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２０１７年度 課題別分科会基調 （１１月３日 １０時～１５時）
１．子どものからだと心をそだてる教育 すべての子どもと教職員の生命とひとみが輝く学校づくり
私たち養護教諭の仕事は、子どもたちとの日々の関わりの中で子どもの訴えに耳を傾け、丸ごと受け止めることから出発しています。

アレルギー、不登校、いじめ、暴力、自殺、虐待など課題は多種多様です。そこには、貧困、親の就労や長時間労働など社会問題が影
響しています。揺れながら成長していく子どものリアルな姿を保健室から発信し、子どもたちの発達課題をすべての教職員と共有しな
がら執務をすすめていきます。保護者、地域、関係する専門家と広範に連携した実践を交流することで討論を深め、課題を明らかにし
ていきましょう。

予定レポート ①中学校「T生徒との関わりの中で大切にしたこと」
①小学校「健康な心と体をつくる健康マイスターをめざす子どもたち」

▽基調提案者 泉るり子 ▽司会者 谷川圭子・古谷千津子 ▽記録・まとめ 濱田元子・森本千賀・門田紀佐子 ★中屋千世

２．教育条件整備 子どもたちが安心して通える学校づくりのために
昨今社会を取り巻く情勢は厳しく、約6人に1人の子どもが貧困状態であると言われています。このように経済的に厳しい状況に置かれた子ども

たちがお金の心配をせずに学校に通えるようにするためには、教育予算の増額や就学援助制度の充実など教育費無償化にむけての多方面で
の取組が必要です。教育環境の整備等、子どもたちが安心して通える学校づくりのために必要な教育条件整備について、日頃の実践を持ち寄
り交流しながら、みんなで考えていきましょう。

▽基調提案者 早馬奈菜 ▽司会者 川村敦子・宮尾桃子 ▽記録・まとめ 弘田理嫁・細木奈奈 ▽共同研究者・浦木秀雄
★大西朋枝・松尾浩子

３．通常学級における発達障害の子どもたち どの子も輝く教室を
通常学級における発達障害の可能性のある児童・生徒は、増加傾向にあると言えます。落ち着かない子どもをどう理解し、学級の子どもたちと

つなげていけば良いか。また、子どもの保護者とどう関わって行きながら成長を見守っていくのか。そして、カウンセラーや医療機関との連携によ
り、よりよい支援をしていくためにはどうしていけば良いのか等、課題はたくさんあります。
今年度は、小・中・高それぞれの校種での実践、とりわけ発達障害の児童・生徒が義務教育から高校へと進学する上で、どのような課題があ

り、どのような取り組みが必要なのか、ともに考えてみたいと思います。

▽基調提案者 杉村直美 ▽司会者 馬場勝也 ▽記録・まとめ 久保幸 ▽共同研究者 濱川博子・馬本 康正
★坂本雅子

４．地域から平和を見通す平和教育 今こそ平和教育を学び合おう
道徳が教科外であり成績もなかったのは、戦前の「修身」教育に対する反省が強くあったからです。国が求める人材育成のため「忠

君愛国」を注入・感化する教育がかつてあって、そのありようを正すために、１９４７年「教育基本法」が生まれ「教育勅語」が廃止
されました。
先年強行採決された「テロ等準備罪」が、戦前の治安維持法の復活とするなら、道徳の教科化は修身教育の復活です。しかし、まだ

私たち現場教職員には、教室での実践によって、戦前化を阻止する余地が残っています。注入や感化でない道徳の授業を、平和教育に
軸足を置いた実践の積み上げを、子どもたちとどう作っていくのか、実践を持ち寄って思いを語り合いましょう。

▽基調提案者 小林郁生 ▽司会者・▽記録・まとめ ★藤田毅・大西正浩・山崎真路

５．子どもの人権・ジェンダー平等の教育 人権認識を育てる教育を
安倍「教育再生」は、憲法改悪と一体に、教育を子どもたち一人ひとりの成長・発達を保障するものから、政権の国家戦略にそっ

