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１．はじめに

　日本学校保健会による「保健学習推進委員会報告書」（2017）では，現在の保健学習の実態を全国規

模で調査し，児童生徒による保健学習に関する内容の定着の実態や，保護者の保健学習への期待度，保

健学習に関わる教員の指導の実態等を細かく把握し，課題を整理している。表１は，その中の教師によ

る保健学習の指導方法の工夫の実施状況について，本調査データから作成したものである。この結果か

らは，保健学習における指導方法の工夫に

関しては「学習カードや学習資料の工夫」

以外は，積極的に取り組まれているとは言

えず，「課題解決的な学習の取り入れ」「授

業以外での調べ学習」「実験・実習」といっ

た方法については４割程度，それ以外は４

割にも満たない取組でしかないことがわ

かる。ただし，この調査は具体的な実践分

析を前提としているわけではないので，指

導方法の工夫の具体的内容までは把握で

きず，したがってその工夫の結果が児童・

生徒の学びの質にどのように影響を及ぼ
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要　約

　保健学習の指導法の工夫に関しては，様々に取り組まれている現状は報告されているものの，具体的な授業実

践にもとづく児童・生徒の変容との関わりを踏まえての検討は進んでいない。また，学習指導要領の総則では，

「体育・健康に関する指導」において「家庭や地域社会の連携」が強調されているが，こうした視点からの指導法

の工夫もあまり進んでいるとは言えない状況にある。筆者らは，中学生の保健学習において教師チームによる授

業づくりを行い，家庭との連携の取組の１つとして「保護者インタビュー」を取り入れた授業を展開した。この授

業を通して，生徒たちは思春期の悩みを教師に素直に語り，教師たちは複数体制でその生徒のフォローを行うこ

とができた。本研究では，その実践記録と教師チームによる実践の総括を元に，保健の授業づくりに関わる諸条

件を整理し今後の課題を提起した。

キーワード：中学校保健学習，家庭との連携，保護者の経験，思春期，チームによる授業実践　

表１　保健学習の指導方法のエ夫についての肯定的回答（％）

指導方法の工夫 小学校 中学校 高校

ＩＴや少人数指導を実施した 21.1 15.3 9.3 

学習グループを編成した 28.0 31.9 36.3 

授業以外で調べるようにした 34.2 43.5 49.7 

コンピュータを活用した 23.1 25.2 26.7 

学校図書館を活用した 10.4 8.6 19.7 

課題解決的な学習を取り入れた 42.0 41.9 41.0 

発展的な課題を取り入れた 22.1 34.7 35.1 

実験・実習を取り入れた 24.6 43.2 36.7 

学習カードや学習資料を工夫した 85.7 76.3 59.7 

児童・生徒への補充指導を行った 28.0 13.6 22.1 

－ 59 －

琉球大学教職大学院紀要　第４巻



し得たのかについては検討できない。また，田中ら（2016）の調査では，「保健学習においては課題解

決型の授業や情報リテラシー育成型の授業が最も実施されている傾向がある」とされているが，この研

究においても現在の全体的な保健学習展開の傾向については把握できるが，やはり，保健学習と児童・

生徒の学びの質に関する検討は課題として残されたままである。

　ところで，保健体育の分野においては，かつて「雨降り保健」という言葉が存在した。これは，教科

である保健体育をあくまで体育学習を主とし，保健学習を付け足し的に捉える教科観とそれにもとづく

保健学習軽視の現場の実際を皮肉を込めて表現したものである。このことから暗示されるのは，保健学

習の充実という実践課題自体は，これまでも研究課題として明確に意識されてきたという事実であろう。

したがって，上記２つの調査結果は，保健学習の実践的研究を土台とした成果を反映していると言える

のかもしれない。しかしながら，今村（2017）などが指摘するように，それは，十分な拡がりと深まり

の中で追究されてきた成果とは言いがたく，「雨降り保健」的学習は未だ現場に根強く存在していると

考えられる。

　さて，こうした実態とは裏腹に，今日の健康社会の実現にとって保護者の保健学習への期待は高い。

例えば，表２は，日本学校保健会による「保健学習推進委員会報告書－第３回全国調査の結果」（2017）

から作成した，保護者の教育要求としての児童生徒の能力である。この結果から見る限り，保健体育科

が主として担うべき１つの課題としての「健康・安全に生活する能力」への保護者の教育要求は，今次

学習指導要領改定にあたっての「目玉」とされ，緊急の対策課題として意識されている諸能力への要求

に比べてはるかに高いことがわかる。その意味からも，保健指導の工夫・改善は重要な実践的課題となっ

ているのである。

　更に，学習指導要領の総則1-2-⑶では，「体育・健康に関する指導」において，「家庭や地域社会の連

携を図りながら日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯において健康・安

全で活力ある生活を送るための基礎が培われるように配慮すること」と述べられている。当然のことな

がら，児童・生徒の身体的諸力は，学校のみで育てることは不可能である。子どもたちの生活の場であ

る，家庭や地域，そこで成立する「くらし」と切り結んで追究される必要がある。

　本研究においては，以上のような認識を出発点としながら，まず初めに，中学校における保健学習に

おいて，子どもたちの意識と行動変容を目指して取り組まれた授業実践を実践者（東江）自身の実践記

録によって示していく。この実践では，生徒たちの意識改革と行動変容にとって，保護者との連携は欠

かせないという認識の元，思春期に関する「保護者インタビュー」を実施し，それを教材化した授業が

展開された。また，保健学習と連動し，生徒たちへの日常的な関わりを作り出すために，本実践は２人

の保健体育科教諭と１人の養護教諭によるチームで取り組まれた。

　後半では，東江実践の分析を進める。ここでは，教師チームである実践者３人と共同研究者である村

表２　学校教育で育成すべき児童生徒の能力について、５つの能力の中で１番重要と回答した者（％）

小５ 中１ 高１ 高３

母親 父親 母親 父親 母親 父親 母親 父親

日本語の能力 56.7 54.6 23.9 55.9 47.5 47.7 49.2 49.0 

計算する能力 4.8 7.2 2.9 6.5 2.8 6.4 2.3 3.9 

コンピュータを使う能力 2.3 1.6 3.1 4.7 5.5 6.7 4.3 6.5 

英語の能力 5.7 7.2 8.3 11.1 10.1 10.9 9.3 11.0 

健康・安全に生活する能力 30.3 28.9 31.2 21.9 33.4 28.0 34.2 29.3 

（第３回保健推進委員会報告書より作成・H27 の結果）
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末によって行った実践の総括会議（座談会）での内容を踏まえ，実践及びそれを支える諸条件をできる

