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本研究は,知的障害あるいは知的障害を併せもつ子どもたちにも,各々の障害の状況に即し,環境

教育の教育内容を創 り,単元化・授業化・活動化をめざすものである。現在,環境先進国のドイツに

おける知的障害児への環境教育の教育内容・実践例を集積しながら,わが国においても,特別支援学

校の小学部・中学部・高等部,通常学校の特別支援学級等において,環境教育の授業を計画 。実施し,

これまで積み重ねてきた総合的質的授業分析を行つた後に,授業の再計画を行い,教育内容づくり,

授業の典型化をはかろうとしている。

本研究は,その典型化に向けた取り組みの一つであつた。筆者らは,む しろ授業実践の成功例より

も課題が残された実践例からも学びながら,各々の学校に合った形でより良い授業づくりをめざして

いる。そこから,導 き出された視点一視覚的教材の活用や見学等の活動の組み込み,紙すきの実践の

環境教育としての位置づけの明確化,作業学習との結合一等も授業め典型化に繋げていきたいと考え

ている。

キーワード:特別支援学級,授業分析,環境教育

緒 ロ

平成11年 3月 に告示された「盲学校,聾学校及び養護学校学習指導要領」 1)で は,新
たに「総合的な学習の時間」が設けられ,知的障害養護学校 (現 ,特別支援学校)にお

いても,中学部は平成14年度,高等部では平成15年度から全面実施された。知的障害あ

るいは知的障害を併せもつ子どもたちの教育では,子どもの実態が多様である上に,既

に総合学習の位置づけを持つ生活単元学習等の「教科・領域を合わせた指導Jが展開さ

れており,生活単元学習等と「総合的な学習の時間」との間で以下のような論点が設定

される。

① 冨永等が実施した調査結果2)を 見ると,知的障害養護学校によつては,「領域・教科

を合わせた指導」,特に「生活単元学習」を「総合的な学習の時間」に振 り替えてい

るケースも多い。確かに,その類似性が認められる所であるが,そ こでは,従来の

「生活単元学習」と「総合的な学習の時間」の相違点として,「主体性」や「自己決

定能力」の育成が強調されている。ただ,「主体性」や「自己決定能力」の育成は,

教育課程全体で取 り組まれるべきもので,必ずしも「総合的な学習の時間」独自の
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ものとはいえない。荒川も指摘するように3),「生活単元学習」か「総合的な学習の

時間」かの位置づけの相違よりも,知的障害教育における教育内容自体が問われなけ

ればならないのである。

② これまで,「生活単元学習」等の多くは,発達年齢を重視した社会適応的なものに留

まってきたことから,冨永は,現在の総合的な学習の時間につながるような「創造的

生活学習」の必要性を提起し4),そ の教育内容づくりに撃り組んできた。それは,従

前あ発達年齢重視の社会適応的な内容から,発達年齢とともに生活年齢も重視し,自

立 と他立の両面を押えながら,将来共にユニバーサルな社会づ くりを行 う担い手 とし

て知的障害あるいは知的障害を併せもつ子どもたちを育てるために,主体的・創造的

な社会参加の内容を組み込むことを意味する。

③ このようなテーマ設定は,知的障害あるいは知的障害を併せもつ子どもたち (特 に重

度の知的障害のある子どもたち)には困難で,教師の自己満足,あ るいは教師主導の

取 り組みに陥りがちであるという声も聞かれる。ここで,重要なことは,テ ーマの難

しさと内容の難しさは異なるということである。わかりやすく内容をかみ砕きながら,

単元化・授業化・活動化をはかることが必要となる。特に,知的障害,あ るいは知的

障害を併せもつ子どもたちの教育においては,授業における「活動化」がキーワード

となり,「遠い見通しJや「近い見通し」を踏まえながら, どのような活動を組み合

わせ組織化していくかが問われることになる。

以上のような論点をふまえながら,本研究では,こ のような知的障害あるいは知的障害

を併せ持つ子どもたちの教育における「倉1造的生活学習」や「総合的な学習の時間」の諸

テーマの中で,環境問題を取 り上げることにする。

冨永は,環境教育先進国であるドイツにおける知的障害児 (者)への環境教育に学びな

がら,取 り組みを整理しその一部を紹介しているが5),ゎ が国では,系統的な取 り組みを

行っている学校は少なく,単発的な取り組みがあつても授業としての検討が十分になされ

ておらず,授業の典型化も進んでいないのが現状である。

以上のような課題意識から,本研究では,T市のA小学校特別支援学級の協力を得て,

知的障害あるいは知的障害を併せもつ子どもたちへの環境教育を進めるため,その実態把

握 (Assessment)一授業計画 (Plan)一授業実施 (Do)一授業分析 (Check)一再授業

計画 (Replan)(APDCR)に取 り組んだ。

I.授業分析の方法

ここでは,冨永がこれまで採用してきた総合的質的授業分析方法6)を 用いている。知的

障害あるいは知的障害を併せもつ子どもたちの場合,特に,授業者の表情や動き,言葉は

児童 (集団)に とって大きな意味を持つ。それとともに,児童 (集団)の表情や動き,言

葉といった細かな様子を把握することも,授業分析において欠かせない。また,授業者の

目標 (単元目標・授業目標・各活動のねらい)や教材 (内容としての教材と物としての教

材,個々の活動内容),教材や児童 (集団)の配置等の環境設定が相互に関連し,授業は

展開されていく。従って,授業全体において,こ れらの授業要因の関連を捉えることが必

要なる。これらを可能にするのが総合的質的授業分析方法であり,ビデオの記録・再生・

分割・保存の機能を活用する中から授業記録を詳細に掘 り起こし,授業を構成する諸要素

である「授業目標 (各活動のねらい)の設定,教材 (内容としての教材と物としての教材 ,



小学校の特別支援学級における環境教育の授業,漱研究

個々の活動内容),子 ども (集団)の状況,教師 (集団)の指導性,環境設定」の関連を

検討していくものである。その際,授業構成上重要な局面 (教師の一つ一つのねらいが反

映されている活動の局面)を 「授業局面」として捉え,各授業局面内の分析,授業局面間

の総合的質的分析を通して,授業構成要素の関連を問い,授業改善のための諸課題を導き

出していった。

尚,授業者は,サ ポーターとして,本小学校に入り込んだ上で,授業実践を行っている。

このような授業研究では,毎年ゼミの大学院生・特別専攻科の学生 。学部生が,各特別支

援学校 (小学部・中学部・高等部)・ 各通常学校 (小学校・中学校・高等学校)の特別支

援学級 。通常学級の協力を得て, 1年 間,週 1日 以上通い,教育実践を学び,授業力を培

う意義とともに,各学校の実践研究を進める意義も有している。

Ⅱ.授業分析の対象

(1)特別支援学級の概要

B市立A小学校には特別支援学級 (以後,H学級)が 1ク ラスある。2008年度には計 7

名の児童が在籍し,担任 1名 ,30時 間講師 2名 ,短期臨時職員 1名 が担当している。学級

目標は,『みんないきいき なかまとつくる楽しい学級』であり,具体的に「心わくわく,

楽しい活動でわかる喜びを味わおう」,「元気いっぱい,健康なからだとしっかりとした体

力を作ろう」,「笑顔いきいき,なかまとかよわす豊かな心を育もう」を目標として挙げて

いる。

毎日1, 2校時を帯時間としてとり,集団活動や関係づ くりを大切にするため学級全員

で活動する時間となっている。具体的には,気持ちやからだをほぐすための体力づくりや

リズム運動,な かまと′し、を通わすための歌や遊びの指導,毎月の学級カレンダー作 りと粘

土・造形・描画活動,栽培や飼育活動,日 々の活動に見通しをもって主体的に参加するた

めの「朝の会Jな どに継続して取 り組んでいる。特に 1校時を『Hタ イム』と呼び,児童

同士の遊びや自然なかかわりを大切にしている。

3校時以降は,入級児童の発達課題に応じた学習の時間とし,主に「ことば 。もじ」や

「かず・りょう」について個別や課題別グループで取 り組んでいる。

また,各学年・学級単位でH学級との交流 (ふ れあいを中心とする直接交流,障害理解

を中心とする間接交流)に も計画的に取 り組んでいる。

次に,い くつかある年間行事の中で主なものについて述べる。11月 に行われる市全体で

の特別支援学級・特別支援学校合同の行事である学習発表会では,劇 を中心に参加してい

る。校内では全校児童を対象にも,その劇を発表している。 1月 の研究授業では,校内の

教師らを対象に,H学級での授業内容を公開している。これは,児童らの成長・発達を教

師全体で確かめる場でもある。授業参観・懇談会は,H学級独自にも学期に1～ 2回行っ

ている。入級児童全員の成長・発達を保護者全員で確かめ合い,率直に本音を出し合うと

ともに,発達の見方を学びあう場としている。また,学期に 1回程度,中学校区内での特

別支援学級交流会などの校区交流会を行っている。

2,単元の概要

本単元においては,児童らが普段の生活の中でよく目にする牛乳パックを使って,牛乳

パックのリサイクル活動に取 り組むことにした。牛乳パックが児童らにとつて身近な教材
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であることに注目し,実生活に結びついた学習となるよう留意した。その際,で きる限り