た人材育成をめざすものにしようとしています。
子どもの権利をめぐる状況としては、2006 年 12 月に旧教基法の全面「改正」があり、その結果として「自己責任」や「競争原理主

義」を子どもに強くなど、非人権的な教育政策が行われてきました。そのような政策の下、子どもたちの中に他人に対する無関心や不
和・対立などの感情が育まれ、いじめや不登校など自他の尊厳を大切にしない状況が広がってしまったのではないでしょうか。
子どもの人権をめぐる状況、各学校での人権教育の取り組みや県内のジェンダーに関する問題などについて交流しましょう。

▽基調提案者 松井智恵 ▽司会者 清水貴美子 ▽記録 下八川光代 ▽まとめ 北代いづみ
▽共同研究者 橋田早苗 ★佐井ひとみ・澤井紀美子・柳川美智

６．自立と発達を支える仲間づくり（生活指導） 「問題行動は子どもの心の叫びです！」
自分の思いが通らないと物を投げる・暴れる、やりたいことをがまんすることができない、どこの教室にもそんな子どもたちが珍しくありません。

教師は、その子を何とかしようと、怒ってみたり理解しようとしてみたり、悪戦苦闘の毎日です。その子に振り回され、学級全体が落ち着かなくなっ
てしまったという話はあちこちで耳にします。今、学級づくりが大変困難になってきています。
しかし、教師にとって困った子は、実は自分自身が困っている子なのです。自分の生きづらさを言葉にできないから荒れる、または自分の世界

に閉じこもる・・・、問題行動は「ぼくの気持ち、分かってよ！」という子どもの心の叫びなのです。もし、どうしてその行動をしたのかが分かれば、
「ああ、そうだったのか！！」とその子への理解が広がります。そこに解決の糸口が見えてくるはずです。
ただ、それは一人ではなかなか見えてきません。いろいろな人の様々な視点を通してその子を見つめた時、初めて新たな子どもの姿が見えて

くるのです。みんなで集まって子どものことを語り合う意義がそこにあります。実践レポートをもとに、参加者の悩みの交流を通して、子どもの心の
叫びを感じてみましょう。

▽基調提案者 小田原典寿 ▽司会者 氏原亜佑 ▽記録・まとめ 廣井志保 ▽共同研究者 永野三枝

７．子どもの人間形成と学力 こども・青年の発達と学力をめぐる状況 あるべき発達保障と教育実践
①こどもたちの生活実態や発達・学力の状況をリアルに捉えることを大切にします。
②今のこどもたちの様々な困難さを踏まえ、学テ体制・スタンダードモデルに頼ろうとする教育現場の問題を明らかにし、こどもたちの生活実態
や発達・学力の状況に基づく、本来あるべき教育実践や子育てのとりくみを学び、考えます。

③教育や子育てを担う地域や保護者との協力・共同のとりくみも学びたいと思います。
以上のような視点に立った分科会にしたいと思います。レポートがなくても、是非本分科会にご参加下さい。
※なお、本年度も人間の発達面から道徳教育も考えてみます。

▽基調提案者 府川洋 ▽司会者 猪野耕久 ▽記録・まとめ 松本晶子 ▽共同研究者

８．子どもたちが主人公の学校づくり 今、子ども自身のねがいにもとづく学校づくりを
新たな学習指導要領の内容では、「カリキュラムマネジメント」と言われるように、校長のリーダーシップの下、学校目標の実現のために教科指

導や道徳など、教育計画が組み立てられ、PDCAの方法で学校経営が行われるよう描かれています。このことは、教育が人材育成の道具にされ
かねない状況に置かれているという懸念を強く感じます。
学校は、子どもたちが仲間や世界とつながり、豊かな文化を獲得しながら、自らの考えを深め、自立的に生きていく力を培う場です。その意味