だけ言語化し，可視化してみたい。これらの作業を通して，「保護者との連携」と「チームによる授業

づくり」という主として２つの方法論的工夫による保健学習が，どのような条件で成立し，生徒の学び

と教師の関わりの質をどう変えたのかを示し，これからの保健の授業づくりの課題について提起する。

（以上，村末執筆）

２．東江による実践記録

　　「心身の機能の発達と心の健康」（Ｍ中学校１年生・３学級101名，実践時期2017年９-10月）

⑴　学校教育における今日的課題

　2015年９月21日，沖縄県うるま市具志川の県営団地敷地内で，裸のままスーパーのレジ袋のような

ものに入った乳児が発見された。幸いいのちに別状はなかったが，保護責任者遺棄の疑いで逮捕され

たのは，何と中学３年生14歳の女子生徒であった。彼女は容疑を認め，「お母さんにも話すことがで

きず，どうしていいかわからなかった」と供述したという。この事件を通して，筆者は心の底から大

きな衝撃を受けた。中学生は，家族や彼氏，周囲の仲間，学校の教師にも相談ができず一人で悩み，

苦しみ，不安の中で出産したのである。なぜ，妊娠していることに周囲の人間や家族・学校は気づく

ことができなかったのだろうか。女子生徒に寄り添える大人は誰もいなかったのか。

　筆者は保健体育科教師としてこれまで多くの生徒と出会い，共に学校生活を送ってきた。うるま市

で起きた事件は決して他人事などではなく，いつ目の前の生徒がこのような事件をひき起こしてもお

かしくはない。

　　－自分はこれまで，保健体育科の教師として子どもにとって相談しやすい教師であったのか？

　　－保健体育科の授業はきちんと性について学べる授業だったのか？

　　－保護者も子育てで悩み，苦しんでいるのではないか，その相談にのることができたのか？

　筆者は自問自答しつつ，これは単に一教師の課題に留まらない沖縄県の学校教育における今日的課

題であると認識し直した。そう捉えつつ，一人の保健体育科教師としてはいったい何ができるのか。

それはやはり，生徒に寄り添い，家庭との連携に焦点を当てた授業を地道につくり出すことではない

だろうか。これが，本実践にあたっての筆者自身の課題意識であった。

⑵　これまでの保健学習と本実践での試み

　反省的にふり返れば，筆者が担当してきたこれまでの保健学習の授業は，「雨降り保健」と揶揄さ

れる様に，どうしても体育（実技学習）に重点をおき，二の次の位置づけになってしまっていた。保

健学習を受ける際の「えーっ保健…」といった反応が正直に示していた様に，生徒にとっては苦痛や

つまらなさを感じさせる内容であったと言える。一方的に知識を教え込むだけの授業内容になってい

たからだ。

　照本ら（2015）は，中学生の時期は，学校生活や交友関係をめぐり悩み，親や家族との関係にまつ

わる葛藤，進路への不安などが思春期特有の不安定さによって表出されやすい時期だと捉えており，

他者や自己との安定した関係を築けずに，周囲に対して否定的，攻撃的なかかわりをしてしまうこと

も多いと指摘する。この指摘に学び，筆者は子どもが心に抱える問題を解決するために，何を必要と

しているのかを，保健学習の授業においても，生活背景をふまえて具体的につかみ，そのうえで指導

していく必要があると考えた。

　だが，苦悩を抱える子どもたちの生活背景をふまえることは容易なことではない。子どもたちは教

師の知らない世界を持つ，それ自体が独立した「個人」である。したがって，子どもの生活背景を読

み解くことは，単独の教師にとってはかなり難しい課題と言わざるを得ない。だが，単独の教師が互

いに連携し，複数の関わりで捉えた情報をつなぎ合わせることで「個人」である子どもたちの世界が
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立体的に浮かび上がり，生活背景の読み解きにつながるのではないか。ここに教師がチームとして取

