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巻　　頭　　言

学 校 長　太田  陽太郎　

　創設者堀越千代女史の意思を継ぎ、本校は実験実習を重ん

じて来ています。日々の生活現場を支える女性が如何に感性

と理性を働かせ『人間』らしい人生を実感して歩んでゆくこ

とが出来るのか、生活と人間として生きているという実感と

の合一を求め、それを実現するための教育を実践する、とい

うのがご意思と理解しています。生活に発し生活に還元され

る学問、それが本校での教育の基本です。…２代目の学祖稗

方弘毅先生は日本人として生活する我をもとに本校の基本理

念を和魂洋才としました。…

　本誌「和洋教育」は、日々誠実に生徒と関わる教員の実践論

文集です。生徒と共にある現場で、教科指導、生活指導、進

路指導等様々な側面での“関わり”を時々の視点でそれぞれ

の教員が問題提起し論じています。論文の為の論文ではあり

ません。多くの方のご教示を受け、更なる教育の充実に向け、

謙虚に歩む所存です。

　20年後30年後の日本を支える子女をどう育成していくのか、

「和洋教育」をお読み下さった方々から、現場にふさわしいご

指導ご鞭撻を賜れば幸いに存じます。
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０．はじめに
　2017年４月、和洋ラウンドシステムが正式スタ
ートした。このシステムは英語４技能のバランス
良い習得を目指し、自分の言葉で自分のことを発
信することができるのを目標としたものである。
中学英語教育を抜本的に変えるのを期待され、約
１年の準備期間を経て開始されたものである。
　正式スタートから１年経過した。１期生（2017
年度中学１年生）が中学卒業をするまでは、プロ
ジェクトが成功したかどうかを判定することはで
きない。しかしながら、最初の１年は予想よりも
良い手応えを感じることができた。そこで、この
報告書では、
１． そもそも和洋ラウンドシステムとはどのよう

なものかを説明する。
２． 実施にあたって実際に行ったことを、生徒、

保護者、教員という３つの視点から述べる。
　和洋ラウンドシステムの説明、実施にあたって
気をつけている点を振り返ることで、正式スター
トから１年経過した中間報告をするのが本レポー
トの趣旨である。

１．和洋ラウンドシステムとは
１－１．和洋ラウンドシステムの目標
　和洋ラウンドシステムの目標は、自分の言葉で
自分のことを英語で伝えることができる生徒を育
成することである。流行りの４技能に即して言え
ば、ReadingとListening活動（インプット活動）
をしっかりと行い、WritingとSpeaking（アウトプ
ット）ができるようになることである。
　英語教育界隈では４技能の習得ということが声
高に述べられている。従来の高等教育で特に重視
されてきた日本語訳完成を目標とした授業、つま
り、一人の生徒が日本語訳を紹介し、先生がそれ

に訂正を加えながら解説をしていく形式。これは、
内容理解、言い換えるとインプットをゴールとす
る形式であった。しかしながら、この読解重視の
教育スタイルは４技能の中でもReadingのみに焦
点を当てたものであり、偏重していると言わざる
をえない。そこで、４技能をバランスよく伸ばし、
特に発信（アウトプット）を視野に入れたのが昨
今の流行であるといえる。
　和洋ラウンドシステムもこの例外ではなく、ア
ウトプットを意識したシステムである。しかしな
がらインプットを否定するわけではなく、くり返
し学習することでインプットを固めてから、アウ
トプットを促すのが本システムの特徴と言える。
キーワードは『くりかえし』である。結果として、
教科書を１年間で５回くりかえす。それぞれ５回
繰り返す過程においてはどのようなことを行なっ
ているのかについて以下に述べる。

１－２－１．和洋ラウンドシステム、ラウンド１
　ラウンド１の特徴はひたすらリスニングに従事
することである。音からのインプットを強調して
いる。ただ単に、「聞きなさい」という指示では退
屈なものとなってしまうので、大きく分けると３
つの工夫をしている。
　工夫の１つ目は教員と生徒が英語でやりとりを
すること。英語による会話の中で、生徒は自然と
教科書内容理解に必要な事項に触れることになる。
　２つ目はピクチャーカードをストーリー順に並
べ替えるという活動である。教科書CDを聞きなが
ら、ピクチャーカードをヒントにしてストーリー
を考えていく。１度CDを聞いただけでは正解にた
どり着くことは困難なので、教員はくりかえしCD
を再生することになる。結果として生徒は何度も
CDを聞くことになる。

和洋ラウンドシステム（WRS）成功への途中経過記録
和洋国府台女子中学校・高等学校

外国語科　直井  一馬
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できるようにする。ラウンド１で用いたピクチャ
ーカードを利用して、それぞれの状況を英語で説
明できるようにする。教科書の暗記ではなく、自
分で工夫した表現を加えていくことが奨励される。
教科書を再確認する、辞書を引く、または教員の
助けを借りて表現を増やしていくことが求められ
る。
　依然としてスペリングや文法が無茶苦茶な英文
が散見されるが、スペリング確認の時間を確保し、
全体で文法ミスの共有をすることで、少しずつ間
違いが減ってくる。たくさん書くことで、もっと
上手に表現したいという思いから自発的に直した
くなるような雰囲気づくりが必要だ。

２．実施にあたって欠かせないこと
　「笛吹けども踊らず」にならないように。どんな
立派なシステムであっても、主役の生徒が自主的
に取り組まなければ、台無しである。和洋ラウン
ドシステムが機能するために行った方策を生徒、
保護者、他教員という３つの視点から述べる。

２－１．生徒
　中学１年生にとって英語は新しい科目である。
これから始まる教科に対して期待値が高い。もっ
とも注意を払うべきことは『できる／できない』
ではなく、興味関心を持続／高揚することである。
そのための方策でおこなったことが次の４点であ
る。

２－１－１．定期考査の平均点を高くする
　試験結果に一喜一憂するのは当然である。最初
の考査から落ち込むような点数にならない試験を
行った。平均点75点以上を目指した試験を制作し
た。意図的に簡単にするのではなく、授業で行っ
たことを毎日しっかり復習すれば結果がでるよう
な試験を心がけた。これは１年間継続した試みで
ある。

２－１－２．宿題は自分で考える＝English Marathon
　宿題に対してEnglish Marathonと名付けて、自
分で宿題を考えて毎日取り組むように指示をした。
やらされている勉強ではなくて、自分で問題発見

をして解決していく姿勢を早期より身につけるべ
きであると感じる。
　教員はEnglish Marathonに取り組んでいるかど
うかを確認して、手厚くコメントを返すように努
力をした。NOLTYを通して担任と生徒がコミュ
ニケーションをとるのと同様な取り組みと言える。
このような書面での生徒と教員のやりとりは従来
から行なっていたことであり、中学生指導では欠
かせないことである。

２－１－３． 教科面談を行う＝ラウンド３、４での
教員チェック

　先に述べたように和洋ラウンドシステムではラ
ウンド３と４において、定期的な教員チェックが
設けられている。それを利用して１対１で話す機
会を設けて、教科面談が行える仕組みとなってい
る。もちろん日頃からのコミュニケーションが重
要であることは言うまでもない。

２－１－４．わかりやすい目標設定
　大中小の目標設定をした。小さな目標は毎回の
授業の目標を教員が提示した。それができたかど
うかの達成度をEngish Marathonに記載するよう
に指示した。
　中目標として英検を利用した。従来より英検合
格を生徒の意識高揚、学力向上として利用されて
いること、誰にとってもわかりやすい資格である
こと。他者評価として適切であることから英検を
選んだ。個人的には全員が中学１年生で５級突破、
中学２年生で４級突破、中学３年生で３級突破、
高校１年生で準２級突破、卒業までに２級突破を
目標としたいと考える。これが達成されれば、大
学一般入試でも十分に通用する英語力を備えてい
るはずである。また、昨今の大学入試改革の方向
性ともズレがない。
　目標は成績上位層に設定していない。全員が突
破ということは学力の一番低い生徒がそのレベル
にあるということである。成績上位はどの学校に
も存在する。それを宣伝するのではなく、全体を
宣伝することができれば、広報活動においても大
きな利点となると考える。
　さらに大目標について折にふれて話すようにし

　３つ目はシャドーイング活動。ピクチャーカー
ド並べ替えが終了した後に「確認のために聞いて
みよう」ではなくて、音に集中させるためにシャ
ドーイングを行う。このシャドーイング活動はリ
スニングのトレーニングとして有効だが、専門用
語なので、授業では『なりきりスピーキング』と
命名している。CDを聞いて、登場人物になりきっ
て、瞬時に音の再生をするので、このような活動
名としている。
　このラウンドの目標としているのは何度も音に
触れること、そして本文ストーリーの概略理解で
ある。指導ポイントは。細部への理解を求めない。
教科書を開けない。単語確認もしない。音に集中
することである。
　教員にとって最も運営が難しいラウンドでもあ
る。新学期でクラスの様子がわからない、後半の
Unitは通常であれば学年後半で扱うユニットなの
で難易度が高い、英語でのやりとりが要求される
という三重苦である。

１－２－２．和洋ラウンドシステム、ラウンド２
　ラウンド２の主な活動はリスニングしながらの
教科書英文並べ替えである。教員があらかじめ、
文ごとに並べ替えをしたプリントを用意して、生
徒はリスニングをしながら、英文を正しい順番に
並べ替えていく。１度聞いただけでは並べ替えを
終えることはできない。結果として生徒は何度も
集中しながらリスニングをすることが求められる。
　結局のところ、このラウンドもリスニングに重
きを置いたインプット確認活動である。よって、
学年によっては省略しても良いと言われている。
　ここで前段階のラウンド１がうまく機能したか
どうかが求められる。生徒は難しい後半Unitから
最も簡単なUnit１に戻るので、「自分ができる」と
いうことを感じることができるはずである。

１－２－３．和洋ラウンドシステム、ラウンド３
　ラウンド３は定着（インテイク）を図ることが
目的である。このラウンドで生徒ははじめて教科
書を開く。主に３つの活動で構成される。
　１つ目は音読活動。自分で20回以上の音読（自
分チェック）、友人と音読ができているかの確認（友

人チェック）、教員の確認（教員チェック）という
ステップを踏む。友人と確認し、お互い教え合う
ことで、切磋琢磨をすることができる。また、先
生確認を個別で行うので、１対１でサポートもで
きる。このような活動を通して、クラスみんなで
定着を深めていき、落ちこぼれを出さないように
する。
　２つ目は単語確認。たくさんCDを聞いているの
で、音の確認はそれほど苦なくできるが、意味理
解が乏しい場合もあるので、補足説明が必要であ
る。
　３つ目は教科書本文を書く活動。書くことで、
スペリング確認やストーリー再確認を図る。授業
内では「先週の出来事」「毎朝行なっていること」

「好きな食べ物」などの簡単なテーマで話す＆書く
練習を伴う。ラウンド３になるころには多くの表
現に触れているが、正確にたくさん書くことはで
きない。それでも、書く練習を取り入れて、ラウ
ンド５に備えて書くことへの抵抗感をなくしてい
くことが望ましい。

１－２－４．和洋ラウンドシステム、ラウンド４
　ラウンド４も音読を行い定着を図る。ただし、
このラウンドでは教員が用意した本文穴あきプリ
ントを利用して音読をする。ラウンド３と同様に
友人チェックや教員チェックを伴う。穴あきは複
数パターン用意されていて、step１からstep４ま
で難易度が異なっている。それぞれの学習到達レ
ベルにおいて、自分にあったstepで練習を行い、
最後はstep３以上でもスムーズに音読ができるよ
うになっているかを教員が確認する。
　また、文法事項にも触れる。順調であれば、生
徒は「英語のルールが知りたい」と思うように
なっている。そこで、ルールを簡単に紹介して、
writing活動しやすいように促していく。あまり、
細かいルールを説明するのは控える。そのうち自
ら直せるようになると信じてたくさん書けるよう
に促すのがよい。（「そのうち」とはいつ？という
教員の葛藤はあるが）