でも、子どもたちの実情や要求、保護者の願い、教職員の願いが紡ぎ合わされるような学校づくりが求められています。
分科会では、次のような内容を考えています。

①今日の子どもたちをはじめとする、学校の現状の交流。
②参加と共同の学校づくりの取り組みの交流
③学校統廃合や高校再編についての検討 など

▽基調提案者 濵田郁夫 ▽司会者 細木久義 ▽記録・まとめ 細木久義 ▽共同研究者 門田雅人・内田純一

２０１７年度 教科別分科会基調 （１１月４日 ９時～１２時半）
１．国語教育 読むこと・書くこと・話すことを通して人間的発達を
現在、私たちの教育現場では、「全国学力テスト」「高知県版の一斉学テ」や各市販の学力検査が次々と実施されています。そして、

結果の分析、さらにはその対策・実施と効果の検証、と「目に見える数値目標」を向上させるための施策に息つく間もなく追われてい
ます。また、県教委からの声に応えるための「加力指導」や「長期休業を削っての補習授業」も強要されています。すぐには結果が数
値に表れにくいといわれる国語科では、この傾向にさらに拍車がかけられています。
しかし、そんな今こそ、私たちは国語教育本来の姿に立ち返り、『文を読む』『文を書く』『話し・伝える』ことそのものの楽しさを

教え、「真のことばの力」を育む実践を目指す必要があるのではないでしょうか。本分科会は、私たちの考える国語教育の内容と方法
を提起し、「ことばの力」を伸ばすことによって子どもたちの人間的成長・発達を支える国語教育の実践を進めていくことを大きなテ
ーマとしたいと考えます。
＜討議の柱＞１，「ことばの力」を伸ばす国語教育をどう創造していくか。

２，各職場での国語教育をめぐる情勢の情報交換をもとに，そのなかで，子どもたちの人間的成長・発達を支える国語
教育の実践をどう進めていくか
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▽基調提案者 松岡俊宏 ▽司会者・北代いづみ ▽記録 神野寛 ▽まとめ 畦地正章 ▽共同研究者 山沖幸喜

２．英語教育 楽しくわかる英語授業をめざして
小・中学校の次期学習指導要領では小学校３・４年生での外国語活動の導入と５・６年生での教科化、中学校の授業は英語で行うこ

とを基本とすることなどが決定されました。高等学校についてもディベートやディスカッション等を含む言語活動の高度化などが検討
されていて、外国語教育全体が大きく変わろうとしています。分科会では子どもが英語を使って楽しいと感じる授業づくりや分かるク
ラスルームイングリッシュについて討議し、文部科学省の外国語教育強化地域拠点事業の実践校より実践報告を聞いて小学校での英語
指導体制の確立や小中連携による外国語教育の充実等について検討してきます。
子どもたちが楽しくわかる英語授業について一緒に考えていきましょう。

▽基調提案者 濵口恵多郎 ▽司会者 濵口恵多郎・田上雅哉 ▽記録 松本晶子 ▽まとめ▽共同研究者

３．生活・社会科・総合学習 子ども主体の楽しくわかる授業を、地域に根ざした学習に取り組もう
憲法施行 70 年の今年は、憲法の民主主義・人権の学習や 18 歳選挙権の実現にともなう主権者教育の重要性が増しています。また、

学習指導要領の改訂にともなう批判的検討が必要です。社会科教育は本来、子どもが社会の主人公となるのに必要な知識を身につけ、
自分で考え行動していく力を育てることを目的としています。同時に、子どもたちが主権者として生きるための社会認識、歴史認識を
どう育てるのかといった観点に立ち、発達課題をふまえた自主編成、授業づくりが検討される必要があります。
子ども主体の楽しくわかる授業をどうつくっていくのか、地域に根ざした学習をどのように展開していくのかという課題も分科会の

重要な課題となっています。
＜討議の柱＞ ①２１世紀を担う主権者となるための社会認識や歴史認識をどう育てていくのか。

②子ども主体の楽しくわかる授業をどうつくるのか。
③教材の自主編成をどうすすめるのか。
④「総合的な学習の時間」や「生活科」と社会科とのかかわりは、どうあるべきか。