り組むことの積極的な意味がある。今回の実践では，保健体育科及び養護教諭の教員で構成されたチー

ム（以下，教師チーム）で，保健学習の授業づくりを中心に協働しながら，家庭との連携を通した保

健学習の工夫を行い，充実を目指すことにした。

⑶　保健学習の充実に向けた取り組み

　①　授業づくりの立場

　一方的に知識を教え込むだけの授業展開ではなく，「心身の機能の発達と心の健康」における本

単元では，生徒自ら思春期特有の不安定さを知り，自分と向き合い，他者を理解する姿勢を身に付

けることが大切である。そこで，後述する「保護者インタビュー」を活かすことで，生徒の内面に

迫り，より深まりのある保健学習ができるのではないかと考えた。また，照本（2015）は生徒一人

ひとりが生きている生活現実に目を向け，彼らが発する声や「声」にならない思いを聴きとること

のなかに，教育を成立させていこうとする姿勢があると述べている。我々が目指す保健学習におい

ても，生徒の発する声や「声」にならない思いや悩みについて拾い上げ，生徒に寄り添える授業づ

くりを目指すことを，教師チームの共通理解とした。

　②　教師チームの構成と保健学習の授業の持ち方について

　教師チームは保健体育科教諭（40代男性：教員年数14年目／Ｔ１／筆者）・保健体育科教諭（20

代男性：教員年数１年目／Ｔ２）・養護教諭（30代女性：教員年数４年目／Ｔ３）である。年度初

めの教科会のなかで，保健体育科としての保健学習の授業の持ち方（保健学習の基本的な流れ・自

分事として考える発問の工夫・家庭との連携・一方的に知識を教え込むだけの指導にならない）を

確認し，共通認識のもと授業が進められるようにした。授業形態は通常の単学級形式と，授業内容

によっては複数学級合同での授業を行った。尚，授業は全て３名のチーム・ティーチングで行うこ

とにした。

　授業の構想や指導案，ワークシートの作成についてはＴ１が行い，生徒の興味関心を引き出すた

めに，Ｔ２による教師自身の体験談や実技指導をとり入れて実施した。生徒たちの声や考えを引き

出した後に，専門的知識の説明をＴ３が行うことで，生徒により確かな理解を促すことにつなげた。

そして，教師チームで役割分担を行い，動画やパワーポイント教材を作成し，生徒が理解しやすく，

集中しやすい学びの環境づくりにも努めた。さらに，生徒自身が自分事として課題に迫れるような

発問の仕方の工夫なども，教師チームで相談し合い，練り合って授業に取り組んだ。

　③　養護教諭の役割について

　本校における養護教諭は生徒の健康相談に限らず，心身の健康問題を陰で支える大切な存在であ

る。担当教諭と違う角度から生徒を理解することができ，特に心身の健康に課題のある生徒につい

ては，養護教諭のもつ専門性から担当教諭よりも先にその課題に気付くことも多い。保健学習をよ

り内容の濃い，深まりのある授業にし，より確かな力を生徒に身に付けさせるために，養護教諭が

有する専門的知識や技術を活用していくことにした。

　④　授業の前後に行う教科会

　週時程に教科会を位置づけるのではなく，Ｔ１が事前（１～２週間前）に授業の構想をＴ２・Ｔ

３へその都度伝えることで，定期の教科会を開催せず，お互いの空き時間を利用して話し合うこと

ができた。また授業後はお互いのディスカッション （振り返り）を必ず行うようにし，ワークシー

トの感想からの生徒の学びの様子，授業中の表情などの情報を共有し，次時の授業展開についての

確認を行った。
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　⑤　個別の支援体制について

　授業を通して生徒からの「思春期の悩み」等の相談があれば応じられるように，教師チームで情

報を共有し教育相談活動にも取り組んでいけるよう確認を行った。また，授業の様子やワークシー

トの感想から「気になる生徒」がいれば個別に対応できるよう教師チームを拡げた対策チームを立

ち上げ，組織として関わっていけるようにした。

⑷　家庭との連携について

　①　保護者インタビュー項目

　２学期の保健学習では，思春期の「心の変化」や「他者との関わり方」についての学習を行う。

生徒自身が直接保護者の思春期時代の「心の変化」について，インタビューを行い，その内容を２

学期の授業に活かすことにした。

インタビュー項目

①中学校時代に勉強や部活動などで頑張ったことはありますか？

②中学校時代に人間関係（友人，親，教師）で悩んだこと，苦しかったことはありますか？

③思春期を迎えている中学一年生にアドバイスや激励などをお願いします。

　保護者インタビューの提出率は55％で約半数となっている。その内容は，保護者からの生の声で

ある。つまり，保護者自身が思春期時代に葛藤し，悩んだことが素直に書かれており，教師チーム

でもその率直な書きぶりに驚いた。生徒は，そのインタビュー内容を今の自分自身と重ね合わせ，

思春期の揺れ動く心の状態を理解し，自分自身の心の変化とどう向き合うか，また他者との関わり

方についても学ぶ機会になるように授業に取り組んだ。

　②　保護者インタビューの回答例（インタビュー項目②について）

　保護者インタビューは，「心の発達」，「自己形成」，「欲求不満やストレスへの対処」の授業にお

いて取り上げた。保護者からは，次のような声が寄せられた。

○友人との関係

・友人との関係でなかなか自分が出せない時がありました。友達とケンカをしたり嫌な思いを

させてないかと悩んでいた時もありました。

・人と関わることが下手なため常に息苦しい思いをしていました。友達と呼べるのはほぼいな

い気がしていた。

○教師との関係

・前の学校と比べる先生が嫌で，その先生だけには反抗した。

・友達は多く，友人関係で悩んだことはなかった。親にあまり相談するタイプではなかったの

ですが，先生に色んな悩みを聞いてもらっていました。とても厳しい先生方でしたが，親身

になって接してもらった。

○部活動での関係

・部活動に入ったのはいいけど陰口がすごくて，誰にも相談できず，苦しくて，好きだった部

活をやめた。今ではすごく後悔しています。

・部活の先輩の指導が厳しくて何度も泣きました。また，部活のチームメイト同士での仲間割

れでよく悩んでいた。

・中学になると，小学校の時とは少し違って先輩・後輩の関係が厳しくなった。

○親との関係

・よく親に反抗して，親を困らせてばかりいました。なんでも言い合える友達と過ごせる時間
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がとても楽しかった。

・親に何も相談できませんでした。両親の仲が悪いのか良いのかケンカばかりしていたので，

友人と一緒にいた時が楽しかったです。

・なぜかイライラしていて，親に対して反抗的な態度をとってしまった。

⑸　保健学習の実際と成果

　本単元では，今自分はどんな悩みを抱えているのかを見つめ，級友もそれぞれの悩みがあることを

理解させる。その際，前述の保護者インタビューを実施し教材化することで，悩みや不安があるのは，

かつての思春期時代を生きた親も同じだったという事実に気づかせ，人間理解を図りたいと考えた。

　①　保健学習の実際

　「欲求不満やストレスへの対処」および「心の発達⑵」の実際の授業は，概略次の指導案の流れ

に沿って展開した。

　②　生徒のワークシート（感想）から

　「心の健康」に関する課題を，自分事として考えることが，自分自身を見つめ直すうえで大切で

ある。級友の意見を聴くことや保護者インタビュ―を活用することで，「ひとりでためこまないで，

友達に相談したい」，「一人ひとり違うから不安，でもあせらなくて大丈夫」などの感想からもわか

るように，思春期に起きた心と体の変化について，より深まりのある学習につながった。

【欲求不満やストレスへの対処】

・今のクラスには，あまりしゃべれる人や相談できる人がいない。部活の友達とはあまり関係

が深くないし，自分勝手だから相談しにくい。中学生は今思春期の時期で，悩みや友達関係

◆「欲求不満やストレスへの対処」の指導案 

（１）本時の目標（めあて） 

①自己を見つめ、心と体にはどのような関わりがあるかを理解する。 

②欲求不満やストレスの適切な対処の仕方について考える。 

（２）本時の展開 

 学習活動 指導上の留意点 評価規準に基づく評価 

導 

入 

〇三秒間の静寂 

〇本時のめあての確認 

・落ち着いた状態

で語りかけるよう

に進める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 

 

 

 

開 

 

 

 

○沖縄県の中学 1 年生が悩んでいること 

 

○さまざまなストレスの反応 

 

○質問 1「不安や悩みがあるとき、あなたは

どんな行動をとりますか？」 

 

個人で考え→当てはまることにマークする 

（Ｔ２ 

 

○保護者インタビュー「中学校時代に人間

関係（本人、親、教師）で悩んだこと、苦

しかったことはありますか（いじめにつ

いて）」を 読み合わせ 

 

○文章を読んで、自分にできることを書き

ましょう。 

個人で考え→ペアで考える→発表 

（Ｔ１ 

○「ストレスへの対処方法」について 

（Ｔ３ 

・視聴覚教材の活

用（パワーポイン

ト） 

 

・自分の考えをワ

ークシートにまと

め、級友の考えも

知る。（支援を要す

る生徒への対応） 

 

・自分の考えをワ

ークシートにまと

め、級友の考えも

知る。（支援を要す

る生徒への対応） 

 

 

 

 

・自分の考えをワー

クシートに記入する

ことができたか。 

 

