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〈疲れやすさもあるが、大好きとも言われた。それは ASD のよさとも聞こえたが、そこを

もう少し詳しく言葉にしていただけますか？〉

・・・・などと続いた。A さんは問いに応じて自分の体験を言語化する作業をしていった。

参加者は、A さんの語る率直なことば表現に刺激され、思い思いのリフレクションを返し

た。A さんは自分の語りが他者に与える影響力を感じ、社会とつながる喜びを口にした。

当事者の語りを聴く会は、緊張のなかで社会交流をする体験である。緊張は、参加者の

聴く姿勢によって共有され、当事者のマイノリティ性に意味が付与されることで、参加者

との穏やかなつながりを生む。

5. 「松の実教室」のグループ活動 

昨年度に引き続き、メンタルヘルスやソーシャルスキルに課題をもつ子どもの手助けを

する少人数のグループ活動「松の実教室」を実施した。附属中学の数名の生徒を対象に、

月に 2 回、放課後の 1 時間で実施した。昨年と同様に「自己理解、他者理解を促進する」

を目標にして、スクールカウンセラーや支援教員らがファシリテーターとなり、毎回テー

マを決めたエクササイズを行った。昨年も参加した生徒からは、コロナ禍で開催が延期さ

れている間も再開を待ちわびる声があった。同じ場所で特定のメンバーとの関わりを継続

することは、安全と安心感を提供し、そこでの対人交流が情緒的にも認知的にも穏やかで

生き生きとした活動を生む。たとえば、クラフトの作業時に、自分の作品に込めた思いを

他者に説明したり、手間取っているメンバーに「こうしたら、上手くいく」とコツを手助

けしたりする姿が見て取れた。 

このような一人の生徒の細かな変化や成長は、もしこの場での活動がなければ、誰にも

気づかれず、本人も発揮することなく過ぎていくのかもしれない。代わりに、他者の目を

気にして一人萎縮して緊張したなかでの体験、それを普通として当たり前に積み重ねたの

かもしれない。その意味でも、生き生きした体験ができる場があり、それを演出し評価す

る第三者がいて、その意味と成果を本人と共有できる場と機会があることは貴重である。 

本教室のなかで、一人の生徒の高校受験対策で面接練習を数回行った。うまくできたこ

とを皆から評価され、本番に臨み、成果につながった。そのことで、本人も喜び、保護者

も感激を示した。守られた小集団での関わりが、自己理解や自己表現そしてロールプレイ

の機会となり、それを支持・評価する他者の存在がいることによって、小さな自信や自分

らしさ、そしてキャリア形成につながる。そんな図式が見えた実践であった。 

本教室とは別に、今年度、包括的性教育の枠組みによる実践や小学校に広げたコミュニ

ケーションスキル向上のための教室（通称「はごろも教室」）を開始した。 

 

6. まとめ 

コロナ禍は、人々のメンタルヘルス活動へのパラドックス的な挑戦である。今年度そん

な思いをもちながら本研究に取り組んだ。直接の出会いや対面の制限が、心身の健康や他

者との関わり方にどのような影響を与えるかについて考えることで、本研究テーマを深め

る視点もいただいた。それは、学校の直接的関係者だけでなく、多職種の人々の活動を知

り、当事者性のニーズや多様性に目を向け、「対話の場があることによって生まれている

ものがある」ことの意味を確認すること。そこに社会とのつながりを共有することができ

る。今後、さらに対話の活動を通して、メンタルヘルスのネットワークを広げたい。 
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1．はじめに 

高等学校家庭科教員と学部家庭科教育専攻教員の授業研究や情報交換を行う場を構築すること

を目指し、昨年度から県立熊野高等学校における Kumanoサポーターズリーダー部（ボランティ
アを行う団体）の活動を通して、連携を開始した。昨年度は、高等学校における生徒の活動実態

を知り、家庭科への授業の取り組みを模索することとした。今年度は、連携校がさらに増加した

が、新型コロナウイルスへの感染防止対策による制限が多くあり、それぞれの学校の特性と要望

に応じて対応していった。本報では、本年度の活動内容について報告する。 
 
2．活動報告 

1）Kumanoサポーターズリーダー部と学校家庭クラブ全国大会（県立熊野高等学校） 
近畿ブロック代表として全国大会で発表が予定されている AED 用プライバシー保護シー
ト開発において、特許申請の可能性をもとに情報提供を行った。全国高等学校家庭クラブ研