▽基調提案者 河内勝美 ▽司会者 泉谷博之 ▽記録・まとめ 高尾和伸 ★小山求・仙頭幹夫

４．算数･数学教育 「子どもたちと共に作る楽しい算数・数学の授業」
学習指導要領の改訂案が発表された。人材・人的資源の育成を目的として、コンピテンシー（資質・能力）の重要性を明記している。

そのコンピテンシーとは、財界の要求に沿って、２０３０年までにどんな社会を築き上げるかが未だに定まらない中で、不確定・不透
明な社会を生き抜くために、それに適応できる児童・生徒の育成を主な目的としている。
第３節の算数においては、文言の中の「算数」という言葉がすべて「数学」になっている。各学年の「目標」が（１）「知識・技能」

（２）「思考力・判断力・表現力」（３）「学びに向かう力・人間性」と形式が揃えられてきている。領域がこれまでと変わって、以下
のようになり、「量」という言葉がなくなっている。
Ａ：「数と計算」（同じ） Ｂ：これまで「量と測定」→「図形」 Ｃ：「図形」→１～３年は「測定」、４～６年 「変化と関係」
Ｄ：「数量関係」→「データ活用」 全学年：「算数的活動」→「数学的活動」
また、１つ１つの内容項目全てに（ア）と（イ）があり、「思考力・判断力・表現力」の表現が強調されている。（ア）次のような

知識及び技能を身につけること。（イ）次のような思考力・判断力・表現力等を身につけること。このような量抜きの数字だけの処理
だけで算数・数学を学ばせるような内容で、子どもたちはきちんと理解することができるのだろうか。
今年の「教育の集い」では、「楽しく、わかる、つかえる」算数を目指して、私たち教師がこれから子どもたちにどんな力をつけて

いけばいいのかを、様々な教育実践を語り合う中で、見つめ直していきたい。そして、「地球温暖化」・「貧困」・「戦争」の陰が大きく
落とすこの社会において、算数・数学の学びを通して、未来を見通し、未来を切り拓いていけるような学力を子どもたち一人ひとりに
身につけさせたい。
そのために、参加者がお互いに率直に学び合えるような分科会にしたいと考えている。多くの方々が参加していただけることを心よ

り願っている。

▽基調提案者 末定整基 ▽司会者 白瀧知之・矢野川研 ▽記録・まとめ 包国千賀
▽共同研究者 樽本冨佐子・小松健一郎 ★松本哲郎、石川眞人、清水貴美子

５．理科教育 楽しくわかる授業をめざして
一昨年は小学校の教科書が、昨年は中学校の教科書が改訂されました。それにより、今までの指導方法と変わらざるを得なかったこ

ともあるのではないでしょうか。また、改訂学習指導頭領も今年公示されました。そして移行期間を経て小学校は２０２０年度、中学
校は２０２１年度から完全実施されるようになります。良くなる点や扱いにくくなる点、カリキュラム・マネジメントの関係で他教科
や社会生活との関わりで捉えておきたい点などもあるのではないかと思います。
この教育のつどい（県教研）は小学校、中学校、そして高等学校の先生方が一緒に集まり語れる場です。それぞれの学校・段階での

教育課程を知ることで改めて指導内容に気づくことがあるかもしれません。各学校・学年での授業のもち方・実践などを持ち寄り、楽
しい理科教育・よく分かる理科教育について語り合いましょう。

▽基調提案者▽司会者▽記録・まとめ 水田幸繁

６．図工･美術教育 豊かな感性と想像力を育む美術教育を
社会の変化の中で、子どもたちの生活にも生活体験や自然体験の不足、社会性の欠如など多くの問題が見られるようになりました。指導要領