１－２－５．和洋ラウンドシステム、ラウンド５
　ラウンド５は教科書の内容を自分の言葉で説明
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た。和洋ラウンドシステムの目標と関連して、自
分の将来像をイメージさせ、学園祭で発表した。

２－２．保護者
　保護者に対して行なった方策は次の３点である。

２－２－１．English Marathonの確認を依頼する
　先に述べたような自主的課題であるために、１
学期は保護者のサインを求めた。保護者を巻き込
んだ指導がしやすくなり、また、保護者に生徒の
状況を把握してもらいやすくなると考えた。

２－２－２． 保護者会で和洋ラウンドシステムの
説明と経過報告

　本校では保護者会が頻繁に開催されている。そ
の都度、和洋ラウンドシステムの説明と経過報告
をする機会を得た。保護者会では結果（特に模試）
にすぐに表れないこと。ビジョンをもって取り組
んでいること。保護者の不安が生徒の意識低下に
つながることを伝えた。一年目なので成果を報告
することができない。今後は実績として成果を伝
えていくことができれば望ましい。

２－２－３．webサイトを通じての状況説明
　２学期から広報部からの提案を受けて、webサ
イトにて和洋ラウンドシステムの進捗状況を伝え
た。生徒とともに保護者が閲覧しているようで、
学校の教育内容理解につながっているようだ。

２－３．教員
　多くの先生方に和洋ラウンドシステムについて
理解をしていただくことは大事である。幸いにし
て、先生方には全面的に協力をしていただくこと
ができたと感じている。理事長、学校長をはじめ、
教頭、広報部の先生方、学年の先生方、英語科の
先生方に授業見学に来ていただき、さまざまな場
面で和洋ラウンドシステムの様子を伝えていただ
いた。その先生方の総数は25名にのぼる。
　外国語科が勝手に行なっているプロジェクトで
はなく、他教科の先生方にも理解していただき、
生徒＆保護者へ説明をしていただいたからこそ、
現在の状況があると考える。

３．まとめ
　以上述べたように和洋ラウンドシステムは斬新
であるようにみえるが、インプットをしっかり行
いアウトプットにつなげるという英語教育の王道
をシステム化している。しかし、笛吹けども踊ら
ずにならないように様々な方策を行なった。その
点においては、従来までの英語教育となんら違い
はない。
　多くの方々の協力のおかげで、１年目をなんと
か終えることができたが、道半ばである。２年目
以降も懸念事項を意識しながら、さらに良いもの
にしていきたい。

４．参考文献
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（2004年８月）

１．はじめに
　本校の高校で６年間教えている間、いつも感じ
ていた疑問は「なぜ生徒の英語力が定着しないの
か」ということである。上位層以外の多くの生徒は、
何度文法の問題集を解いても少し問題が変われば
できなくなり、単語帳で単語を覚えてもすぐに忘
れてしまう。長文もなかなか読めるようにならな
かった。これは生徒の努力が足りないからだろう
か。私も最初はそう思い、生徒に努力させること
に力を注いでいた。しかし、次第にもっと効果的に、
特に中学レベルの英語を使いこなす力を身につけ
る方法はないのか、もっと楽しく英語を学ぶこと
はできないのか、と考えるようになった。そして、
授業を変えようと自分なりに模索していた時にお
話する機会をいただいたのが東京学芸大学名誉教
授の金谷憲先生である。
　その後、金谷先生に外部アドバイザーとして来
ていただくことになり、本校の英語の授業をどの
ように変えていけば良いか、１年間皆でじっくり
話し合った。その結果、５ラウンドシステムの導
入が決まった。３章で詳しく説明するが、これは
中学英語を定着させるため１年間で教科書を５回
繰り返す英語教授法である。
　正式な導入は次年度からとなったが、中学１年
の担当予定の私を含めた担当者は、良いやり方な
らばできる範囲であっても導入したいと考えた。
そこで、１年間ではなく、無理のない期間で教科
書を繰り返すミニラウンドを行うことにした。試
行錯誤しながらミニラウンドを実践することで、
各ラウンドで行う活動の目的や意義をより深く考
える機会となったと思う。
　前半はミニラウンドの取り組みを振り返ること
により、後半は生徒に行なったアンケートの結果

より、その成果と課題を検証する。これからの和
洋ラウンドシステムや多学年の授業実践に少しで
も役立つことがあれば幸いである。

２．学年概要と授業形態
　現在受け持っている中学２年生は２クラス61名
の学年である。帰国生はおらず、入学時の英検取
得者も４級・５級が数名いる程度である。授業に
は皆積極的に参加し、発言や質問も物怖じせずに
できる生徒が多い。
　授業は、中学１年時は２クラスを３つに分け20
名の少人数で行なっていたが、本年度よりホーム
ルームクラスごとで授業を実施することになった。
これは、クラスメイトとの学び合う機会や授業を
通してクラスを育てる機会を得るためである。
　授業形態が変わったため、最初は戸惑う生徒も
いたが、授業内の活動を通して、次第に「皆で頑
張ろう」という団結力が感じられるようになって
きた。また、習熟度クラスで授業を行なっていた
時より中間層のモチベーションが高く、上位層が
同じクラスにいることが良い刺激になっていると
感じる。

３．５ラウンドシステムとは
　５ラウンドシステムとは、教科書を１年間で５
回繰り返すことにより、中学英語の定着を促し英
語で自己表現できる生徒を育てることを目的とし
た英語教授法で、横浜南高等学校付属中学校（以
下南校）で６年前に始まった。本校では「和洋ラ
ウンドシステム」と呼び、今年度中学１年生より
本格的に導入している。
　特徴的なのは、中学１年のラウンド１とラウン
ド２では教科書を一切開かず授業を行うことであ

ミニラウンドを取り入れた授業実践
～なぜラウンドで生徒の英語力が伸びるのか～

和洋国府台女子中学校・高等学校

外国語科　丹羽  祥
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６．中学２年２・３学期のミニラウンド
　１学期の課題を踏まえ、２学期はミニラウンド
の実施方法をいくつか変更した。

１）ミニラウンドの期間の変更
　ラウンドシステムで英語の定着が良い１つの理
由は、１回習った後、次にもう１度学ぶまでにイ
ンターバル（間隔）があることだと考える。まだ、
習って日が浅いものは覚えている部分も少ないが、
時間を開けて何度も繰り返すことにより、記憶が
定着していく。また、簡単に感じる。この効果は
高校の実践１でも報告されている。１学期の生徒
たちの苦戦ぶりを見て、２学期はできるだけ「音
声から内容理解をする時期」と「音読をする時期」
の期間をあけ、定着の効果を高めたいと考えた。
そこで、定期テストごとではなく２，３学期通して
１回ミニラウンドを行なうようにした。３学期後
半は、１学期に定着が心配だったU１～５の復習
をした後、リテリングを行なった。

１学期 ２学期 ３学期
中間 期末 中間 期末 期末

U1〜2 U3〜5 U6〜9 U1

R1〜4 R1〜4 R1〜4 R5

２）ラウンド２の復活
　２学期はラウンド２の文の並べ変えを再び行う
ことにした。この効果は大きく、生徒たちは、教
科書のユニットが進み難易度が上がったにも関わ
らず、ラウンド３での音読を１年の時のようにス
ムーズにできるようになった。

３）クラスメイトとの音読チェック
　中学の教科書を、意味を理解し音読できること
は英語の定着には必須であり、音読はぜひしっか
りできるようにさせたかった。２学期は南校で行
っている生徒同士の音読チェックを取り入れるこ
とにし、音読シートを作成した。
　まず自分で20回音読し、その後生徒同士ででき
るようになったかチェックする。最後に教員が１
パートだけチェックするようにした。
 ラウンド４の穴あき音読では、ステップ１から３
までの音読を友達にチェックしてもらった後、同

様に教員がチェックした。
　ラウンド４で使用する穴あきシートは、ユニッ
トの内容に関するキーワードを抜いた「ステップ
１」、文法を意識させるために動詞と助動詞を抜い
た「ステップ２」、細部も意識されるために前置詞
などを抜いた「ステップ３」、そして、文の一部だ
け残した「ステップ４」を作り、教員チェックでは、
ステップ２か４を選ばせた。ステップ４ができた
生徒にはシールをあげ加点するようにしたところ、
上位層のモチベーションアップにつながったよう
だ。

　生徒同士のチェックがどこまでうまくいくのか
少し不安だったが、予想以上に効果があり、多く
の生徒がこの活動を「楽しく英語の力がつく活動」
と答えた（７章参照）。私のところにチェックに来
るときもほとんどの生徒がしっかり教科書の英文
を読めるようになっていた。

７．アンケート結果から見る成果と課題
　今回、英語や授業について生徒にアンケートを
行った。無記名で行ったが、英検の取得級のみ書
いてもらい、英語のレベルと回答の相関の参考と
した。コメントも丁寧に書いてくれる生徒が多く、

る。ラウンド１（１回目）では教科書の音声とピ
クチャーカード、教師と生徒のインタラクション

（やり取り）のみで授業を行い、ラウンド２ではプ
リントにある文を本文の音声を聴きながら並べ替
え、音と文字を一致させる（図１）。ただし、中学
２年、３年では「音と文字の一致」はある程度で
きると考え、ラウンド２は行わず音読に入るので、

「５ラウンド」ではなく、実質的には「４ラウンド」
となる。

１年生の授業展開
ラウンド１：リスニングによる内容理解
ラウンド２：内容理解した本文での音・文字の一致
ラウンド３：音読
ラウンド４：穴あき音読
ラウンド５：リテリング
　　　　　　（自分の言葉でストーリーを伝える）

２・３年生の授業展開
ラウンド１：リスニングによる内容理解
ラウンド２：音読
ラウンド３：穴あき音読
ラウンド４：リテリング
　　　　　　（自分の言葉でストーリーを伝える）

『英語運用力が伸びる５ラウンドシステムの英語授業
（大修館書店）』より

４．中学１年のミニラウンド
　１年では定期試験ごとにラウンド１からラウン
ド４の穴あき音読まで行い、３学期にまとめてラ
ウンド５のリテリングを行った。生徒たちは教科
書のストーリーをどんどん吸収し、混乱もなく進
めることができた。リテリングも概ね楽しそうに
行っていたと感じる。ラウンド５は時間の都合上
ユニット９まで行った。

１学期 ２学期 ３学期
中間 期末 中間 期末 期末

U1〜2 U3〜5 U6〜7 U8〜9 U10〜11 U1〜9

R1〜4 R1〜4 R1〜4 R1〜4 R1〜4 R5

５．中学２年１学期のミニラウンド
１）新たな課題
　１年時にある程度の成果を感じたので、２年で
も同様に行おうと考えた。南校のやり方に沿って、

ラウンド１が終わった後にラウンド２を行わずに
すぐ音読活動に入った。
　ただ、昨年に比べると生徒たちは音読ができる
ようになるまで時間がかかり、単語や教科書の内
容の理解も弱いと感じた。当然ながら穴あき音読
も苦戦する生徒が多かった。
　理由としては、教科書の難易度が上がったこと
がまず考えられる。語数も難しい単語も増え、また、
教科書の音声のスピードも急に速くなった。ただ、
私はそれ以上に、昨年行っていたラウンド２を省
いた影響が大きいと感じた。

２）ラウンド２（文の並べ変え）の効果
　ラウンド２の活動が生徒たちは大好きである。
どの生徒も答えを教わるのではなく自分の力でで
きるまで何度でも聞きたいと言う。活動にかかる
時間には個人差があるので、表面にはパートごと
文の順番を入れ替えたものを、裏面にはユニット
全ての英文の順番を入れ替えたものを印刷してお
き、表面が早く終わった生徒は裏面の難易度の高
いものに挑戦させた。

図１

UNIT９ 並べかえシート Part１（表面）
（１）At the airport:
（　）By the way, where is Aya?
（　）Cool!　Thanks.　I love it.
（　）I don't know.
（　）I'm glad you like it.
（　）It was designed by Aya.
（　）Look!　A Sky Surfers T-shirt.
（　）Min-ho, we have a surprise for you.
（　）Our logo is printed on the back.
（　）She's late.