究発表大会では、産業教育振興中央会賞およびクラブ員奨励賞の受賞をされ、家庭クラブの

活動には参考になる点が非常に大きい。また、特許申請に関しては、山口大学知的財産セン

ター主催の「知的財産甲子園 2020」に応募され、サポーターズリーダー部員が活動している
そうだ。今年度は「絆マップ」作製の授業見学を計画していたが、新型コロナウイルスのた

め、実現することが出来なかった。 
 

2）高齢者体験を用いた授業（府立岬高等学校） 
   本年度から連携を行うことになった卒業生が所属する高等学校である。 

大阪府立岬高等学校では、「視覚教材、体験学習、調査学習を用いた授業を行い、ユニバー

サルデザインの考え方を身に付けさせる」ことをねらいとして、家庭基礎「共生社会と福祉」

における高齢者体験を取り入れた授業を構想、実施した。期間は 11月 17日～12月 8日、対
象は 1年生 6クラスである。 

   全 6時間の指導計画を下表に示す。 

区分 学 習 内 容 配当時間 
第1次 バリアを感じている人の体験 高齢者体験 

バリア体験 
1 
1 

第2次 「1 歳までの子ども」を理解し
よう 

 1 

第3次 住まいと町のユニバーサルデ
ザイン 

住まいとユニバーサルデザイン 
町の中のユニバーサルデザイン 

1 
1 

第4次 ユニバーサルデザイン製品を
提案してみよう 

 1 
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   この授業において高齢者体験は、生活においてなんらかの不自

由さ（バリア）を感じている人として高齢者の身体状況を模擬的

に体験するものである。写真のような装具を生徒が身に付け、加

齢に伴う視力や聴力の衰え、関節の曲げにくさや筋力の低下を体

感している。この体験の結果として生徒は、「階段をエスカレータ

ーにしてほしい」「大きい声で話してほしい」「席を譲ってほしい」

「ボードに書いて見せてほしい」「段差をなくしてほしい」「手す

りをつけてほしい」といった生活環境に対するさまざまな要求を

持ち、第 3次においてどのように住まいと町をデザインすればよ
いか、様々な人に対応できるような工夫を考えることができてい

た。この装具一式は大学から貸し出したもので、貸し出し時には

使用方法についての簡単な解説を教師に伝えた。高等学校での使

用後には授業の様子を具体的に報告してもらうことで、教材使用

時の細かな留意事項やさらなる活用のアイデアを共有することが

できた。 
 
3）公開授業参観（海南市立海南下津高等学校） 
  本年度から共同研究を実施することになった。複数年度で授業研究を行っていくことを前

提にし、初年度は教員との交流および生徒の実態把握を目的とし、公開授業を見学し研究協

議を行った。今後、講義科目で体験や実習をとり入れ、基礎学力をどのように付けていくか、

連携して検討していきたい。 
① 家庭基礎：基礎縫いの学習（10月 21日） 
  学部教員 1 名が授業見学を行った。中学校で学習する内容であるが、経験していない生徒
もおり、今後受検する被服技術検定 4級を目指した、まつり縫いについて学習する授業であ
る。教材準備に多くの工夫がみられ、生徒が参加しやすい環境を作り出した授業であった。

チェックシートにも実際の練習布の写真が用いられており、生徒が記入しやすいものとなっ

ていた。 
② 生活産業基礎：現代の生活・生活課題と住まい（11月 21日） 
  学部教員2名と大学院生1名が授業見学を行った。加齢による機能変化や行動特性を考え、
高齢者疑似体験用具を用いて班活動を行い、高齢者に求められる住環境について考える授業

であった。班ごとに見守り教員が必要であり、家庭科専門高校ならではの工夫がなされてい

た。しかし、家庭科以外の見守り教員では、授業内容理解度に差が生じ、高齢者体験時の生

徒の素直なつぶやきを拾えていない場面もあり、複数で授業を担当すること、他教科の教員

が授業協力することへの難しさがわかった。 
 

3．おわりに 

 学校によって生徒の実態が異なるため、共同研究の連携校が合同して事業を計画していくこと

には困難さを感じるが、学校現場の要望に応じて今後も家庭科の授業が充実していくことに寄与

していきたい。 

 

1 
 

子どもの社会的見方・考え方の変容・深まりをめざす社会科授業・評価に関する研究

和歌山大学教育学部 岩野清美（文責） 
和歌山大学教育学部附属小学校 中山和幸・西川恭矢 

 
 

