
 

今年度より学校長を務めることになりました新田哲之と申します。ここには、学校教育に対する考えを思うままに

書き綴っていきます。子どもの眼差しに目を向け、子どもの日々の姿から見えてくることを題材にしていきます。心

に留まる事柄があれば、家庭教育の一助になれば、幸いです。 

 

 安田小学校出身の中高生は、勉強はよくできるが活力がないとか、自立していないとか、何年も前のことですが耳

にしていました。最近は、安田出身の子どもは前向きだという評判を聞くようになりました。実際に、生徒会やクラ

ブ活動のトップに立って活動している卒業生が多くいてうれしいことです。安田小を卒業する時には「私は胸を張っ

て卒業する。」「ぼくはこれだけはよくやった。」「中学ではこうなりたい。」と言える学校にしていきたいと思ってい

ます。 

 そのために教育目標(3年計画)として安田式５つの教育プロジェクトを考えています。 

１．安田式グローバル人材育成プロジェクト 

2020年から5，6年生の英語が教科になり、3，4年生でも英語の授業を行うと文科省が方針を出しています。大学入

試も英語のテストが変わり民間の英語能力テストを活用する方向です。本校ではネイティブの教師1名に加え、英語

教育に精通した日本人英語専任教師を採用し、「使える英語、話せる英語」をめざし、カリキュラムやシステムなど

をトータルで考え刷新します。まずは、今年、夏冬の英語キャンプ、小学校版TOEICの英語テストJET全員受検を計

画しています。 

２．安田式しつけ教育プロジェクト 

昨年の12月に書籍「しつけ教育」を作り、販売が始まりました。これは安田小学校のしつけ教育を保護者だけでな

く広く知ってもらうために書店に置いてもらっています。しつけ教育とは礼儀作法を身に付けることで、しつけがで

きていれば子どもは落ち着き、学びの構えができます。相手を敬うようになります。まさに「柔しく剛く」に近づけ

ます。今年は、しつけ教育を計画的に行います。しつけ本の中の「家庭でのしつけ」をしっかりお願いします。 

３．安田式くすのきプロジェクト 

しつけ教育に並んで「柔しく剛く」に近づけるものとして小学校では「くすのき」という授業をしています。昨年始

めた5年生「まほろば学習」もくすのきの授業です。従来の修学旅行をやめ、「和」をテーマとし、「ニッポン」を体

験する学習です。１Kg5万円の茶葉を臼で引き味わった子どもは、能舞台で本物の能を見て体験した子どもは、「和」

を心に刻み、世界の人に問われても胸を張って語ることができます。くすのきは優れた体験学習を行うのですが、最

終的には道徳性を高めることを目的にしています。3年生までにしっかり「しつけ」を、4年生からは「道徳」に軸

足を置き、「しつけから道徳へ」変えていきます。3年生までに良い習慣を身につけた子どもが、4年生からは「自ら

考え、判断し、思考する」子どもになる授業を創ります。 

４．安田式国語力プロジェクト 

国語力はすべての学びの基礎です。社会科も理科も算数も問題を正しく把握する国語力が必要です。コミュニケーシ

ョン能力も思考力にも国語力が必要です。国語の授業を中心に据え、どの教科でも国語力を活用する授業を行います。

今年の1学期は、聞く力を育てます。聞く力とは、よく聞いて内容を理解し、行動する力のことで、行動できて初め

て聞いたと言えます。2，3 学期は丁寧に的確に話す力をつける指導をしていきます。丁寧に的確に話すことは「し

つけ本」にも載せています。 

５．安田式夢・希望プロジェクト 

どの子も多くのことにチャレンジできたと胸を張って卒業していけるよう、夢や希望を実現するための力をつけてい

きます。そのために段階をおって指導します。１年生から3年生は成功・失敗体験が財産になる時期です。1年生で

「登り棒の上まで登りたい」と誰しも言いますがなかなかできるようにはなりません。手のひらに豆を作り、足の甲

の皮がむける者ができるようになります。いろいろなことができる子は練習するのが当たり前と思っています。です

から練習するのは苦ではなく当たり前のこととして練習しています。苦ではないので試行錯誤しながらやっていま

す。こうやったらできるかも、以前こうやったらうまくいったから今度も・・・と3年生までは体で考えさせます。

4年生、5年生は、夢や希望をかなえるために今何をすればいいか考えられる時期です。今を考えさせます。そして、

6年生では世界観が広がる時期です。ですから、未来を思考する学習を行います。 
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しつけと思考力と国語力 

 

安田小学校では、今年から 3 年計画でしつけ教育に力を入れていきます。しつけるとは、礼儀作法を

身に付けることです。なぜ、礼儀作法を身につけるのか、ただ、おとなしくて管理しやすい子にするた

めではありません。しつけの先にある目指す子どもの姿があるからです。子どもの姿とは、子どもが落

ち着き、学びの姿があるということです。そして、本校には信念があります。基本的な生活習慣や学習、

読書の習慣も含め、子どものうちに「良い習慣」を徹底的に身につけてやることが、その子の人生にど

れだけ大きな助けになるか、というしつけ教育の信念です。良い習慣がひとつ身につけば、他のよい習

慣が身につくようになります。習慣化したところへ、くすのきの「自ら考え、判断し、行動する」学習

によって、人を敬う内面からの礼儀正しい態度やことば遣いができるようになります。このことは大人

になっても生きて働く力となる、本物の礼儀作法が備わるという考えで指導しています。 

 

無論、お題目では駄目で、小学校のうちに体に染み込ませ、自然に実践できるようにすることが肝心

です。特に 1 年生から 3 年生までは大事な時期です。この時期は、何が良くて何が悪いかを繰り返し意

識させ「常識」にしてしまうことです。その上で、守れなければ何回でも注意しできるようにします。

しつけ教育の４月の目標は「IC カードをかざす」、「靴をそろえる」、「宿題を出すなどの朝の学習準備」

の３つでした。 

 大人から見ればたやすいことですが、早く登校して遊びたい子どもにとって、これらは難しくできて

いない子どもがいました。朝読書の時間に教室を見て回っていると、朝来た時ICカードをかざし忘れた

子が私を見て恥ずかしそうにカードをかざしています。恥ずかしそうにしている子は、「どうしても忘れ

てしまう。次は絶対忘れない。」と言っていました。こうやって先生に何回でも注意を受けて繰り返し繰

り返しやっていきます。 

 1年生の靴箱を見ると、靴がきれいにそろっています。1年生がどうしてできるのかというと、朝登校

した時、靴を入れる指導を受けているからです。できていなければすぐにやり直しです。外遊びから帰

ったときもやり直し、体育の後もやり直しです。「何回言ってもできない」と大人は愚痴をこぼしますが、

何回言ってもできなければ、何十回言えばいいのです。靴をそろえるのは意識と習慣づけですから、繰

り返しさせればできるようになると、1 年生の先生たちの根気強い指導を見ながら思いました。また、1

年生は注意を何回もしてもうんざりしません。もちろん、注意のタイミングや言い方が大事ですが、大

人に対する信頼が高い年齢なのでしつけ指導が徹底しやすいようです。 

 4年生くらいになってくると、注意だけではうまくいきません。大人に対する不信の割合が高くなり、

自分の判断で行動しようとする時期になるからでしょう。いよいよ我が子も自立に心が向いてきたかと

思ってください。「自ら学ぶ力」をつけるチャンスです。そこで必要になるのが思考力です。先の IC カ

ードをかざし忘れた子が、「どうしても忘れてしまう。次は絶対に忘れない。」と意識をすることは大事

ですが、意識だけではうまくいかないことが多いようです。「何がよくなかったのか」「どうすればでき

るようになるのか」を考えることが必要です。思い（できるようになりたい）と行動（できた）をつな

ぐのが思考です。そのために 1 年生の時から順序立てて考えること、ていねいに考えること、比較や類

推をすることなど、思考力を鍛えていきます。このような学習は、くすのきの授業でやりますが、国語

や算数の授業でも思考力を鍛えていきます。真剣で集中して学ぶ授業でこそ思考力はついてくるもので

す。そして、思考するためには国語力が不可欠です。ことばの力がなければ、思考は高まりません。人

の話を聞かなければ、学び合いがなければ、思考は狭いままで深まりもありません。 

 靴箱の靴がそろった学校は落ち着いた学校です。靴箱を見れば教育のレベルが分かります。良い習慣

がしつけられ、国語力と思考力の備わった子どもを育てていきます。 
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自己の確立とグローバル人材育成 

 

グローバル人材育成プロジェクトを今年から3年計画で行っています。グローバル人材育成の中でも

特に英語力の育成に力を入れなければならないのは自明のことですが、安田小学校ではグローバル人材

育成のために英語力育成に加え、人間理解と自己の確立の3本柱で教育内容を組み立てています。英語

は情報やコミュニケーションの道具であり、本質は人間理解と自己の確立にあると考えています。この

２つとも教育の根幹になるもので、小学校では学校と家庭で子どもの実態を見極めながら、地に足をつ

けた教育をしなければなりません。 

 

人間理解は、身近な人を知り、違いを認めることから始まります。クラスの友達と出会い、一緒に授

業を受け、一緒に遊び、生活をすることから始まります。また、異文化理解もあり、これも1年生から6

年生まで「くすのき」の授業で計画的に指導しています。自己の確立も同様です。「くすのき」で自立を

テーマに指導し、3年生からの宿泊学習も自立に重きを置いています。また、自国文化理解の授業を1年

生から行っています。たとえば、1，2年生の茶道教室がそうです。5年生のまほろば学習もその一つで、

日本の素晴らしさを肌で感じ、文化を生み出した日本人への敬意をもつ学習です。特に、将来世界の人

たちとつながっていく子どもたちにとって、日本人の自覚と誇りを持つことは必須課題です。自己の確

立とは、日本人の自覚と誇りに支えられた自立であると考えています。 

学校には全校朝会という時間があり、5月は、筍の話をしました。筍は今が旬であり、一日一日ぐんぐ

ん伸びてほしいと願ってのことですが、話のついでに竹の話もしました。竹は昔から日本人にとって身

近で、筍は食べてもおいしいし、竹は籠になり箒になり、利用してきたという話です。今の子どもには

難しいかなとも思いましたが、あとから子どもがやってきて、家族で筍を掘りに行ったこと、竹籠や竹

笊が家にあってお母さんが使っていることを話してくれました。この子どもの家では竹が生活に入り込

んでいるようで、嬉しく思いました。この子どもの家庭では、生活の中に伝統文化が根付いており、親

が子に伝えているということです。 

  

文化は文学や音楽のように時代とともに変わっていくものですが、姿を変えながらも良いものは受け

継がれていきます。伝統文化を祖先のために守り抜くのではなく、良いものは受け入れて、それが子孫

に受け継がれていくことはおそらく世界中の人々がしていることと思います。文化は人にとって根っこ

の部分です。自国の文化を大切にした上での自己の確立と人間理解が、世界の人々との心をつなぎ、困

難な課題にもともに解決に向かうことになるのでは、そして、課題解決に向けてともに手を取り合って

前に進めるのではないかと考えます。 
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  授業が変われば子どもが変わる 

 

学校は、子どもの能力をつけ、伸ばすところです。とりわけ、授業を通して「知識・技能」、

そして、「自ら学ぶ力」を育てるところです。そのために、教師の目標として授業力と生徒指導

力の向上を掲げ、教師全員で研修を始めています。先生たちには、この 2つの能力について個々

のレベルアップをするように言っています。教師の仕事はきりがないものですが、時間には限り

がありますから他のことはできるだけ短時間で済ませるように言っています。保護者の皆さんは

保護者会総会でお願いしたことを受け入れて協力してくださっています。朝の電話はほとんどな

くなりました。また、夜の 10 分以上の電話もほぼなくなりました。おかげで先生たちは朝ゆっ

たりと子どもと顔が合わせられます。子どもを帰した 4 時、5 時から授業準備や学年の授業打ち

合わせに取り掛かれるようになりました。また、「登校下校は親の責任」も守っていただいてい

ます。ありがとうございます。 

 「授業が変われば子どもが変わる」 これは、私の尊敬する京都女子大学教授吉永幸司先生の

ことばです。学校をあげて授業力向上に取り組み、授業の質を高めることで子どもが高まります。

子どもを良くしていくには授業を良くしていく以外にないと考えます。授業について学びの姿を

教師と子どもの両方が持つことで「知識と技能」、そして、「自ら学ぶ力」がついてきます。また、

学習規律ができ、落ち着いた態度が生まれます。さらに、友達の意見に耳を傾け、共に考え、高

まり合うことができます。高まり合えば、おのずと先生や友達への敬意が生まれ、信頼するよう

になる、これが私の教育の信念です。 

 