の改訂のたびに図工・美術の授業時数は少なくなりましたが、そのような状況の中でも、一人ひとりが感じたことを考え、表現する活動を保障して
いかなければなりません。
授業の中では、色や形から子どもの心のメッセージを感じ取り、語り合い、ともに作品をつくっていきます。言い換えれば、子どもたちの夢や希

望を主題として設定し、創意工夫をしながら問題を解決し、答えを生み出していく場であるといえます。人間形成にかかわる大切な教科であるこ
とを再認識し、子どもの作品を通して「図工・美術でできること」「図工・美術にできること」を語り合い、これからの図工・美術が子どもたちのために
何ができるかを一緒に考えていきたいと思います。

▽基調提案者 門田武 ▽司会者 山口博久・松本晶子 ▽記録・まとめ 高橋まどか・加藤優子

７．音楽教育 子どもたちとともに音楽を創る
人間は０歳から学び始め、学び続けて育ちます。本質的に「学びたい」という意欲と、学ぶことへの期待があるからです。それは発見、感動、理

解、創造などの喜びにつながります。子どもたちを豊かにしてきた教材を私たちはたくさん財産として持っています。子どもたちが渡された音楽を
好きになり、そのときに子どもは、小さな窓からしか見られなかった世界がぐっと広がって、今までの価値観ではもう支えられなくなります。感性と
知性が育っていくのです。そういう内面の大きな動き、子どもの変化を生み出しながら、音楽教育は積み重ねられてきました。
音楽は、音楽の質でたたかっていく。音楽の内容と質、方向、それが通俗とたたかっていくのです。混乱期の末期症状にさしかかったときにこ

そ、本当の優れた文化、芸術が人間を育て、豊かにしていくのです。その音楽が子どもたちとともにあり、子どもたちはそれを学ぶことを喜びとし
ている。人間が育っていくというすばらしいことに直接かかわっている音楽を私たちは日々子どもに伝え、子どもとともに音楽しているのです。子
どもたちが、何をどう学んでいくか、獲得していくか、それは教師の力、教師の人間性しかないのです。自分が子どもたちに伝えていく力をどう方
向づけながら、豊かにしていくかが大切にされなくてはなりません。私たちは常に創造力を失ってはいけない。創造力というのは受身であっては
いけないのです。

▽基調提案者 酒井弘 ▽司会者 田中美智・片岡由美 ▽記録 酒井弘 ▽まとめ 牛窓真由美 ▽共同研究者 佐竹佳子

８．障害児の発達と教育 どの子にも豊かな発達を
特別支援教育制度がはじまって 10 年が過ぎました。2014 年１月の障害者権利条約の批准、2016 年４月からの障害者差別解消
法の施行などにより、インクルーシブ教育や合理的配慮などの用語も広まってきました。しかし、その真の意義はゆがめられ、
子どもたちの豊かな発達を保障することとはかけ離れたものなっています。
全国的に障害児学校・学級、通級指導教室の在籍児童・生徒数は大幅に増えており、その過密・過大化は「差別的」ともい

える状況になっています。障害児学級では、特に自閉症・情緒障害学級の在籍数が激増しています。学年や実態の違う複数の
子ども（最大８名）を教員一人で担当しなければならず、悩んでいる担任も多いのではないでしょうか。また高校でも、発達
障害などの特別ニーズをもつ生徒が増えており、2018年度より「通級による指導」が始まろうとしています。
学習指導要領改訂がなされましたが、国が「資質・能力」を規定し、教育内容のみならず、指導方法、評価までを統制しよう

としています。
障害のある子どもたちが権利主体として発達していくために、本物の文化や科学、芸術などにふれ、多様な仲間との出会いや集団

づくりを通して夢や憧れを育みながら人格形成をはかっていくような豊かな学びを保障していきましょう。

▽基調提案者 藤木真由美 ▽司会者 国廣聖・掛橋佐和 ▽記録 山岡千紗 ▽まとめ 藤木真由美
▽共同研究者 森敦子 ★武田須磨・浅利みゆき・矢野和・真鍋肇・青木志保・森下妙