視覚的に分かりやすい教材を使用し,ま た集団性・共同性を育むことをねらいとして,ペ
アーでの活動を設定した。

(1)題材名  「牛乳パックの大変身 !!」

(2)児童の実態  '

児 童 児童の実態 単元のね らし

A 本学級の唯一の 6年生であり、他の児童のお姉さん的存在である。

自ら他の児童を注意 したり手伝ったりすることも多く、みんなの

ことを考えて行動できるようである。しかし一方で、自分の思い

通 りにならない時に怒つたり,活動の見通しが持てない時には気

持ちが不安定になったりすることがある。

リサイクルという言葉や意味を大体理解 している。

・ペアーの友だちを手伝つたり,協力

するよう誘つたりすることができる。

・リサイクルを意識して,ハガキ作り

をすることができる。

B 児童 Aと ともにH学級のリーダー的存在であり、他の児童の見本

となることがよくある。 しかし、授業中に勝手な行動をとったり

都合のよい言い訳をしたりすることも多い。気持ちの切 り替えが

随分スムーズになってきてはいるが、教師の注意に耳を傾けない

時もある。

リサイクルとい う言葉や リサイクル商品の存在をよく知つてい

て,さ りげなく発言することが多い。

・一人だけで活動するのではなく,ペ

アーの友だちの進行を把握 しながら

進めることができる。

・リサイクルを意識して,ハガキ作り

をすることができる。

C 友だちと遊ぶことも日常的にあるが,まずは教師を遊びに誘 うこ

とが多い。自分だけを見てほしいという気持ちがあるようである。

人との関わりにおいて,少々強引に意見を通そ うとすることがあ

る。また年下の児童を注意したり手伝ったりすることで,誰かの

ためになつているという満足感を得ているようである。

リサイクルに関する言葉を知っているが,その言葉の本当の意味

ははつきりしていない。

・ペアーの友だちを手伝 うなどして
,

教師とではなくペアーでの活動であ

ることを意識できる。

・リサイクルを意識 して,ハガキ作り

をすることができる。

D 友だちに合わせた関わり方をしたり,友だちを遊びに誘ったりす

ることができる。しかし言葉で自分の気持ちを表現することが少

し苦手なためか,ち ょっとしたことで トラブルになつたり,教師

に注意されて気分を害することがある。

リサイクルという言葉を知っている。ゴミの分別などの知識も部

分的に有している。

・一人だけで活動するのではなく,ペ

アーの友だちの進行を把握 しながら

進めることができる。

・リサイクルを意識 して,ハガキ作り

をすることができる。

E ぬいぐるみを使って一人遊びをしていることが多い。教師や友だ

ちの誘いで,友だちと一緒にあそぶこともできる。嫌なことがあ

ると大きな声を出したり,都合の悪い時は関係のない話をしてご

まかしたりすることがある。

リサイクルのイメージが少しある。

・ペアーの友だちに教えてもらうこと

をきちんと聞くなどして,ペアーでの

活動を意識することができる。

・牛平レ ッヾクからハガキになることを

理解 して,活動を楽 しむことができ

る。

F 教師を誘って遊ぶことが多い。教師の誘いで友だちと遊ぶことも

よくある。また,頑張つている自分の姿を教師にアピールしたり,

他の児童を注意 した りすることで満足感を得ているところがあ

る。自分の言葉で思いを伝えることができるようになってきてい

る。

掃除をしたリゴミを捨てたりする活動ができる。 リサイクルの知

識はあまりない。

・ペアーの友だちと同じ材料や道具を

使うなどして,ペアーでの活動を意識

することができる。

・牛平Lパ ックからハガキになることを

理解 して,活動を楽 しむことができ

る。
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G  I特 定の絵を描いたり本を見たりして,一人遊びをしていることが |。
ペアーの友だちと同じ場所に集まる

ほとんどであるが, してほしいことがある時は教師の手を引いた |な どして,ペアーでの活動を意識する

り言葉で要求する。複数で遊ぶ誘いには,興味を持ったものには |こ とができる。

積極的に応 じているが,それ以外は一人や教師との遊びで過ごし |・ 牛乳パックからハガキになることを

ていることが多い。                    1理 解 して,活動を楽 しむことができ

教師に指示されればゴミを捨てる活動ができる。ゴミやリサイク |る。

ルの知識はない。

(3)題材設定の理由

○児童観

本学級には,自 閉症やダウン症,発達障害の傾向がある児童など7名が在籍 している。

児童全員が言語でのコミュニケーションを中心としている。毎日1・ 2時間目はH学級の

児童全員で過ごすよう時間割が組まれており,児童同士が関わりやすい環境 にあるといえ

る。休み時間などの自由な時間は,教室でお絵かきやオルガン弾き,野球,工作,読書な

ど児童それぞれが好きなことをして過ごしている。一人遊びをすることが多い児童や教師

との関わりを求める児童がいるが,児童同士が関わり合って遊ぶことも多 く,お互いへの

興味・関心は持っている。そのために,ち ょっとした行き違いでけんかになることも多い。

自分の思いを主張し合う傾向があるため,互いに歩み寄ることが難しく,教師が間に入ら

なければ仲直りできないことも多い。そのため,本授業ではペアーを意識させるとともに
,

全員で同じ目標に向かって一つのものを作る作業を取 り入れることで,友だちとの活動を

楽しむことを大切にしたいと考えた。また,こ のような活動を通して,ペアーや集団にお

ける自分の役割を考えられる力も育んでいきたいと考えた。

○教材観    ′

牛乳パックはリサイクルすることのできる代表的な資源の一つであり,児童にとって身

近なものである。また本学級では現在,自 由時間に段ボール箱を使った工作がはやってお

り,こ れまでにも工作に熱中する児童が多かった。牛乳パックは,こ のように児童が興味

を持って取 り組める工作などの作業に適 していると考え用いることにした。

また,2008年 5月 には児童会企画のオリエンテーリングがあり,リ サイクルについてわ

ずかではあるが学んでいる。さらに4年生の児童は遠足でクリーンセンタこに行っている

ため,大量のゴミが自分たちの生活から出ていることをイメージしやすかった。そのため
,

このようなこれまでの活動にも触れながら,牛乳パックを教材として児童の興味 。関心を

持たせ,環境教育につなげようとした。

○指導観

本授業では,友だちとの活動を楽しむことを大切にしている。そのために児童がペアー

や集団での活動を意識できるように声をかけていくことにした。また,児童一人ひとりの

考えや行動をこちらが認めることで,児童が自分の活動に自信を持ち集団における自分の

役割を考えられるように指導していく。特に,児童が互いにどのような言葉や態度で関わ

っていくかを見ていきたい。

また,リ サイクルは自分たちにも関わる身近で大切なことだと意識化できるよう,出来

る限り児童の実生活と結びつけながら授業を進めていくことにした。そして,本授業で行

う活動が価値ある活動であることが実感できるようにし,授業後の生活においても資源を

大切にするなどの行動の変化につながればと考えた。
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(4)指導目標