 6 月になり、朝「おはようございます」と元気のよい声が校長室にいても聞こえてきます。6

月はあいさつリレーをしており、6 年生から順番に日を決めて玄関に立って登校する人にあいさ

つをする活動です。子どもたちの弾む声は心のありようが見える心地の良い時間です。あいさつ

リレーに参加した子どもの中に転入生がいたので、学校には慣れたみたいですねと声をかけてみ

ました。その子は、にっこりして「はい、すっかり慣れました。」と答えました。あまりにもす

っきりした答えだったので、もう少しつっこんで聞いてみようと思い、だけど思い通りにならな

いこと、うまくいかないこともあるでしょと言うと、となりにいた子どもが、「○○さんはがん

ばっています。」と言いました。水泳では一生懸命泳いでいること、授業中よく発言しているこ

と、発表の声がはっきりしていて聞き取りやすいことを教えてくれました。転入生の授業中の努

力をよく見ており、がんばっていることをしっかり心で感じているとわかりました。このクラス

には学びの姿があり、お互いを高め合う授業ができそうです。友達の真剣な学びの姿に良い影響

を受けて、自分もがんばり、お互いを認め合っていると想像できます。 

 クラスに多くの子どもがいるともめることもありますし、反感を持つこともあります。その一

方で、授業中の友達の努力に一目置いたり、意見に共感したりすることもあります。一人ではで

きないことをお互い助け合ってついにはやり遂げることもあります。クラスみんなで課題を解決

し喜び合うこともあります。困ったこともあるけれど良いこともあってみんながんばっていると

認め合うのが本来の子どもの姿です。一人で伸びるというのはなかなかできるものではありませ

ん。「みんなで伸びよう」と親と教師が意識をもてば、どの子もいろいろあっても授業では前に

一歩前進できます。今、学校では教師も子どもも、授業を通してみんなで伸びようとしています。

「授業が変われば子どもが変わる」学校づくりをしていきます。 
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  しつけから道徳へ 

・・・・・自ら考え、判断し、行動する力を・・・・・ 

 

6 月はあいさつリレーを行いました。初日は 6 年生が担当して希望者が学校の玄関前に立って

登校する人にあいさつをしました。リレーというのは 6 年生から始まり、5 年生、4 年生と学年

の順に行うという意味です。それぞれ学年の順番が来た日は、楽しみにしている子どもがいて、

あいさつリレーがしたいから早く学校に来たと言っていました。 

1 年生には朝登校するときに人と出会ったらあいさつをするものなんだと、あいさつが習慣に

なる良い機会になったのではないかと思います。4 月の時と比べてあいさつをする 1 年生がぐん

と多くなりました。礼儀作法の考え方に立てば、あいさつは心を込めてするものであり、そこに

は相手を敬う心がはたらき、その心が行動として表れるものですが、小学生の時は習慣づけるこ

とから始めるのが子どもの実態に合っています。特に、1 年生から 3 年生までは人と人が出会っ

たときはあいさつをする習慣を身につけてほしいのです。あいさつもしつけの一つですから、小

さいうちに身につけておくことで習慣化します。良い習慣をつければ他の良い習慣も身に付きや

すくなります。あいさつが習慣になるまで毎日家庭で心がけてください。 

4 年生からは、習慣だけではうまくいかないことが起きてきます。あいさつを良くしていたの

にしなくなった子どもが出てきます。ほかにも、家に帰ってやることをしなくなったという話は

よく聞くことです。これも成長の過程ですから良い習慣がついていたのに乱れてきたと心配する

ことはありません。しつけだけではどうにもならない、発達段階が来たのだと目の前にいる子ど

もを受け入れてください。「しつけから道徳へ」移行する時期が来たのだと家庭でも頭を切り替

え、子どもに思考させることに指導を向けるのが成長につながります。良い習慣をつけることに

加え、考える子どもにしていくこと、この意識を我々が持っていると子どもは変わっていきます。 

 

あいさつリレーについて、4年生が生活ノートの日記に書いていました。 

「今日、わたしたち学年の 4年生があいさつをしました。これが最後の日です。さいしょのころ

は 24人と少なかったけど、最後の方はいっぱいいました。 

 わたしは、ふれあいながらのあいさつ、他学年にあいさつはあまりないのでいいきかいだなと

思いました。これからも他学年の見本として、いろいろな人にあいさつをしていきます。」 

この子どもは、他の学年にあいさつをする良い機会だと判断し、あいさつリレーに参加したので

しょう。自ら考え、判断し、行動ができています。このような思考ができるように 4年生からは

していきたいものです。 

 自ら考え、判断し、行動する力(自ら学ぶ力)は学力の大きな要素です。知識・技能(基礎基本)

と自ら学ぶ力の両輪が備わって学力がついてきます。自ら学ぶ力がなければ、知識も技能も身に

つきません。やらされる勉強は、長続きしません。いやでもやらなければならない側面も勉強に

はありますが、それだけでは学力はつきません。自ら学ぶ力と知識・技能、この２つとも学校で

は授業の中で身につけていきます。ただし、自ら学ぶ力については、あいさつリレーのように日

常生活、家庭生活の中でも培うことができます。あいさつだけでなく、お手伝いや家庭学習でも

培えます。 

子どもとの会話の中で、あるいは、上のような日記を書いたときに、自ら学ぶ力を感じること

があれば、大いに喜んでやってください。3 年生までは生活習慣のしつけをしっかりと、4 年生

以上はしつけから道徳への意識を持って、家庭と学校で共に指導していきたいと思います。 

風風風風    のかたちのかたちのかたちのかたち    
No.５ 

2015 年 7 月 3日 

新田 哲之 
安田小学校



 

  

   ていねいに的確に話すということ 

 

学校教育において、ていねいに的確に話すことは国語の授業で学習します。もう少し範

囲を広げれば、算数で面積の求め方を考えて発言する時も、このていねいに的確に話す力

を鍛えています。理科でも社会科でもすべての教科でこの力は使われます。自分で考えて

判断し、発言する時には必ず使うわけですから、学校だけでなく家庭生活においてもてい

ねいに的確に話すことを学習していきます。人が物事を考えるとき、ていねいに考えるこ

とや順序立てて考えることができていれば、より高い思考が可能になります。例えばメタ

認知のような思考力がついてきます。つまり、ていねいに的確に話す学習は、国語などの

授業でも日常生活でも学ぶ場があり、学習させればその結果として思考力がついてきます。

それともう一つ、ていねいに的確に話すようになれば親や教師、友だちなど、人と分かり

合えるようになります。 

 

先日、保健室で松葉杖をついた子どもに会いました。足に包帯を巻いており、養護の先

生に包帯を巻き直してもらうために来たようでした。松葉杖の子どもにどうしたのか尋ね

てみると、ていねいで的確な答えが返ってきました。 

①こけて足をひねってしまった 

②どうしてそうなったかというと、電車の中で気分が悪くなったので 

③次の駅で途中下車した 

④電車を降りたら、体がふらついてこけてしまい、けがをしたこと 

これだけのことを最初から最後まで説明できる子どもは立派です。このように話せるので

あれば、物事を順序立てて考える力や論理的に考える力があるということです。 

 このことをお母さんに伝えたら、家庭でも親に話してくれたこと、そして、自分で的確

に判断して電車を降りたことをほめてやりましたと話されました。それでわかりました。

この子どもがていねいで的確に話せるのは、お母さんが会話を通して教えているからです。

子どもが一つひとつ話すのをじっくり聞いているお母さんが目に浮かんできます。途中で

口を挟まないで最後まで話をさせること、たとえ要領を得なくても聞いてやり、一つひと

つを組み立ててやり、もう一度最初から話をさせてやること・・・これが日常的に親子で

行われているのだと想像できます。教えているから話せるようになるのです。このような

子どもを育てる教育をしなければなりません。この親子のような会話をしていると聞く力

もついてきます。お母さんの話によると、気分が悪くなって電車を降りたのは、学校の先

生のおかげで、以前先生から教えてもらったからできたそうです。まさに、聞く力（正し

く話を聞いて行動する力）です。 

 聞く力と話す力、この２つを身につけるのが今年の国語力プロジェクトの目標です。こ

の 2 つの力が備われば、自ら考え、判断し、行動する力（自ら学ぶ力）にもつながり、学

力は身についてきます。 

風風風風    のかたちのかたちのかたちのかたち    
No.６ 

2015 年 7 月 9 日 

新田 哲之 
安田小学校



 

  

1学期を振り返って 

 

 国語力プロジェクトで1学期は国語力をつけるために、聞く態度を身につけ聞く力を鍛えました。授

業の様子を見ると、1年生から6年生まで落ち着いて学習していました。しかし、聞く態度が十分だっ

たとは言えません。先生や友達の話を聞くときによそ見をしている子がいました。これでは大体の内容

は聞けても話し手の意図をつかんだ内容の聞き取りはできません。悪い習慣がつきますから、2学期も

引き続き聞く態度と聞く力を鍛えていきます。 

 夢・希望プロジェクトについては、目標に向かってチャレンジする子どもが多く見られました。1年

生が日記を見せてくれました。そこには、登り棒で上まで行けるようになったこと、練習をしたら登れ

るようになったことが書かれていました。この1年生は、何度も失敗しチャレンジしたとわかります。

4年生で居残り練習をして25メートル泳げるようになった子どもがいます。25メートル泳ぐにはどう

したらいいのか考えて練習したのだと言っていました。考えることは力になります。6年生で外国の人

に日本のことを英語で伝える授業がありました。英語をすらすらと話すのはかなり難しいことです。無

理かと思いましたが6年生は見事にやり通しました。考える力とやり抜く意志の強さを感じました。 

 5，6 年生はリーダーシップがとれました。人の役に立つことをするリーダーシップは世界に通用す

る力です。5，6年生は委員会活動で下級生のためになる活動をしましたし、1，2年生の教室などの掃

除も黙々とやっていました。特に6年生は入学式、学校公開と人のために尽くす行動ができ、尊い行い

です。 

 

礼儀をしつける・・・夏休みにあたって・・・ 

 

バスや電車の中で騒がしく走ったり大声を出したりして迷惑をかけることが今年に入ってぐんと少

なくなりました。苦情の電話がほとんどなくなりました。JR やアストラムの駅では子どもが騒ぎ、指

導してもなかなか改善しませんでしたが、先日様子を見に行くと落ち着いて乗り物を待っている子ども

の姿がありました。保護者ボランティアの皆さんのおかげや学校での指導の成果もあるかと思います

が、いちばんは家庭教育のおかげです。「登下校のマナーは家庭のしつけ」と捉えて子どもへの指導が

成されている成果です。しつけには時間と根気が必要ですが着実に良い習慣がついています。良い習慣

がつけば、ほかの良い習慣もつきやすくなります。良い習慣がついている今が、しつけのチャンスです。 

子どもとともに過ごすこの休みの時期は、良いマナーを身につけるときと捉え、徹底した指導を続け

てほしいと思います。それに加え、お盆は人と出会うことが多く、ていねいなことば遣いとあいさつを

させるよい機会です。礼儀正しい態度を身につけるチャンスですから、心構えから具体的な行動とこと

ばを教え、意識を高め、実際にやらせ、その場でほめてやります。その場でほめることがポイントです。

何が良いのか子どもの頭に望ましい行動として入るからです。家族みんなで大いにほめてやれば次も必

ずやるようになります。 

周りの人と気持ちよく過ごし、心がつながる生活をすることは当たり前のことですが、なかなかでき

ていないのが学校の現状です。今年は「しつけプロジェクト」で教師みんなで力を入れてやっていると

ころですが、家庭教育と合わさればほんものの力となって培われます。その成果が登下校のマナー向上

として表れてきました。しつけは、意識し、努力をしなければ身につきません。心を鍛える機会は今こ

の時です。 

風風風風    のかたちのかたちのかたちのかたち    
No.７ 

2015年 7月18日 

新田 哲之 
安田小学校長 



 

