かった。」 

このように話し合って，係というものを決める。１年生のときに当番的なもの，教科的な

ものはだいたい出てくる。 

 このようなことをお考えいただいたときに，児童会の活動，クラブの活動というのは，

何を自分たちが決めて工夫していくことなのか分かってくる。１年生の指導がきわめて重

要である。 

 

○○○○「「「「豊豊豊豊かなかなかなかな体験活動体験活動体験活動体験活動」」」」をををを推進推進推進推進するするするする教育課程教育課程教育課程教育課程のののの編成編成編成編成 

 最後に，豊かな体験活動を推進する教育課程について話す。先ほどもいろいろな体験を

充実させるように言ったが，あまり積極的な取り組みがなされていない。５種類の学校行

事は，小１から中３までどの学年にも必ず何かなければならない。縦軸に学校行事，横軸

に学年を書く。全部埋まらないといけない。学習指導要領違反になる。そういうこと改め

て考えていただきたい。精選，精選と言って削りすぎて，全然ない種類があってはならな

い。秋田県では，そういうことはないとは思うが…。 
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 また，中学校で全国的な調査をしたら，学校行事の総授業時数は，だいたい６０から 

８０の間で，小学校では，４０から８０の間だった。４０時間以下という学校は，考え直

さなければならないのではないか。 

 質的な改善はいろいろある。例えば，小規模校などは年度初めに全校遠足をして，その

中で１年生を迎える会をやるなどいろいろ工夫の仕方はある。学校行事こそ，児童・生徒

が場面リーダー体験がいろいろできる場である。どの子にもリーダーシップ発揮の場や機

会を与えることができる。遠足では「集合までのリーダー的な活動は○○ちゃんが担当す

る」「目的地の自由行動の時間は○○ちゃんが担当する。」など，様々な形で小グループ

を分担したらよい。じょうず，へたではない。その子なりの責任の果たし方を尊重しなが

ら，場面リーダーを分担しあっていくのがよい。 

 また，学級会の司会を無理に全員に経験させようと考えなくてよい。「計画委員会とい

う運営に関する組織の経験を全員に輪番でさせる」と考えないと，大変であろう。その意

味でも，議長とか議長団という言葉は使わない方がいい。計画委員会という組織であり，

そして，話し合いを進行するのは，司会進行という仕事名であり，議長という特別な権限

が与えられた地位，役割ではないというように考えたときに，「ふっ」と気が楽になるの

ではないだろうか。そんなことも今後，研究会等でご研究いただければよいと思う。 

 豊かな体験活動の充実と言ったときに，学校行事で５泊も６泊もの活動はなかなかでき

ない。しかし，「７日間程度のまとまった活動をしてください」と学校にはお願いしてい

る。授業時間が１日６時間と考えると，６日７日というのはなかなか難しい。そうしたと

きに，総合的な学習の時間との効果的な関連というものが考えられる。実際に９泊１０日

という自然教室を行っている学校もある。自然教室という枠組みの学校行事をしっかりや

って，その中に総合的な学習の時間の研究等も組み入れていく。もっと言うと，教科学習

も組み込まれることもある。そうすると，９泊１０日の中で，学校行事は３泊か４泊分，

あとの分は，教科や総合的な学習の時間に充当する。泊が増えたことによって，「総合的

な学習の時間」「学校行事」「教科学習」が効果的に機能し合うように計画する取り組み

があちらこちらで行われている。 

 

おわりにおわりにおわりにおわりに 

～～～～これからのこれからのこれからのこれからの教師教師教師教師のののの研修研修研修研修などなどなどなど～～～～ 

 これからの教師の研修ということについて触れておく。例えば，教師も手話を学ぶこと

によって，ゆとりや自信を持って総合的な学習の時間に取り組むことができるようになっ

たり，施設の方とのかかわりもよくなったりということがあるようだ。今日教師自身も体

験不足になっている。また，教師自身の社会性がなくなってきているようなこともある。

体験重視を重視した研修が必要であろう。 

 特活の評価については，平成元年のあとの指導要録の改訂で，「十分満足できる状況に

は○をつける」ということであり，今回も全然変わっていない。だから，評価項目を難し

くしないで，４内容の評価規準を作ったら，それで各時間をみていくような簡略なもので

よいと考える。Ａ・Ｂ・Ｃの評価基準も作らずともよいと思う。 

 ある学校の通信簿の例をみたら，本校は評価を充実してますというわりには，特別活動

の欄は，係名だけ書くようになっていた。これでは，評価の充実とは言えない。 
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 まだまだいろいろ申し上げたいことはたくさんあるが，私の時計はちょうど４時を指し

ている。最後までご静聴いただき，ありがたく思う。また何かの機会があったらご一緒で

きればよいと思う 

 

記録  広報部  太田中学校  武村 亜樹子 