　活動が終わると、結果的には平均７～10回位は
本文を聞くことになり、ラウンド１も合わせると
15～18回ほどは本文の音声を聞くことになってい
たと思う。その合間にはストーリーの内容に対す
るやり取りもあるので、自然に本文の内容も頭に
入り、教科書の表現なども覚えてしまう生徒もで
てきた。ラウンド３で音読がスムーズに進んだの
は、このラウンド２があったからだと考える。
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過去にしたことや“What’s your favorite season?”
など英検のライティングに出題されるものなども
テーマにした。「楽しい」と答えた生徒は約80％で、

「力がつく」と答えた生徒は95％いた。
　コメントでは、「英語を話せるようになったこと
が実感できる」「習ったことを使えた時はとても嬉
しい」「コミュニケーション力がつく」「英検に役
立つ」などがあった。否定的な意見としては「話
したことのない人とだと気まずい」「言いたいこと
が出てこない」など、英語力と共にコミュニケー
ションの難しさをあげる生徒が多かった。また、「も
っと色々なトピックでやってほしい」など、授業
者としては耳が痛いコメントもあった。「友達のこ
とをいろいろ知ることができる」と答えた生徒も
何人かおり、授業が友人関係の構築の助けになっ
ていると知り嬉しい気持ちになった。
②英語の歌
　授業の最初に歌う英語の歌は、「楽しい」「力が
つく」の両方共95％前後で、生徒たちは楽しいだ
けでなく力もつくと考えているようである。コメ
ントには、「歌を歌うことによって聞く力や文を読
む力が鍛えられたと思う」「授業を楽しく始められ
る」「歌うのが楽しい」などがあった。英語の歌は、
初めてみる単語の読み方を推測する練習となり、
ナチュラルスピードで英語の歌を歌うことで、英
語らしい読み方と共にリスニング力もつけること
ができる活動だと考える。
③多読
　ORT（オクスフォード・リーディング・ツリー）
を使用し、３学期から週１回程度行った。ORTは、
イギリスの小学校で使われている本で、最初のス
テージ１～３くらいまでは１ページ１文程度の易
しい英文で書かれている。ただ、イラストをじっ
くり見ながら読むことが重要で、そのことによっ
て、わからない単語を推測する力もつくと言われ
ている。多読活動では、辞書を引かず読み続けて
いくことで語彙力や英文を読む力もつくことが研
究２でも報告されている。95％の生徒が「楽しい」
と答え、「力がつく」と答えた生徒は今回のアンケ
ートの中で最も高い割合の98％だった。生徒たち
も多読の効果を実感しているようである。

④ライティング
　これは学園祭展示のために９月に行った活動で、
生徒たちは「夏休みの思い出」をそれぞれの英語
力に応じて50～120語ほどでまとめた。「何を一番
伝えたいか」を決めた後、イメージを膨らませる
ためにマインドマップを書き、ブレインストーミ
ングを行った。日本語を英語に訳すのではなく、
生徒たちが使える英語の中から言いたいことを見
つけられるように授業を工夫したつもりだったの
で、「楽しかった」という生徒が多く嬉しい気持ち
だ。「力がつく」も約95％もおり、特に、ペアワー
クなどのスピーキング活動が苦手な生徒の中に、
ライティング活動が好きな生徒もおり、授業の中
で様々な形の自己表現活動を取り入れることが大
切だと感じた。
⑤教科書準拠のワークブック・ミニテスト
　今回のアンケートで、「楽しくない」が「楽しい」
を上回った項目は、「定期試験」「長期休みの宿題」
とこの「ワークブック」で、約60％の生徒が楽し
くないと答えた。ラウンドシステムでは、従来の
ように文法の問題演習を授業の中に組み入れてい
ない。文法はそれを使うシチュエーションの中で
学んでいく。本学年では１年時からワークブック
を購入しているが、授業ではなかなか扱う時間が
取れず、特に上位の生徒より「もっと文法の説明
を詳しくしてほしい」とのコメントがあった。ど
のように文法事項を授業に入れて行くかはこれか
らの課題だ。ただ、95％の生徒が「力がつく」と
答えており、特に、ミニテストは学習のチェック
になり良いと考えている生徒が多いようだ。

７．まとめ
１）なぜラウンドで生徒の力は伸びるのか
①英語のインプットの量
　５ラウンドシステムと他の教授法の大きな違い
の１つは、英語のインプットの量の多さだと思う。
まずラウンド１・２で大量の英語を聞き、内容も
そこでだいぶ理解できるようになるので、それが
その後の活動へのモチベーションにもつながると
感じる。普通ならいやになる量の音読でも生徒た
ちはストーリーに入りこみ楽しそうに音読をする。
楽しく大量のインプットを行うことができるのが

授業に対してきちんと考え答えている様子が伝わ
ってきた。その結果より、今年度の成果と課題を
検証したい。

１）英語全体について
①英語の力がついたか
　「とてもついた」「まあまあついた」を合わせて
90％の生徒が「力がついた」と回答している。力
がついたと感じる理由は「英検に合格した」「前よ
り英語が読めるようになった」の他、「テストの点
数が上がった」という答えもいくつかあった。ま
た、「外国の人の言うことが前よりわかるようにな
った」と答える生徒も何人かおり、英語の授業が
実際の会話でも役立っていることを示している。
②英語が好きか。
　「好き・まあまあ好き」が約70％、そうでない割
合が約30％だった。好きでないと感じる理由は、「文
法ができない」「テストで点数が取れない」など、
英語ができないことが理由にあげられている。た
だ、「授業は楽しいか」という質問に対しては、80
％の生徒が「楽しい・まあまあ楽しい」と答えて
おり、英語は好きでなくても、授業は楽しいと感
じている生徒がいることがわかる。

２）ミニラウンドの各活動について
　アンケートでは、各活動について「楽しい・ま
あまあ楽しい・あまり楽しくない・楽しくない」
と「英語の力がとてもつく・まあまあつく・あま
りつかない・つかない」から各１つずつ選んでも
らった。以下の分析では、「楽しい・まあまあ楽し
い」を「楽しい」に、「英語の力がとてもつく・ま
あまあつく」を「英語の力がつく」に分類し、そ
の逆も同じように表記する。
①ラウンド１からラウンド４までの活動
　ラウンド１から４の活動には約80％以上の生徒
が「楽しい」と答え、約90％以上の生徒が「力がつく」
と答えている。特に、２学期から復活させたラウ
ンド２は「楽しい」「力がつく」と答えた生徒が一
番多く、支持が高いことわかった。
②ラウンド４のチェック活動について
　音読の友達同士のチェックは、約85％の生徒が

「楽しい」、約90％が「力がつく」と答えており、

生徒たちにとって「学び合い」は楽しく力のつく
活動であることを示している。教員が行うチェッ
クについては「楽しい」と感じる生徒は減るが、「力
がつく」と感じる生徒の割合は逆に増えている。
　友達同士のチェックを評価する理由には「自分
の気がつかないところを指摘してもらえる」とい
うものが多く、この活動に否定的な生徒は「きち
んと直してくれないことがある」と書いている。
また、教員へのコメントには「友達の気がつかな
いところをきちんと直してくれる」とあり、生徒
の音読をしっかりできるようにしたいという思い
が伝わってくる。
③ラウンド５のリテリングの活動
　２年では時間の都合でこの活動にあまり時間を
割けなかったが、95％の生徒が「力がつく」と答
えた。ただ、「好き」だと答えた生徒は約60％で、
難しいと感じている生徒が多いことがわかった。
　コメントでは、「とにかく役に立つ。将来英語で
何かを説明する時に使えると思うので続けてほし
い」「自分で文を作ることや相手にどう伝えたら良
いかの練習になる」「今までに習った文法を使える」
などがある一方、「文が思いつかない」など活動に
不安を持っている生徒もいたので、授業の中で練
習する機会を増やしていきたいと思う。

３）その他の活動について
　ここでは、ミニラウンド以外に行なった活動に
ついて、同様にアンケート結果から検証する。ア
ンケートの答え方、表記の仕方は６章のミニラウ
ンドの活動と同様である。
　普段の授業の流れは、①英語の歌　②ペアワー
ク　③教科書という順番で行っている。ただし、
ワークブックの解説やテスト、多読を行う時など
は、②のペアワークの時間を短くしたり割愛した
りした。
①ペアで行う自己表現活動
　毎回５～10分ほどペアで英語のやり取りをする
ようにしている。１学期は疑問文とそれに答える
文をリストにしたものを配り使っていたが、より
自分で考え発言させるため、２学期からはプリン
トを使わず毎時間１つずつ質問を提示し、ペア活
動を行った。“What did you do last night?”など
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ラウンドの強みだと考える。
②意味を常に考えさせる授業
　音読をたくさん行っても、英語をほとんど話せ
ない生徒は多くいる。自分の思いを話せるように
するためには何が必要だろうか。「意味を常に考え
させる授業ができるかが鍵だ」と金谷先生はおっ
しゃっている３。小さな子供が「お魚」を「おかさ
な」と言っていても、成長するにつれていつの間
にか正しく言えるようになるのは、「魚」という言
葉を使う必要性を日常で感じ何度も使うからであ
る４。これは、生徒が同じ体験を授業でもすること
が重要だということを意味する。教員とのやり取
りやペアワーク、リテリングを通して、生徒が自
分の気持ちを表現したいと感じ、それができる環
境を作ることが実はこのラウンドシステムで一番
大切なことなのかもしれない。

２）成果と課題
①成果
　中学２年の実用英語技能検定取得率は４級（95
％）、３級（43％）、準２級（３％）であり、これ
は本校で一番取得率の高かった学年とほぼ同じ割
合である。ただし、以前は授業内にかなり英検対
策を入れていたが、本学年ではそれを行なってい
ない。４技能をバランス良く行なう授業で英語の
力がつく証明となったと思う。ただ、それ以上に、
授業が楽しく力がつくと感じている生徒が多くこ
れがミニラウンドを取り入れた授業の１番の成果
だと感じる。１学期の授業アンケートでは「授業
で力がつく」と感じている生徒は70％であったも
のが、１年の最後には90％に増えた。生徒の様子
を観察しながら授業改善を行なうことが大切だと
実感した。
②課題
　習熟度クラスでなくなり、中間層の引き上げに
は成功していると思うが、上位層の生徒の中には、
少し授業が物足りないと感じている生徒がいるこ
とがアンケート結果よりわかった。上位層の生徒
も満足させる授業を行なうことが課題である。ま
た、文法やスペルをどう定着させていくかは引き
続き考えていきたい。

８．最後に
　今回アンケートを行い、英語が好きでない生徒
や授業が楽しくないと感じる生徒の中にも、「英語
の歌」や「多読」は楽しいと感じている生徒がい
ることがわかり、嬉しく思った。
　英語を使わなくても生活できる国で英語を学ぶ
理由、それは「楽しい」「学びたい」と感じること
ではないだろうか。英語は言語であり、週数時間
の授業だけでその習得は不可能である。授業以外
の時間にいかに学ぶかが重要になってくるのだ。
生徒が「英語ができるようになりたい」と自ら学
ぶ自律学習者となるため、私たち教員にできるこ
とをこれからも考えていきたいと思う。
　「５ラウンドは手段であり目的ではない」と金谷
先生はよくおっしゃっていたが、私も同感である。