  

2学期の始まりにあたって 

 

学校は2学期を迎えました。2学期の始まりにあたって、私の思いを先生と子どもたちに伝えました。

今日の始業式で話したことをここに載せます。 

 

2 学期が始まりました。2 学期は、100 周年記念運動会や文化祭、そして音楽会があります。5 年生は

まほろば学習もあります。このような行事を通して人は成長します。でも、行事をやるだけでは成長し

ません。目標を持ってそれに向かって一生懸命やるから成長するのです。今から、学校みんなで取り組

む目標を3つ言います。 

 

１つは、国語力です。 

そのために聞く力と話す力を付けます。話す人に体を向けて内容を正しく聞いて、考え、行動しなさい。

1学期にできていなかったので引き続き2学期の目標です。また、２学期は、自分の考えをていねいに的

確に話すことをがんばりなさい。ていねいなことばをつかい、相手に伝わることばで話すのです。うま

く言えなかったら、もう一度言い直します。そうすれば話す力がつきます。 

 

２つ目は、チャレンジです。 

夢や希望をもってチャレンジし、実現する力をつけます。 

カープで活躍している黒田選手はアメリカ大リーグに挑戦し、また、カープに戻ってチャレンジされて

います。子ども時代は一流ではなく、レギュラーにはなれなかったそうです。目標を持ってチャレンジ

し続けたからこそ実現したのです。みなさんも「こうなったらいいな」という夢や希望を「〇〇する」

と目標に変えて、２学期もチャレンジしてほしいのです。 

今年の運動会のテーマは、チャレンジにしました。自分の目標を立ててチャレンジし、あきらめない心

やどうやったらできるか自分で考えて行動する人になりなさい。 

 

３つ目は、リーダーシップです。 

リーダーシップとは、人のために尽くすことです。係の仕事がありますね。配り係は、みんなのノート

を配りますが、これは人のためになる仕事です。日直の仕事も同じです。特に５，６年生は運動会と文

化祭で準備や片づけをしますが、学校全体のためになる活動です。人に喜んでもらえる尊い行いです。

人に尽くすことができてこそ、本物のリーダーシップです。 

 

この、国語力とチャレンジとリーダーシップの３つをしっかりやり、さらに「柔しく剛く」に近づくよ

うがんばっていきましょう。 

 

 この話は、4月の保護者会総会で話したことでもあります。5つの教育プロジェクトを今年始めました

が、話す・聞く力の国語力は、国語力プロジェクトです。「安田式しつけ教育」の第三章に学校での話す

聞くことを載せています。チャレンジは、夢・希望プロジェクトです。リーダーシップはグローバル人

材育成プロジェクトです。グローバル人材育成プロジェクトは、英語力をつけていくことですが、それ

だけでなく、リーダーシップも必要です。大人になって社会に出て活躍する人材となるには、リーダー

シップ＝人のために尽くす心を持つことは不可欠です。 

「しつけプロジェクト」も引き続き、月ごとに目標を立てて指導していきます。子どもが伸びるには家

庭と学校がひとつになって子どもと向き合うことです。どうぞ 2 学期も家庭教育での指導をお願いしま

す。 

 

風風風風    のかたちのかたちのかたちのかたち    
No.８ 

2015年8月31日 

新田 哲之 
安田小学校長 



 

  

   自ら学ぶ力を育てる 

      ・・・教師の授業力、生徒指導力向上 

 2学期が始まり、子どもが学校に帰ってきました。子どもがいてこそ学校のくすのきもサクラもマツも

映えます。グラウンドに子どもの声が響きます。始まったばかりですが教室でひたむきにノートに考え

を書き込む子どもの姿が見られ、子どものやる気を感じます。 

子どものいない夏休みの間、先生たちには授業力を高めるために研修を積んでもらいました。2学期以

降研修成果を出すのは授業の場です。授業力を上げ、授業の質を高めていきます。また、生徒指導力を

高めるために心理学の先生から講義を受けました。子どもに「早く席に着きなさい」と注意するだけが

指導ではありません。問題となる行動を子ども自身が自覚し、どう行動したら良いか判断し、行動させ

ることが子どもの成長につながります。この、考え・判断し・行動する力を、私は「自ら学ぶ力」と言

っています。自ら学ぶ力を育てるのが生徒指導のめざすところです。この夏は、目の前にいる子どもを

どのように受け止めて理解したらよいのかという講義でした。生徒指導力向上の研修は、始まったばか

りで、定期的に研修を重ねていきます。 

学校生活は楽しいことだけではありません。どの子も困ったり悩んだりすることがあります。そんな

とき、子どもに的確な指導を行い、子どもが前を向いて一歩踏み出せるようにしていきます。すぐに解

決することもありますが、1年、2年と時間のかかることもあります。しかし、時間がかかってでも、「自

ら学ぶ」という方向に向いていれば良いと考えて指導していきます。 

 

   ていねいに話す 

       ・・・国語力プロジェクト 

2学期はていねいに的確に話すことを目標にして指導を始めました。ていねいに的確に話すのは、授業

中の指導が主になるのですが、表現するのは家庭や学校すべての場でできます。特に、「ていねいに」の

方は心がければ徐々に身についてきます。 

2年生の女の子2人が、事務室の先生に用事があって話をしていました。自動ドアを入った土足のところ

から上靴をはいて話しているので、室内にいるときはこのドアから事務室に入るのですと言いますと、

「わかりました。ご指導ありがとうございました。」と答えが返ってきました。ていねいなことばを使う

子どもに感心し、それを教えた担任の先生にも感心しました。 

 

 朝のグラウンドに出て見ると、たくさんの子どもが遊んでいます。朝から遊びたいので 8 時よりも前

に登校して来る子どもが全児童の半数くらいいます。サッカーや野球やドッジボールに人気があるよう

でそれぞれ場所を決めて遊んでいます。遊んでいるとほかの所からボールが飛んでくることがあります。

先日、4年生の男の子が野球をしていた時のことです。ほかの所から飛んできたボールを拾い、届けよう

としたら、ちょうど向こうから3年生の男の子がやってきました。4年生はていねいに「はい、どうぞ」

と3年生に手渡しました。3年生は「ありがとうございました」と4年生にていねいにお辞儀をして戻っ

て行きました。4年生がいい表情をしていたので、ていねいな言葉を使うとお互い気持ちいいですねと言

うと、「はい、気持ちいいです」と笑顔を見せました。 

 全校朝会でこの話を子どもたちにしました。ボール遊びの最中、ボールが遠くへ飛んで行ったので取

りに行った経験は多くの子どもがしているはずです。ボールを取りに行ったらよそに蹴られた経験もあ

るはずです。これでけんかになることもありました。聞いてみるとよそに蹴られた子どもは全体の 3 分

の2くらいいました。数の多さに驚きました。ここから変えていかなければと思いました。 

 ていねいな言葉使いをすることで、けんかは減ります。ていねいに話すことで、不信感は起きません。

ていねいに話すことは、相手を敬う心を培います。 

9月の生活目標は、①名前を呼ぶ時には「くん」「さん」をつける ②名前を呼ばれたら、「はい」と返

事をする・・・この２つです。ていねいに話せない子どもは、この生活目標をしっかりさせたいもので

す。2学期は、ていねいに話す子どもに会うのを楽しみにしていきます。 

風風風風    のかたちのかたちのかたちのかたち    
No.９ 

2015年9月8日 

新田 哲之 安田小学校



 

  

   チャレンジ 

      ・・・目標に向かってひたむきに・・・ 

 学校で学んでいると、計算がもっと速くできるようになりたい、絵が上手になりたいと子どもは思い

ます。そんな思いはだれしも持つのですが、その努力を途中でやめてしまうことがあります。大人の私

たちも子ども時代経験済みでうまくいかないことの方が多いのかもしれません。 

 運動会の練習が始まった先週、1 年生の女の子が登校してすぐにお手紙ノートを開いて持ってきまし

た。お手紙ノートの中の日記を読んでほしいというのです。そこには、たくさん書けたという喜びが感

じられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 年生の日記指導（作文指導）は、「はじめ」「なか」「まとめ」の順に、話題を提示し、その話題の内容

を書き、自分の思いをまとめることです。この日記でいえば、3行目まで書けていれば、良く書けている

ということです。これから、だんだんと「なか」の話題の内容がふくらんで見たことや話したことが書

けるようになります。この日記には 3 行目の「まとめ」の「どきどきしました」のあとに自分の思いが

付け加えられています。「なか」のダンスの内容を書くよりも、ダンスへの思いの方が強いことがうかが

えます。日記指導を子どもの心に寄り添って考えてみると、思いの強さが目標に向かってやり抜く力に

なるのだと思います。思いが強ければ、どうすればよいか目標を立て、思考、判断、表現（行動）がで

きるのではと思います。この女の子は、2年生よりも劣っていることを自覚し、ダンスが上手になり、お

客さんに拍手をもらうという目標を持っています。これからの運動会のダンス練習で、女の子は教師か

らの指導をしっかり聞き、体を動かし表現すると想像できます。 

 元気よく遊んでいた子どもが休み時間の途中に教室に戻ることがあります。野球をやっていて友だち

に下手と言われたようで、やる気がなくなったようです。下手と言う友だちのことよりも途中で戻る子

どもが気にかかります。こんな子は、図工で作品を作っていても途中で投げ出してしまいます。投げ出

したのは、○○くんが邪魔をした、道具を忘れたなど人やモノのせいにします。初めは、「野球が上手に

なりたい」「工作で自分のアイデアを実現させたい」と強い思いはあっても、思いだけではうまくいかず、

何らかの理由をつけてやめてしまいます。こんな子どもに負けるな、がんばろうと言ってもがんばれま

せん。目標を考えさせて、方法を考え、判断し、行動させること、つまり、自ら学ぶ力をつけてやるこ

とが必要です。いきなり野球が上手になることはできないので、キャッチボールで相手の胸に投げると

いうような目に見えて分かる目標を一緒に考え、自分で決めたという自覚を持たせます。そして、練習

でうまくいかなければ相談に乗り、うまくいけば評価してやります。 

 子どもたちに 2 学期のみんなの目標はチャレンジ、国語力、リーダーシップと話しました。どの学年

も取り組んでくれています。運動会の目標もチャレンジにしました。日記を見せてくれた 1 年生は自ら

目標を立てたので、きっと目標に向かって立ち向かいチャレンジすることと思います。今、多くの子ど

もがチャレンジしている最中です。途中で投げ出してしまう自ら学ぶ力のついていない子どもにも、こ

の運動会で目標を立て、チャレンジしてほしいと願っています。そのためには、人のせいにしてやめて

しまうのを見抜くこと、そのうえで、子どもの思いに寄り添い、具体的に何をどうすればよいか、思考・

判断・行動するところまで一緒に考え、まずは一歩踏み出させることを家庭と学校でやっていきましょ

う。 

風風風風    のかたちのかたちのかたちのかたち    
No.10 

2015年9月24日 

新田 哲之 安田小学校

きょう、たいいくがありました。 

にねんせいとごうどうたいいくは、はじめてでした。 

なのでどきどきしました。 

にねんせいはじょうずでした。 

いちねんせいたちは、にねんせいよりももうちょっとがんばりたいです。 

それから、うんどうかいでだんすをにねんせいといっしょにじょうずにお

どって、はくしゅをいっぱいおきゃくさんにしてもらいたいです。 



 

  

   自ら学ぶ力を4年生からつける 

 

