■
教師の手による ｢
授業づくり｣
犬 山市教育重点会

1 教材鍔発一鞘教本の作成
犬 山市では､学習帯導要額が据尊 の最低基準 であ ることを教 育実践 甲立場 か ら主任的
に とらえ返 し､授業改善 を根底 に据 えた教材開発 を進め るとい う､市 内教聴 負 の共通理
解 がで きてい る｡副教本 の作成 は､その中心的 な試みである｡新 しい単習拝等要領で削
減 され た内容 を補充す るためではな く､子 どもたちが学 ぶ美 しさを覚 え る､ 身につけ る
学びを保障す る｣ ため に副教本 を身近 に備 え るとい うね らいで､子 ど
という､いわ碍 r
もたちの教材 を巷えてきた｡
事数､理科､局番の副教本の初版刊行 までに､教臥 保薄着 によっT
t､それぞれ 挿 半
に及ぶ検討がなされ てきた｡算数 の副教 本づ くりで古
事､ その当初 に､ 内容 が削減 され た
薪縛等要償 を､子 どものつ まず き の解消 とい う親点か ら検 討 した｡理科 の副教 本 では､
単 なる知亀理解の世界ではな く､実際の生活 に生 きてはた らく理科 と̀
い う親 点 に立 ち,
｢
理科大好 き人間｣ を当初 の方 向づけ と した｡歯舞魂教 本 の作鹿過程 で.
は ､ ｢伝 え合 う
力｣の重要性が問われてい る ｢聞 く ･薪す ｣ の領域 について､実額 に領域 の籍尊 にあた
った時間数やその成果 についての検討か らは じめた｡
3
教科の副教本は共 に､市 内の教師で絹成 した作成委員会が中心 とな って▲子 どもたも
の発達段階 を考慮 に入れなが ら､教材 を開発 し､編集 してい った｡編集 の途 中 において､
それぞれの段階の秦 を小､中学校 のすべての教師や保 筆者 に提示 して､率 直 な意見 を求
めて作成 した｡犬山の児葺の実態 に合わせなが ら､'
教 師､保葉音 の思い を寄 せ た副教 本
となっている｡
奉市 の教師は､子 どもたちに とって薬 しい授業､分か る授業 を進 め るため に､ どこに
視 点 をお くべ きかを重要 なポイ ン トと して教育現掛 こ立 ってい る｡学 んで新 しい ことを
知 る菩 びは､大人であれ子 どもであれ､ だれ もが有す る ものであ って､勉強 す る際の大
きな卦模 とな ってい る｡ この内的 な学 びの仕艶みの存 在 を授業者 が理解 し､ どの ような
授業 を作 り､唇関 してい くかが課題 とな る｡.
楽 しい授業 ､分か る授業 は､教 師 の一方的
な'
押 しつけでは決 して成立 しない｡ もちろん基礎的 な知敦､･
技能 は教 え込Iむ授業 で も習
得 させ得 るが､子 どもたちが 自ら学 んでい く力は､教 え込みで育む ことはで きない｡
教師 は､具体的 に実時､検証 を重ねつつ､教材開発 にかかわ る中や教材分析力 を身に
っけてい く｡ この取 り組みは､犬 山の各学校●
な らではの ものであ って､ ひい ては学校 の
自立 につなが る方向性 を持つ ものである｡
副教本は､常 に授業の実際 を勝義 に浮かべ､子 どもたちの学S･
楽 しさを追究 して きた､
教 師の授業故事 の‑?の集約 で あ る｡活用 にあた っ七大事 な ことは､｢子 ど もた ちが学
ぶ｣ 羊とであ る｡教科事 にあるか ら､副教本 にあるか ら授業 で扱 うとい うので はな く､
子 どもが季習 に向かうのによ り適 した教材 を指導者が選択す る ことであ る｡時 には､そ
れぞれ の副教本は､当改教科 に限 らず､組合的 な学習 に も使用 し､子 どもの･
実態 に即 し
た効果的 な授業故事､授業 づ くりに生 か してい る｡ また､教材開発 とそ の活用 にあわせ
て､ TT､少人数授業などの指導形態 に も工夫 を加 えて､子 どもの学 びを保 障すべ く努
めた｡
実際 に､算数の授業では,教科書 の東電 を帯 ませ､副教本の間蔦へ と準 み､ さらに高
度 な開溝へ と意欲的 に取 り阻んでい く子 どもが 目立つ よ うにな った｡理科 の副教 本 を片
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手 に､学校周辺の草花を採取 した り､
.昆虫 を見つけては教師 に蓄 しかけた りす.
るなど､
自ら学 び 自ら考える子どもが増えてきてい る｡声静では､教科寺や副教本に紹介 され て
いる詩や改み物 に関連 した本 を園垂館で探 した り､朝 の読者 タイムで副教卒に載せ られ
た作品を楽 しむなど,子 どもたちは読番の世界を広げてきている｡
子 どもの立場 に立 って教材選択､教材開発 された副教本づ くりの意図や姿勢は､他の
教科 にも拡が っている｡ たとえば社会科では､中学年 を中心 に､地域兼材 を活用 し七資
料選択や資料堺集 を行 った副読本が作成 され ている｡ 高学年 においても､番甚助 に地域
兼材 を凍 り起 こし､全国におまぶ範帝の学習内容に結 びつ く教材 を開発す るなどの努力
をしてきている｡
教材 は地政素材 にとどまらない｡全国に 日を向け､必要 な資料 は現地 に赴いて取得す
るほか､インターネッ トやメール､ ファックス､郵便等の媒体 を通 して教材 となる資料
を収集 している｡
学び｣ を深め ようとすれば､教科春だけでは限界がある｡地域や子 どもの
子 どもの ｢
実態を正 し･
く把握 し､教師の思いや 子 どもの思いが十分に巌み込 まれた投薬 を創造 して
い こうとす るとき､
･新たな教材開発は必窮の ものである｡
身近 な教財を活用 した り､時 には特定の教材 に重み を付けて学んだ りす るなどの試み
は､ さらに､各学校独 自の教育 内容充実への努力 とい う形 に発展 してきている｡各校連
銀 による教材づ くりに加えて､学校独 自の揖年計画立案 と乗鞍づ くりが 自立的 に進め ら
れ る文 化が定着 してきているのである｡