・友だちとの活動を楽しみ,その中での自分の役害1を考えることを目標とする。
・リサイクルの必要性を感 じ,資源を大切にするなどの行動の変化につなげるようにす

る。

(5)指導計画

本単元では,第 5次の牛乳パックを使った「手すきハガキ作 り」の授業を単元の中心に

位置づけ,授業計画を立てた。第 1次はH学級担任による授業であり,今後の授業で使用

する牛乳パックを児童らがそれぞれ各家庭で集めてくるよう指導がなされた。第 2次から

第 6次が筆者による授業である。

第 2次では,牛乳パックをリサイクルしてできるイス作 りを計画した。これは児童らが

普段自発的に取 り組んでいる工作に近い活動であり,ハガキ作 りより取 り組みやすい活動

であると捉えられる。そのため,突然ハガキ作 りを行うのではなく,前段階でこのような

児童らにとって楽しい活動となるような授業を取 り入れるようにした。ただ,ハガキ作 り

で使用する予定の教材と同様のものを使い,同 じようにペアーでの活動を意識する活動に

し,第 5次につながる授業となるよう意図した。

第 3次では,牛乳パックのリサイクル過程について触れ,リ サイクル商品や回収マーク

について学ぶ授業を設定した。この授業ではリサイクルの大切さや身近さを感じ,第 5次
のハガキ作りもリサイクル活動であることを意識できることがねらいの一つである。

第4次では,手すきハガキの作 り方の指導を行い,第 5次では,実際にハガキ作 りを行う

ことにした。

最後に,第 6次で,こ れまでの学習を振 り返 り,ま とめることにした。

3.分析対象の授業の概要

分析を進めるにあたっては,単元の指導計画全体 (全 6次)の中で,第 3次の「リサイ

クルについて」を授業分析の対象とした。本単元は,第 5次のハガキ作 りに向けてリサイ

クルの知識や意義を学ぶよう計画しており,第 3次はその中心となる授業である。これが

授業分析の対象となった理由である。

(1)日 時  2008年 11月 20日 (木)第 5校時

(2)学級  H学級 7名 (1年男子 1名 , 2年女子 1名 , 3年男子 1名 , 4年男子 3

名, 6年女子 1名 )

(3)場所  H学 級教室

(4)授業者 樋口他,担任教諭等 (3名 )

(5)本時の目標

・牛乳パックは放つておけばゴミになるが, リサイクルによって別のものになることを知

り,ま たそのリサイクルの大切さや身近さを知ることができる。
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(6)展開

活動の流れ 児童の活動 (*指導上の課題・留意点) 準備物

BA EDC GF

・ゴミ袋とその

中身 (紙類・ペ

ットボ トル・牛

乳パック)

3つ の ゴミ袋 の中

身について考える

03つのゴミ袋の中身 (紙類・ペットボトル・牛手しパ

ック)が ゴミになるかどうかを考える。

○授業者 に注 目す

る。

*3つのゴミ袋を順に提示し,牛手Lパ ックがこのままだとゴミであることを印

象づける。

○ゴミになると思う袋をゴミ箱に捨てに行く。

*ゴ ミに見える牛幸Lパ ックからイスを作つた前回の活動を児童が思い出せる

ようする。

イス作 りの活動 を

振 り返る

○イス作 りの時の様子や感想を発表する。

*イ ス作 りの活動を評価する。

*ゴ ミなると思つていた牛乳パックがイスに生まれ変わつたこ'と を意識づけ

る。

・前回作ったイ

・牛乳パック

・リサイクルパ

ネル

サイクル商・り
　
品

牛手しパ ックにつレ

て考える

○牛予Lパ ックが何からできているかについて考える。

○知っていることを発表する。 ○発表者 に注 目す

る。

*パ ックには木材が使われてお り,大切な資源であることを説明する。

○牛孝しパックは使い終わつた後 どうなるのかを考える。

○知つていることを発表する。

○児童会エコオリエンテーリングを思い出して考える。

○児童 B・ Eは,遠足で行つたクリーンセンターを思い

出して考える。

〇発表者 に注 目す

る。

*牛浮Lパ ックは回収され,別のものに生まれ変わること

を説明する。

*牛乳パックからできているもの (ト イレットペーパー,ノ ー トなど)を紹介

する。

*こ れを何と言 うか問い,「 リサイクル」と呼ぶことを説明する。

○ リサイクル につ

いて知ってい るこ

と発表する。

○リサイクルに興味を持つ。 ○発表者 に注 目す

る。

*前回のイス作 りもリサイクル活動であることを伝える。

○リサイクルの大切さを感 じる。

○リサイクルを身近に感じる。

まとめ ○本時の学習を振り返る。

*パネルを示しながら,振 り返りを促す。
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4.各授業局面の記録

(1)第 1局面の記録 ―はじめのあいさつ 。導入―

日直の児童Dが「これから5時間目の勉強を始めます。Jと 言い,は じめのあいさつを

する。児童Gは着席していない。

授業者が「今日はさつきも少し言ったけど,ゴミについてちょっとお話だけしたいと思

っています。」と言い,本時の見通しを示す。すると児童Cが元気よく「はい !」 と手を

挙げ「紙のちぎりやぶ。」と発言する。児童Fは ジェスチャーを交えて「新聞。Jと発言す

る。児童Dが「おもちゃ。」剛腱。」と発言する。授業者は児童らの発言に対して「いろん

なゴミがあるな。」と答える。

(2)第 2局面の記録 -3種類のゴミを考える一

授業者は「先生今日はね,ゴ ミを持つてきました。」と言つて, 3つ のゴミ袋を机の上

に出す。そして「これ全部ゴミです。」と言う。すると児童Dが離席する。

ゴミ袋① (紙類)を授業者があけると,児童Fが袋の中におかしの空き袋を見つけて

「おかし !」 と言い,ゴミに興味を示している。ゴミ袋の中身を順に出しながら確認して

いるところへ,さ きほど離席した児童Dが紙くずの入った袋を持つてきて授業者に手渡し,

席に戻る。授業者が「これもゴミ?ち ょっと見てみるよ。」と言って児童Dが持ってきた

袋を開け,みんなに中身を見せる。児童Aが「わあ,ゴミやあ。」と発言する。授業者が

「これはH学級で出たゴミ?Jと 聞くと,児童Dは「そう。Jと答える。席についていなか

った児童Gが前にきて,児童Dが持ってきたゴミ袋をのぞくなどし,ゴミに興味を示す。

授業者は「おうちで出たこういうゴミはみんなどうする?Jと ゴミ袋① (紙類)を示し

ながら質問すると,児童らが「捨てる。J「ほる。」「可燃ごみ。」などと答える。授業者が

ゴミ袋① (紙類)を見せながら「H学級のゴミ箱に捨ててもいい?捨ててきてくれる人?」

と言つて募ると,何人かの児童が元気よく手を挙げる。「じゃあDさ ん。」と言つて指名 し,

児童Dが教室のゴミ箱にゴミ袋① (紙類)を捨てる。
ゴミ袋② (ペ ットボトル)を授業者が見せると,児童Fは 「ジュース。」,児童Aは「ペ

ットボトル。」と発言する。授業者が袋の中身を出しながら,みんなで確認する。授業者

が「こういうのなんて言う?Jと 質問すると,児童Bは「ペットボトル。J,児童Dは「リ

サイクル。Jと 発言する。授業者が「これはリサイクルに出す ?」 と聞くと,児童Eが
「はい !ち ょっと貸して。」と言って席を立ち,授業者からゴミ袋②を取り,「 リサイクル

だから・・空き缶でこれでしょ。」と言って歩きながら何かを探している。
ゴミ袋③を授業者が出し,「先生もう一個もってきたのは,牛乳パックとかりんごジュ

ースのパックが入つているんやけど。」と話す。そしてゴミ袋②③を示しながら「このペ

ットボトルとか牛乳パックはゴミ?Jと 質問する。児童Bは 「リサイクル。」と発言する。

授業者が「H学級のゴミ箱に捨ててもいい ?」 聞くと,児童らは「だめ。」と口々に答え

る。その中で,児童Dだけが「いいよ―。」と言う。授業者が「Dは これはゴミやと思

う?」 と聞くと,児童Dは「うん。Jと うなずく。授業者は「分かつた。Dは ゴミやと思

う。」と言い,「 ゴミじゃないなと思う人もいる?」 と質問すると,児童A・ BoC・ Eが

手を挙げる。児童Cは 「だってそれリサイクルやもん。」と発言する。周りの様子を見て

児童Fも 手を挙げる。児童Dだけが手を挙げていないので,授業者は「いいよ。Dが思っ

ていること言ってくれたらいいよ。」と言うと,児童Dは「だって家では捨ててる。Jと答

える。授業者が「おうちでは捨ててるからゴミやと思う?」 と尋ねると,児童Dは「うん。」
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と答える。授業者は「分かりました。ゴミと思う, とか,ゴ ミじゃないと思います, とか