 先日、4年生の道徳の授業(本校ではくすのきと言っています)をしたときのこと。少し早めに教室に行

くと、男の子が、「校長先生がどうしてくすのきの授業をするのですか？」とたずねてきました。確かに、

いつもは担任の先生がくすのきの授業をしているのに、学期に１回だけ授業をするのですから不思議に

思うのもわかります。担任の先生にお願いして、他の授業にも参加してもう少し教室に顔を出せればと

思いました。 

 さて、授業のことですが、本題に入る前に１学期は何を学んだかを思い出させました。「復命と復唱」

の学習だったのでそのことは印象に残っていたようでした。ただし、４年生から身につける「自ら学ぶ

力」については思い出せないようでした。抽象的な話だったので忘れてしまったようでしたが、女の子

が、「自ら学ぶ力を勉強しました。自ら学ぶというのは、自ら考え、判断し、行動することです。」と答

えました。女の子は、１学期の授業の後、メモを筆箱の中に収めていました。大事にメモを取り、いつ

でも見ることができるようにしてくれていたことをうれしく思いました。 

 

 この日の授業は、「世界で活躍する日本人」がテーマで、国連難民高等弁務官を務めた緒方貞子さんを

題材にしました。緒方さんのクルド人難民やルワンダの難民・ボスニア難民をどのようにして救ったか、

資料を読んで理解し、緒方さんの優れたところを見つける学習をしました。 

○ぼくがいちばんわかったのは、やさしさです。なぜなら難民のことをいちばんに考えていたからです。

○どの国からもさんせいされなくても、あきらめないでどうすれば救えるかを考えたところ。 

難民、国連など難しい言葉が出てきた資料でしたが、正しく理解している４年生の確かさに感心しまし

た。そして、授業の終わりに、「自分の夢を書いて、そのためには今、どうすればいいか。」考えさせま

した。 

○大人になってやりたいことは新聞記者。 

そのためには、たくさん国語力をつけて、今のうちから身近なことをまとめて、小さな新聞を作りたい。

自分の意見を言えるようにしたい。 

 

子どもたちには、２学期の目標「国語力、チャレンジ、リーダーシップ」をめざすように言っていま

す。それに向けて、どうすればいいか、学年で具体的な活動が始まっています。また、各月の生活目標

もあります。授業でもそれぞれの教科で、この単元の目標が提示されます。今日の授業のめあてとして

１時間ごとの目標もあります。いくつ目標があるのか一度には言えないくらいあります。そして、目標

に向かって、どれだけできたか振り返り、自分の伸びた力を確かめます。こうやって、子どもたちは、

さまざまな目標と活動と評価を積み重ね、なりたい自分に近づいていきます。夢や希望を持ち、それに

向かって実現する力を蓄えていきます。この実現力の一つが、自ら学ぶ力です。 

 緒方貞子さんの優れたところに、 

○今、世界で何が起きていて、何をすればいいかをすぐ判断し、それを行動に移すところ。 

こう書いている４年生が数人いました。こうやって、少しずつ、自ら学ぶ力の大切さに気付き、この力

を蓄えていく子どもにしていこうと考えています。 
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   チャレンジ   

      ・・・なりたい自分を見つける・・・ 

 運動会の 2 日前、担任の先生がクラスの一人ひとりが掲げたチャレンジすることを見せてく

れました。 

・砂遊びをせずにチームをしっかり応援する 

・みんなで「竹取物語」の作戦を立ててがんばる ＊「竹取物語」は運動会の競技名 

・ラジオ体操ではしっかりと手をのばす 

・静かに並ぶ。出場する学年にがんばってねと声をかける 

「徒競争ではあきらめずにゴールまでがんばる」のような走ることや勝つことがたくさん出て

くると思っていたのですが、意外でした。担任の先生のこれまでの指導がうかがえます。教師

が目標を示し、指導し、評価する営みが、きちんとなされているということです。子どもの側

に立って言うと、子どもはめあてを持ち、活動し、振り返りができているのです。 

運動会の時、選手リレーで走った 3 年生の男の子は、バトンを受け取って、さあ前へぐんと

踏み出した時に前にいる選手と体が接触しそうになりました。男の子は前の選手を抜く勢いで

したが接触を避けることを選びました。一歩でも前へと毎日練習し、まさにチャレンジしてき

たのですが、リレーのルールは守りました。ルールを守った上でのチャレンジが見られ、感心

しました。 

 

 運動会だけでなく、学校生活には様々な目標があり、その目標に向けて、子どもは活動して

います。教師の役割は、どのようにして興味付けをし、めあてを持たせ、活動させるかですが、

その一方で、教師から与えられた目標であっても、子どもが自らめあてを持ち、どうすればよ

いか決めて、行動することが、子どもの学力向上には欠かせません。教師が無理やり勉強させ

ても学力はつきませんが、子ども自らがやる気を出して学んでいくことで学力がつくのは自明

のことです。運動会が終わっても子どものチャレンジは続きます。 

 

 別の担任の先生がチャレンジについて考えている子がいますと生活ノートを見せてくれまし

た。なりたい自分を見つけて立ち向かうパワーを感じます。 

 

   チャレンジしている友達に 

 私は、今日も英語の授業でたくさんのチャレンジしている友達を見ました。 

 最近、英語の授業でみんながたくさん手を挙げるようになったような気がしていました。初めは、きっ

と、「まちがえるのはいやだ」なんていう気持ちでいた友達も、チャレンジという今年のテーマを心に

勇気を持って発表したんだと思います。 

 「まちがえて発表しても周りの友達が助けてくれる」という安心できる空気の中で練習できることはと

てもいいことだと思います。チャレンジしている友達をたくさん見つけたので私も負けないようがんばりま

す。 

 

このように子どもは、なりたい自分を持ち、上を目指そうとする力を持っています。学校の

教育活動のあらゆる機会に、子どもに分かりやすい具体的な生活場面や学習場面でめあてを自

分で見つけていく場を作り、チャレンジする子どもにしていきます。 
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   創造する学校文化 

 

学校では毎月 19 日を俳句の日と決めて、子どもたちの作品を国語の先生がまとめてくれてい

ます。日本には四季があり、季節とその変化を心に感じ取ってほしい、そして、心で感じたこ

とをことばで豊かに表してほしいと願って全員に俳句の指導を行っています。その発表の場が

俳句の日で、まとめてもらった作品の中から数点選んで校長賞をつけています。 

   たいようと つきがみている うんどうかい 

これは、1 年生の作品です。運動会の最中にふと空を見上げると太陽だけでなく月も出ていた

のでしょうか。小学生のうちは見える形や大きさ、色、聞こえる音、肌で感じる風や光を感じ

取り、それをそのままことばにすれば良いと考えています。この 1 年生の見たものから「たい

ようとつきがみている」ということばが生まれ、そのまま表したのがこの俳句です。 

 

つぎは、3 年生の作品です。これも、「もみじの橋がかかっている」、「どんぐりが落ち葉の中

にかくれている」と頭の中に浮かんだことばを表したものです。2 年生から国語で「様子を表す

ことば」を作文で表す学習が始まります。その学習で比喩を教えるので子どもたちは俳句にも

使うようになります。国語の指導や、読書する本にも比喩などの様子を表すことばの表現が使

われているので、子どもは使うようになります。優れた表現は読み手である子どもの心に留ま

り、自分の表現に取り入れるようになります。 

谷の中川にもみじの橋かかる  

   どんぐりが落ち葉の中にかくれんぼ 

  

 

 

 

 

上記の 3 編「空」「川」「地面」を見て、心で感じたことをことばで表し、目に浮かぶような

表現ができています。俳句を作るということは五感を磨き、感じる心を育てることですが、そ

の一方で、優れた表現を味わう学習を仕組み、読書をしっかりさせ、学校と家庭のことばの文

化を創造していくことが何より大事ではないかと思います。そうすることで、優れた俳句や詩、

作文が表せるようになります。豊かな表現というよりもより多くのことばを獲得し、確かな表

現、的確なことばの使い手になってほしいと考えます。 

 

最後に紹介する作品は 6 年生のものです。毎回俳句の日には、豊かで確かな表現が見られ、

創造する学校文化を実感しています。 

渋柿や光すいこみ甘くなり 

   駅の椅子もみじと並び父を待つ 
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   損か、得か 

 

 先日、スポーツ品店で山登りの道具を購入するためレジに行きました。レジ担当の人から店

のカードを作ると商品が 5％安くなりますよと言われ、そんなに安くなるものなのかと驚いてい

たら、「ずいぶんお得ですよ。」と重ねて進められました。その日、薬局に行くとポイントカー

ドはお持ちですか？と尋ねられました。ポイントカードというのは大抵の店にあるのか、頼ん

でもないのにポイントカードを作って渡してくれる店まであります。テレビをつけると、いい

宿の紹介番組をやっていて、期間中は 1 泊○○円になり、通常よりも 4,000 円もお得とタレン

トさんが話していました。消費を促すための方法なのでしょうが、やり過ぎではないかと思う

ものもあります。そして、何より私たちがこのお得情報につかりきってしまうと、行動基準の

すべてが、○○があるから○○しようとなってしまうのではないかと心配します。 

 ○○があるから○○するというのを子どもの生活で置き換えると、ご褒美をもらえるから算

数テストの勉強をするということです。このようなやり方を行動基準にしていることは決して

悪いことではありません。 

小学校の 3 年生くらいまでは、このやり方は有効です。たとえば、しつけ教育は○○がある

から○○すると教えます。 

・先生が言うからおはようございますとあいさつをする。 

・家族の約束で決まっているから 9 時までに布団に入る。 

損か、得かで言うと、 

・○がもらえるからていねいな字を書く。（先生に怒られるからていねいな字を書く） 

・シールを貼ってもらえるから自主勉強をする。 

もちろん、ポイントカードの損得勘定とちがって、先生やお父さん、お母さんに喜んでもらえ

るからやるという、心の通ったものです。こういう○○があるから○○するやり方をうまく使

って行動基準にして子どもは必要なことを身に付けていきます。 

 

 掃除時間に 6 年生が 1 年生の教室前の廊下を雑巾で拭いていました。絵具か何かこびりつい

ていたのでしょうか、何度も何度も拭いていました。特別な行動ではなく、掃除時間は当たり

前に見られることではありますが、これこそ人間の理想とする姿だと思います。そこには、先

生が怒るから床を拭くという考えはありません。損か、得かを行動判断の基準に置けば床を拭

いても得はない、しんどいだけで損だとなりますが、この 6 年生は汚れを取りたいから取るだ

けのことです。 

 

 11 月に入り、あいさつリレーが始まりました。6 年生から順番に担当の日が決まっており、

事務室前で登校する子どもにあいさつをしていきます。あいさつに立つ 6 年生を見るとあいさ

つをしたいからするという考えでやっているように見えました。4 年生のころから、○○がある

から○○するではなく、○○したいから○○するという道徳性を、しつけから道徳へと高めて

いきたいと考えます。 
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   夢・希望プロジェクト 

 

 夢・希望プロジェクトということばの響きから、子どもが大きな夢を描き、その夢を現実に

やり遂げるイメージを持つかもしれませんが、実際は派手なところはなく、地道な子どもの学

習活動を指し、子どもの身近な夢や希望を実現させるための学習を仕組み、実現させる力を育

てることをしています。 

 