2 .環境曇尊に裏づけされた r
授賞づ くL
)∫
子 どもを主体 と した授業､学びを保称す る犬山市の投棄 づ くりで､見落 としてはな ら
ない競点が三つある.
?
一つは､子ともの意欲､関心 を大切 に した授業づ くりである｡ 自ら学ぶ力は､子 ども
め口を無理矢理 こじ開けて水 を流 し込むように して育 まれ るものではない｡犬山市では､
教 える倒､学ぶ側の双方 にとって関心のある､地域兼材 を取 り入れた副教本や 自主教材
を開発､活用 してきている｡理科では､市内 および近辞で現地取材 を し､子･
どもたちが
直接 目.
に しているものや.
=とが らを鼠み込んでいる｡算数 では､間膚文 に､犬山市 に実
在す る場所を取 り入れた り市の人 口を例に して考えさせた りしているが､ これ らは子 ど
･
もが算数 を身近 で生きた学習 として気づ くための大切な責苦 となっている｡
木 曽川河岸に見 られ る地帯やモンキーセンターの動物 を取 り入れた理科の副教本､国
■
青では子 どもの育喬感覚を大切
にす る視点か ら､古典や落藩 学扱いっつ､犬山市ゐ生藩
に帝著 した弗土 の集 りや史跡 に関す る文章 も副 教本 に艶み込 んでいる｡いずれ も､教材
を･
身近 に受け止めて欲 しいか きである｡副教本は.
.教科書 と併用 した●
り､家庭での取 り
革みを可能 にす る工夫を加えた り､朝の託蕃 タイムの ような轟の時間に使 うなど､多様
なスタイルで利用 し､基礎 ･基本､発展など､幅広い学力の形成 を虎す教材 としてきて
●
い る｡
もう‑つは､少人数 クラス･
､TTなどの学習環境 め毛俄 である｡授業改轟 に向けての
教師の姿勢や､ 自主教材等の開発によって可能 となる子 どもの意欲､関心の高 まりが､
小集団での 自発的､ 自立的学習活動や､あるいは一人の発言に学級全体が呼応す る協 同
的 な学習集団を生み出 して くる｡しか し､自ら学ぼ うとす る子 どもたちの動 きを生かす､
教師による適切 な場の設定がなされなければな らない｡