いろいろあっていいと思います。自分の思つていることを言つてくれたらいいです。」と

言う。席を離れていた児童Gが着席する。

(3)第 3局面の記録 一前回のイス作りを振り返る一

授業者が「このパックを使って,みなさんこの前何か作りませんでしたか ?」 と質問す

ると,手 を挙げる児童や「イス。Jと 答える児童がいる。言葉で自分の考えを表現するこ

とに課題がある児童Fが手を挙げていたので,授業者は児童Fを 指す。すると児童Fは少

し考えた後,イ ス作りで使った「新聞紙。」と答える。次に授業者は児童Cを指し,児童

Cは 「イス。」と答える。授業者の「イスどこにある?Jと いう言葉に児童Bがイスを取

りに立ち,授業者にイスを渡す。授業者はイスを示しながら,「みんなこの前力合わせて

できましたね。」と言って児童らの活動を評価する。すると児童Fが「牛乳パック。」と言

つて,授業者にイス作りの活動で覚えていることを伝えようとする。授業者は「始めは作

り方分かれへん, とか本当にこんなんなるの?と か言っていたけど,で きたね。」と言い

ながらイス作りを振り返る。児童Fは授業者によく注目し,積極的にうなずいている。児

童Eは 「先生,今から作る ?」 と言って,イ ス作りの活動を思い出している。児童Gが席

を離れて前に来たので,授業者はパネルを黒板に貼るようお願いする。児童Gはパネルを

貼った後,イ スを持って席に戻る。

(4)第 4局面の記録 一牛乳パックのゆくえを考える一

授業者は児童Gが貼った牛乳パックのパネルを示して,「 この牛乳パックは何からでき

ていたか覚えていますか?Jと 質問すると,「木。Jや 「ダンボール。」など前回までの授

業で出た意見が児童らから出る。児童Fは 関係のないことをわざと言う。授業者は「木や

な。」と答えを言い,木のパネルを貼って牛乳パックヘ矢印を書き,木から牛乳パックが

できることを図にして示す。

すると児童Bが前に来て,牛乳パックからトイレットペーパーができる図を黒板に書き

足し,席に戻る。児童Bの行動を見て,児童Eが トイレットペーパーのパネルを黒板に貼

る。さらに児童Fが席を立って前に来たので,授業者は児童 E・ Fに座るよう指示する。

また,児童Gが トイレットペーパーのパネルに興味を示し,席を離れて前まで来る。授業

者は児童Bに 「何書いてくれたん ?」 と聞くと,児童Bは「トイレットペーパー。」と答

える。授業者がさらに「Bはなんでここにトイレットペーパー書いてくれたん?何か知っ

てることあるん違う?教えてくれる?Jと 尋ねると,児童Bは 「牛乳パックのやつにのっ

てたから。」と答え,パ ックに印届1さ れている,パ ックのゆくえを示した絵のことを伝え

る。児童Eは 「キッチンペーパー。」と何度も言い,知っていることを伝えようとしてい

る。

授業者はさきほどの図にトイレットペーパー・キッチンペーパーを書き込み,「他に何

か知ってる ?」 と尋ねると,児童Cが「テイッシユ。」と答える。児童Eが関係のない話

をし始めたので,授業者は「そんなこと聞いていません。牛乳パックから何かできている

もの知っていますか ?」 と児童Eに言う。児童Bは「ハガキ。J,児童Cは「紙。」と発言

する。児童E・ Fは大きな声で「はい |」 と言いながら手を挙げ,関係のないことを発言

する。さらに児童Bが「イス。」と発言したので,授業者は「この前みんなで作ったイス

のこと?な るほど。牛乳パックから出来ているね。Jと 言う。
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(5)第 5局面の記録 一牛乳パック回収マークを知る一

授業者は,先ほどから授業に関係のない話をしたりして落ち着いて座っていない児童E

に,新たなパネルを黒板に貼るようお願いする。

授業者は児童Eが貼った牛予Lパ ック回収マークのパネルを示しながら,「 こんなマーク

見たことある人 ?Jと 質問すると,席に着いている児童全員が元気よく手を挙げる。「な

にで?どこで?見 ました ?」 と聞くと,児童Dは「スーパー。」,児童Aは「牛乳パック。」

と発言する。授業者は児童Aの発言を受けて,牛孝Lパ ックを児童らに渡し,回収マークを

確認するようにする。授業者は「このマークは何のマーク?ど ういう意味 ?」 と尋ねると,

児童Aが授業者にだけ聞こえるような声で「リサイクル。」と発言する。他の児童は聞こ

えていないようだつたので,授業者は「Aさ んの言つたこと聞こえた人?す っごくいいこ

と言つてくれた。」と言うと,児童Dが「リサイクル。」と繰り返す。

授業者は黒板に『リサイクル』と赤のチョークで書き,「みんなで読みます。 1, 2,

3」 と合図してみんなで読む。しかし児童E・ Fは 関係のないことを言う。授業者は児童

E・ Fを注意するが,児童E・ Fの態度は変わらない。

(6)第 6局面の記録 一リサイクルを知る

授業者が「リサイクルってどういうことか,分かっているだけでいいからお話してくれ

る ?」 と言うと,児童Aは よく考え,小 さな声で「牛乳パックとか。Jと答える。授業者

は「じゃあ牛乳パックがトイレットペーパーとかキッチンペーパーとかになるのってリサ

イクル ?」 と尋ねると,児童Cは「リサイクルになるね。」と言う。また児童らが日々に

答えを言うので,授業者は「なると思う人?な らないと思う人 ?」 と手を挙げるように促

す。すると児童E・ Fは大きな声で返事をしながら手を挙げ,関係のない話をする。授業

者は「先生何も質問してないよ。Jと 児童 E・ Fに注意をすると,児童Aも 一緒に児童

E・ Fを 注意する。

授業者は「正解は,今Aが言ってくれたように,牛乳パックが別のものに生まれ変わっ

ているのはリサイクルって言います。」と言う。「そしたら,先生ゴミ袋に入れてきた牛乳

パックやけど,これはゴミですか?ゴ ミじゃないですか ?」 と質問すると,第 2局面でゴ

ミだと答えていた児童Dが「ゴミじゃない」」と答える。授業者はパック回収マークのパ

ネルを示しながら「さっき貼ってもらったこれはね,牛乳パックの回収のマークです。こ

のマークがあるやつは, きれいに洗つて開いてリサイクルのボックス,ス ーパーとかで集

めているところに持って行ったら,こ んなんになりますよ,だから持って来て下さいよつ

てマークです。だからこのマークついているやつは持って行ったらこんなんに生まれ変わ

ります。」と説明し,再度「これはゴミ?ゴ ミじゃない ?」 と児童に尋ねる。すると児童

Dは「ゴミ。」と先ほどと異なる答えを言う。この時,児童Bは「ゴミじゃないと思うよ。」,

児童Aは 「 トイレットペーパーとか使うのに。」と言つて,児童 Dと 異なる考えを挙げて

いる。授業者は「捨ててしまったらゴミやな,その通 り。でも,こ のマークついているか

らきれいに洗つて持っていこう !ゴミ?Jと また尋ねると,児童Cが「ゴミ違う。リサイ

クル。」と発言する。「Cは なんでごみじゃないと思う ?」 こ授業者が聞くと,児童Cは

「だってもったいない。」と答える。授業者は,牛乳パックは捨ててしまえばゴミになるが,

リサイクルをすればゴミではなくなることをここで確認する。児童Dは授業者に「回収ボ

ックスがなかったらどうするん ?」 と尋ねたので,授業者はスーパー等にあることが多い

と説明すると,児童Dは回収ボックスがあるのを知っているスーパーを挙げる。児童Aも
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知 っているスーパーを挙げる。