 

 

・教師の説明を聞き、

ワークシートにまと

めることができた

か。 

ま

と

め 

〇本時の振り返り（生徒発表） 

（Ｔ１ 

     

・支援を要する生

徒への対応 

・本時を振り返りワ

ークシートに記入す

ることができたか。 

 

 

 

 

 

 

 

◆「心の発達（２）」の指導案 

（１）本時の目標（めあて） 

①社会性の発達の仕方について理解する。 

②思春期における人とのコミュニケーションについて考える。 

（２）本時の展開 

 学習活動 指導上の留意点 評価規準に基づく評価 

導 

入 

〇三秒間の静寂 

〇本時のめあての確認 

・落ち着いた状態

で語りかけるよう

に進める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 

 

 

 

開 

 

 

 

〇発問１「思春期や反抗期はどんな時期な

んだろう」 

個人で考え→ペアで考える→発表 

 

〇「あるよね！反抗期を経験した人なら共

感できる８のあるある」動画 

 （Ｔ２  

〇保護者インタビュー「中学校時代に人間

関係（友人、親、教師）で悩んだこと、苦

しかったことはありますか」を読み合わ

せ 

 

○今現在の自分の心の状態を知る。悩みや

不安を感じている項目にチェックを行う。 

 

○東江の中学校時代を振り返り、大人も思

春期や反抗期があることを知る。    

（Ｔ１ 

     

〇「ホルモンの成長による身体や心の変化」 

について 

（Ｔ３ 

・視聴覚教材の活

用（パワーポイン

ト） 

・自分の考えをワ

ークシートにまと

め、級友の考えも

知る。（支援を要す

る生徒への対応） 

 

 

 

 

・自分の考えをワ

ークシートにまと

め、級友の考えも

知る。（支援を要す

る生徒への対応） 

 

 

 

・自分の考えをワー

クシートに記入する

ことができたか。 

 

 

 

 

 

 

・教師の説明を聞

き、ワークシートに

まとめることができ

たか。 

ま

と

め 

〇本時の振り返り（生徒発表） 

（Ｔ１  

・支援を要する生

徒への対応 

・本時を振り返りワ

ークシートに記入す

ることができたか。 
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など，思い通りにいかないことがあるので，親や先生に相談ができるようにしたいと思いま

した。

【心の発達⑵】

・今日の授業を受けて，思春期であるが，身長や心の発達が早い人も遅い人もいることが分かっ

た。反抗期の人もいるし，悩んでいる人もいます。どう接していくか考える授業（勉強）に

なりました。

・なぜか理由もないのにイライラすることが, ６年生のときにあったけど，親から「ホルモン

バランスが崩れるからだよ」って聞いて安心したのを覚えています。今日の授業を受けて，

本当のことだと知って驚きました。これからは人との接し方を考えたいです。

・思春期や反抗期でイライラしたり，困ることがあったりするかも。だけど大人になるための

準備で自分だけじゃないので，安心してしっかり話して解決すればいいことが分かった。一

人ひとり違うから不安，でもあせらなくて大丈夫。

　③　抽出生徒の感想から

　授業後のワークシート・感想を読み返しているとドキッとするような感想が書かれていた。

　ドアをおもいっきりしめるし，今日の授業でみた動画がほとんどあてはまっています。みん

なにいっていません。たすけてください。

　普段生徒Ａは授業中おとなしいタイプで，部活動にも積極的に参加している。教師にとってはご

く普通の生徒である。しかし，これまで教師が気づかなかった出来事が，ワークシート用紙の裏面

までぎっしりと書かれていたのである。

　教師チームでさっそく生徒Ａに対する今後の対応策について検討した。本人の困り感が実際どの

程度なのか，家庭状況はどうなのかなどを個別の教育相談を行うことを最優先に考え話し合いを

行った。また，学級担任にはこれまでの経緯を説明し，Ｔ１による個別の教育相談を実施した。そ

の後，本人の了承を得てＴ３による専門的な視点からの教育相談も行った。

　次時の単元「欲求不満やストレスへの対処」後の，生徒Ａのワークシート・感想では，これまで親・

教師・友人に相談できず，苦しんでいる状況が窺えた。今回の単元を通して，思春期の心の変化に

ついて学ぶことができたが，自分自身の悩みや不安についてふり返り，どう解決していいか分から

ず，誰かに知ってほしいという思いが，ワークシートへの記述を通して表出したものと考えられる。

質問１「不安や悩みがあるとき，あなたはどんな行動をとりますか？」自分の考えを書きなさい。

　ボールをうって人にあてたり，いらいらするなら, １人になるためににげてだーれもいない

ところに，からだをひそめてからおちつかせる。このときに人がきたらいらいらがますから，

それまでおちついて教室に入ったらまたいらいらして１人になる。このときはいらいらがの

こっていたってことになる。そのいらいらがのびたら, ５校時にねる。そうしておこられたら，

いらいらするからムカつく。学校にいって部活で発散する。学校でできたいらいらは１人ぼっ

ちになって, １人で外にいってからおちつかせる。趣味でつまようじを使ってから，くつの裏

をみて石をとってきれいにするとスッキリとすこしなる。リビングから外を見て，ボーっとし

ておちつかせてからベッドにいく。いつも，このくり返し。
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　Ｔ１から生徒Ａと関わりのある各教諭に対して，状況の確認と今後の指導体制（見守り）につい