「授業を通してどんな生徒を育てたいのか」、その
哲学の先に教授法があるのだと思う。生徒たちの
答えてくれたアンケートを読み、改めてそのこと
を実感した。私は、生徒１人１人が輝く場面のあ
る授業、生徒同士が授業を通してつながることが
できる授業を行いたいと考えている。これからも
自分の哲学を大切にしながら、授業の力も磨いて
いきたい。

１　�金谷憲『高校英語教科書を２度使う！山形スピ

ークアウト方式（アルク選書シリーズ）』アルク

（2012）

２　中野達也（2014）．多読は速読に有効か？

　　�─音読・心内音読・黙読の違いが読解速度と内容

理解に与える影響─　pp.106-107

３　�金谷憲『英語運用力が伸びる５ラウンドシステム

の英授授業』大修館書店（2017）

４　�和泉伸一『第２言語習得と母語習得から「言葉の

学び」を考える』アルク（2016）

１．はじめに
　2012年８月に中教審が出した質的転換答申１で高
等教育課程における能動的学修への転換の必要性
が示されて以降、中等教育の現場においても「ア
クティブ・ラーニング」のフレーズと共に、生徒
が主体的・能動的に参加する学習が注目されるよ
うになった。そして現在、2020年に始まる教育改
革を目前に控え、さらには2022年度の高等学校新
学習指導要領実施に向けて、「主体的で対話的な深
い学び」は教育課題の一つとされている。
　いわゆるPISAショックを受けて以降、日本では
積極的な教育改革がおこなわれてきた。OECDに
よるPISAテストにおいて、日本の成績は2009年、
2012年ともに３分野全てで順位、得点ともに上昇
しており、2015年のテストにおいても科学的リテ
ラシーと数学的リテラシーの分野ではトップレベ
ルの水準を維持している２。一方で課題も存在す
る。PISAのアンケート調査の分析において、2015
年調査の中心分野である科学的リテラシー、2012
年調査の中心分野である数学的リテラシーともに、
興味・関心や道具的動機付けの指標、分野に対す
る不安、自己概念、自己効力感の指標がいずれも
低かったことである。つまり、日本の生徒の成績
は概ね良好なものの、教科への興味・関心が薄く、
自信も無いといえるのだ。この興味・関心、自信
の無さが、前述した指標の低さに繋がっているの
であろう。その指標の低さの背景として、生徒自
身の経験の少なさを挙げることができる。また、
社会の変化も要因の一つと言えるだろう。情報通

信技術の急激な発展により、直接的な対話の機会
自体が減っていることは、指標の低さに少なから
ず影響を与えているように思われる。
　しかし、国際化が進展した現代において、異な
る文化的・言語的背景を持つ相手と意思疎通を図
ったり考えを受け入れたりしながらも、自らの考
えを持ち、表現する能力は必要不可欠であろう。
また、社会が大きく変動する中で、必要な情報を
見つけ出し、その情報を基に自らの考えを形成す
る能力や、答えのない課題に対して、自らが納得
できる解を探求する能力は、今後さらに重要性が
増していくはずである。
　このような中で、対話的学びを授業に組み入れ
るためには、そもそも対話とは何か、そして対話を
どう活かしていくかということを理解しておく必要
がある。梶田（2017）は、対話が成立するためには、
以下の３点の基本条件が不可欠であると述べてい
る。（１）自分自身の見方や考え方を、自分自身の
実感・納得・本音に基づき、ある程度まできちんと
作った上で、相手に対し発信すること。（２）相手
の見方や考え方に充分に耳を傾け、すぐに同調し
たり迎合したりしないで、自分自身の見方や考え
方と違うところ同じところについて考えてみるこ
と。（３）自他の間にある違いを多面的に吟味検討
し、その後の対立が乗り越えられるような新しい
視点を互いの努力によって見つけ出すことに務め、
それを何らかの形で実現するようにすることであ
る３。これら対話的な学びによって納得解を見つけ
出していくことが必要とされるのであろう。

対話的な学びを中心とした授業実践と評価に関する一考察
～日本史を題材にして～

和洋国府台女子中学校・高等学校

社会科　瀬尾  知行

１　�中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を
育成する大学へ～（答申）」（2012）

２　国立教育政策研究所HP「PISA2015年協同問題解決能力調査の国際結果の概要、ポイント」
３　梶田叡一「対話的な学習とは」『対話的な学び』金子書房（2017）p.9
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るきっかけとなる出来事は複数回あったはずであ
る。それにもかかわらず戦争が続いたのは、連合
国軍が提示する無条件降伏に対して、日本が国体
護持というただ一つの条件を認めさせようと固執
したからである。ではなぜ国体護持を強く主張し
たのか。生徒にはこの問題意識を持たせた上で、
まずは一人ひとりに「日本の降伏が遅れた主たる
理由」を考えさせ、次のような問題提起のプリン
トに記述させた。

　この段階で、生徒に自らの意見を記述させた理
由は二つある。一つ目は、自らの考えを表現する
ことが「自身との対話」になるからである。生徒は、
自身の主張を自身以外にわかりやすく伝えるため
に「なぜ自分がそのように考えるのか」と考えを
深めることになる。これを順序立ててまとめてい
くことで、自らの意見を明確にすることにもなる
だろう。二つ目は、後におこなうグループ活動を
念頭に置いたためである。グループ活動では、グ
ループに所属する全員が自らの意見を明確にする
ことが不可欠であり、意見をすりあわせ、結論を
作っていくことこそが対話に繋がるはずである。
　生徒が挙げた理由は、次のようなものであった。

　�「軍部のプライドにより後戻りができなかったた
め。天皇主権という国体の中で、それを利用す
る軍の偉い人の都合が優先された。」

　�「天皇を死に追いやらないためだと考えます。当
時の日本では、天皇は神であり、最大の権力者
でした。しかし、戦争に負けてしまうと天皇は
敗戦の罪を償い死ななくてはなりません。天皇
が死んでしまうと国家がくずれてしまいます。

このような理由から戦争をやめられなかったの
ではないかと考えます。」

　�「連合国軍の侵攻を最小限に収めたかった政府の
考えによるものではないか。政府首脳は米軍を
本土に迎え撃つ本土決戦を覚悟し、その準備を
すすめていたが、そのための時間を稼ぎたかっ
たのではないか。」

　�「国による集団意識の強制により、戦争を止めた
いと思っていても、誰もそれを言い出せない状
況だったため。」

　降伏が遅れた主たる理由として、生徒が挙げた
考えを大まかに分けると「軍」「天皇」「政府」「国
民」の４つとなった。

③グループ活動（２時間）
　前時に生徒たちが記述したプリントを印刷・配
布し、それぞれの意見をじっくりと読ませた上で、
前時の考えをもとに４班に分けた。各班には「自
分たちが何故この意見のように考えるのか」「自分
たちの説が如何に正しいのか」を協議させ、意見
をまとめさせた。さらに図書館やCAL教室（パソ
コン室）を使い、自らの班の意見を補強するため
の時間を確保した。この活動はもっともわかりや
すい対話の形であると言える。対話は、自らの考
えを相手に発するだけでは成立しない。自分と同
じ、或いは異なる価値観や世界観を持つ相手の考
えを受け入れることから始まり、自他の意見が絡
み合うことで成立する。その点で、グループの中
で相手の考えを聞くとともに、自らの意見を表現
し、議論し、一つにまとめていくことは、互いの
考えを高め合う対話であると言える。

　一方で、対話的な学びを授業で実践するにあた
って課題として挙げられるのは、学習活動の評価
である。一律に点数化して評価ができる学習方法
ではないために、学習活動の目標に沿った評価基
準の設定が必要とされる。また、教員によるテー
マや問いの設定など学び全体のデザインから、生
徒の思考や判断を活性化させたり、学びの成果を
表現する上でアドバイスをしたりと、生徒に寄り
添う姿勢が一層必要とされると考えられる。
　そこで本実践では、日本史の学習の中で生徒が
様々な意味での「対話」を経験する授業を目的と
した。その上で、生徒が授業に意欲的に参加し、
自らの考えを表現するとともに、問題を解決して
いこうとする姿勢や活動を含め、どのように評価
するか検討していくことを目的とした。

２．授業概要
　本実践は高等学校３年生２学期、日本史演習の
時間を使っておこなった。
　本校の日本史演習の授業は世界史演習、地理演
習との選択制となっている。日本史演習を選択し
た生徒は全員が２年時に日本史Bを履修しており、
原始から現代までを一通り既習しているため、３
年時には大学受験に向けて問題演習やテーマ史学
習などをおこなっている。例年、文系生徒の多く
が日本史演習を選択しているが、２学期になると
推薦入試やAO入試によって大学に合格内定した
ことでモチベーションを落とす生徒も中にはおり、
入試に向けてラストスパートをかける生徒との間
で授業に臨む姿勢や意欲にギャップが生まれてし
まうことが課題となっていた。
　そこで、今年度は２学期から日本史演習選択者
内で授業クラスを分け、日本史を受験科目として
使用する生徒と、受験科目として使用しない、或
いは既に合格内定した生徒とに分けて授業をおこ
なうこととした。
　本実践の目的の一つとして、生徒が対話をして
いく中で意欲的に授業に参加することを掲げたた
め、実践結果が有意に出ることが予想される日本
史を受験科目として使用しない、或いは既に合格

内定した生徒13名とともに実践をおこなった。授
業で取り扱ったテーマは次のようなものである。

　１．賀曽利の犬の謎を追え４

　２．近代の女性観と良妻賢母思想
　３． 伝統とは何か　－身の周りにある伝統から

考える－
　４． 太平洋戦争において、日本の降伏が遅れた

理由を考える
　５．武士道とは何か

　どのテーマにおいても取り入れたのは、個人及
びグループでの調べる時間の確保、発表、討論、
自身の考えの記述の４点である。これは、生徒が
自身と対話し、他者と対話することを授業の中心
とするためである。以下、５つのテーマの中でも
特に白熱した討論がおこなわれた「太平洋戦争に
おいて、日本の降伏が遅れた理由を考える」で扱
った内容を記していく。また、各段階での生徒の
反応や感想も併記していく。

①太平洋戦争の復習と内容把握（１時間）
　太平洋戦争において日本の旗色が急激に悪化し
ていく中での日本政府や軍の動き、人々の生活状
況を復習した。復習の際には、３～４人で１グル
ープを作り、まずは生徒自らの授業の記憶のみを
頼りに出来事などをB４用紙１枚にまとめさせた。
さらに、教科書や資料集、前年度に授業で使用し
たプリントを見てまとめを補充することで、記憶
を呼び起こさせた。これをグループごとに発表さ
せ、発表を聞いた上での疑問点や問題点を、最初
にまとめたB４用紙に書き込ませることで、太平洋
戦争の大まかなイメージを作らせた。

②問題提起（１時間）
　太平洋戦争について復習していく中で、複数の
生徒が口にしたのが「なぜ戦争が続いたのか」と
いうことだった。２度にわたる原子爆弾の投下や
ソ連の対日参戦だけではなく、サイパン島の陥落
に東京大空襲、沖縄戦など日本が戦争を終わらせ

４　加藤公明『考える日本史授業・２』地歴社（1995）pp.10-20
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④各班による発表（１時間）
　班ごとにまとめた考えを発表する時間とした。
発表を聞く他班には、発表中は詳細にメモをとら
せた。全ての発表が終わった後、このメモをもとに、
他班が発表した説の矛盾点や疑問点を指摘するた
めの検討をさせた。

⑤討論　－前時の発表に対する反論－（１時間）
　前時の発表の矛盾点や疑問点をもとに討論させ
た。この際、論理的な推論・反論をするために、

「より根本的な批判」を心がけるよう特に注意を与
えた。この活動によって他班の発表や批判を聞き、
意見を変える生徒も出てきたことは、対話する中
で新たな発想を生み出した結果とも言えよう。