学校には図画コンクールや立体作品コンクールがあり、毎年コンクールに向けて自分の描き

たいものを完成させようと試行錯誤しながら学習を仕組んでいます。コンクールに入選する子

どもは一部ですが、コンクールに挑戦することでどの子どもは表したい色の作り方や木片の組

み立て方など、自分が作りたいものに必要な知識や技能を身に付けていきます。そうすること

で、釘の打ち方がうまくなった、丈夫な小物入れができたというように自信を持つようになり

ます。 

 もう卒業した子どものことですが、文化祭のころになると、書写コンクールに入選したいと

希望を持って、毎日家で手本を書き写して練習をしていた 1 年生を思い出します。その子ども

は手先が不器用で美しい字体の文字を書く子ではありませんでしたが、毎日書くので上手な文

字に赤ペンでつける○の数が次第に増えてきました。こんな練習が 1 カ月以上続き、いよいよ

書写コンクール当日を迎えました。その子どもは○が増えて自信をつけ、はりきっています。

しかし、どう考えても入選する 6 名の中には入れそうにないので、私ははりきっている子ども

を見て気が重くなりました。結果は予想通り、コンクールに入選できませんでしたが、その子

どもはどう思ったのか肩を落としていませんでした。その後も、体育の鉄棒練習や計算の自主

学習など自分が上手になりたいものを決めて練習をしていました。2 年生になって担任ではなく

なったのですがコンクールの時期になるとこのことを思い出し、担任の先生に書写のことを聞

くと、毎日練習してくるとのことでした。この子どもが 6 年生になって成績がぐんと伸びたの

で、こつこつ勉強してよかったなあと言うと、「はい、ぼくはこうやってずっとやってきました

から」と答えが返ってきました。この子どもは、身近な夢を実現するために今、何をしたらい

いのか考え、どうやるか判断し、行動してきました。夢の実現はだれしも願いますが、実現に

向けて思考、判断、行動することが難しく、なかなか実現できないものです。この実現力をつ

けさせるのが夢・希望プロジェクトです。すべての教科で学習のめあてを仕組み（夢・希望を

持たせ）、担任や音楽、図工、体育の教師が一緒になってみんなで進めています。 

  

今、休み時間に 1 年生と 2 年生が竹馬の練習をしているのを見かけます。体育の授業でやって

いるのでしょう。なんとか竹馬に乗って歩こうと必死です。このような技能を身につける学習

は「体で考える」ことですからやればやるほど結果がついてきます。上手くなるこつや練習方

法もやるうちに身につけていきます。体で考える体験の積み重ねが、夢を実現させる力に近づ

く一歩です。10 歳のころになって、練習しただけではうまくいかなくなる壁にあたったとき、

実現に向けて「今を考える」学習が必要になります。書写を続けた子どものように、「今、何を

したらいいのか考え、どうやるか判断し、行動すること」を学んでいきます。6 年生になって卒

業する時には、「わたしは丁寧な字を書くことがやり通せた。」「わたしは苦手の算数の成績を上

げることができた。」と誇れるものを持って中学へ向かってほしいと思います。 
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   夢・希望プロジェクト（2） 

 

 夢や希望を持ち、課題に向かって突き進んでいく実現力を育てるのが夢・希望プロジェクト

です。この実現力というのは、いくつかの能力や態度を指します。まずは、課題解決のために

は知識・技能が必要です。それから、課題解決には何をどのようにするのかを、考え、判断し、

行動する力が必要です。（自ら学ぶ力）さらに、あきらめない意志も必要です。これらをまとめ

て実現力と言い、実現力を育てるために学校教育はあります。実現力をつけるのは、大人でも

難しいことです。「目標は立ててもうまくいかない。やろうとしたが時間がなかった。」という

ように実現力から離れていく考え方をしてしまいがちです。しかし、目標を実現させる人とい

うのは決して言い訳はしません。実現力のある人は、できるようになりたいからやるだけのこ

とだという考え方をしているように見えます。 

  

1 年生の担任をしていたとき、登り棒に登れない子どもがいて、どうやったら登れるようにな

るのかと考えていました。そこへ、登り棒はもちろん、いろいろなことができる子どもがやっ

てきました。「きみは、どうやって登れるようになったの？」と聞いてみると、「できるように

なるまでやった。」と答えました。できるようになるにはやるしかないのに、どうすればいいの

かと考えなくても、やりさえすればできるようになるのになあという意味です。努力するのは

当たり前で、難しいことは少しやっただけではうまくいかないことは、体を通して学んでいき

ます。「体で考える」ことを小さいうちに多く積み重ねれば、苦しさを言い訳にしてあきらめる

ことはしなくなります。そして、学年が上がるにしたがって、だんだんと苦しさを乗り越える

すべを考え、身につけていきます。 

  

そんな子どもは今もいます。先日、6 年生の子どもが竹馬 1 本で、ぴょんぴょん跳ねるように

して遊んでいました。それを見ていた下級生が自分もやりたくなったようで、竹馬を手にしま

した。当然同じようにはできません。失敗を何度も繰り返します。授業ではなく、休み時間の

ことなのでいつやめてもいいのでやめてしまうかと思いましたが、続けています。しばらくし

てとうとう跳ねることができるようになりました。「体で考える」子どもというのは、絶対にあ

きらめない、苦しくてもやり通すものではなく、淡々とやっているように見えます。体の苦し

さはあっても心の苦しみにしないようです。 

  

6 年生は目標に向かって毎日がんばっています。3 年生の時に登り棒に登れなくて毎日挑戦し

ていた子どもが 6 年生になりました。4 年生の時に鉄棒の腕立て前回りができるようになりたい

と毎日練習していた子どもも 6 年生になりました。今、がんばっている 6 年生は、こうやって

「体で考える」ことをしてきたからこそ、何をどのようにしたらよいのか、「今を考える」こと

ができているのだと思います。 
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2015 年 11 月 17 日 

新田 哲之 安田小学校長 



 

  

   汚れた体操服 

 

親の背中を見て子どもは育つと言いますが、親の受け止め方で子どもは育つと思っています。

親のことばは、子どもの意欲を高めることにつながりますし、子ども自身が学校や社会に出て

必要な、相手のことばや物事に対する受け止め方を学びます。 

 

 公立の小学校に勤めていた頃、クラス担任の先生が病休をとられ、私が代わりをすることに

なりました。荒れているクラスで、そこにエネルギーを持っていっている子どもが多くいまし

た。校長先生にお願いして、毎朝、グラウンドに出て、マラソンをしてから授業を始めること

にしました。体を動かすことが好きだったので体育の時間はいちばんの楽しみでした。その日

は、前日の大雨でグラウンドはどろどろで水たまりができていましたが、体育をすることにし

ました。どうせ体操服が汚れるならと考え、サッカーをしました。子どもはぬかるみに足を取

られて、すべって転ぶのが楽しいどろんこサッカーでした。教室にもどってからもお互いのど

ろんこの姿を見て笑い合う心地よさがありました。しかし、さすがにやり過ぎたので、次の朝、

お母さんになんて言われたのか聞いてみました。子どもたちは口々に怒られたと答えましたが、

その声は明るいものでした。私への不満もあって当然なのですが、ありませんでした。子ども

が家に帰って、どんな話になったのか分かりませんが、皆さん肯定的に受け止めてくれたよう

でした。 

 汚れた体操服を見て叱ったときに、すべって転んで、思う存分サッカーをした話を聞き、「洗

濯は大変だけど、仕方がない。がんばってお母さんも洗濯しよう。」と言われたかもしれません。

お父さんなら、「よくやったなあ。とことんやるのはいいことだ。」と言ってくれたかもしれま

せん。こんなことばをかけてくれれば、子どもの足は学校へ向かい、思う存分、自己実現に向

かうようになります。あるいは、働くお母さんは、「洗濯は大変なのよ。1 回では落ちないの。

手間がかかるんだから。」と言われたかもしれませんが、それでも肯定的に受け止めているので

あれば、子どもの意欲は望ましい方に向きます。少なくとも悪ふざけで遊び、服を汚すことは

しなくなるでしょう。もう絶対に服は汚さないとマイナスに働くのではなく、洗濯を自分です

るようになるかもしれません。こうやって子ども自身の受け止め方を学んでいきます。 

 安田小学校に赴任した年。子どもを怒鳴りつけ、後から思えば怒鳴ることではなかったので、

次の日、子どもに謝りました。しかし、子どもはけろりとしています。よく聞けば、家に帰っ

てお母さんに腹立ちを言ったのですが、「先生は、機嫌が悪かったのよ。あなたもあるでしょ。」

と言われたようです。こんな受け止め方をされると、子どもは不満を回避するすべを身につけ

るようになります。最近、状況対応力が大事と聞くのですが、状況対応力は、大人の受け止め

方から子どもは学んでいると考えます。 

  

親の受け止め方で子どもは育つ。・・・・「汚れた体操服」を見るたびに、このことばを思い

出します。そして、知らないところで教師はずいぶん助けられているのだと思います。 
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2015 年 12 月 10 日 

新田 哲之 安田小学校長 



 

  

   体験から広がる想像力 

 

 安田小学校には、くすのきという授業があります。くすのきというのは、自立、人間、自然、

社会の分野があり、いろいろな体験的活動を通して「調べる」「聞く・話す」「書く」「まとめる」

といった学習に必要な具体的活動能力や情報活用能力、構想力、コミュニケーション能力とし

ての表現力を身につけることを目標にしています。そして、体験活動をする中で、きまりを守

ることや相手を敬うこと、自然を大切にする心や公徳心といった道徳性を身につけることを目

標にしています。 

 4 年生に学習単元「共に生きる」があります。高齢者体験や車いす体験、ろうあ者体験を行い、

体験を通じてその人について理解し、自分の身の回りのことに気づき、自分には何ができるか

を考える授業です。高齢者疑似体験セットを身につけて目がかすみ、膝や肘が曲がりにくくな

ることを身をもって体験した子どもは、身の回りのお年寄りにも思いをはせることができるよ

うでした。「店のレジに行った時に前にいるおじいさんがお金を払うのが遅いのでいらいらした

けど、遅くなるのは当たり前だと分かった。」と気づく子ども。「車いすに乗ってみると歩く人

たちのスピードがとても速いと分かった。車いすに乗っている人と歩くときは車いすの人の速

さに合わせなければ」と考える子ども。めいめいが体験を通して生活の不便さを理解し、心寄

り添う気づきを持つ子どもたちでした。ろうあの方の話を聞く機会があり、耳が聞こえなくて

困ることの多い生活を知ったのですが、「手話があって便利なことがありますか？」という質問

があり、大人にはない子どもの楽天性が見えました。ろうあの方から、「海にもぐったときも話

ができるから手話は便利だよ。」と教えられ、不便なことばかりではないことも理解しました。

体験活動を組み合わせ、理解と気づき、思考のある学びをつくった教師の授業力と、体験を受

け止める素直な心を育んでいる保護者の力を感じます。 

 子どもの想像力の確かさもあります。ろうあの方の質問にこんなものがありました。 

「朝起きるとき、どうするのですか？」 

「買い物に行ったとき、金額がわからないからどうするのですか？」 

耳が聞こえないことはどういうことなのか？聞こえない者でなければわからないことですが、

想像することならできます。目覚まし時計の音が聞こえない世界が想像できる子ども。この想

像力が、「共に生きる」学習の鍵です。 

 

 心で感じる体験をさせて、想像力をかきたてる学習で、子どもは社会にも目を向けるように

なります。 

 今日、バスに乗って帰っていると、くすのきで学んだバリアフリーの工夫をたくさ

ん見つけました。一つ目は、車いすの人のために乗り降りの時、スロープが引きおろ

せるという工夫です。二つ目は、目の見えない人のために車内アナウンスがありまし

た。三つ目は、耳の聞こえない人のために電光けいじ板がありました。このように、

しょうがい者のための工夫をユニバーサルデザインというそうです。 

 わたしは大きくなったら、ユニバーサルデザインの仕事をしてみたいです。 

4 年生の生活ノートより抜粋 
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2015 年 12 月 16 日 

新田 哲之 安田小学校長 



 

  

遊びで学ぶ 

…努力や苦労をして遊ぶことは子どもの学びにつながる… 

 

年末から年始にかけて、昔の遊びを楽しむ絶好の機会です。冬休みだからこそ味わえる遊び

を大いに楽しんでほしいと思います。その中でも百人一首は長い歴史があって様々な楽しみ方

ができる奥の深い遊びです。ふだんはなかなかできない百人一首ですが、冬休みは親戚や知人

が集まる機会があり、子ども同士でも大人と一緒でも楽しめます。 

 

初めてやる子どもでも何度かやっているうちに意味の分からないまま、リズムやことばの響

きがおもしろくてだんだんと覚えていきます。また、ことばの意味を尋ねてきたり作者に興味

を持ったりするようになります。それを教えてやるとさらに興味や関心に変わって行きます。 

これやこの行
ゆ

くもかへるも別
わか

れては知
し

るもしらぬも逢坂
おおさか

の関
せき

 