て報告・相談を行った。また，生徒Ａはもちろんのこと，他の生徒への目配りも大切にして，相談

等があれば常に情報を共有し，教師チームとして取り組んでいくことを確認した。

　生徒Ａはワークシートに記述することで，今まで相談できなかった「悩みや不安をぶつけること

ができた」と，授業後Ｔ１に打ち明けた。この様相について，教師チームでディスカッションをし

たところ，生徒Ａの「ストレス軽減」につながったのではないかと評価した。また相談できる大人（教

師）が近くに居て安心感が持てたことを，その後の教育相談でも語っている。これをうけて，現在

は多くの大人（教師）がしっかりと見守る体制づくりができ，安心して学校生活を送るようになった。

　教師チームでの授業により「気になる生徒」への声かけや，支援体制に向けた話し合いもスムー

ズに行うことができた。高橋（2015）は，困難を抱えている子どもたちが語りだしたくなる場をつ

くる，信頼される大人になることが大切であると指摘している。生徒Ａが今まで相談できなかった

「悩みや不安をぶつけることができた」と授業後にＴ１に打ち明けたことは，生徒自身の苦悩や願

いを語りだそうという勇気を引き出すきっかけになった。心身の健康に課題のある生徒に対して，

養護教諭のもつ専門性を活かし，生徒と接することで，より深まりのある生徒理解につなげること

ができたと判断した。また，教師チームによるディスカッションは，生徒の学びの確認の場でもあ

るが，同時に教師自身の学びの確認の場にもなり，教師自身の成長につながったと実感している。

　保護者インタビューを活用することで，いろんな保護者の思春期時代の話を聞くことによって，

自分自身の心の揺れが同じであることに気づくことができた。また級友の悩みや心の状態を知るこ

とで，自分自身が抱えている不安や悩みが，特異なものではなく，人それぞれ違いがあることを学

ぶ機会になった。（以上，東江執筆）

３．実践分析～教師チームによる実践のふり返り（座談会）を通して

　東江により報告されたＭ中学校での実践（2017年９月）から約１年後の2018年８月24日に，教師チー

ムの３人と共同研究者の村末により，実践の相互分析と総括を行うための座談会を開いた。実践から座

談会までの間に１年という時間を挟んだことで，それぞれが実践を対象化して捉え直し，より客観的な

コメントがなされた。以下では，その録音記録を元に実践分析を進める。

⑴　教師チームによる実践が成立したパーソナルな条件

　①　実践チームリーダーとしての東江の教育観とチームの同僚性

　琉球大学教職大学院の１期生（2016年度）であった東江は，入学時の自己紹介で「子どもを変え

ることのできる実践力を身に付けたい」と語っていた。しかし，その後自分の実践をふり返る学び

を通して，子どもは変える客体ではなく変わる主体であることに気づいたという。そして１年後現

場に戻り，保健体育科の同僚Ａの授業に触れ，それを再度実感した。彼は，座談会で次のように語っ

ている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東江： 前，村末先生に叱られたというか言われたのは，僕が生徒を変えようとかいう思いで大学院では喋ったんで

すけれど，それよりも自分が変われば子どもたちが変わるのかなと，自分に目を向けるようになった。Ａ先

生の授業も，エイズの授業をやったんですけれども，すごく子どもたちに響いていて，子どもたちから授業

の終わりに寄って行って質問したんですよ。一方的な授業だとそれで終わったんですけれども，授業終わっ

て休み時間に女の子たちが性についての話を，怖い生徒指導的な先生に対してわっと言って，しかもにこや

かに話していていたのは，自分としては衝撃的でした。自分は一方的に，生徒をどう変えようかというのが

変わらないと駄目だなと。
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　こうした東江の教育観の転換は，本実践を土台部分で支える重要な条件となっている。そしてそ

の条件は，他の２人の教諭の体育教師観や授業観，子ども観にも影響を与えるものであった。東江

から協働の授業づくりを呼びかけられた時のことについて, ２人は次のようにふり返っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村末： それで，東江さんが「授業づくりを一緒にやって行こう」と言ったのでしょう。その時どう思いましたか？

Ｔ３（ 養護教諭）：あ，びっくりと思って。「どんな授業ですか？」ってすぐ聞きました。難しい授業だったら力不

足ですと思ったら，もうすぐ説明をしていただいたので，「ここはこういう視点で授業をやりたいんだよ」

とか。だからそこを聞いて，「じゃあ一緒にやりたいです，一緒にやります」と。

村末：体育の先生が，「授業づくり」とか言い出してびっくりしませんでしたか？

Ｔ３：びっくりしました。

村末：経験と勘でしかやっていないと思っていなかった？

Ｔ３： しかも，「生徒に寄り添って」とかいうキーワードですね。キーワードは何か良かったです。何ですかあれはね。

村末： そういうところからだんだんだんだんイメージが崩れていくの？

Ｔ３： はい。出てくる言葉がみんな柔らかかったので。本当に。「保護者をどう巻き込む」とか，「この子たちの小

さなサインにどう気づく」とか「気づいたものをどうする」とかというのを，これを体育の授業でというの

がと思いながら。

村末：そのギャップがね。

Ｔ３：優しい言葉がいっぱい出てきましたよ。「支えよう」とか「見守ろう」とか。

Ｔ２（ 保健体育科教諭）：自分は一緒にやれたのがラッキーだなと思った。経験がないし，授業づくりには自信も

ないしというところで一緒にできるということは，授業を見れるし。生徒にとってもいいと思うし，自分に

とっても。

Ｔ３：お互いにとっても。

Ｔ２：よい機会だったな，いいチャンスだったなと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　Ｔ３の，所謂「体育会系」「生徒指導系」といった力による指導者という体育教師観は，東江の「生

徒に寄り添う」等の「柔らかな」言葉によって大きく揺さぶられた。体育教師１年目のＴ２にとっ

ては，協働での授業づくりを通してその方法を具体的に学ぶ絶好のチャンスと前向きに受け止めら

れた。即答に近い形で, ２人がチームへの参加を表明してくれたことは，東江自身の実践への意欲

を更に掻き立てるものであったと考えられる。こうした関係の成り立つ同僚性の有無，更にはこう

した同僚性を支えるパーソナルな条件（個々の「人間性」や「人格」と呼ばれるものを含む）が，

授業実践の質にも大きな影響を与えるということは再確認しておくべき事実である。

　②　Ｍ中学校の雰囲気と養護教諭の役割の果たし方

　教師が皮膚感覚で捉えている学校の雰囲気は，教育実践の質を左右する重要な要素である。学校

種によって違いはあるにせよ，それは学級→学年→学校全体といった階層毎のまとまりが，独特の

トーンを作り出し，全体のカラーを生む。この構造にとって，管理職である学校長の影響は大きい

が，下記のやりとりに示される通り，Ｍ中学校の校長は職場の和を大事にした管理的でない学校運

営を進めており，養護教諭がチームメンバーとして参加しての授業実践も問題なく成立したものと

考えられる（「保健室業務」を優先させ，授業に関わることに否定的立場の管理職も少なくはない）。

　またＴ３は，よい意味でも悪い意味でも学年内のまとまりの強さがあったと指摘しているが，実

践記録の中で触れられていた，生徒Ａが家庭で抱えた問題に対しては，教師チームが授業で把握し

た情報を学年スタッフと共有することによって指導を展開していた。また，「養護教諭としての役割」

を果たすために，Ｔ３は学年の指導体制や方針に合わせて，その関わり方を選択し，決定している
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ことにも注目すべきである。実際の授業や実践は，このような学校や学年の作り出している「雰囲

気」という抽象的だが無視できない条件にも影響を受けながら展開されるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村末：職員の雰囲気とかはどうでしたか？　去年。