一
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‑

従来の4
0
人学級では､ 自ら学ぼ うとしている子 どもたちの芽 を､個 に応 じて育 ててい
くに●
は限界があった｡ 自ら学ぶ力を育むには､子 どもの学習を衰える遺切 な環境設定が
必要である｡本市の少人数援業､ TT､ さらに少人数学級の実現 と.
い う施策 は､それ 孝
子 どもの 自ら学ぶカを育むための必窮の条件 と位置づけた試みである｡各学校 は この条
件 を生か し､実鱒に応 じ､より高い効果 をね らって持導形態の工夫 を展的 してい る｡
■授業改善 を線度に凍 えた学習環境づ くりによって､子 どもたちは学 びの喜びをより多
く経験 し､学校生活 に楽 しさを覚え､教師 も､わが手で作 り上げてい く楽 しく魅力ある
授業に､新たな意欲 と情熱を燃や している｡
の姿勢は､強制的な行政の力によ
｢
子 どもも教師 も通いた くなるような学校 ｣ づ くり̀
犬山の子 は犬 山で育て る｣ の ことば甲 もとで､犬山の
って作 り出 されたのではない･
｡｢
教師の､学琴 を内噂か ら変える･
という改善の就みが､学校 間の競争 か ら改革 を促そうと
いう乾点か らの取 り範みとは異な奉､確かな成果 を生み出 しているといえようi

3 枚好の事 による主体的な故育常春づ くL
j
̲
犬山独 自の副教本 を生かすため､算数､理科､国露においては副 教本の清浄 を巌み込
んだ犬山が )キュラムを基本 と して､各学校 ごとの教育課番が作成 されてい る｡ どとで
どの･
ように諦教本を活用す るのか という教育課程づ くりは､学習効果 を上 げ るために特
に重要 なことである｡
他教科の教育課程 においても､帝轟的 に自主教材 を開発 し､単元の入れ替 え､肯成や
時間配分の見直 しを してい る｡̀
教材開発が進めば､それ を受けた教育課程づ くりが進行
す る｡教育課程の編成が先ん じて､それ に合わせた教材開発 を模索す る場合 もあ り､■
こ
の両者 は切 っても切れない関係にある｡
｢
学 び｣ を大切 に した授業 を考 えるとき､学 びの主体 である児童生徒の実態が重要 に
なって くる｡犬山 の子 には犬山の子 に合 った授業が必要 であ り､市 内のそれぞれ の学校
学 び｣を薄めて
にはその学校独 自の援業 を工夫 してい く必要がある｡そ して､いかに ｢
い くかという思いは､ 自主的な教育課程の編成へ と向か ってい く｡
0
0
4
年度か らの2
学期制実施の鎮静に入 った とき､大 きな柱 は教育蘇毒 と評価
犬山市が2
の見直 しであ った｡ 2学期制に よる授業時政の増加 を蕗 まえて､ゆとりある教育課程の
作成 と､長いスパ ンの中での分か りやすい評価づ くり､次の学習へ とつなが る･
評価づ く
り､つ まり持尊 と評価の一体化 をめざ したムそ こでの畿静は､増加時数の扱 いに･
tどま
るものではな く､いかに犬山 らしい教育許程 を作 るかに重点があ った｡その中や が副教
本の活用である｡ここで静養 された教育課程は､その後､各学校の実情 を加味 しなが ら､
学校に合 った独 自の教育課程の作成へとつなが ってい った｡
各学校では､い草も教育課程づ くりは鮭統 している｡毎年､副教本は改訂 され､新た
な.
日章教材 も開発 され るこ とにより､敦育課程 はさらi
こその学校 に合 った ものに改善 さ
れてい く｡実銭が新たな課題を.
生み､,
それが解決 され ることにより､･
さらに進化 した実
践になってい くので ある｡
犬山のめざす教育改革の中心は授業改善であ り､その重要な軸が 自主的な教育課程づ
くりとそれにともなう教材開発である｡副教本の作成 も 2学期制の 実施 も､究轟のね ら
いはそこにある｡
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