⑤資料をもとに再度考える（１時間）
　前時の発表の時間を終えた後、複数の生徒が口
にしたのが「当時の国民の考え」についてであった。
政府や軍の首脳が戦争を続けようとしたのは国体護
持のためという考えがあったとしても、国民も同じ
考えを持っていたのか。多くの国民が命を落とす前
に、国民が戦争を止めることはできなかったのか。
この問題を深化させるために取り上げた教材が、

「集団自決生存者の手記」５と「知覧特別攻撃隊」６で
ある。資料をもとにグループで意見をまとめさせ
たところ、生徒がポイントとして受け取ったのは、
国民としての同調圧力や教育観などである。つま
り、国の思想言論統制や学校教育により、集団を
最優先する考えを強制したことこそが、戦争を続
行した要因と生徒は捉えたのである。このような
国民意識もふまえて、生徒には再度「日本の降伏
が遅れた主たる理由」を考えさせ、「問題提起」の
プリントに自らの最終的な考えを記述させた。

⑥最終発表と評価
　前時の授業でプリントに記述した内容をもとに、
生徒全員に個別に発表させた。各発表に対して、
生徒には以下のようなルーブリックによる評価を
おこなわせた。

　その他、提出させたプリントや、グループ活動、
班による発表についてもそれぞれルーブリックを
使った評価をおこなった。また、定期考査も通常
通り実施し、評価の一つに加えた。試験の出題方
法は、これまで入試問題等で一般的だった従来型
の問題に加え、レポート形式の記述式問題を組み
合わせて出題した。この記述問題部分に関しては、
既に獲得している歴史的な知識や技能を、いかに
使いこなすことができているかということを中心
に、ルーブリックでの評価をおこなった。

３．おわりに
　社会が大きく変わっていく中で、これから大人
になる生徒に必要とされる力も、当然のように変
化している。多様な価値観が存在する現代におい
て、自他の意見を多面的な視野で検討し、絡み合
わせることで新しい視点を生み出すことはその一
つと言えよう。今実践において、生徒は「凄く頭
を使ったけど自分の考えがはっきりした」「同じ結
論でも、視点が違うことに驚いた」といった対話
を経験したことに対してのポジティブな反応は一
定の成果と言えるが、今後更なる実践と工夫の必
要性を感じている。また、本実践の目的の一つと
して、対話的な学びを中心とした学習活動の評価
を挙げた。ルーブリックによる評価を中心におこ
なったものの、その他の方法での評価については
取り組むことはできていない。併せて、今後も継
続して探求することを目指し、努力していきたい。

５　沖縄県教育委員会�編『沖縄県史　第10巻』沖縄県教育委員会（1974）
６　高岡修�編『新編�知覧特別攻撃隊』ジャプラン（2010）

１．はじめに
　本校の理科教育においては伝統的に体験を重視
し、特に中学校では３年間で100を超える実験実習
を行っている。その中でも、実際に野外に出かけ
て自然に触れるフィールドワークは、実験室での
実習以上に生徒たちにとって記憶に残る貴重な体
験となる。昨年度まで中学校があった国分校舎で
は、生徒たちが校庭でタンポポを摘み、昆虫採集
し、カナヘビと遊ぶ自然環境が残っていた。国府
台へ中学校が移転し利便性は増したものの、校庭
で自然に触れる機会は減少してしまった。こうし
たマイナス面を少しでも補うために、地域の自然
を活用することを目的として、以前から遠足や「地
学フィールドワーク」で訪問していた「じゅん菜
池緑地公園」を積極的に授業で活用するプランを
考えた。

２．じゅん菜池緑地について
　「じゅん菜池緑地」は、市川市中国分にある広さ
約8.5ヘクタールの細長い緑地公園である。本校か
らは、徒歩15分程度で訪ねることができる。国府
台と国分の台地の間に深く入り込んだ平川の谷に
は、古くは奈良時代からの記録に残る沼がありジ
ュンサイが繁茂しているため「じゅん菜池」と呼
ばれていた。昭和の初めに沼は干上がり、ジュン
サイは絶滅してしまった。戦後は田んぼとして利
用されていたが、その後荒れ地となっていたとこ
ろを、地元の人々の要望で池が復元され、公園と
して活用されるようになった。
　公園の一部は「自然環境ゾーン」と呼ばれ、
1984年より地元の有志によって立ち上げられた「蓴
菜池にジュンサイを残そう市民の会」（以下略称「市
民の会」）がジュンサイの復活と池の環境保全のた

めにボランティア活動を行っている。都市近郊の
住宅地の中にありながら、斜面林と池のある公園
内では、多数の水生植物やトンボを初めとする昆
虫類やクモ類、カワセミやヒドリガモなど50種を
超える野鳥、と多数の動植物が観察できる。中で
も車軸藻の一種であるイノカシラフラスコモは井
の頭公園とじゅん菜池でしか自生が確認されてい
ない絶滅危惧種である。

３．じゅん菜池の環境保全の問題点
　貴重な自然の残されたじゅん菜池緑地公園であ
るが、さまざまな課題を抱えている。
　近隣の開発に伴い台地からの湧水が枯渇し、ポ
ンプでくみ上げた地下水が主な水源となっている
が、水質が悪化している。また、アメリカザリガ
ニやミシシッピアカミミガメ、アカボシゴマダラ

（蝶の一種）などの外来生物が増加し、在来生物の
生存を脅かしている。周辺地域の都市化の影響な
ども相まって、希少な昆虫などの種類や数は年々
減少し、ジュンサイやイノカシラフラスコモも手
厚く保護された水鉢の中以外では生育が難しい現
状である。
　また、「市民の会」のメンバーの高齢化によりボ
ランティア活動をどう継続していくかも大きな課
題となっている。

４．じゅん菜池プロジェクトの発足
　こうした課題を踏まえ、今年度（2017年）５月に、
和洋女子大学、千葉商科大学、「市民の会」に市川
市公園緑地課の職員も加わって、「じゅん菜池プロ
ジェクト」が発足し、本校もそれに参加すること
になった。「教育機関と市民団体、行政が一体とな
り、じゅん菜池の環境改善・保全に取り組む。じ

市民団体との連携で、地域の自然を教育の場に
じゅん菜池緑地を活用した理科授業実践報告

和洋国府台女子中学校・高等学校

　坂本  玲子
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じゅん菜池のいろいろな工夫、生き物などについ
てたくさん学ぶことができました。１番印象に残
っているのはカモの種類や特徴のお話です。市民
の会の方は、じゅん菜池をより良くするために頑
張っているのですごいと思いました。

②斜面林の土壌動物の観察（中３）11月16日
　中学３年生では、生態系や環境問題について学
ぶ単元がある。この単元では、生徒たちがグルー
プごとに教科書の一部を分担して授業を行ってい
る。食物連鎖や生産者、消費者、分解者という自
然の中での役割を通じて、生物どうしがつながり
合っていることを自分たちで調べて学んでいる。
　単元後半の身近な環境の調査として、土壌動物
の観察が例にあがっている。国分校舎では校庭の
土や落ち葉を材料にしてこの実習を行っていたが、
今年度はじゅん菜池の斜面林の土壌や落ち葉をお
借りして行うことにした。
　バット一杯の落ち葉や土を手袋をした手やピン
セットで探ると、ダンゴムシやミミズ、クモやク
カデ、コウガイビルなど次々に小動物が現れる。
初めは怖がっていた生徒たちが次第に夢中になっ
て生き物を探し、見つからなくなると「先生おか
わりください！」と新しい土をもらいに来る。
　土に照明を当てるしくみのツルグレン装置では、
１ｍｍくらいの小さな線虫やトビムシ、土壌ダニ
がシャーレに落ちてくる。双眼実態顕微鏡でのぞ
いたとき、一握りの土からの大量の生き物に悲鳴
とも歓声ともつかない声を上げながら、生徒たち
は森の土の豊かさを実感する。先に学んだ食物連
鎖の学習と結びつき、森の落ち葉が虫たちを育み、
大量の虫たちがたくさんの野鳥を支えているその
豊かさを実感するのである。
　生徒の感想と土壌動物のスケッチ

・ バットに少ししか入っていない土でも、大量の
虫がいることがわかりました。じゅん菜池の土
の一部でもこれだけいるのだから、全体ではい
ったいどれほどの数になるのだろうと思いまし
た。土にダニがいっぱいいて、たくさんの落ち
葉を食べたりしていることがわかりました。

・ 森の一部の土だけでもこんなにたくさんの種類
の虫が出てくるとは思わなかったので、びっく
りしました。このように小さい生物がいるから、

私たちの生命も成り立っていることはすごいと思
いました。

③市民の会による出張環境講座（中３）11月24日
　土壌動物の観察を行った後で、「市民の会」によ
る出前講座「都市部における自然との共生を考え
る」を行っていただいた。
　今年度の３年生は１年次にじゅん菜池に行って
はいるが、自然観察会は行っていない。そこで、
事前準備として、「市民の会」よりたくさんの写真
やジュンサイの保護活動についてのポスターなど
をお借りして、渡り廊下に掲示し関心を高めた。
　また、「市民の会」の会長松岡洋氏、副会長で元
本校教諭の禿雅子氏、元共立女子大学教授の田中
直義氏、元東京理科大学教授山村剛士氏とは、教
科書での生態系や環境についての学習について行
ってきたことをお話しし、数回の事前打ち合わせ
を経ての講演であった。
　その内容の概要は以下の通りである。

１．「市民の会」の活動
　　①歴史
　　②活動内容と諸問題
２．「じゅん菜池緑地」の生き物たち
　　①普段見られる生物の紹介
　　②絶滅危惧種・準絶滅危惧種が生き残る
　　③最近の変化　温暖化の影響・外来生物の侵入
　　④なぜじゅん菜池にこのような生物がいるのか

ゅん菜池を通じて広く教員・学生・生徒・および
市民が環境の教育・研究に携わる。」と言う目的を
掲げてのプロジェクトである。教育の場としてじ
ゅん菜池を活用したいという、こちらのニーズと、
広く若い世代に地域に残された自然の大切さや生
物多様性のへの理解を広め、ボランティア活動へ
の参加者を増やしたいというプロジェクトの趣旨
が合致し、プロジェクトを通じて、本校の理科教
育に、「市民の会」より多くの協力をしていただけ
ることになった。

３．授業の概要
①地学フィールドワークと自然観察会（中１）
　中学１年生の地学分野では、「学校周辺の地層や
地形について学ぼう」と言う単元があり、和洋や
周辺施設建築時のボーリング調査をもとにつくら
れた柱状図から、台地と谷の地層と地形について
学ぶ授業を行っている（本校元教諭中谷治代氏・
堀しづ子氏による）。この中で地形を足で確かめな
がら国分校舎からじゅん菜池を１時間で往復する
フィールドワークを行ってきた。
　昨年度よりフィールドワークに２時間を確保し、
地形や地層の観察に加え、約１時間をじゅん菜池
での自然観察にあてることにした。今年度は初め
て国府台校舎からのコースを設定した。実施時期
は１月下旬から２月初旬の寒い時期であるが、池
には多くのカモ類が越冬しており、早咲きの梅も
咲き始める。講師を「市民の会」にお願いした。「市
民の会」会員には、小学校から大学までの教員経
験者や研究者など多彩な人材がそろい、日常的に
じゅん菜池での生物観察や保護活動を行っている。
目の前で採餌や求愛行動などを見ながらカモの生