Ｔ３：校長先生も明るくて，和をもってくれるので。割と話のしやすい雰囲気で各学年も相談しやすかったです。

村末：課題があるとすれば？

Ｔ３：個人的になってもいいですか？　学年ごとの連携が強いので…。

村末：それはセクトみたいな感じ？

Ｔ３： はいはい。各学年で全て問題解決をして，対応ができるぐらいの先生方がいたので，全体というよりは各学

年で問題解決していくことが多かったかな。

村末： 例えば１年生で問題が起こりました。１年生で対応しました。そういう報告とか，経緯，つながりとか…。

Ｔ３：そういうのはありました。ですけど。

村末：じゃあその学年ごとがまとまりきれない時には大変になる？

Ｔ３： そうですね。とか，私みたいな立場で全体の生徒とかに関わる場合とか，ちょっとでも情報が遅れてしまっ

たら，とんちんかんな対応をしてしまったら困るなと思って，今は知らないふりで行くべきなのか，「知っ

ているよ」というふうに関わっていくべきなのか，私も情報がないと一歩間違ったら，ミスを犯してしまう

なと思って。それは，各学年に聞いて，「今，この子状況どうですか？」「ここまで踏み込んで話をしていい

ですか」とか，「ここは私は知らないふりで先生方に対応してもらいましょうね」というようにやり取りが

とても大事だったかな。でも，困ったとか大変だったというわけではないですよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑵　保健学習の工夫について

　①　保護者インタビューの教材化

　本実践における授業づくりにおいての工夫点はいくつかあるが，最も重要なものは「家庭との連

携」としての「保護者インタビュー」の教材化である。生徒の夏休み中の課題（宿題）とされたも

のであるが，実践記録で述べられているように，保護者らは教師の予想以上に協力的であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村末： 保護者や地域というところでは，割とアンケート調査にも良く協力してくれて，とてもよく綴ってくれてい

たでしょう。自分の中学生時代を。先生たちに対する反抗的態度や友たち同士のつながり，部活で先輩たち

からしごかれて嫌だったとか。あんなに書いてくれるとは思わなかったでしょう。

Ｔ２：重いやつもありましたからね。

東江：まさに今の中１，中２の女の子たちの心の揺れみたいなのが復活していると思います。

村末： ああいう文章は，かねての保護者とのやり取りの中では出てこないですよね。やっぱり一歩踏み込んで聞か

ないと。

東江：普段の飲み会とかでは出てこないですよね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　Ｔ２が述べているように，「重いやつ」といった内容も含んで，保護者は自分自身の苦しい「思

春期時代」を子どもに吐露してくれた。それは，東江が「普段の飲み会では出てこない」と語って

いるように，改めてわが子の思春期と向き合うことで，保護者自身が伝えたい・語りたいと考えた

メッセージだったのではないか。テーマにもよるが，生徒が行う「保護者インタビュー」は，今を

生きる子どもと保護者とを積極的に繋ぐ可能性をもった学習方法と言えるのではなかろうか。

　②　生徒Ａの記述を引き出したワークシート

　こうした「保護者インタビュー」を用いた授業に手応えを感じていた教師チームは，授業のふり
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返り時にＡがワークシートに書いた感想文に注目する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村末： 去年のキーマンというか，Ａくん。家での色々なことがあった子。それが授業を通して，綴ってきてそれに

関わって行ったという，とても印象的な実践だったんですけれども。その経緯はどんな感じだったのですか？

東江： ワークシートはみんな結構書いてきたのですよ。でも，書けない子もいたのですよ。紙を破いたり，動揺して

いるなという子もいろいろいる中で，Ａの場合は，おとなしい子だったのに見た目は。裏までバーって書いて

きて，でまず，字が汚くて読めなくて，でもなんか「死ぬ」とか「死ね」とか「ナイフ」とかキーワードがポ

ンポン出てきたから，「ちょっと気になるね」ということで授業の振り返りの時にお互いに見た時に，授業後

の手立てとかケース会議ではないですけれど，僕がちょっと読んで話を聞くから，その次つなごうかとか。

村末： それは，一人で読んでいたらどうなっていたんでしょうね。一人の授業にその感想が出てきていたとすれば。

Ｔ３： 「ああ読めないなー」で終わっていたかもしれないですよね。みんながいたから多分，「これ気にならない？」っ

ていう。このやり取りの中から，私はある意味この子はノーマークでしたから。おとなしくて周りに危害を加

えるわけでもないし，休みがちなわけでもないし，身なりが乱れているわけでもないし，部活にも入っている

し…みたいな。だから，一般的な中学生の中では，普通と言うか。あまり大きく乱れていないので，ある意味

のノーマークだったなーと思って，そんな子がここにバーて書いて，「読めないね」「何書いているんだろう」

というのがありました。だから，もし一人ならば，「何書いているのかな」で見過ごされていたかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ここでは，Ｔ３の「これ気にならない？」という発言が重要である。それまでの学びによって，

悩みを打ち明けてもよいのだと考えたＡは，汚い字であったがそれを一気に表出した。１人であれ

ば見落としてしまいそうな「ノーマーク」の子の心の叫びが，教師チーム３人での授業づくりでは

必然的にマークされることになった。しかし，Ａが心の叫びを伝えるには，押さえておくべき重要

な手立てがもう１つある。それは，ワークシートの位置づけについての生徒との約束事である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村末： そもそもあの子の文章が出てきたのは，保護者との連携の中での授業づくりが条件としてあるだろうし, ３

人でチームを組んで授業をしていたからというのがあるだろうし，あと何があるのですか？そういうことを

語ろう，綴ろうということには。

東江：単元自体が，今の悩みと合致した部分があると思います。

村末：「書いてもいい」と受け止めた。

Ｔ３： ワークシートというのがあって，書く時間が与えられて，「強制的に書きなさい」ではなくて，「書いてもいいよ，

書かなくてもいいよ」という優しい選択肢があったというのは大きいかな。

村末： それと，それを３人が読んで担任にも情報を提供し。そうか，書くということを通して，そこに子どもたち

の内面が綴られてそうされることによってそれぞれが読むことができる。

東江： ワークシートも，一学期の時は「これをやればテストに出るよ」というような「この中からテストに出る」

というような旧式のワークシートの作りだったのですよ。それが２学期から，徐々にお互いがまた書きやす

い内容と言うか。

村末：なんでそうなったのですか？

東江： だから僕自身が，一方的な教え込みとか，本当に子どもたちにとっての授業とか，この授業を通してテストじゃ

ない，本当の授業の中身を分かって欲しくて。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ここに語られているように，ワークシートは「本当の授業の中身」をわかるために準備されたの