1. 研究の背景と目的 

 附属小学校社会科では、「未来に生きて働く探究

力と省察性の育成」を掲げ、思考の見える化や評価

に着目した研究を行っている。本研究はその研究の

一環として、子どもの見方・考え方の変容・深まり

が見られた場面に着目し、学習課題（主体）、学習の

場（協働）、見方・考え方の基盤となる知識（活用）

をキーワードに、子どもの見方・考え方の変容・深

まりが生まれる条件を探索的に探る。 
 
2. 分析対象授業 

 子どもの見方・考え方の変容・深まりが見られた

場面を検討するために、附属小学校 6C 授業「江戸

幕府 260 年のなぞにせまろう～吉宗と宗春の政治」

（西川恭矢先生。2020 年 10 月 21 日実施。10 月 31
日の教育研究発表会での提案授業）を取りあげる。

この授業では、徳川吉宗の政治と宗春の政治を比較

しながら、「徳川吉宗は優れたリーダーといえるの

か？」について話し合った。授業プロトコル（一部

抜粋）を次ページ表 1 に示す。 
 
3. 見方・考え方の変容－個人に着目して－ 

 授業における子どもたちの見方・考え方の変容を

検討するために、ハ・ヘ（記号は、表 1（授業プロト

コル）参照）の 2 人について検討してみたい。 
ハは、6 で、吉宗の政治は「民衆にとって悪」で

あるが、「自分たちの日本、ま、江戸幕府が、やばい

状態やから、それをなおすためには、もう、Yes（吉

宗は優れたリーダーである）」という理由から、「も

うどっちをとったらいいんかわからん」と述べてい

る。「優れたリーダーか否か」という問いに対する答

えは、被支配者である民衆か為政者かという立場に

よって異なるという考えといえよう。それが、話し

合いの終盤 30 では、「尾張に慣れ、その後、江戸に

変わると…」と民衆をただ支配されるだけの存在か

ら封建制の下でも一定の移動の自由を有していた

存在としてとらえ直し、また、政策が及ぼしうる影

響について時系列で考え、表現している。 
 ヘは、14（14 は同じ班のトの発言であるが、トは

発言の直前にヘと打ち合わせをしており、ヘの考え

としても差し支えないと考えられる）で、吉宗の政

治を「幕府を立て直すために」行ったものとしてい

るが、21 では目安箱と町火消に触れ、「（民衆の）命

に関わること」は政策として行われていることを指

摘し、「命だけを救って、…楽しみのない（吉宗の政

治は）いけない」というニと対立している。吉宗の

政治を、宗春のそれとの比較から、「幕府を立て直す

ため」と認識していたが、目安箱と町火消について、

命に関わることについて民衆の意見を受け入れて

いるという解釈をつくり、吉宗の政治について新た

な認識を構築しようとしている姿であるととらえ

ることができよう。 
 このように、授業を通して子どもたちは、吉宗の

政治について、その影響をより長期的な時間軸のな

かで考えたり、質素倹約という 1 つの政策だけでは

なく、複数の政策から考えようとしている。これは、

吉宗の政治という歴史的事象に対して、考え方が深

まったり、広がったりしている姿であるといえるだ

ろう。それでは、このような見方・考え方の変容は、

どのようにしてもたらされたのだろうか。以下、項

を改め、見方・考え方の変容をもたらした集団思考

（学習の場＝協働）について考察する。 
 
4. 見方・考え方の変容をもたらした集団思考 

 前項で、本時における見方・考え方の変容として、

政策評価における時間軸の導入と、「幕府のための

政治か、民衆のための政治か」という問いを、「吉宗

の政治は本当に幕府のためだけのものだったのか」

という問いに置き換えることで、複数の政策からそ

の政治を評価していることを指摘した。学級での話

し合いという集団思考のなかでこのような変容を

リードした存在として、ロの話し合いに果たした役

割は非常に大きい。票 1 の再掲になるが、ロの発言

要旨を改めて拾ってみよう。 
16：民衆を取るか、幕府の未来を取るか。民衆の未

来を取るか、幕府の未来を取るか。 
19：吉宗の方が民衆を考えてる。ちゃんと、意見を

取り入れてってやってる。 
 16 の発言は、15Ｔ「民衆の視点で考えたら…吉宗

の政治って、どうなの？」という問いに対してのも

のであるが、挙手→教師による指名を経ての発言で

はなく、つぶやきに近い。この発言が興味深いのは、

14 トの「幕府を立て直すため」と「民衆のために、

お祭りとか、楽しい生活をさせた」という対立軸が、

民衆（の現在）か幕府の未来かという時間軸におい

てねじれのあるものであることを指摘し、（意識的

にではなかったかもしれないが）「民衆の未来をと 
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