態について教わり、水質改善のために水抜きをし
ている池で、ジュンサイの保護活動の大変さや面
白さを聞く。こうした体験は生徒たちに強い印象
を残すことができた。

生徒によるまとめと感想
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　先にも挙げたように、じゅん菜池は多様な生物
の貴重な生息地であるとともに、現代社会の抱え
たさまざまな環境問題がここから見えてくる場で
もある。「地球温暖化」「絶滅危惧種」「外来生物」
などさまざまな問題が近くの小さな公園を通して、
そこを守る活動をする人々によって語られること
で、生徒たちは多くを学ぶことができる。そして、
都市部の自然を守って行くには、自然にまかせる
のではなく、多くの人の手が必要であることを理
解する。今まで自分たちで調べたことや、観察し
たことを踏まえ、生徒たちの学びが深まること、
さらには生徒の中に自らも自然環境を守ろうとす
る意識が芽生え、こうした活動の担い手となろう
とするものが出てくることを期待したい。

生徒の感想

・ 前にじゅん菜池に行ったときは、緑の植物がた
くさんある、と思っただけだったが、今日名前
や写真を見て教えてもらったことで、今度行っ
たら感じることが違うと思う。絶滅危惧種を守
る熱い思いが伝わってきた。

・ 授業で学んだ生態系ピラミッドのような関係が、
じゅん菜池を例に実際に成り立っていることが
わかった。

・ じゅん菜池の自然を守るために年間を通してた
くさんの活動をされていることを知り、自分た
ちも何かできることがあったら手伝いたいなと
思った。

④理科部による「自然観察会」への参加
　じゅん菜池では「市民の会」によって、一般市
民に公開された観察会が行われている。６月４日
に行われた、じゅん菜池の主役ともいえるトンボ
を中心とした虫の観察会に、理科部の生徒ととも
に参加した。もともと、生き物好きの理科部の生
徒ならではの、深く自然に触れる体験活動となっ
た。市民の会の方々が自然に向き合うときの目の
輝き、「センスオブワンダー」が生徒たちの心にも
芽生えていることを感じる会であった。

４．終わりに
　都市近郊に残された自然を守ろうという、市民
ボランティアを中心とした活動は多く、近隣でも
三番瀬、江戸川河川敷や国府台緑地などさまざま
なところで見られる。こうした身近な自然は、教
育の場としても大きな価値を持っており、学校と
地域の方々と行政が協力することで、その活用が
広がっていくことが望まれる。
　今回「じゅん菜池プロジェクト」によって広が
った本校の理科教育実践がこうした活動のモデル
ケースの１つとなれば幸いである。

１　はじめに
　初めての中高６カ年持ち上がりでの担任を経験
し、進路・総合学習の係として併設中学で２年間
積み上げてきた総合学習をさらに発展させ、高校
生として必要な学びを考え取り組んできた。その
報告である。

２　１年次　年間スケジュール
１回＊ 手帳の使い方
２回 １年間の総合・進路スケジュール確認
３回＊ 文理カリキュラムについて
４回 遠足説明会
５回 疑問点をあげてみよう
６回 疑問解決
７回 疑問解決
８回 冊子「進学ガイダンス」を読む
９回 これまでに解決できたことの発表会（将来の夢１分間スピーチ）
10回 スピーチ続き＆夏休みに向けて
11回 夏休みに向けて

夏休み
・林間学校レポート
・オープンキャンパス
・NOLTYを使いこなそう

12回 学園祭準備
13回 手帳甲子園クラス選考会
14回 進路に関する読書のススメ
15回 NOLTY DVD教材 第３回視聴
16回 中間考査準備
17回 NOLTY DVD教材 第４回視聴
18回 進路に関する読書 １分間スピーチ クラス発表会
19回 先週の続き
20回 進路に関する読書１分間スピーチ 学年発表会

21回 平和学習導入（新倉先生）読書・新聞のススメ・冬休みの宿題について
（村上）

22回 期末考査準備

冬休み

・図書館レポート
・地元の戦争中の様子
・「母と暮らせば」鑑賞レポート
・NOLTYを使いこなそう

23回 小山先生による箏の演奏会
24回＊ リクルート 適性テスト＆大学資料請求
25回 小宮先生（体験談）
26回＊ 菅波先生（体験談）
27回 久保先生（マララさんの国連スピーチから）
28回 適性テストの結果を用いてワークシート

29回 学年集会（身だしなみ・総合学習春休み課題について・スタディサポー
トについて）

30回 手帳を見返して伝えたいエピソード１分間スピーチ
31回 英語スピークアウト学年発表会

春休み

・平和について考える
・NOLTYを使いこなそう
・日本の神様を知ろう
・大学案内を入手する

＊はLHRの時間を利用

学年編成　７クラス　209名

３　１年次　実践報告
　学年目標「考える力の育成」のための実践の場
として、また従来からの文理決定等の進路指導の
場として総合学習の時間をプログラムした。

（１）NOLTYスコラキャリアプログラムの導入
　詳細は和洋教育Vol.25に掲載した。併設中学校で
手刷りのプリントで行っていた時間管理を発展さ
せて、NOLTYスコラ　キャリアプログラムを総合
学習の１つの柱とし、自己管理能力・課題対応能
力などの社会に出て必要となる資質・能力・態度
を育てたいと考えた。27年度は導入初年度となる
ため、すべてが手探りであったが、３年次で各自
の進路実現により効果的に手帳が使えるよう、１・
２年でその土台を完成させたいと考えた。総合学
習の時間を利用し、使い方のDVD教材を見せたり、
キャリアプログラムにある定期考査へ向けた準備・
振り返り、１分間スピーチなどを多用することで、
教員のキャリアから生じてしまう差を少なくし学
年全体で統一感のある指導が出来た。

（２）文理選択
　これまでも各学年で工夫し取り組んできたテー
マであるが、１年次の秋に決定しなければならな
い文理選択を中心にプログラムを決めていった。
科目についての説明・カリキュラム表・文理選択
の疑問点を書き出すワークシート・リクナビ進学
ブック「高校生のための文理科目選択応援BOOK」
およびワークシート・リクナビ進学ブック「じぶ
ん未来BOOK」およびワークシート・進路課より「進
学ガイダンス」。これらの資料やワークシートを利
用し、進路選択について模索していく。担任との
個人面談の時期に合わせて取り組むことで細やか
な指導ができると考えた。またNOLTYの利用につ

高校での総合学習の取り組み報告
和洋国府台女子中学校・高等学校

　村上  喜恵

渡り廊下を利用した、じゅん菜池の生き物たちの写真展示
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ながるような面談振り返りシートを作成し、利用
を呼びかけた。

（３）１分間スピーチ
① 文理選択を考える上で発見したこと、将来の目

標など（６月第２週）
②進路に関わる本を読み紹介する（11月）
　＊ 読書キャンペーンと連動させた企画。クラス

で発表し代表を選び、講堂で学年発表会
③手帳を見返して伝えたいエピソード（２月末）
　NOLTYスコラキャリアプログラムにあるワーク
シートをプリント化し、繰り返し利用。
　学年目標の１つである、自分の意見を他者に伝
える力を養うことを実践するべく、同じスタイル
で内容を変え何度か取り組むことを意識しプログ
ラムした。

（４）大学調べ
① 夏休みの宿題としてオープンキャンパスに参加

し、報告書及び新聞の形にまとめることを課題
とした。

② リクルート　進学応援ブックを利用し適性テス
トを受けると同時に、興味のある大学へ資料請
求を行った。

③ 春休みの宿題としてさらに興味のある大学の資
料を取り寄せる課題を課した。

（５）林間学校で学ぶ
　各自で出発前に林間学校で何を学んでくるかテ
ーマを決めさせ、実施後Ｂ４の白い用紙にわかり
やすくまとめるという課題を課した。学園祭にて
展示。
　自ら調査したことを指定のサイズの白い用紙に
まとめるというスタイルも今後繰り返し経験させ
ることで、表現方法を工夫できるようにさせたい
ねらいがある。併設中学で行っていたスタイルを
踏襲している。

（６）図書館を利用する
　自らの興味関心がどこにあるのかを知るために
は新聞の見出しを見てスクラップしていく方法が

読書キャンペーンポスター

生徒の作品

学園祭で展示したオープンキャンパス新聞

効果的であること、またその分野に関する書籍を
手に取り目次を見て情報を収集すること、その積
み重ねによって自分の興味が鮮明になり、志望大
学・学部を考えていくのに有効であるという話を
学年全体にした。特進クラスでは高校図書館の廃
棄予定新聞・和洋女子大学のメディアセンターを
利用し実践の時間を持てたが、進学コースＦＴ科
には話すだけで実施の時間は各自宿題という形に
なってしまった。その方法に関連して、より専門
的な書籍を利用するためには高校図書館だけでは
足りない。そこで冬休みに公立の図書館を利用す
る経験をさせるため、冬休みの課題として地元の
公立図書館を訪れ利用者登録を行い、どのような
図書館かをレポート（Ｂ４用紙１枚にまとめる）
する課題を課した。

（７）修学旅行に向けて
　平和学習の導入として
①学年主任による平和学習導入　講話
② 冬休みに公開の長崎の原爆をテーマとした山田

洋次監督作品「母と暮らせば」を鑑賞すること。
③ 地元の戦時中の様子をとらえた写真をコピーし

どのような状況の写真かを報告する。
上記２点を課題とした。
　総合学習係として和洋生が戦時中どのような状
況にいたのかを調べ、プリントにし配付してさら
に視野を広げるきっかけとした。
　春休みには平和について書かれた書籍「平和を
考えよう①戦争の怖さを感じとる力を」「平和を考
えよう②教室も外国も世界はひとつ」「みんなで考
えよう世界を見る目が変わる50の事実」の３冊の
目次のコピーを配付し、もっとも心に響いたテー

マについて調べてくることを課題とし、「平和」と
はどのようなことなのかをさらに深く考える機会
とする。

（８）身近な先生の生き方から自分の将来を想像す
る
①小山先生によるお琴の演奏会→和装と習い事
②小宮先生による体験談→失敗から伝えたい
　　　　　　　　　　　　自ら考え調べる大切さ
③菅波先生による体験談→本気になる
④久保先生
　　　　マララさんの国連スピーチから考える
　　　　（平和学習に関連して）

　普段授業を教わっている先生から教科を離れ、
人生について考えるきっかけをいただくことは生
徒達にとってとてもよい刺激になったようである。
外部から卒業生や講師を招いて職業や大学につい
ての講演会などを設けることもよい学びであると
思うが、どうしても限られた職業にならざるを得
ず、すべての生徒のニーズに合わせることが出来
ない点、日程調整の難しさ、生徒達の受け止める
力の未熟さなどを総合的に考え合わせると、生徒
達の実情をよくわかった学年の教員が自らの経験
の中から今の彼女達に必要な事例をわかりやすく
話すことで、彼女たちのモチベーションを上げ、
さらには今後のよりよいコミュニケーションのき
っかけにもなるのではないかと考えた。
　例年、卒業生による職業インタビューなどを行
っていると思うが、それが実行出来ない分、進路
に関する本の紹介１分間スピーチなど、それぞ

学園祭での展示の様子
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れが知ったことを皆と共有する機会を設けたり、
NOLTYスコラ　キャリアプログラムにある「大人
の手帳リサーチ」を一般雑誌の職業別の手帳公開
などの記事をクラスに掲示するなど、違った角度
からさまざまな職業を知ることが出来る機会を意
識して課題にしてきた。

４　２年次年間スケジュール
１回 １年間の総合・進路スケジュール確認・スタディサポート返却および振り返り
２回 大学パンフレットを利用して大学を比較研究する
３回 遠足説明会
４回 NOLTY de PDCA
５回 修学旅行行動班決め
６回 中間考査準備・学園祭に向けて
７回 進学説明会
８回 長崎班別研修VTR視聴
９回 長崎班別研修コース決め
10回 部屋割決め
11回 期末考査準備・学園祭に向けて