(7)第 7局面の記録 一イス作 りはリサイクルだと分かる一

授業者が「リサイクルって今までやったことある ?」 と質問すると,児童 C・ Fが「あ

る。Jと 答える。しかし,その後の言葉は出ない。授業者は「実はH学級のみんなでリサ

イクルをしたことが一回あります。」と言い,無言で黒板の『イス』の文字を指差した後 ,

作つたイスを提示 して「これ誰が作ったの ?」 と児童らに尋ねる。児童 Cは 「みんな。」

と答える。授業者は「みんなでイスを作ったのって,リ サイクルやんな ?だからみんなも

リサイクルしたことになります。」と言うと,児童Cが驚いた顔をして大きく反応する。

最後に授業者は「これも立派なリサイクルです。」と言って,児童らの活動とリサイクル

を結びつけようとする。

(8)第 8局面の記録 一まとめ・おわりのあいさつ一

授業者は「先生がみんなでお勉強したかったところはここまでです。今日どんなことお

勉強したか覚えているよっていう人,何か教えてほしいな。Jと 言い,こ の時間の振 り返

りを促す。児童Dが手を挙げ「問題。J「 リサイクル。Jと 言い,リ サイクルになるかどう

か考えたことを伝える。児童 Cは 「捨てる前に見る。」と言い,牛乳パツクに回収マーク

があるかどうかを見ることを伝える。授業者は「もしマークがあったらどうする ?」 と児

童 Cに追質問すると,児童 Cは 「ほらない。Jと 答え,お うちの人にも捨てないようにお

願いすることを授業者と話す。次に児童Fが手を挙げて,児童 Cと 同じ内容を話す。さら

に児童Eが同じ内容を話し始めるが,関係のない話が長くなる。

授業者は「この前みんなでイスを作 りました。今度ハガキをみんなで作 りたいって思う

んよ。Jと 言って次回の授業の予定を伝える。児童Cが「ハガキどうやって作るん ?」 や

「ハガキ書いてくる ?」 と授業者に言い,作 り方のパネルをイス作 りの時のように授業者

が準備するのか, ということを尋ねている。児童Aが「ハガキ何枚作るの ?」 と教師に尋

ねる。

日直の児童Dが「これで 5時間目の勉強を終わります。Jと 言つておわりのあいさつを

し,本時の授業を終える。

Ⅲ.各授業局面の分析

(1)第 1局面の分析 ―はじめのあいさつ 。導入―

児童 Gは通常の授業でも席に着いていないことがしばしばあり,本時でははじめのあい

さつから着席していない。このような時は普段から無理に着席指導をしないこと,本時の

ような授業よりも作業での授業で児童 Gの力を伸ばしたいというねらいがあること等の理

由から,授業者を含む教師全員が,児童 Gに着席を促すような声かけを行っていない。し

かし第 2次のイス作 りの授業において,児童 Gは牛乳パックや他の教材,完成したイス等

に興味を示していた。またこの後の局面においても,児童Gが授業内容に興味を持って授

業者の所に来る場面があり,牛乳パックや視覚的に分かりやすい教材を使った本単元に興

味を持っていることが分かる。

前回までの授業では,授業に見通しが持てないことから児童Aは気持ちが不安定になり,

授業者の質問を無視する等の行動が見られた。そのため今回は授業前の時点に,授業者は



140 冨 永 光 昭・樋 口 知 里

「今日はゴミのお勉強するよ。今日は作るんじゃなくて,お話だけやよ。」と児童らに本時

の見通しを示していた。そのため,児童Aを含むほとんどの児童が授業にスムーズに参加

でき,導入で児童C・ F・ Dか らすぐに発言が出たと考えられる。

(2)第 2局面の分析 -3種類のゴミを考える一

本局面では,牛乳パックは放つてしまえばただの要らないゴミである, ということを印

象付けるためのもので,牛乳パックを含む3種類のゴミをゴミ袋に入れて示している。ゴ

ミ袋①の中身はゴミとなる紙類である。ゴミ袋②はペットボトル,ゴミ袋③は本単元でな

じみのある牛乳パックである。

授業者がゴミ袋を出して,「 これ全部ゴミです。」と言つた時点で,児童Dは授業者にゴ

ミを持ってこようとして席を離れている。普段の授業では授業に関係のないもので遊んで

いることもある児童Dが,授業の意図を理解して授業者と同じようにゴミを用意したこと

は,無言で席を離れたものの,評価すべきことであるといえる。実は児童Dが持ってきた

このゴミは,前回の授業で気持ちが不安定になっていた児童Aがちぎつてばらまいていた

紙くずのゴミである。しかし児童Aは ,こ の時恥ずかしそうに「わあ,ゴ ミやあ。」と発

言している。前回の授業では授業者の質問を無視して無言になっていた児童Aが自然に発

言できていることから,今回の授業では気持ちが安定していることが分かる。

ゴミ袋① (紙類)の話において,普段の授業で発言の少ない児童Fが真っ先に「おか

し !」 と言ってゴミに興味を示している。このことから,本物のゴミ,ま た身近なお菓子

の袋やテイッシユのくずが目の前に登場したことが,児童Fの興味を引いていることが分

かる。このような児童らの様子から授業に明るい雰囲気が出ており,こ れが児童Gの興味

を引いていることは,児童Gが前に来てゴミをのぞいていることから感じられる。

次に授業者はリサイクルできる牛乳パックとの違いを出すため,ゴミ袋①をH学級のゴ

ミ箱に捨てるよう指示している。しかしこの時,児童Dがせつかく持ってきた紙くずのゴ

ミ袋には一切触れていない。こちらのゴミ袋も一緒に捨てさせれば,生活に結びついたゴ

ミの感覚をより児童らに印象付けることができたと考えられる。

ゴミ袋② (ペ ツトボトル)の話に移つた時に,今まで机に伏せてあまり集中できていな

かった児童Eが立ち上がり,授業者に授業に関して自分の考えを伝えている。授業者はそ

の場で児童Eの言葉を正確に聞きとれず,ま た授業と関係のない話をすることも普段ある

ため,児童Eの話を掘り下げていない。しかし,ゴミ袋②や③に興味を持った児童Eの発

言から授業へと話を広げることができれば,よ りよい授業展開になったのではないかと考

える。

ゴミ袋③ (牛乳パック)も 示し,ゴ ミ袋②③がゴミかどうかの話に移る。多くの児童が,

捨てては「だめ。Jと 言う中で,児童Dだけが捨てても「いいよ―。」と言うが,、 わざとみ

んなと反対のことを言つているようにも聞こえる。そのため授業者は児童Dを指し確認す

ると,「だつて家では捨ててる。」と言い,児童Dがゴミを普段の生活に結び付けて考えら

れていることが分かる。授業者はそれぞれの児童の意見を評価し,ペ ットボトルや牛乳パ

ックはゴミか,と いう課題を残したままにして,それを後の局面への意識付けとしている。

ただこのような曖味な状況に陥ったのは,提示の仕方に問題があったとも考えられる。同

じものをゴミとして捨てる場合と,も う一度利用する場合の二つがあることを示す必要が

ある。

また本局面で,児童Bか ら「リサイクル。」という言葉が頻繁に出ている。知っている
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ことを披露したいという気持ちが児童Bか ら感じられるが,後にリサイクルについて話を

する時間を設ける考えから,授業者は児童Bの この発言に特に触れていない。

(3)第 3局面の分析 ―前回のイス作りを振り返る一

授業者の「このパックを使って,み なさんこの前何か作りませんでしたか ?」 という質

問に対して,多 くの児童が「イス。Jと 口々に言ったことから,児童らが牛乳パックから

イスができたことをしっかりと把握していることが分かる。一方で児童Fは「新聞。」と

答えたことから,質問の内容が児童Fに とつて難しかつたことが予想できる。児童Fに は

質問の答えである実物のイスを示すなど,視覚的にイメージさせてから質問したほうがよ

い。しかし,新聞紙を使ってみんなと楽しくイスを作った活動がしっかりと児童Fの 中に

残つていることは確かである。児童Gが前に来て,授業者の机にある教材の中からイス作

りの授業で使ったパネルを探しており,児童Gの 中にもイス作りの活動がしつかりと残っ

ていることが分かる。

(4)第 4局面の分析 ―牛乳パックのゆくえを考える一

授業者の「この牛乳パツクは何からできていたか覚えていますか ?」 という質問から,

牛乳パック自体について考える活動へと移る。これは前回の授業でも触れた部分なので
,

「木。Jと いう答えが児童からすぐに出てくる。ほとんどの児童が前回の授業内容をよく覚

えていると言える。しかし木から牛乳パックができるというのはイメージしにくいため
,

木から紙ができ,その紙が牛乳パックになるという過程を映像や写真を交えながら示して

おくべきであった。ここで児童Fは 関係のないことをわざと言い,普段にはない長時間の

机に向かっての授業に集中力が途切れ始めている。

授業者が本のパネルから牛乳パックのパネルヘと矢印を書いて,木から牛孝しパックがで

きることを視覚的に示すと,児童Bはその図にさらに矢印とトイレットペーパーを書き足

す。児童Bは普段の授業においても,することが分かり興味を持てば,自 分だけで先に作

業を進めてしまうことがある。今回も授業の意図をいち早く理解し,ま た知識をみんなに

披露したいという気持ちもあっての先走った行動であると捉えられる。しかしこの行動は,

普段授業中に勝手なことをして注意されることも多い児童Bが,授業をよく聞き内容を理

解している表れであり,評価できる部分でもあると思う。先の局面から見られていた,児

童Bの知識を披露したいと言う気持ちがここで行動に現れたと言えよう。ここで児童 Gは

トイレットペーパーのパネルに興味を示し,前に来る。視覚的に分かりやすい教材が児童

Gに は有効であることが改めて確認できる。

授業者は児童Bの行動や児童Eの「キッチンペーパー。」という発言を受けて,牛乳パ

ックのリサイクル商品を考える展開に移る。児童 Bは さらに「ハガキ。」「イス。」と発言

し,授業者の意図を完全に理解して授業者が求めている答えを知っているようである。こ

こではリサイクル商品の実物を提示すれば,よ り児童の興味を引 くことができると考えら

れる。

5)第 5局面の分析 ―牛乳パック回収マークを知る一

先ほどから児童 Eは集中力が途切れ,授業者の机にある教材を気にしてきちんと席に座

っていない。そんな児童Eの気持ちを授業に戻すため,授業者は児童Eに新たなパネルを

黒板に貼るように指示する。
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授業者は「こんなマーク見たことある人 ?」 と言って,牛乳パック回収マークについて