ものであり，自分が書きたくないことを強制的に書かねばならないものとしては提示されてはいない。

本実践で用いられたのは，Ｔ３の言葉を借りれば，「優しい選択肢」が前提のワークシートであった。
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　本論の冒頭で押さえたように，授業の工夫として最も取り組まれているものが「学習カードや学

習資料」であったが，大切なのはそれが授業の中でどのように活用され，どのように意味づけられ

ているかという内容レベルにおいて工夫の中身を問うことであると言えよう。

　③　授業を出発点にした気になる子どもとの関わり

　保健の授業をきっかけにして，家庭での悩みを語ってくれたＡに対して，教師チームと学年集団

は彼の話をしっかりと聞き取り，関わっていく。しかしながら，家庭への連絡は行っていない。一

般的に「家庭との連携」とは，学校が知り得た情報は家庭と共有することと捉えられがちであるが，

そうではない。教師チームは，Ａの生活背景を理解し，彼の願いを中心に据えた関わりを作り出し

ていった。「家庭との連携」とは，家庭と情報をやりとりしたり，知り得た情報を機械的に共有す

ることではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村末： そうか，Aくんと関わった時に彼がいろいろ家庭で苦しんでいることをキャッチしたでしょ。それを家庭に

は返さなかったんですよね。

東江：家庭には言ってないですよ。

村末：それは，（教職大学院での授業の際に）上間陽子さんも「正しかった」と言っていた。

東江：正しかった。

村末： つまり，教師が知り得たことを家庭に全部ベラベラ伝えることは，家庭との連携でも何でもないんだと。子

どもを大事にすることが一番大事なことだから，それを伝えてもらったら家庭にその子の居場所がなくなる

こともある。家庭との連携には，伝えないことを前提にする連携もあり得る。

東江：はい。

村末：それで，それは何でそうなったのですか？

東江： なんで家庭に言わなかったかということ？　あれは，お兄ちゃんとの関わりなんですよ。お兄ちゃんにも言

わなかったんですよ。まず僕が感じたのは，この子がどういう風に本当は悩んでいて，お互いにこの子がこ

ういう風な悩みを持っていると知らなかったので，どういう悩みがあるのか，どういう苦しみがあるのか，

どういうサポートをしたらいいなってこの子が望むものを提供してあげたいなと思ったんですよ。だから僕

が勝手に，これはまずいと思って親とかお兄ちゃんを呼んで指導するよりも，この子が何を求めているのか

な，何で苦しんでいるのかなというのを。

村末：彼が言って欲しいから言ったのではないということを尊重したのね。

東江：お兄ちゃんを叱って欲しいとか，こんな親に対して「先生何かやって」というのではなかったです。

村末： こういう苦しみがあるんだよということを伝えたわけだから，それを親やお兄ちゃんに伝えるということで

はないと。案外表面的な家庭との連携と言ったら，そういうことも全部洗いざらい報告して，結局最終的に

子どもの居場所がなくなるという風になってしまう。それはでも，そういう感覚が上間さんは大事だと言う。

Ｔ３：慎重かつスピーディーでしたね。慎重なんだけれどもスピーディーでした。

村末： 家庭やお兄ちゃんに言わないというのは共有したんですか？　言わない方がいいでしょうとか。

Ｔ３：今回はこうしましょうねと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑶　チームでの授業づくりについて

　①　水平関係の中で発揮されるリーダーシップ

　これまで述べてきたように，教師チームによる今回の実践は，思春期を生きる生徒たちの苦悩に

できる限り寄り添おうと指向し展開された。その中で，生徒Ａの事例のような個別的対応が可能に

なり，その後Ａは落ち着いた学校生活を送れるようになっていった。では，こうした授業づくり・

実践を通して，教師チームのメンバーは，それぞれにどのようなことを学び，感じたのであろうか。
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村末：３人で授業づくりをするのは楽しかったですか？

Ｔ３： 楽しかったです。もっとやったらよかったのにというのが後の反省です。もっと話をしたら，より良い授業

ができたのかな。忙しさにかまけてしまって，限られた時間で限られた内容の情報交換をしていた。

村末： それは，授業をつくるということ自体が楽しい？　それ以外は？　その授業を通して子どもの反応が面白い

とか？

Ｔ３： そういうのもありました。で，「あの反応の時どう思った？」っていう，私一人だったら，ひとつの印象と

いうかイメージしかないのが，「あの時あんな思ったのですか」とか「そんなふうに思ったんですか」とい

うのが確認できて，視野が広がるというか。考えが広がる。

村末： わたしが授業を何回か見せてもらって思ったのは，広いところでこんなふうに窮屈そうに書いたりしながら

していた授業と，教室に入って一般の形でやった授業で言うと，子どもたちは座った感じで落ち着いた感じ

でやっている方がよかった感じがしたんだけど。そういう，つまり教室をどこを使うかということとかも,

３人で相談しながら決めてやるというようなこともあったなと。

Ｔ３： 東江先生がいつも，「どうだった」って私たちは未熟なのに「どんなだった」って，私たちの意見を拾って

くれたことが良かった。「あれ迷ったんだけど」って素直に。

村末： 東江先生自身が，どうだったのかなーって思ったことを素直に。

Ｔ３： そう。「あなたたちはどう思った」って聞かれて，「あーそうですね」って言う時もあれば，「あれがベスト

ですよ」って話をするときもあって。

村末：もう，けちょんけちょんに言うことはなかった？　それはなかった？

Ｔ２：相談してくれる。「こんなしたいと思うんだけど，どう思う？」と。自分たちにも聞いてくれるので。

村末： 大事かもね。年齢の差，教師の経験の差とすれば相当大きいのだけど，そこを同じ地平に立って相談すると

いうこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ここでは，東江のリーダーシップが決して上下関係でなく，水平関係の中で発揮されていること

に注目しなければならない。そのことによって，Ｔ２，Ｔ３ともに，授業づくりのパートナーとし

て信頼されていると感じ，それぞれの専門性と人間性（年齢やジェンダーなども含めて）を主体的

に発揮することができた。チーム・ティーチングとは，こうした関係性の中で展開されてこそ有効

な手立てとなると言えよう。もちろん，東江はチームの個性を把握し，計算した上で授業を構想し

提案していた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東江： 今までは「僕が男子を見る，だから女子をお願いね」というやり方だったんですけれど，そうではなくて一