夏休み

・修学旅行長崎ルートマップ作り
・修学旅行ガイドブック作成
・大学比較レポート
・戦争に関するレポート
・新書を読んでPOPを作る
・NOLTYを使いこなそう

12回 進路希望調査用紙・『センター試験の基礎知識』配付
13回 修学旅行説明会
14回 修学旅行について補足説明および質問受付
15回 スタディサポート返却および振り返り
16回 修学旅行最終確認
17回 先輩体験ブック・最終進路希望調査用紙配付
18回 平和学習まとめ 『成功への心得』配付
19回 『成功への心得』ワークシート完成・冬休みの計画実践課題配付
20回 面接練習
21回 『成功への心得』より１分間スピーチ
22回 志望理由書作成

冬休み
・計画実行力 実践課題に取り組む
・３学期の総合学習の時間の計画を立てる
・NOLTYを毎日開く

23回

各自で立てた計画を実行する・志望理由書添削
＊「沈黙ーサイレンスー」鑑賞レポート

24回
25回
26回
27回
春休み

学年編成　７クラス　203名

５　２年次　実践報告
（１）NOLTYスコラキャリアプログラムの継続利
用
　１年次に引き続き、NOLTYスコラキャリアプロ
グラムを利用し、スケジュール管理を意識させた。
１年次のように、全体でDVD教材を見せることや
HRで時間を取っての手帳甲子園予選などは行わな
かったが、定期的に各自の使用状況を確認してい
る中で、昨年度の取り組みを基にさらに自分なり
の使い方を工夫する姿勢があったように感じられ
た。これについてはクラス担任によってやりとり
の頻度が異なるため、全体での工夫がなされれば、

もっと効果的な利用が出来るのではないかと思わ
れる。総合学習の係としては、ある程度先を見通
した計画を提示し、手帳に書き込ませるなどを意
識した。それを発展させ、２学期後半から自分で
立てた計画を実行する、という課題に取り組んだ。
１回目は冬休みの勉強計画を立てる、２回目は総
合学習の５回分の時間の使い方を計画する、とい
う内容である。生徒によっては教員に与えられた
宿題に取り組むことが「勉強」であって、「受験勉強」
というものがどういうものか、まったくイメージ
できていない様子であり、またNOLTYも「記録帳」
としてはよく書けていても、先の勉強予定を自分
なりに決めて書くということが出来ていない生徒
が多くいたことから、この「計画＆実践課題」を
取り入れた。計画が甘すぎるもの、無理な計画を
立てほとんど実行できていないもの、などそれぞ
れなりの気づきはあったようであるが、この経験
を今後の受験勉強に活かして欲しいと考えている。

計画＆実践課題　ワークシート

（２）スタディサポート振り返り
　スタディサポート返却時に時間を取り、振り返
りをさせた。各自で家庭でもできることであるが、
しっかりと振り返りの時間を確保することで、確
実に試験結果と向きあい、対策を考えるきっかけ
とした。

（３）大学比較研究
　春休みに各自で入手した大学パンフレットと和
洋女子大学から取り寄せたパンフレットを用いて
の大学比較研究を行った。その後、夏休みを利用し、
自分なりの比較ポイントを念頭において実際に大
学に２校以上行き、レポートを作成することを課
題とした。オーストラリア語学研修参加者やその
他事情のある生徒は秋の大学祭シーズンを待って
の提出も可とした。ポイントを決めて比較するこ
とを意識させることで、より明確な理由を持って
志望校を決められるようになることを目的とした。
生徒の感想にも比較することでの発見があり、も
っといろいろなポイントを比較するべきであると
の気づきがあったことが伺えた。

（４）学園祭学年展示
　高１の時も同様であったのだが、学園祭学年展
示は、レイアウトや展示方法など、ほとんどを生
徒に任せた。併設中３年次に行ったのと同様の方
法である（和洋教育Vol.24で報告）。代表委員と総
合学習係を中心に限られた生徒だけではあるが、
生徒同士で協力しよく仕上げてくれた。生徒の成
長を感じる場面であった。

（５）遠足・修学旅行
　遠足説明会・修学旅行の部屋割等の決め事や長
崎班別研修のルート作り、説明会なども総合学習
の時間を活用した。（計８回）
　１年次から継続している平和学習に関連して、
夏休みに戦争に関するレポート作成、修学旅行終
了後の事後学習としてＡ４指定用紙１枚に「平和」
について考えたことをまとめる課題を課した。
　熊本地震の影響で年度の途中で行程を変更せざ
るを得ず、当初計画していた総合学習の企画も変
えねばならず残念であった。特に春休みにNHKで

放映されたブラタモリの熊本城の回を見る宿題の
影響で生徒達は熊本城へ行くことをとても楽しみ
にしていたようで、校内での寄付金集めでもこの
学年の額がもっとも多く、また特進クラスが行っ
たJPXの企業体験プログラムでも売り上げは熊本
城への寄付ということになり、クラスとして熊本
城主の証を頂いている。

　また併設中の修学旅行でも行った班別研修の帰
着報告を責任者の教頭先生に班長が行うというス
タイルを取り入れた。従来旅行委員だけが経験し
ている「報告する」という体験を多くの生徒にさ
せることが出来た。長崎市内とハウステンボスの
２カ所で行うことでよりスムーズなものとなった。

（６）読書
　夏休みの宿題として、進路に役立つ内容の新書
を読みPOPを作成するという課題に取り組んだ。
併設中学校から読む本の分野を指定しての読書企
画に取り組んできた。翌年から導入される朝読書
の計画の中で、「高校３年生には岩波ブックレット
レベルの読書を」という文言があり、正直なとこ

教頭先生に帰着報告をする生徒達
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ろ生徒たちの現状を考えるととてもレベルが追い
つかない印象であった。そこで高２の段階で「新
書」というサイズに指定し「進路に関するテーマ」
とすることで、生徒達の本を探す際の視野を広げ
ることが出来るのではないかと考えた。自分のク
ラスでは一学期の午前授業のうちに読む新書を決
めてタイトルをNOLTYに記載するよう指示を出
した。選ぶ本には口出ししなかったが、夏休み中、
申告した本とは違う本を更に読み、POPにしたの
は別の本、という生徒も何人もいた。
　高３で朝読書がスタートした際、新書を手にし
ている生徒も見られたので、余裕のある高２の夏
にこの課題を実践できたことは意味があったと感
じられた。

（７）志望理由書の作成・面接練習
　高３では総合学習の時間がないことから、AO入
試や推薦入試対策も前倒して行うことを考えた。
　修学旅行終了と同時に受験モードへの切り替え
となるよう意識した。ベネッセ発行の『先輩体験
ブック』という志望理由書を書く参考になりそう
な内容の資料と進路希望調査用紙を同時に配付し、
ここから先の予定を確認。翌週には面接対策とし
てかつては高３用に作成していた資料を『成功へ
の心得』と名付けて冊子としプラスチックのカバ
ーを購入し来年までの保存版となるよう整え配付
した。その冊子にはいわゆる面接で問われるよう
な「将来就きたいと考えている職業」「高校時代特
に力を入れて取り組んだこと」などの項目をまと
めるワークシートがあり、それを記入させる時間
を作った。それを使って、二人一組になり面接練

習を行った。採点用のワークシートも用意して面
接官役も生徒にやらせた。高２の秋のこの時点で
は面接練習というより、面接ごっこといった方が
いいレベルではあったが、いかに自分が語る内容
を持っていないか、AO入試や推薦入試は決して楽
な入試ではないということを知るきっかけにもな
ったと思う。また１年次に取り組んでいた１分間
スピーチを『成功への心得』に書いた内容であれ
ば何でも良いというテーマで再び取り入れた。久
しぶりではあったが、回数を重ねているせいか、
それほどの準備時間なしに上手にできているよう
に感じた。これらの作業をもとに、志望理由書を
書かせた。２学期中の提出を課し、担任は冬休み
中に目を通し、三学期の総合学習の時間を使って
添削指導をする流れとした。

６　おわりに
　自分自身の記録のつもりでまとめたが１・２年
寝かせてしまったため記憶や想いが薄まりとても
簡単なものになってしまった。それでも何もない
よりはこうして記録として残すことで、今後の総
合学習の取り組みやホームルーム指導の参考にな
るのではないかと思う。

生徒が作成したポップ

［高校生徒会について　活動報告］
【はじめに】
　平成29年度に、国分校舎にあった併設中学校が
国府台の地に引っ越し、35年ぶりに中学と高校が
一緒に生活することになった。
　昭和57年に中学校舎が離れたことで、中学、高
校それぞれの生徒会は独自の進化を遂げたのだろ
う。
　また20年前に高校校舎が新しく建て替えられ、
さらに進化していったのだろう。現校舎の高校生
徒会は当時、ステイハウスで合宿したり、講堂部
門が朝に夕に照明練習をしたりと、陰に日向に常
に活動している印象だった。
　今年度、中学校と高等学校の生徒会が一緒に様々
な行事を実施した。35年ぶりとはいえ、校舎は旧
校舎ではなく、現校舎で中高生が一緒になったこ
とは、ほぼ初めてに近い状態である。昨年度・今
年度の生徒会活動を今後に活かしていきたいと思
い、活動報告することにした。
　はじめに生徒会規約を確認したい。すべてでは
なく、抜粋でのせることにした。

１，生徒会規約（抜粋）
第一章　総　則
　第１条　 本校の校友会の一部として高等学校　

生徒会を設ける。
　第２条　 本会は和洋国府台女子高等学校生徒会

（以下本会と記す）と称する。
　第３条　本会の会員は高等学校生徒とする。
　第４条　 本会は教師の助言のもとに自治活動を

通して自律の精神を養い、あわせて会
員相互の人格を高め、校風の高揚を目
的とする。

第二章　総　会（省略）
第三章　代表委員会（省略）
第四章　役　員
　第14条　 本会の役員として左（原文まま）のも

のをおく。
　　　　　 委員長一名・副委員長二名・議長一名・

副議長二名・書記三名・会計二名・会
計監査二名

　第15条　 役員は推薦立候補制により会員の投票
によって選出する。

　　　　　 選出された役員は職員会の承認を得て
学校長が任命する。

　第16～22条（省略）
　第23条　役員の任期は１年とする。
　第24条　 役員に欠員を生じた時は直ちに補充し、

その任期は残任期間とする。
　　　　　補充の方法は第15条による。
第五～六章（省略）
附　則
　第１条　 規約の改正にあたっては、総会の出席

者の三分の二以上の同意を得て、職員
会を通じて学校長の承認をえなければ
ならない。

　第２条　 本会の会務の遂行にあたって必要な細
目の制定改廃については、代表委員会
で定める。

　第３条　 本会においてはすべて政治及び宗教活
動は行わない。

　第４条　 本会の規約は昭和四十一年二月四日よ
り施行する。

　以上、生徒手帳や学校生活ガイダンスに則って
記載した。

  平成28，29年度
中学校生徒会，高等学校生徒会　活動報告

和洋国府台女子中学校・高等学校

生徒会顧問　仲道  恵子　  宮本  綾乃
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２，各行事の高校生徒会活動内容
　　　 は学校行事、○は代表・学園祭委員会や生
徒会主催の会、＊は生徒会活動と記した。
　平成28年度と29年度の違いは、注）として最後
に掲載した。
　４月  始業式、入学式 
　　　＊新入生歓迎会準備
　　　① 講堂出演団体のリハーサルを２回実施、

プログラム作成
　　　② 部活動・同好会紹介（「和洋のすすめ」）

作成
　　　＊ 部活動・委員会の顧問、責任者生徒と会

計担当生徒の把握
　　　 新入生歓迎会 
　　　○第１回代表委員会
　　　　代表委員の心得　バッヂ配付
　　　○第１回学園祭委員会
　　　　学園祭テーマ募集、クラス参加調査開始
　　　○校友会予算決定と請求方法説明会
　　　　（校友会予算請求は年８回、以降省略）
　５月  遠足・歌舞伎鑑賞 
　　　○第２回学園祭委員会
　　　①決定テーマ告知、学園祭ポスター募集
　　　②参加団体調査
　　　　 各クラス・部活動団体・学年に「展示・