考えるよう児童に促す。また牛乳パックを児童らに渡してマークを直接自分の日で確認さ

せるようにすると,児童らは興味を持ってマークを探 し始めたことから,実物の教材の意

義を感じる。授業者の「これは何のマーク?どういう意味 ?」 という質問に対して,児童

Aが「リサイクル。」と授業者にだけ聞こえるような小さな声で答える。児童Aは授業を

よくしなければならないという思いを普段から持っているが,本時でこれまで長い間発言

がなかったため,授業者は「すっごくいいこと言ってくれた。」と言って児童Aの発言を

取り上げる。児童Aは うれしそうな様子を見せる。これは前回までの授業で見られた児童

Aの様子と大きく異なるところである。ここで児童全員に対して,授業者から「おうちで

もこのマークを探してみてね。」というような言葉があると,回収マークの存在を生活と

結びつけることができる。担任であれば保護者とも連絡を取り,家庭での児童の意識を確

かめることができる。

(6)第 6局面の分析 ―リサイクルを知る

児童Aは授業者の質問をよく考え,自分なりに答えることができる。本時では授業への

不安はなくなり,普段の児童Aに見られる授業をよくしようという思いが感じられる。ま

た授業者の「知ってることだけでいい。Jと いう言葉が,児童Aの気持ちを和らげたよう

に思う。

授業者はこの後,「 じやあ牛乳パックが トイレットペーパーとかキッチンペーパーとか

になるのつてリサイクル ?Jと 尋ね,リ サイクルや回1又マークの説明に入るが,児童 E・

Fは完全に集中力が途切れ,他の児童の反応も弱くなっているJ犬態である。説明型の授業

が続いていること,「 リサイクルJと いう言葉を多用 していること,ま た授業が平板であ

ることが原因ではないかと考える。児童 E・ Fを引き込む授業の工夫が求められる。

授業者の「そしたら,先生ゴミ袋に入れてきた牛乳パックやけど,こ れはゴミですか ?

ゴミじゃないですか ?Jと いう第 2局面で挙がった課題に対しての質問に,児童Dは短時

間で二通りの答えを挙げている。児童Dに とつて何がゴミであるかのイメージが定まって

いないこと,ま た単に真剣に考えられていないことも,児童Dの様子から分かる。児童D

に対 しては,ゴミとして捨てれば牛乳パックがどうなるのか (燃やされて灰になり無 くな

る,な ど。)を 具体的に示すことで,質問に答えやす くなったと考えられる。またこの時

児童A・ Bが児童Dと 異なる意見をすぐに挙げたことから,児童A・ Bがこの時点で授業

の意図をきちんと理解していることが分かる。さらに後の児童 Cの発言からも,児童Cが

リサイクルの意義を感じていることが分かる。また,児童Dは回収ボックスについて興味

を持って授業者に質問をしており,回収ボックスのイメージができているといえる。

(7)第 7局面の分析 ―イス作 りはリサイクルだと分かる一

授業者は,みんなで牛乳パックからイスを作ったこともリサイクルだと伝えるが,児童

の反応はあまりなく,一方的であつさりとした説明になっている。ここでは実物のイスを

きちんと提示し,みんなで順に座るなどして,牛乳パックがもう一度使えるものになった

ことを体験 して確認すればよかつたと考える。そして「これはゴミかな ?」 等の発間を投

げかけ,「 このようにもう一度使えるものになることをリサイクルと呼びます。」というよ

うに言葉を噛み砕いて説明することで, リサイクルの意味もつかみやすくなる。
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(8)第 8局面の分析 ―まとめ 。おわりのあいさつ一

授業者は児童らに本時の振 り返 りを促す。児童Dは手遊びをしているが,授業に関して

きちんと発言をしており,最後まで集中力が続いていることは評価できる。また児童 Cは

学んだことを踏まえて自分の考えを述べることができており,評価できる。児童 E・ Fも

発言しているが,授業の内容を理解してではなく,児童Cの真似からの発言だと考えられ

る。児童A・ Bはすでに分かりきっている授業内容に退屈しているようであり,授業者も

児童A・ Bに話を投げかけていない。ここは本時のまとめであるため,児童全員に何らか

の発言を求めるべきであつた。

次回以降の授業で行うハガキ作 りの話をする。児童Cが授業者にいくつかの質問をして

いることから,授業に興味を持っていることが分かる。また児童 Cは ,前回のイス作 りで

使用したような作 り方のパネルの有無を授業者に聞いており,視覚的に分かりやすい教材

を気に入っている。児童Aはハガキ作 りについて不安そうに授業者に質問していることか

らも,授業の見通しを持ちたがっていることが分かる。

Ⅳ.局面間の総合的質的分析

各授業局面の分析をふまえ,さ らに局面間の関連を見ながら;以下のように総合的質的

分析を行い,本授業の諸課題を導き出していった。

第一は,児童の実態把握とそれに伴う授業の見通しをめぐる課題についてである。本授

業は第 3次の授業であるが,第 1次の授業では見通しが持てないことからも,日 頃リーダ

ーシップをとっている児童Aの気持ちに不安定さがみられた。本授業ではその点もふまえ,

授業の導入で視覚的教材を用い,児童Aを含め児童全体に見通しがもてるよう授業内容を

示すことにした。それによつて,児童Aも 落ち着いて授業を受けることができていた。ま

た,見通しを示したことで児童A以外の児童も授業に積極的な姿勢を見せており,発言も

多 く見られた。また授業途中で授業者の予想外のアクシデントが起こっても,児童の気持

ちが授業に戻るような,臨機応変な授業者の言葉かけや行動が,児童の実態に合わせて求

められる。

第二は,教材をめぐる課題についてである。授業が進むにつれて,児童 E・ Fは集中力

が途切れていった。また,児童Gは授業の一部にしか参加できていない。この原因として
,

授業内容の変化が乏しく,授業途中においても視覚的情報が少なかったことが考えられる。

その一方で,児童A・ Bに とっては授業内容を容易いと感じている様子が見られた。この

点からも,実態の異なる児童全員が,最後まで引きつけられる授業を展開する工夫が求め

られる。その一つとして,写真や映像の使用が考えられる。写真を拡大して黒板に示した

リテレビ等の視聴覚教材を使ったりして,ク リーンセンターや大量のゴミの様子を示すこ

とで,視覚的情報が増える。これにより,ゴミの行方のイメージをもちやす くなったり,

リサイクルの大切さを感じやすくなったりする。また,写真や映像は絵ではなく本物の様

子を目にすることができるため,児童も注目することができると考えられる。さらに,牛

乳パックのリサイクルを行っている企業や団体の紹介を行うなどして,ゴミやリサイクル

の問題が社会的な課題であると捉えることも有効である。授業で学んでいることの意義を

感じ, リサイクルとしての次回のハガキ作 りへの意欲をより高めることもできる。ただこ

のような教材を用いるには,時間を増やし授業構成を変える必要もあると考える。

第 2局面では児童らによリゴミのイメージを印象づけるために,導入部で本物のゴミを
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ゴミ袋に入れて示すというような工夫をしている。これは児童の興味を引き,普段授業に