蝉丸
せみまる

 

 

この短歌は、リズム感がよく、また、蝉丸という名前にひかれるようで、多くの子がやって

いるうちに覚えてしまいます。「これや・・・」と読めば、「知るもしらぬも」と言って札を探

し始めます。また、「あふさか」と書いてあるのを「おおさか」と読むこと、「かへる」は「か

える」と読むことに興味を持つ子どももいます。今は、子ども用の百人一首も店に並んでおり、

より手軽に楽しめます。 

 

全部覚えるとなるとかなりの努力を要しますが小学生はすべておぼえる必要はありません。

覚えたものが読まれる楽しみがあり、遊ぶうちに一首一首覚えていきます。覚えなさいと言わ

れるとなかなか覚えられるものではありませんが、５つか６つ覚えてしまうとハードルが低く

なり、努力してでも自ら覚えようとします。自ら行動するところまでくれば子どもの学ぶ力に

なっていきます。 

 

努力をして遊ぶという体験は便利な社会には特に必要です。与えられたものをそのまま使っ

て遊ぶことになれた子どもは受動的な人間になります。言われたことはするがそれ以上のこと

はしないタイプ、楽なことを求めるタイプは便利な社会の産物です。子ども時代に努力をして

遊ぶ場を作ることが必要です。遊ぶ努力や苦労をして遊ぶことは子どもの学びにつながり、学

ぶための訓練を小学生のうちにしていることになります。つまり、遊びで学ぶとは、学び方を

学ぶということです。今、学校では夢や希望を叶える実現力を育てています。そのために、努

力するのは特別なことではなく、当たり前のこととしてやりきる子どもにする教育活動を行っ

ていますが、このことは、「遊ぶために努力する」に通じます。この冬休みは努力をして遊ぶチ

ャンスです。 
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2015 年 12 月 18 日 

新田 哲之 安田小学校長 



 

  

   リーダーシップ 

 

 子どもたちに始業式やくすのきの授業でリーダーシップについて話しています。リーダーシ

ップとは、人のために尽くすことです。集団の先頭に立ってひとつの方向へ引っ張っていくリ

ーダーではありません。みんなのために役立つ行動を起こす人のことで、すべての学級で取り

組んでいます。1 年生の先生に、「朝の係活動で一生懸命廊下を掃いていますね。」と言うと、「は

い、あの子たちは何も言わなくても自分からやっています。」と答えが返ってきました。その先

生たちの誇らしげな顔に、先生たちのやる気と指導の確かさを感じます。そして、1 年生にはリ

ーダーシップの根がしっかり張られていると感じます。1 年生は言われたことを素直に受け入れ

て行動する年齢です。ここから自分の価値判断で行動する年齢に変わるのが 10 歳を過ぎたあた

りですから、それぞれの発達段階を見極めていく必要があります。 

 今年の 5 年生と 6 年生は、みんなのために何をどうするのか、よく考え、判断し、行動を起

こしています。主体的な思考・判断・表現は、自ら学ぶ力となり、学力の向上につながります

が、授業はもちろん教育活動全体で培われるものです。学校の玄関前や栽培園で花を育ててい

る 5，6 年生は水をやり、咲き終わった花弁を摘んでいました。その作業はていねいで、命ある

ものを慈しむ姿です。休み時間の遊びで使ったボールが転がっているのを運動委員の 5，6 年生

は倉庫に戻していました。大変だねと声をかけると、「最近、ボールの片づけができていません。

体育でバスケットボールをやっているので、休み時間に練習する人が増えています。少し前に

注意したので今は、もう少し様子を見ようと思います。」と事情を説明してくれました。リーダ

ーシップとともにていねいで的確に話す姿に成長を感じました。年末の大掃除で、5 年生に楽し

く掃除をしているねと声をかけると、笑顔で「はい」と返してくれました。6 年生は、黙って掃

除をしていました。12 月の生活目標「心をこめて掃除をする」を体現する姿でした。 

10 歳を過ぎると自分の価値判断で行動するようになり、4 年生までの素直さが見られなくな

る子どもがいます。学習時間が長くなり、時間に追われる大人並みの生活をしていることも変

化の一因ですが、子どもの発達から起きることだと考えます。ときには心にもないことばを友

達に投げかけることや学習意欲が低下することがあり、発達としての変化を乗り越えさせるの

が学校の課題と捉えています。自分の価値判断で行動する子どもにとって、リーダーシップの

指導は有効に働きます。相手を傷つけることばを言う攻撃性も相手のために尽くすリーダーシ

ップも大きなエネルギーのいることで、10 歳を過ぎてエネルギーを抱えた子どもの心をプラス

に向けることが鍵になります。どんな人間になりたいのかよく考え、判断し、行動する力を培

う時期がやってきたと認識し、地道に何度も子どもに問いかけていきます。この話を図書館司

書の先生にすると、次のことを教えてもらいました。この先生は数年ぶりに勤められた方です。

「以前と大きく変わったのが 5，6 年生です。図書委員の仕事を当番の 5 年生が学校行事でいな

いときは 6 年生が来てくれます。しかも、5 年生に代わりにぼくたちがやってもいいですかと尋

ね、本を借りに来た下級生に、遅くなってごめんねと言っていました。5 年生も同じく 6 年生の

代わりをしています。子どもたちが育っていますね。」・・・良い方向に心を向けた子どもたち

がいることをうれしく思いました。 

 大きなエネルギーを抱えた 5，6 年生はリーダーシップを培う時期です。リーダーシップを培

い、将来、社会から必要とされる人になってほしいと思います。 
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2016 年 1 月 5 日 

新田 哲之 安田小学校長 



 

  

   「さん、くん、です、ます」 

 

 確かなことばの使い手にしたい、それが考える力につながる、そう考えて国語力プロジェク

トを立ち上げました。今年度は、「話を聞くこと」と「ていねいに的確に話すこと」を国語力の

中心に置いています。2 学期の終業式で話をするために整列した子どもの前に立つと、左側の 4

年生と 6 年生、右側の 3 年生と 5 年生がいっせいに体を中央の私に向けました。中央の 1，2 年

生もみんなこちらを向いています。聞くときの目標「話す人に体を向けて聞くこと」ができて

いました。このことは、普段から教室でできていることの証です。教師の話を聞くときはもち

ろん、発言する仲間に対しても体を向けています。聞く力は聞く態度を整えることから始まり

ます。先日、2 年生の研究授業でも話し手に体を向けて聞く姿勢を取っていました。そして、発

言に対して「なるほど」や「ああ、そうか」と共感や発見のことばを発していました。聞く態

度と内容を理解する聞く力もつけているとわかりました。 

 ていねいに的確に話すことについては、3 学期のはじめに「ていねいに話す」と「的確に話す」

に分けて先生や子どもに話しました。ていねいに話すことについては、「さん、くん、です、ま

す」を使うよう伝えました。友達の名前を呼ぶときには、「さん、くん」をつけます。授業中だ

けでなく、学校生活すべてで「さん、くん」をつけて話すことが目標です。授業中はできてい

ますが、休み時間はできていないことがあります。下の学年ほどよくできており、上の学年は

習慣のことなので急に変えるのは難しいと思い、6 年生の担任に実態を聞いてみました。たいて

いの子どもは「さん、くん」で呼んでいるのですが、呼び捨てにした愛称で呼んだりしている

子どももいるようです。愛称はまだしも呼び捨てはいけません。塾友達の影響を受け、呼び捨

てにするかっこ良さがあるとのこと・・・。学校文化として「さん、くん」で呼ぶようにして

いきます。「です、ます」というのは授業での発言の語尾をていねいにするという意味です。友

達に対してていねいなことば遣いが 2 学期にできていなかったのは学校の課題です。3 学期に取

り組んでいきます。 

 聞く態度やていねいに話すといった形を整えることだけでなく、話す聞く内容の充実も必要

です。そのために、「的確に話す」ための方法を子どもに話しました。1 年生は、ノートにしっ

かり考えを書くことを伝えました。考えが書ければ、手をぴんと伸ばして発表ができます。1 年

生はより多くの発表をする機会を作ることが大事です。2 年生と 3 年生は、話し手の意見に対し

て指で自分の意見を表すこと（１賛成、2 付け足し、3 反対、4 質問）がめあてです。そして、

付け足しの意見であれば、「○○さんと似ているのですが、・・・」、反対であれば、「○○さん

の考えと少し違うのですが、・・・」というように前置きして自分の意見を言います。こうする

ことで自分の考えをはっきりさせた上で話すことができます。4，5，6 年生は、様々な意見を比

較する、分類する、再構成することをめあてにしました。これができると、みんなで新しい発

見やよりよい考えを生み出すことが可能になります。（安田式「しつけ教育」参照） 

 このような日々の授業や学校生活での小さな成果の積み重ねが本物の力となります。3 学期は

「さん、くん、です、ます」と「的確に話す」に力を入れていきます。 
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2016 年 1 月 15 日 

新田 哲之 安田小学校長 



 

  

   奮い立つことば 

 

 学期の初めには子どもに目標を立てさせます。始業式を迎え、心にけじめのつくときなので

「なりたい自分」を考え、達成に向けて気持ち良くスタートする機会になります。 

私も担任をしていたころは目標を立てさせていましたが、うまくいかないことがありました。

たとえば、これまでの学校生活の振り返りを教師主導ですれば、子どもから出てくる目標が「人

に迷惑をかけない」「廊下を走らない」のような「○○しない」の表現になってしまうことがあ

りました。これでは、後ろ向きの考え方を指導しているようなものです。目標を立てることは、

本来新しい自分を思い浮かべ、「ようし、やるぞ」と奮い立つものが良いと考えます。3 年生ま

でならば今学期の行事や学習を提示して、「マラソン大会で優勝する」のような具体的で成果が

目に見える目標が子どものやる気につながります。10 歳を過ぎると客観的な思考ができるので

自分の足りないところやもっと高めたいところを見つけるようになります。そこで、振り返り

をさせるといいのですが、先ほどのように「○○しない」になることがあるので、子ども自身

で考えて、判断して、目標を立てさせることが肝心です。こうして主体的に考えたとしても、

今獲得していることばを使って考えるわけですから思考の広がりは期待できません。今の自分

を飛躍させることばは出てきません。奮い立つようなことばが出てくればやる気になり、確か

なことばの使い手として思考する力も高めていきます。 

 先日、奮い立つような目標を立てる指導を 4 年生がやっていることを知りました。子どもは、

枠の中の 14 の熟語の中から 2 つ選び、「なりたい自分」としての目標を考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主を選んだ子どもは、「今まで何度も失敗してきました。今度こそ自主ができるようになりま

す。今、算数の自主プリントを取って勉強しています。」と話していました。公正を選んだ子ど

もは、「けんかは人によってことばを変えるから起きます。誰に対しても同じことば遣いをして

います。ていねいなことばでけんかはなくなります。」と話していました。自分を見つめてなり

たい自分を決めること、どうすればよいか考えて行動することができており、子どもたちの思

考の確かさを感じました。 

 奮い立つことばを持つことでめざす目標が確かになり、なりたい自分に向かって行動するこ

とを期待しています。 
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2016 年 1 月 22 日 

新田 哲之 安田小学校長 

 

 

 

選んだことば 

     わたしは、自主を選びました。いつもやろうと思ってもできないから、今度こそ

やろうと思ったからです。 

選んだことば 

     けんかが起こるのは、だいたい平等にしていないことから起きます。だから、ぼ

くは友達をきずつけないために公正にしたいと思います。 
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   母のことば「自己肯定感」 

 

成績が上がらない、忘れ物を繰り返すなど子どもが大人の思うようにはならないことがあり

ます。我が子に、「どうしてあなたはすぐに宿題をしないのか？」「どうして約束を破るのか？」

と、思うようにならないために怒りや子育ての自信を失う方向に向いてしまい、相談を受ける

ことがあります。「どうして宿題をしないのか。」は問いかけではなく、思い通りにならない子

どもへの怒りのことばです。子どもにとってこの問いは貝のように黙るか、人のせいにするか

しかありません。子育ては、むしろ、思い通りになることが少ないといってもいいほどです。

実は子どもだって自分の思う通りにはならなくて腹を立てたり、自信をなくしたりしているの

です。うまくいかないときはどうするのか、まずは目標を立てて、それをどうすればいいのか

計画を考え、やり通すよう大人は手助けをしてやります。いわゆる子どもの「自ら学ぶ力」を

つける視点に立てば、子どもにかけることばも変わってきます。そして、もう一つの視点、「自

己肯定感」にも目を向けてみてください。 

 