バザー・ゲーム・食堂（高３のみ）・講堂」
部門参加有無と内容調査

　　　　（参加団体が重複した場合、調整）
　　　＊大会等出場部活動に壮行会開催準備
　　　 中間考査、壮行会 
　６月＊バトン部引退公演　講堂部門参加
　　　○第３回学園祭委員会
　　　①参加団体へ参加内容詳細調査
　　　１）展　示：展示物、展示内容
　　　２）バザー：サンプル提出、個数価格調査
　　　３） ゲーム：内容調査、景品を出す場合、

サンプル提出
　　　４） 講　堂：出演の内容調査、照明・音響・

演出書類提出、異装許可願い提出
　　　５） 食　堂：メニュー（調理・販売方法、価格）

を家庭科教員と打ち合わせ、相談、報
告

　　　　　 養護教諭と腸内細菌検査日の調整と個
数把握

　　　② １）～５）提出後に参加団体の教室レイ
アウト（机・椅子・パネル等）提出

　　　　 （クラス・団体参加は教室半分、食堂は１
教室使用・手洗場が一番近い場所に設定）

　　　③ポスター決定、パンフレット挿絵・割付
　　　④ 参加クラス：クラスＴシャツ・食堂エプ

ロン着用希望はデザイン提出。確認後、
承認、クラスは注文可能（後、実物点検）

　　　⑤宣伝ポスター要請（提出は２学期始業式）
　　　⑥参加団体学園祭予算計画書提出
　　　○第２回代表委員会
　　　　学園祭お客様用チケット枚数調査
　７月○食堂部門：調理室・調理法説明と試食会
　　　＊夏季大会等部活動壮行会の準備
　　　 期末考査、壮行会、生徒会役員選挙 
　　　＊学園祭予算決定・配付
　　　○第３回代表委員会
　　　　 チケットの取り扱い説明・注意と希望枚

数チケットを配付
　　　＊学園祭アーチ製作を美術部に依頼
　　　 終業式 
　　　＊ 新旧役員顔合わせ、学園祭部門の引継ぎ、

講堂部門（照明・音響・スポット・講堂裏・
アナウンス等）練習開始

　８月＊学園祭に向けて各部門準備、講堂練習
　　　①校舎内配置図作成・パンフレット校正
　　　②備品移動一覧表作成
　　　③ ＦＴ科３年作品発表会の打ち合わせとリ

ハーサル
　　　④大学校舎・掲示板にポスター掲示
　　　⑤校舎内宣伝ポスターの準備
　９月  始業式 
　　　＊食堂部門：腸内細菌検査提出
　　　＊ 講堂部門：出演団体のリハーサルを２回

実施、プログラム作成
　　　○第４回学園祭委員会（注１）
　　　①中庭ステージのリハーサル
　　　②パネル移動の手順説明と実施
　　　○第４回代表委員会
　　　追加のチケット調査、受付時間分担決め

　　　 学園祭 
　　　＊ 各部門：前日に装飾点検、当日は安全に

活動しているか点検、把握
　　　＊学園祭アンケート（生徒・お客様）集計
　　　　（部門毎の順位発表の準備）
　　　 学校説明会（併設中学３年生対象）  （注２）
　　　＊委員長から高校の学校生活紹介
　　　 体育大会 
　　　＊代表委員：受付担当
　　　＊委員長は宣誓、役員は国旗・校旗掲揚
　10月＊学園祭会計まとめ報告
　　　 中間考査、高２修学旅行 
　　　○第５回代表委員会
　　　　①生徒総会議題案募集、絞って再調査
　　　　②在校生から高３へ卒業記念品選定
　　　 学校説明会 
　　　＊委員長から高校の学校生活紹介
　11月＊母の会と共に市川市社会福祉協議会へ
　　　　寄付の贈呈式
　　　＊高校３年引退、引継式
　　　○第６回代表委員会
　　　　生徒総会議題をクラス毎意見集約
　　　○送別会説明会
　　　　団体募集とリハーサル準備
　12月  期末考査、生徒総会、終業式 
　　　＊議決書（注３）提出
　１月＊送別会リハーサルと準備
　　　○第７回代表委員会
　　　　生徒総会議題をクラスで意見集約
　　　 入学試験 
　２月＊校友会決算報告書まとめ
　　　○ 次年度校友会予算計画書・新入生歓迎会

準備説明会
　　　①部活動紹介「和洋のすすめ」作成説明
　　　②発表内容提出、リハーサル日程
　３月  送別会、卒業式、修了式 
　　　＊新入生歓迎会準備
注１）学園祭実行委員会で実施
注２）平成28年度９月、29年度６月に実施
注３）平成28年度生徒総会議題
　　　①学園祭売上金の使い道（29年度同様）
　　　②学園祭クラスＴシャツ着用期間延長願い

　　　③ 中学生を迎えるにあたり、私達高校生に
出来ること

　　　平成29年度生徒総会議題
　　　②学園祭の活性化
　　　③和洋生として私たちができる事は何か

４，最後に
　国分校舎完成当初、中学受験の初実施日に受験
したことを思い出した。１月20日、1500人超えの
受験生が、朝からの雪で市川や市川真間でバスに
乗ることが出来ず、保護者と共にあふれかえって
いた。バスがなかなか来ず、受験生を遅刻させた
くない保護者達は「受験生を先に」と市川から来
た満員状態のバスに受験生を詰め込み、送り出し
ていた。その中に私もいた。
　入学後、３学期には生徒会役員立候補者を選出。
役員は皆優秀で、活気に充ち満ちており、憧れの
存在であった。それは高校入学後も同様であった。
旧校舎高校は３学年で2400名を超え、生徒総会は
様々な意見が飛び交い、生徒会はまとめが大変だ
ったろう。私は高１の時、代表委員で毎週委員会
が開催された。高２から生活役員となり活発な意
見が飛び交い、楽しい学校生活と、なにより生徒
が元気だった。あの元気とむちゃぶりを規則ぎり
ぎりで楽しんだ学園祭の頃のように、現在の学校
生活をよりよい良い形にできたら…と思う。
　和洋学園の校訓に

「和洋の校名に則り、和やかにして洋々たる精神を
養いましょう」

「自治自律進んで責任を果たし、本文を守りましょ
う」

「勤労を愛好し、何事にも最善の努力を尽くしまし
ょう」

「清く正しく明るく、感謝と希望に生きましょう」
「学校を愛し、健全なる校風の発揚に努めましょう」
とある。新しい体制になった中学高校生徒会、生
徒達には、学園で培ったものを将来、様々な活躍
の場で役立ててくれたらと願う。
　常に生徒達を見守り、育ててくださる学園すべ
ての先生方に深く感謝申し上げたい。
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［中学生徒会について　活動報告］
【はじめに】
　私が中学校の生徒会顧問となり二年が過ぎよう
としている。初めて役員と顔合わせをした日のこ
とは、今も忘れられない。「先生、新入生歓迎会の
原稿とプログラムを作って下さい」と、私に言っ
てきた中学３年生の役員たちに、違和感を抱かず
にはいられなかった。この日から、「主体性のある
自治組織」にすべく生徒会作りが始まった。28年
度は行事の運営に加え、福祉活動の実践、国分校
舎お別れ会を催した。29年度は高校生徒会の補助
とペットボトルキャップ運動を主に行った。以下、
活動内容を掲載していく。

２，中学校　生徒会　28年度活動内容
　通年　朝の集会

　生徒会や各委員会からの連絡の場であった。

４月　新入生歓迎会
　プログラム、進行原稿は生徒が話し合い、一か
ら作った。時間配分が難しかったようで、何度も
作り直していた。

５月　熊本地震募金運動

　この年の４月に熊本地震があった。生徒会長の
発案で募金活動行い、被災地へ寄附した。

６月　学園祭の運営計画を立てる
　使用教室の割り当て、予算の分配、弁論大会・
合唱コンクールの運営計画作りを始めた。

７月　生徒総会

　「公共のマナー」、「快適な学校生活を送る上で気
をつけること」、「国分校舎最後の年に自分たちが
出来ること」の３つについて議論した。

10月　学園祭

　国分校舎で行う最後の学園祭ということで、在
校生の関係者だけでなく、卒業生も多く来校した。
合唱コンクールを皮切りに、弁論大会、英語スピ
ーチコンテスト、各団体の発表や学年展示等、賑
わいを見せた。

　生徒会役員と共に国分校舎の歴史を振り返る写
真を東西渡り廊下に掲示した。

　和洋女子大ボランティア部の皆さんに協力して
いただき、「福祉の部屋」を作った。国内外で実践
した活動の様子を伺った。
　「福祉の部屋」にＡＥＤ体験コーナー作り、応急
処置の方法を役員が教えていた。

11月　校舎お別れ会、送別会の計画を立てる
　プログラムの内容作成、記念品の選定をした。

３月　校舎お別れ会、送別会

　生徒総会で提案のあった、全員集合写真を撮影
し、この写真をお別れ会の記念品として配付した。
お別れ会では、退職された先生方が来校してくだ
さった。会の最後に、在職当時の思い出をお話い
ただいた。

３，中学校　生徒会　29年度活動内容
通年　朝の集会

　29年度より講堂
にて実施している。

４・５月　話し合い
　１、学校生活を送る上で気になっていること
　２、中学生徒会ができること

　上記二つを話し合い、６月からペットボトルキ
ャップ回収を実施し、生徒会新聞の発行を始めた。

６～９月　ペットボトルキャップ回収運動

　「ウサギとカメ」を競わせるという設定。キャッ
プの回収が楽しくなるような工夫をした。

９月　学園祭
　来場者にもペットボ
トルキャップの回収を
呼びかけられるように
作成したポスター。

　福祉活動の一環として、ひかりの村の方が作っ
たパンを売る手伝いをした。

　弁論大会・英語スピーチコンテストの進行をし
た。今回は高校生にも手伝いをお願いした。
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11月　ペットボトルキャップ回収運動

　「バケバケ」という名のオリジナルキャラクター
を作り、ストーリー性を持たせた回収運動を展開
した。

12月　合唱コンクール

　運営や優勝クラスの表彰を行った。

２月　生徒会新聞の発行
　ペットボトルキャップ回収運動
　最終的に年間で集まったキャップは50㎏を超え
た。活動報告を兼ねた新聞の内容には、役員たち
の「気づき」も書かれている。

【おわりに】
　本会は教師の助言のもとに自治活動を通して自
律の精神を養い、あわせて会員相互の人格を高め、
校風の高揚を目的とする。（生徒会総則より）
　私は、生徒会を「主体性のある自治活動」ので

きる組織にしたいと考えている。理由は、総則に
ある目的を達成するための活動が行われているの
か疑問を感じているからだ。もちろん、決められ
た行事の運営をすることが、生徒会の伝統である
ことは承知している。しかし、日常生活の「気づ
き」を議論し、自分たちが出来ることを考えるのも、
大切な自治活動ではないだろうか。
　生徒会顧問に求められる力の中で、私がもっと
も重要だと感じるのは、「発問力」だ。生徒に「気
づき」をもたらす発問が、彼女たちに思考活動を
もたらし、「主体性のある自治活動」へと繋がって
いく。昨今の子どもたちに見られる他力本願的思
考を、残念ながら本校の生徒も例外なく持ち合わ
せている。生徒会役員の意識の変化が、全校生徒
の「主体性のある自治活動」を発揚させるきっか
けになるはずである。生徒会活動が更に発展する
よう、今後も私に出来ることを模索しつづけてい
く。