参加しにくい児童Fも 大きな声で思つたことを発言することができている。また席を離れ

ていた児童 Gも ゴミに興味を持って授業者のそばに来る場面がある。また,第 4局面で登

場した牛乳パックや トイレットペーパー等のパネルも特に児童 Gの興味を引いており,視

覚的に分かりやすい教材の使用が有効であることが分かる。実は授業者はこの時,パネル

だけではなく本物のリサイクル商品を用意していたが,授業の進行に気を取られてそれを

児童らに示すのを忘れていた。ここで本物を示せば,児童らをより引きつけることができ

たといえる。さらに第 5局面では,牛乳パックの回収マークを本物の牛乳パックから探す

活動を取 り入れており,授業から離れかけていた児童らも真剣にマークを探すことができ

ている。このように,児童らにとつて身近な物や見てそれとすぐに分かるものを教材とし

て扱うことで,児童らは意欲的に授業に参加できると考える。

また本授業では児童の実生活に結びついた学習を意識できるよう,本物のゴミの教材を

教室のゴミ箱に捨てるという活動を組み込んだ。児童らは捨てられるゴミに注目でき,ゴ

ミを捨てるよう授業者に指名された児童Dも その活動を楽しみ,ゴミという意識がしつか

りと児童らに残ったと考えられる。しかし,児童Dが授業の内容をよく理解してその場で

自ら用意したゴミに授業者はこの時に注目し取 り上げていない。児童Dが持ってきたゴミ

も一緒にゴミ箱に捨てるようにすれば,よ り実生活に結びついた授業を展開することがで

きたはずである。授業者がそうしなかつた理由として,工作が好きでいろいろな材料を工

作に使用する児童が多い中,こ のゴミに見える紙 くずを本当に捨ててしまってもよいのか

判断できなかったということがある。しかし,それは,そ の場で児童らに捨てるものか確

認すればよいのであり,授業を計画通 りに進めようという気持ちが授業者にあり,児童の

活動を授業に合わせて取 り上げることができなかったといえる。授業は生きものであり,

その場その場の対応が必要である。知的障害のある子どもの授業では,特に授業者が用意

したものだけが教材ではない。教材になり得るものは授業中にも溢れており,それらを最

大限に生かしていくことが求められる。ただ,こ れらの活動でも,や はり,活動のダイナ

ミックさに欠けている。教室でゴミをばらまくよりも,実際に,ク リーンセンターヘ行き,

大量のゴミが集積されているさまを見せた後,す ぐに一連の授業でリサイクルについて学

ばせた方が,は るかに知的障害あるいは知的障害を併せもつ子どもたちにはしつかりと印

象づけられる。ゴミを無駄にだす問題やゴミの分別にもつなげることができ,家庭での手

伝い (ごみ出し)や社会的活動 (地域でのごみ拾い)等社会的価値を生み出すことも可能

となる。それが,真の喜びを生み,そ の積み重ねが意欲と自信を生むのである。このよう

なところまで見据えることにより,と もすれば主体的活動,意欲的活動に乏しいと言われ

る知的障害あるいは知的障害を合わせもつ子どもたちの意識を変えうるのである。また
,

生活年齢が高 くなれば,ダ ンボール集め,空 き缶集めとつなげ,紙工業,リ サイクル企業

の協力のもと,作業学習・職場実習の範疇で捉えることも可能となる。

第三は,児童の評価をめぐる課題についてである。本授業では特に,児童Bの発言や行

動が授業に大きな影響を与えている。児童Bは第 4局面で授業者の指示がないのに黒板に

牛乳パックのリサイクルの図を書き足し,さ らにリサイクル商品として授業者の意図して

いた「ハガキ。J「イス。」と発言している。また全体を通して「リサイクル。」という言葉

が児童Bか らよく出ている。授業者はその都度,児童Bを積極的に評価したり児童Bの行動

を大きく取 り上げたりはしていない。この理由として,児童Bは普段から興味を持てば自

分だけで先に作業等を進めてしまうことがあるので,み んなに合わせて授業を進めていく
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ことが今の児童Bに とつては大切だと考えたからである。また児童Bのテンポで授業が進

行すると,内容についていけなくなる児童もいる。しかしこのような時,児童Bに合わせ

て授業のテンポを速めなくても,児童Bの発言や行動をしっかりと取り上げることはでき

るはずである。児童Bが知っていることをみんなの前で発言する機会を作つたり,児童B
の示したものをみんなでじっくり考える機会を設けた方がよかった。授業者の言葉主導で

授業が進んでいくより,児童らとっては同じ学級の友だちである児童Bが示したものをき

つかけに授業を進めた方が,よ り意欲的に取り組むことができる。さらにこの時,授業者

が児童Bを しっかり評価することで,普段行動面で担任に注意されることも多い児童Bへ

の他の児童らの見方が変わることも期待できる。またそうすることで,児童Bも みんなに

知っていることを披露したという思いを実感でき,授業に落ち着いて参加したり,自分に

自信を持つことができたと考えられる。

第四は,授業者の指導性や発間をめぐる課題についてである。第2局面では,ゴミ袋に

入つた牛乳パックの行方を考える時に「ゴミとして捨てる」と「もう一度使えるようにす

る (リ サイクル)Jの二通りがあることを言葉にしてはつきり示す必要があつた。そうす

ることで答えの曖味さを防ぎ,本授業において大切な課題を意識づけることができる。ま

た第5局面では,牛乳パック回収マークの存在をより生活に結びつけるために,「おうち

でもこのマークを探してみてね。」というような言葉を添えるとよかった。児童らは実物

の牛乳パックからマークを探すことに興味を持っていたため,その意識を家庭での生活に

も向けられるチャンスでもあった。さらに第 6・ 7局面では,リ サイクルの意味をつかみ

やすくするために,「 このようにもう一度使えるものになることをリサイクルと呼びま

す。」,「 リサイクルってもう一回使えることだよね。」などの分かりやすい言葉でリサイク

ルを表現することが求められる。言葉だけを知っていてもその本当の意味を理解できてい

ないことも考えられるためである。イス作りの活動を取り上げる場面では,イ スを前にし

て「これはゴミかな?」 等の発間を投げかけることで,よ リリサイクルについて考えるこ

とができたといえる。

V.修正指導案

上述の総合的質的授業分析をふまえ,よ りよい授業をめざして以下のように指導案を修

正した。

修正点は以下のようである。

・授業の始めに本時の学習の予定を示し,児童らが見通しを持って授業に臨めるようにす

る。

・要所でビデオ視聴を取 り入れ,大量のゴミが生活から出ていることやリサイクルの意義

を実感できるようにする。

・リサイクル商品を紹介する時はリサイクル商品の実物を用意し,児童らが手にとつてそ

れを観察できるようにする。

・児童の授業に関する発言はできる限り取り上げ,児童全員でじっくり考えられるように

時間を取る。
・牛乳パックはゴミとして捨てる場合ともう一度使えるようにする場合の二つがあること

を示し,曖味な状況にならないようにする。
。牛乳パックについて説明する時は,木材→牛乳パックではなく,木材→紙→牛乳パック
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の過程で示す。

・イス作 りの活動の振 り返 りを授業の最後にし,こ こまでで学んだ内容と結び付けられる

ように発間を工夫する。

≪修正指導案≫

活動の流れ 児童の活動 (*指導上の課題 1留意点) 準備物

DCBA E GF

・ゴミ袋とその

中身 (紙類・ペ

ットボ トル・牛

乳パック)

本時の見通 しを持 ○本時に学習する内容を知 り,見通しを持つ。

*児童 らが落ち着いて授業を受けられるように,本時の大まかな内容を伝え

る。

3つ のゴミ袋 の中

身について考える

03つのゴミ袋の中身 (紙類・ペットボ トル・牛乎Lパ

ック)が ゴミになるかどうかを考える。

○授業者 に注 目す

る。

*3つのゴミ袋を順に提示する。

*牛予Lパ ックはゴミとして捨てる場合 ともう一度使えるようにする場合の二

つがあることを示す。

○ゴミになると思 う袋をゴミ箱に捨てに行く。

ビデオを見る ○ビデオを見て, ゴミの行方を知る。

*ゴ ミ箱に捨てられたゴミはどうなるのか疑間を投げかけながら,ク リーンセ

ンター等のビデオを示し,大量のゴミが普段の生活から出ていることを印象づ

ける。

ビデオ

・リサイクルパ

ネル

・ ビデオ

・リサイクル商

品 (ト イレット

ペーパー,ノ ー

ト,ハ ガキな

ど)