「泣けない魚たち」「見えない敵」といった、子どもと遊びや自然とのかかわりを描き出してい

る児童文学作家の阿部夏丸さんは、勘違いは素晴らしい、母には感謝しているとエッセイに書

かれています。…子どもの頃、成績は良く国語と理科と図工はいつも５だった。ところが、先

日通知表が出てきて開いてみて驚いた。通知表は２と３のみで５なんてなかった。自分の記憶

がいい加減だったのだが、いつも母が、「お前は成績が悪いけど、絵をかくのは上手だし、人の

考えないことを考える。きっと頭はいいんだよ。やればできるんだよ。」と繰り返していたこと

でどうやら勘違いをしていたようだ。勘違いは素晴らしい。母には本当に感謝である。(教育情

報誌「TEADA」私の小学校時代から要約) 

阿部夏丸さんのお母さんのことばで感心したのは、成績が悪いことも含めて子どもを認めてい

ることです。ただ、ほめるのとはちがいます。不十分を否定せず、不十分をも認めているとこ

ろです。 

 

私が以前、5 年生の担任をしたクラスに、人に嫌味を言い、嫌がらせをする子どもがいました。

それが改まり、人が変わったかのように一切しなくなりました。その子のお母さんは、「4 年生

まではみなさんにご迷惑をおかけしていました。先生のおかげで変わりました。学校のおかげ

です。」と言われるのですが、私が担任になったばかりのことです。よくよく聞いてみるとお母

さんは何かあるたびに、何をしたのか話をさせて、「あなたはこれさえしなければ、いい子なん

だよ。」と言ったそうです。お母さんは、良いことも悪いこともひっくるめて子どもの話を聞い

て受け止めていました。そして、悪いことは悪いと言うが人格を否定しませんでした。 

 

良いことも悪いこともひっくるめて認める母のことばが、子どもを変える力を持つ。勘違いす

るほど、前を向いて一歩踏み出す力となるのだと思います。 
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2016 年 1 月 30 日 

新田 哲之 安田小学校長 



 

  

   子どもを見つめる目 

 

 あいさつ運動を始めて 6 年になりました。当時のパパ倶楽部の代表の方が、朝子どもたちを

あいさつで迎えよう、なにも準備はいりません、笑顔だけあれば十分ですと声をかけられて始

まりました。今は当たり前のことのようにあいさつを子どもはしていますが、当時は、照れく

さい様子の子どもが多くいましたし、６年生は、恥ずかしくて下を向いてしまうこともあった

と記憶しています。早朝からのことであり、また、仕事時間を削ってまで駆けつけてくださる

お父さんもいると知り、毎月やったのでは長続きしないのではと思いましたが、あれから 6 年

がたちました。このあいさつ運動に初回から欠かさず来てくださっている方がいらっしゃいま

す。この 2 月も参加され、お子さんが卒業するので 3 月で最後になります。立つ場所はいつも

工兵橋。日が差さず寒風にさらされるところで、子どもを見つめる目は温かく、見守ってくだ

さっています。 

 

教師は学校にいて、子どもを見つめ、子どもの成長に関わっています。子どもを毎日見てい

るのですが、子どものことを分かっていないことがあります。その場だけを捉えて子どものこ

とを分かったつもりでいることがありました。あいさつ運動でお父さんに、お子さんが最近早

く登校していることを伝えると、お父さんは笑顔で答えてくださいました。大好きな友達がい

て、その子どもさんが早起きだと聞いて我が子も早起きをするようになったこと、起きてから

読書や勉強をしていることを話されました。そして、学校・仲間という良い環境に恵まれてい

ることの喜びを感じておられるようでした。早く登校している子どもとしか捉えていなかった

のですが、見えないところで子どもの変容や思いがあるのです。お父さんたちの目は、出来事

から少し距離を置いて見ておられるので、見えないものが見えてきます。 

 

教室にはいろいろな子どもがいます。羽目をはずして教師から注意を受けるが、集団の中で

楽しくやっているように見える子。実は集団の間ですっかり馴染めていないのかもしれません。

今の状況を正しく把握する力が弱いのです。注意すれば、みんなもやっていると答えます。み

んなというのは誰ですか？と聞いても名前が出てきません。目先の楽しさ、瞬時の面白さに目

を向けています。状況を把握して正しい判断と行動をする力をつけることに目標を置けば、指

導方法が見えてきます。全体を見渡せるような役割を持たせれば、羽目をはずすぐらい活力が

あるので好結果が出てきます。罰を与えてじっとさせるのではなく、責任感とやりがいを持た

せます。距離を置いて見れば新たな面が見えてきます。 

 

いつもおとなしくて目立たない子どもがいました。注意されることはないが特別誉められる

こともない子どもでした。その子は教師になりました。ずっと教師になりたかったようで、先

生の赤ペンの○つけがやりたかった、日記に書いてくれる返事を私も書きたかったと教えてく

れました。今思い起こせば、詩を書くのが上手な子でした。話すのは苦手でしたが、いつも私

のそばで日記の返事を書くのを見ていました。日記を書く鉛筆と返事の赤ペンで話をしていま

した。少し距離を置いて子どもを見つめてみよう、そして、大人も子どもから見つめられてい

るのだと思いました。 

風 のかたち
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2016 年 2 月 8 日 

新田 哲之安田小学校長 



 

  

   広いことば 

 

 子どものことばの確かさを感じる授業を見ました。話し合いの場面で子どもが自分のことば

で話していました。どの子どもも学習課題から離れず、真剣にことばと向き合う授業でした。

研究授業という緊張する場でしたが、子どもは自分の考えにぴったり合ったことばを選び、声

にしていました。考えを的確に表そうと選び出したことばなので、相手に伝わりやすくなりま

す。普段から分からないことばはすぐに辞書を引いて確認する、生活ノートにたくさんの漢字

を使って書く、友だちの意見（ことば）を聞いて考え直すなど、的確なことばを使う指導の積

み重ねを感じました。 

 

 学校では２年生から３年生にかけて、自分の意見とその根拠を話す指導をしています。的確

に話す第一歩です。３年生の算数の授業のときのことです。２つのものの重さをどうやって比

べればよいかという課題について自分の考えを発言した子どもが、意見に続けて理由を言って

もいいですか？と先生に言いました。この日は担任の先生ではなく、別の先生だったので確認

したようです。意見にはそのもととなる理由を話すことが 3 年生では当たり前になっているら

しく、隣のクラスの子どもも根拠をつけていいですかと言っていました。担任の先生の指導の

確かさがわかります。また、子どもの使うことばがていねいです。ていねいなことばは、てい

ねいな所作を生みます。授業の後、２，３人が並んで立っていました。聞けば、トイレに行く

のに並んでいて、トイレのスリッパ置き場にスリッパがないので使用中と分かるとのこと。な

るほどと感心すれば、不思議そうに私の顔を見て、当たり前のことなのにと言います。 

 

 子どもの使うことばを気にしてみると、まだまだ課題も見えてきます。本を読んでいる子に

聞けば、「みんな読んでいる」と話す子。出来事の感想を聞けば「おもしろかった・たのしかっ

た・すごかった」と言います。特に気になるのは、「わからない・むずかしい・できない」と話

す子。ていねいに時間をかけて聞き出せば、わからないことの中身がわかり、指導の方法も立

てられるのですが、「わからない」ままで済ましてしまう怖さを感じます。「みんなやっていま

す」「わかりません」のような広いことばは、思考を必要としない楽なことばです。しかし、広

いことばには言語生活の危うさがあります。 

 

 「むずかしいからやめる」と子どもが言います。２桁で割る割り算の商を立てる学習で、数

が大きくなったり小さくなったりでなかなか厄介な計算でした。「割り算の商がうまく立てられ

ない」と話せる子どもであれば、どうやって商を立てればよいかにポイントを絞った学習がで

きます。広いことばを使うと考え方が短絡的になる・・・・そのままにしておくと、考えない

子になります。思考力のもとは、ことばです。子どもの使うことばに関心を持ち、ことばの力

をつけていくことに目を向けてほしいと思います。 
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2016 年 2 月 12 日 

新田 哲之 安田小学校長 



 

  

   子どもが輝くとき 

・・・未来を思考する・・・ 

 

 研究授業で 3 年生の教室に行きました。理科の授業で、はじめに学習課題「粘土の形を変え

たら重さは変わるのだろうか？」が教師から提示されると、子どものやる気がすぐに高まりま

した。「丸めた粘土を平らに薄く延ばしたら軽くなるかもしれない」「丸めた粘土をちぎって小

さくしたら軽くなるかもしれない」「形を変えただけで粘土を増やしたり減らしたりしてないか

ら重さは同じ」など、一人ひとりの思考のずれが学習課題に結びついて、授業の導入段階から

学習意欲が高まり、その後の実験と結果、考察まで自ら学ぶ姿が見られる授業でした。 

 

 授業の導入段階で、「昨日の授業でどんなことを勉強しましたか？」という教師の働きかけを

することがあります。小学校の学習は、前に習ったことを基にして今日の学習課題を解決する

ことが多いので、この働きかけをよく使います。授業の導入は、子どものやる気を起こすこと

が何より肝心ですが、逆にやる気を萎えさせることもあります。例えば、国語のスピーチの発

表の授業では、発表にあたっている子どもははりきっています。導入で教師はスピーチで何に

気をつけて発表すれば良いかと質問します。それを今日の学習目標として、発表する人も聞く

人も意識して学習してほしいと考えたためです。確かにその通りにいけばいいのですが、それ

に時間がかかり、その後の授業展開まで活気がなくなることがあります。「スピーチでがんばる

ことは何ですか？」と質問しても手を挙げる子は数人で、発言にも勢いがありません。そこで

教師はあの手この手を使って思い出させて、やっとスピーチが始まります。たいていの子ども

は、前を向いて話す、はじめ・なか・まとめを意識して話すといったスピーチの目標を頭に入

れて練習をしてきているので、「スピーチでがんばることは？」という分かりきったことは答え

ようとしません。「今日の学習目標は○○でしたね。さあ、Ａくんからの発表です。」で授業を

始めれば十分です。授業の導入は、前の復習を省き、すぐに学習課題に入ることがあってよい

のではと思います。今日の勉強は何だろうと期待を持つ授業、今日の勉強でもっと上手になり

たいなと上を目指す授業の導入であれば、子どもの学びは成立し、質の高い授業ができます。 

 

 子どもは、未来を思考するとき輝きます。先日、大学進学が決まったと卒業生があいさつに

来てくれました。簡単には進学できないところで、相当な努力の積み重ねをしたはずです。小

学校のときはおとなしい子どもで、学習の様子は良いことばかりではなく、思うように成績が

伸びないこともありました。中学に入ってから、「中学校は楽しいよ、先生。」と笑顔を見せて

いました。「中学の入試で志望理由に中学校に入ってやりたいことを書いたら、その気になって、

ほんとうにやりたくなって、中学校に入ってからがんばりました。高校に入ってからもなりた

い自分を決めてやりました。」と話してくれました。中学校の成功体験を高校でもやってみたと

いうことです。 

 

 子どもは授業で新しいことを発見し、課題解決をしようと前を向いているとき、以前に学習

したことを想起して活用します。夢や希望に向かって突き進むとき、これまでの経験と知識が

役立ちます。子どもは未来を思考するとき、過去を生かして一歩前に進む力とするのです。 
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2016 年 2 月 20 日 

新田 哲之 安田小学校長 安田小学校長 



 

  

   「あと少し」と「いいぞ」 

 