緒にできないかなと。それにＡ先生（もう１人の保健体育教師）がいるので。Ａ先生がまたいいんですよ。

３年生と２年生の授業もすごくいい。自分40代のおっさんが声掛けするのと，また20代のＴ２先生が言うの

と違うから，子どもたちの受け取り方が。表情もいいので。Ｔ２先生の時間をしっかりキープして，そして

Ｔ３先生に専門的な話をしてもらうと締まるので。あまり僕がでしゃばってやるよりは。

Ｔ３： 時間の配分とか内容の濃さも，すべて相談をしてこの時間で大丈夫とか，「僕がこの時間で喋る。出過ぎた

らどうかなと思うから」というように確実に確認をしてやったので。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　チームを組んで実践していく際の課題としては，部活の指導などであまり授業づくりに時間をか

けられない現実と，やはり養護教諭が保健室を空けることについての配慮が必要であったことが語

られた。幸い，Ｍ中学校では管理職を初め他の職員の理解があり，養護教諭の授業実践については

困難なく実施された。
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村末：逆に難しかったりうまくいかなかったりということはなかったですか？

東江： 今言った，忙しいんだよね。授業づくりをもっとやりたいんだけど部活があったり，急な生徒指導が入ったり。

村末：あと，保健室業務がね。

Ｔ３：はいはい。そうなんですよ。保健室を空けてしまうことへの心配と言うか。

東江：授業後の振り返りも１時間かけて相談するので，今言った緊急の対応があったりとか。

村末：管理職の理解は？

Ｔ３：とてもありがたかったです。

村末：校長によっては，「養護教諭は保健室を空けるものではない」と言う人もいるぐらいだから。

Ｔ３： あと，職員の皆さんの理解。行き先をしっかり書いて，私が何年何組の教室に行ってますよ緊急の場合はこ

こに呼びに来てくださいという風に示しておけば，皆さんそれで理解して対応していただけたので，それは

ありがたかったですね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　②　チームでの授業づくりからの学び

　協働での授業づくりを呼び掛けられたとき，教員１年目のＴ２は「授業づくりを学べる」と主体的

に受け止めたと語っていた。しかし，当然のことながらこの実践を通して学んだのは，Ｔ２だけでは

なかった。次のやりとりの中で, ３人それぞれの新たな気づきと学びの中身が率直に語られている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村末： 今回，東江先生と授業づくりをやった中で，教育観とか子どもの見方とか，教育ってとか，授業ってとか，

何か変わったなということはありましたか？

Ｔ３： やっぱりせっかくやるなら，記憶に残って中学３年間の思いに残る授業とキーワードと考えというのがあっ

た方がいいなというのは気づきました。穴埋めのワークシートよりは，穴埋めのワークシートで機械的に埋

めたことよりは自分で書こうと思って考えていろいろ悩んで勇気を出して書いてそれがまた経験として残る

から，その方が絶対いいなと思いました。違う授業展開だったら出てこなかったはずだなと思いました。こ

の子たちの思いとかが，これだけ秘めているものがあるんであれば頑張って先生たちも引き出す努力をしな

いといけないなって。工夫をしないと引き出せないものがあるなーって。

村末： そういう見方ができたっていうのは，相当大きな収穫だね。

Ｔ３： いかにノーマークをマークできたか。というのは大きかったですね。しかも授業の中から発見するというと

いうような。関わりの中から発見できることもあるはずなんですけれど，授業からそれを発見するというの

は，こちら側の工夫と作戦があってのことかなと気づきました。

東江： 普段気づかない，女子とかとはあまり関わりがないんですけれど，この授業を通して「この子悩んでいるか

ら書けないんだよね」というのが察知できたんですよ。普段の授業だったら「ワークシートを最後を埋めな

さい」とか「これがテストに出るから書きなさい」とか。「評価に繋がるよ」と言って書かせるんですけれ

ど，書けなかったら書けなかったでいいよねというような，そういう書けない子に対するワークシート，「悩

んでいるから書けません」というような，それも評価していいんじゃないかというような。この子の内面ま

でお互いが，授業とか授業を通して話ができたのはすごく良かったな。そのための先生方がいたので。

村末： （Ｔ２に向けて）先生はね，ちょうどスタートラインのところで。

Ｔ２： さっき言っていた，書けない子たちに対しての見方「書きたいけれど書けないんだはずね」とみてあげると

いうのが，あーと思って。「はよ書け，はよ書け」じゃなくって。書けなくてもいいという言い方はあれで

すけれど。何で書けないのかというところまで考えて話ができたのはとってもいい時間だったのかと。

村末： なるほどね。そこに現れたものの背景を探るというところ。

Ｔ２：なかなか１人でやっていたらできないじゃないですか。
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Ｔ３：「書いていない人，書け～」って。

Ｔ２：そういう感覚じゃなくなったというのはありますね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　以上，大きく３つの視点から実践分析を進めてきた。この作業を通して，教員のパーソナルな条

件や職場の集団関係等が，授業づくりのあり方やその展開にとって無視できない条件であること，

そしてそこで選択され実施された教育方法の一つ一つは，子どもの学びに照らし合わせて質的に検

討する必要があるということを確認できた。

　また，最後の教師チームの「学び」において語られているように，今回の子どもを中心とした教

師集団による授業づくり研究は，「授業づくり」という限られた世界での学びに留まらず，子ども

観や教師観，そして教育観をも問い直す作業であった。（以上，村末執筆）

４．おわりに

　本実践研究の目的は，「保護者との連携」と「チームによる授業づくり」という２つの工夫を柱とし

た保健学習の中で，生徒の学びや教師の関わりがどう展開したのかを分析し，これからの保健の授業づ

くりの課題を提起することであった。

　実践分析のところで述べたように，日々の営みとしての「授業」は，保健に留まらず授業以外の諸条

件によってその質が方向付けられる。だが，ここで進められたチームによる授業づくりは，水平関係の

人間関係の中で適切なリーダーシップが発揮されれば，職員の人間関係や同僚性，個としての教師自身

の教育観等，授業以外の質をも逆に変えうることを示していた。授業づくり研究は，こうした文脈で位

置づけられ，認識されるべき課題であることをまず提起したい。

　また，「保護者との連携」については，やはりあくまで子どもを中心とした連携であり，この実践で

追究された思春期時代に関する「保護者インタビュー」は，保護者が子どもに伝えたい思いや願いを素

直に表明できる場として機能したと考えられる。そして，そうした思いを受け取った子どもたちは，自

分自身を客観的に見つめ直す機会を手に入れた。この実践から導かれる２つめの課題は，子どもたちの

学びの対象である教科内容を生活課題と結びつけ，そこに保護者参加の視点を加え教材化することであ

る。学習指導要領の総則でも述べられているが，特に，いのちと健康に直接関わる保健学習の授業づく

りにおいては極めて重要な課題であるだろう。引き続き，実践研究を進めていきたい。（以上，共同執筆）
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