・イス

○ビデオの感想を発表する。 ○発表者に注目す

る。

牛乳ハ ックにつし

て考える

○牛乳パックが何からできているかについて考える。

○知っていることを発表する。

*児童の発言をみんなで考えるようにする。

○発表者 に注 目す

る。

*木材→紙→牛予Lパ ックの過程を示し,パ ックは大切な資源であることを確認

する。

○牛平Lパ ックは使い終わつた後どうなるのかを考える。

○知っていることを発表する。

*児童の発言をみんなで考えるようにする。

○発表者に注 目す

る。

*回収された牛乳パックがリサイクルされる過程や リサイクルを行つている

企業や団体のビデオを示し,リ サイクルは社会的な問題だという意識を持てる

ようにする。

○リサイクル商品を手にとつて観察する。

*牛乳パックのリサイクル商品を紹介する。

*「 リサイクルJと いう言葉を児童から引き出し,「 ツサイクル=も う一度使

えること」を示す。

〇リサイクルについて知つていることを発表する。

*児童の発言をみんなで考えるようにする。

○発表者 に注 目す

る。

イス作 りの活動 を

振 り返る

*ゴ ミに見える牛乳パックからイスを作つた前回の活動を児童が思い出せる

ようする。

○イス作 りの時の様子や感想を発表する。 ○発表者 に注 目す

る。



小学校の特別支援学級における環境教育の授業分輌■壼 147

結 ヨ

本授業は単元内の一授業であり,単元全体としては,牛乳パックを使った工作の活動を

取 り入れることで,普段机に向かっての授業では最後まで集中することが困難な児童も活

動に参加しやす くなった。また絵や写真,実物など視覚的に捉えやすい教材を出来る限り

使用することで,児童らの興味を引き,授業に注目する契機とすることができた。これは
,

授業への参加意欲にもつながっていった。さらに本単元では,集団性を育むことをめざし

てペアーでの活動を取 り入れた。牛乳パックによるイス作 りや紙すきによるハガキ作 り等

のリサイクル活動を通して,友だちとの活動を楽しみ,ま た集団における自分の役割を考

えられる力を養うことを目標とした。活動中は児童らからペアーを意識した発言や行動が

見られ,こ れは授業者の想像以上のものであつた。

一方で,児童の主体性を引き出すための授業展開や教材,発間の工夫など自身の課題も

浮き彫 りになった。教材については視覚的に分かりやすいものを出来る限り使用したが,

児童らがゴミの実態やリサイクルについて,はっきりとイメージできるようにするために

は,ビデオ等の映像や写真を効果的に要所で使用したり, リサイクル商品を実物で示した

り, リサイクルセンターの見学を組み込むなどの工夫が求められた7)。 この授業はあくま

でも,環境教育の授業であり,そのための理解がねらいとして追及されなければならない。

工作の授業であれば,別のねらいに向けた授業構成が求められるのである。また,教師の

指導性についても,児童の意欲を喚起するような発間が不十分で,児童らが集中できてい

ない場面もあった。生き生きとした授業を展開するためには,児童の意欲を引き出す関わ

りが必要であり,それには補助の教師との連携も欠かせない。また,児童の活動時間や授

業構成についても改善の余地がある。児童の実態を的確に把握し,変化のない活動は短時

間に設定し,児童らが意欲的に取 り組める活動をその後すぐに行うことにより,よ りよい

授業が構想できる。授業内容と構成の吟味は,授業づ くりにおいて重要なポイントとな

る。

その意味では,授業計画・授業実践・授業分析 。再授業計画 。再授業実践の取 り組みを

行い,典型化を進めるとともに,授業間の授業要素の関連を問う単元分析が必要である。

今後の課題としたい。

*イ ス作 りの活動を評価する。

*イ スに一人ずつ座 り,ゴ ミになるはずの牛乳パックがもう一度螢えるように

なつたことを確認する。

*前回のイス作りもリサイクル活動であり,先 ほどのビデオと錯Jわけて社会

的意義があることを感 じられるようにする。

○リサイクルの大切さを感 じる。

○リサイクルを身近に感 じる。

○本時の学習を振り返る。

*パネルを示しながら,振 り返りを促す。



冨 永 光 昭・樋 口 知 里

言主

1)2009年 (平成21年)3月 9日 に「新特別支援学校学習指導要領」が告示された。主な

改善事項として,①「一人一人に応じた指導の充実」として,「個別の指導計画」と

「個別の教育支援計画」の作成が義務づけられたこと,②「自立と社会参加に向けた

職業教育の充実」として,高等部の専門教科として「福祉」が新設されたこと,地域

や産業界と連携した職業教育と進路指導の充実を図ること,③交流及び共同学習の計

画的組織的な推進を行うこと,④「障害の重度 。重複化,多様化への対応Jと して,

自立活動の指導内容に,「他の人とのかかわりに関すること」を規定することや教師

間の協力した指導及び外部の専門家の活用が規定されたこと,が挙げられている。

2)冨永光昭 。長沢洋信・岸田博子・高木優・柳瀬育子・西面友史・平岡洋介 (2003),

「近畿 2府 4県 における知的障害養護学校中学部・高等部の『総合的な学習の時間』

に関する研究」『大阪教育大学紀要第Ⅳ部門 教育科学』第52巻第1号 ,113～ 138頁

3)荒川智「総合的な学習の時間の課題J,冨永光昭・平賀健太郎編著 (2009),『 特別支

援教育の現状・課題・未来』ミネルヴア書房

4)湯浅恭正・冨永光昭編著 (2002),『障害児の教授学入門』,コ レール社 :冨永光昭

(2006)『 特別支援教育の授業づくリーより良い授業を求めて―』,ミ ネルヴア書房

5)冨永光昭 (2006),「 ドイツにおける障害児の環境教育 (1)」 ,『障害児の授業研究』

1月 号,明治図書 :冨永光昭 (2006)「 ドイツにおける障害児の環境教育 (2)一 知

的障害児への自然教育プログラム (1)一 」,『障害児の授業研究』 4月 号,明治図

書 :冨永光昭 (2006)「 ドイツにおける障害児の環境教育 (3)一知的障害児への自

然教育プログラム (2)一」,『特別支援教育の実践情報』 7月 号,明治図書 :冨永光

昭 (2006)『特別支援教育の授業づくリーより良い授業を求めて一』, ミネルヴァ書房

等参照。

6)冨永光昭 (2006),『 特別支援教育の授業づくリーより良い授業を求めて一』, ミネル

ヴァ書房 :冨永光昭・法山昭英 (2004),「知的障害養護学校中学部における『総合的

な学習の時間』の授業分析 I― 総合的質的授業分析から新たな授業計画へJ『大阪教

育大学紀要第Ⅳ部門 教育科学』第53巻第 2号 :冨永光昭・法山昭英 (2004),「知的

障害養護学校中学部における『総合的な学習の時間』の授業分析Ⅱ―総合的質的授業

分析から新たな授業計画へ」『大阪教育大学障害児教育研究紀要』第27号 大阪教

育大学障害教育講座 : 冨永光昭・岸田博子 (2004),「知的障害養護学校高等部に

おける造形表現活動の授業分析」一総合的質的授業分析から新たな授業計画ヘ

(2)一 」『大阪教育大学紀要第Ⅳ部門 教育科学』第53巻第1号 :冨永光昭・岸田博

子 (2003),知 的障害養護学校高等部における造形表現活動の授業分析Ⅱ―総合的質

的授業分析から新たな授業計画へ (1)一」『大阪教育大学障害児教育研究紀要』第

26号 大阪教育大学障害教育講座,等参照。

7)長野県長野養護学校高等部では,本格的に環境教育に取り組み,リ サイクルセンター

ヘの見学,ダンボール等の収集,紙工業企業と結んだ取り組み等を展開している。

148



小学校の特別支援学級における環境教育の授業分析研究

A Study aboutthe Analysis ofthe tteaching― Learning Process forthe Ecological

Education at the Special Support Class for Children with Dlsabilities in an

Elementary School
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ln this study、 ve analyzed the teaching learning process for the ecological Education at the

Special Support Class for Children、
～
■th Disabilities of an Elementary School in T city.´ Jter

Tominaga and Higuchi had planed this program,Higuchi and the class teacher practiced. The

analysis rnethOd、 vas to understand an ilmportant phase of teaching learning process structure as
lteaching learning process phasel and to analyze the relation Of the elements of the teaching―

learning(instructional ailn,teaching cOntent and material,child(grOup),teacher(grOup),

environment)in each iteaching― learning process phasel and to analyze the relation Of the

elements between iteaching learning prOcess phasesI

The results shOvred the importance of the visualized materials use and the structure of the

observation tour to the recycling center etc.,the reinforcement of the ecolojcal education part

in ipapermakingl etc. Vヽe considered that this analysis of teaching― learning process、 vas useftll in

the rnOdel of teching leaning Of the ec010gic」 education.

Key Words:special support class,analysis of teaching learning process,ecological education
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