 子どもの日記に返事を書くとき、何気なく使うことばでも、子どもへの届き方が違ってくる

ことがあります。お母さんに頼まれたおつかいをしたという日記に、「いい子だね」と書くこと

もあれば、「お母さんは助かっただろうね」と書くこともあります。「いい子」のほうは、親と

の約束を果たしたことに対することばです。それに対して「助かった」は、忙しいお母さんを

知っての子どもの行動を教師が受け止めていることばです。お母さんの返事も同様に、「ありが

とう。助かったよ。」と書けば、感謝が子どもに伝わります。テストの○つけをしていたときの

ことです。惜しいミスがあり、それさえなければ満点だったときに、「あと少し」と書いていま

した。惜しいなあ、がんばれよと思ってみたり、なんでこんなつまらないミスをするのだろう

と思ってみたりの「あと少し」でした。この「あと少し」の返事を続けていました。3ヶ月たっ

ても半年たってもミスは減りませんでした。ミスを減らしたいのなら子どもの心に届く働きか

けがあったはずです。 

 

 「先生に書いてもらった日記の返事を読むのが楽しみでした。」と卒業生が言ったことがあり

ます。それは、「いいぞ」という返事でした。「早く走ることができたとか、友達に親切にして

気持ちが良かったとか、そのときの返事は、いいぞでした。いいぞと書いてあると力が湧いて

きました。それから、テストの点数が悪くてもいいぞのときがありました。これでいいんだな

と思いました。テストでどこをどう間違えたのか考えるようになりました。」 

 

ことばを大事にするということは、「ことばに心をこめる」ということだと思います。人にも

のを教えてもらったときは、「ありがとうございます」が言えること。人に辛い思いをさせたと

きは、「ごめんなさい」が言えることです。「ありがとうございます」「ごめんなさい」があれば、

けんかしても仲直りができます。相手を許すことができます。いじめ、暴力など新聞やテレビ

に取り上げられ、識者と言われる人たちのコメントを見聞きします。問題の起きた学校は、ど

う対応し、教育を変えていくのか問われています。その一方で、日々先生たちは子どもと向き

合い、子どもの学びの姿に眼差しを向けています。子どもの日記を読み、テストの○つけをし

て、どう子どもに返していくかを考えています。「思いやりの心を持とう」を繰り返すのでは変

わりません。「あと少し、相手の気持ちを考えれば問題は起きなかった」と注意しても子どもに

は届きません。教師自らが「ありがとうございます」「ごめんなさい」をやって見せ、子どもが

言えるようにすれば、問題は大きくならないのではないかと思います。 

 

 「いいぞ」と言われた子どもは、一歩前に踏み出そうとします。「ありがとうございました」

が言える子どもは、人に温かい眼差しを向けるようになります。「ごめんなさい」が言える子ど

もは、過ちを繰り返さない決意を持ちます。ことばを大事にすれば、心が育ちます。 

風 のかたち
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2016 年 2 月 29 日 

新田 哲之安田小学校長 安田小学校長 



 

  

   道徳性は授業で育つ 

 

 4 年生の音楽の研究授業を見に行きました。研究テーマは協働学習。歌「とんび」を題材にし、

グループでどう表現して歌うかが学習課題。先生は、一人ひとりに考えさせておいて、その後、

グループのメンバーが相談して練習させる場面は見事で「自ら学ぶ姿」のある授業でした。歌

詞を読んで情景を思い浮かべ、似たイメージを持っている子どもが集まったグループですから、

主体的な活動が期待できます。実際、お互いの意見を比較し、自他の意見を取り入れて完成度

を上げていく授業展開でした。人の話にも耳を傾け、「そのアイデアはいいね」「そのやり方で

歌ってみよう」と信頼が結ばれます。クラスで普段あまり話をしない人とも、一緒になって力

を合わせることは、子どものうちに多く経験させたいことの一つです。授業のめあてに向かう

ことが音楽の技能を高めることにつながり、そして、知識や技能を追求する態度や仲間と高ま

り合う連帯性を培う授業でもありました。 

  

 良い授業とは、偶然できるものではありません。教育科学と人間性の両方が必須です。科学

的に計画され、授業が展開される中で教師と子どもが主体となっていく授業が良い授業です。

授業の展開では子どもと子ども、教師と子どもが力を合わせ、活発な意見や深い思考や新たな

発見が生まれる授業が良い授業です。授業によっては機械的に教える場面もあります。わかっ

ていること、できあがっていることを教師が教えるのも授業です。しかし、それだけではあり

ません。ときには教師も子どもと一緒になって追求し、学習課題に迫っていくこともあります。

 

国語の先生が、教材「大造じいさんとがん」という文学作品を扱ったときのことです。学習

課題は、この作品のクライマックスを探るというもの。子どもの意見は 2 つに分かれました。

がんの頭領である残雪に銃を向けていた大造じいさんが銃を下ろすシーンと、残雪が最期のと

きを感じてなおも大造じいさんと向かい合うシーンの２つです。ほとんどの子どもが銃を下ろ

すシーンだと主張しました。先生の考えと異なっており、先生は文章の前後を読ませ、あるい

は、文章を客観的に読ませるために根拠となることばを見つけさせました。そのおかげで活発

に意見が出て深い思考ができたのですが、大造じいさんが銃を下ろした理由は、仲間のがんを

はやぶさという恐ろしい敵から命懸けで守る残雪に心を打たれたからであり、子どもにとって

も心打たれる場面であり、先生の考えには傾きませんでした。しかし、子どもと教師がひとつ

になって学習課題に迫り、読む力をつけた授業でした。 

 

 教師は教材研究をして、教育方法や教育技術をしっかりもって授業に臨みます。この計画・

組織された授業を生きたものにするのは、人間性であり、人間が主体となって授業をすること

です。教師と子どもが主体となって学習課題に迫れば、知識・技能、追求の態度といったもの

が身につきます。それに加え、信頼、連帯性、人への敬意を培うのが授業です。授業の中で学

力と道徳性は育ちます。 

風 のかたち
No.28

2016 年 3 月 9 日 

新田 哲之安田小学校長 安田小学校長 



 

  

   卒業する 6年生 

 

 「夢や希望を持って学校生活を送ってほしい」これがいちばんの願いです。夢や希望を持つ

には目標を立てチャレンジしなさいと子どもたちに話してきました。そのためには教師が授業

力をつけ、子どもに知識・技能（基礎基本）と自ら学ぶ力（自ら考えて、判断し、行動する力）

をつけていくことだと教職員に伝えてきました。 

 

 先日 6 年生の授業を見に行きました。そこには受け身の学習ではなく、自ら進んで学ぶ生き

生きとした姿がありました。授業を見ていると、これまで 6 年生が、自ら考えて、判断し、行

動してきたことを思い出しました。 

・学校公開で幼稚園児を遊ばせる企画を考え、試行錯誤しながら準備を進めていたこと。 

・夏の山の学習で活動計画を何回もやり直し、実現可能で納得のいくものにしたこと。山登り

で友達を励ましながら登りきったこと。最終日には自分の行動を見つめ直したこと。 

・運動会の競技や応援合戦、準備や片付けで何をどうすべきか考え、自ら行動したこと。 

・文化祭や音楽会でも進んで行動し、少ない練習時間であっても音楽会を成功させたこと。 

知識・技能と自ら学ぶ力を身につけるには、手を抜かず地道な努力を続けることが必要です。

はじめはうまくいっても途中で必ず壁にぶつかります。そこで修正していく思考と意志力が、

自ら学ぶ力となり、知識や技能が徐々に備わってきます。意志力とは、目指す自分の目標を持

ち続け、希望を捨てずにやり通すことです。 

 

今年だけでも新聞やテレビで痛ましい出来事がいくつも伝えられました。学校は、将来に目

を向けきらきらと輝く子どもばかりではないことを認識するとともに、夢や希望を持って学校

生活を送らせなければならないと思います。「希望さえ失わなければ生きていける」と東日本大

震災の津波で両親と兄弟を失った高校生のことばを思い出します。大人には、どんなことが起

きても前を向いて一歩踏み出すための力をつけてやる使命があります。 

卒業していく 6 年生は、作文に自分の夢や希望を書いていました。中学受験が終わると気持

ちが切れてしまいがちですが、授業では学びの姿が見られました。自ら課題を持ち、何をどの

ようにしたらよいか判断し、行動する姿がありました。この背景には、家庭の力が大きく働い

ています。朝、あいさつをするときに 6年生と話をすれば、「朝早く起きたら集中して勉強でき

るようになりました」「朝は忙しいけどしっかりご飯を食べています」と言っていました。6 年

生は受験勉強第一になりがちですが、「早寝、早起き、朝ごはん」が守られている家庭教育の確

かさがありました。学校の廊下ですれ違うときに会釈ができるのも 6 年生でした。家庭でしつ

け教育が行われ、子どもは落ち着いて学校で礼儀や自ら学ぶ力を身につけ、家庭でも自ら学ぶ

行動がとれたのです。 

 

卒業していく 6 年生にとって安田で身につけた自ら学ぶ力は大きな財産になります。希望を

失うことなく、夢に向かってチャレンジしてほしいと願っています。 

風 のかたち
No.29

2016 年 3 月 15 日 

新田 哲之安田小学校長 安田小学校長 



 

  

   希望を持つ 

 

 4 月、子どもたちは入学、進級し、新しい学校生活に希望を持って迎えました。みんな学年が

上がる喜びを持ち、新しい先生や仲間、新しい教室、新しい教科書、新しいことが始まる希望

がそこにはあります。そして、1年たった今、それぞれの夢や希望を目標に変え、やり通したも

のを誇りにし、終えようとしています。その目標の中には、やり通せずに終わってしまったも

のもあるはずですが、やり通したことに目を向けることが大事です。子どもというのは楽天性

を持ち、できなかったことではなく、できたことに目を向けます。特に 1 年生は入学したての

頃はなかなか自分らしさが出ないのですが、新しい学校生活に希望を持つことで、不安があっ

ても大人よりはずいぶん早く自分の居場所を見つけ、しだいに存在感を見せ、希望に満ちてい

ます。 

 

 1 年生がわたしに手紙を届けてくれました。 

 こうちょうせんせいへ 

 ２つうれしかったことがありました。１つめは、のぼりぼうでうえまではやくのぼれるよう

になりました。がんばりまめとあしのかわがむけていたかったけど。まいにちがんばったよ。 

 ２つめは、くつでもすいすいのぼれるようになったし、くつしたでものぼれるようになりま

した。 

 つぎは、たけうまとなわとびです。にじゅうとびをがんばります。 

 

 がんばりまめを作ったのですからこつこつと努力を続けたと分かります。足の皮がむけたの

ですから痛みを我慢して続けたと分かります。それでもやるのは目標があるからです。希望を

持っているから頑張れます。できるようになるには苦しみが伴うものですが、3 年生くらいまで

はそうではなく、やりたいからやるのだと思います。特に、何でも挑戦する子どもは痛みを伴

うことや思い通りにいかないことがあってもそれを苦にしません。痛みや辛さはあって当然か

のように、当たり前のこととしてやっています。まさに、体で考えています。4 年生からはどう

やれば効果的な練習ができるかと思考するようになる時期で、苦手なことにも挑戦できるよう

になります。苦しいけどそこを乗り越えると楽しいと子どもは言います。卒業した 6 年生は、

苦しいけどあれこれ考えてやっていたら運命の女神がほほ笑むときがくると言っていました。

一方、3年生までに体で考えることを十分やっていないと、苦手なことから逃げてしまいがちで

す。しかも、習い事が増えたことによる日常生活の変化についていけず、やる気がなくなるこ

ともあります。先日、この話をあるお母さんにすると、「思い当たることがあります。生活を見

直します。」とすぐに対応されました。 

 

 春休みは心を整えるときです。うまくいかないことがあれば伸びるチャンスととらえ、子ど

もと一緒に何をどうすればいいか考える機会を作ってやってください。入学を迎えたときのよ

うに希望を持っていれば、苦しいことも乗り越えられます。4 月は進級の喜びとこれからの希望

を持って迎えられるようお願いします。 

 

風 のかたち
No.30

2016 年 3 月 19 日 

新田 哲之安田小学校長 安田小学校長 
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