
二者二二二葉 婆享王寺
～ r社会の中で生 きている人身J～

且実践のねらい

上 田市 立寮 小 学校 翠川俊樹

N 王E実践の 2年 目の今年は､新聞記車に登場す る､様 々な人々を教材 として考えて

いくこととした｡

学校 でチ ビもたちは､教科道徳だけでな く､清掃など様々な学校生渚のなかで､様々

な要素 を含んだことを学んでいるO学校の中でチ ビもたちには､学校 の学習､生清の中

で､白襟願 いを持ち､自分のカ を生か して生活 しよ うとす るこ とを学んで時しい と願 43Iq.

ているo Lか し､チ ビもたちの率にはその学んでいることに､意味をなかなか鬼いだせ

なかった り､今の自分に とらわれた り､他の人にどう映るかに とらわれた りして､学ぼ

うとす る子 どもも窮屈に感 じた りしている場合があるQ

新聞には､ しば しば人物に関す る記事が掲載 されているOその記事には､学歴や､性

別､障害に とらわれず 自分の目標に向か って努力 しているAo人々の寮費があるな しに

関わらず､-つの物事に取 り組んでいる人々が取 り上げられ るOそ うした､自分の今の

カを生か して､生活 している入庫の記事にふれる中で､子 どもの心に感 じることが少 し

で もあれば と願 った ｡

2単元展開

｡実践時期 11月～2月

｡新聞購読方法

1ケ月に 3紙～ 4紙 を 5ケ月O

学習活動 ね らい 8考察 留意点

1 自分で読んで読んでみたい ○自分の関心のある人物 を選 ん で 図 番 館 にあ る本 で

伝記 を選び､その本を読ん 読 ませ る中で､登場す る人物 の も家 にあ る本 で も

での感想 を書いた り､お互 ぶつかった困難に気づかせ た り また ､雑誌 な どに

いの感想 を聞きあ う 伝記 にでてい るのはそ うした困 載 って い る本 か ら
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2 新聞記事に登場す る人物か

ら､その人物の姿か ら感想

を尊 く

(2時間)

3 長野オ リンピックパラ リン

ピックの記事か ら､自分の

心に残 った選手について､

記事をあつめ新聞を作 るO

(5時間)

3実践を振り返って

○伝記にでてい る人物だけではな

く､現在 にも困難があって も､

また､自分のい る状況の中で日
額 に向か って努力 している人々

がい るとい うこ とに気づいてほ

しい と願 った｡

○教師が見つけることが多かった｡

なかなか子 どもたちの力で見つ

けるとい うことは塵 しかったO

○長野オ リンピック､パ ラ リンピ

ックの選 手で何が心に残 ったの

かを大事 に して新 聞記事を作 っ

てほ しい と頼 った｡

○チ ビもた ちの中には､マス コミ

に騒がれ た とい うことの印象だ

けでな く､過程に 目を向けてい

る子 もいた｡

また､晴れや かな表彰台に立つ

とい うこ とはないが､ 自分の力

をいっぱいに使って取 り組んだ､

選手たちにも目が向いた子 もい

た｡

教師 が 見つ けて く

るこ とが多 いが ､

子 ど もたちの中で

見つ けて きた場合

は多 い に取 り上 げ

る

○困難 が あ るか と

か そ うい うこ と

に ､恵線 的 には

目を向 け させ な

か ′)た､.

教師のね らいにとらわれすぎず ､長野オ リンピック ･パラ リンピック での自分が関心

を持 った選手についてまとめた りす ることや､様々な人物について深 く考えな くとも､

そ うした人々について､新聞を読むことでふれ ることができるのだ とい うことがわか

ったことがよかった と患 う｡

｡チビもたちの中には､学校で学んでいること､目標 としていることが､達成 しなければ､

生きていけないのではないか､生 きていくためにな くてはならないことなのではないか

と感 じている子がいる｡それは､教師 自身がそ う思って凌 していることも原因 としてあ
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るのだろうO だか ら､がんばっている子でも窮屈に感 じた り､達成できないことで 自分

に目を向けることがつ らくなった りす るのか もしれないQ

社会には多様な生き方 を している人がいて､それぞれ 自分のカを生か して生 きているの

だ とい うことを､これか らも新聞記事の中に取 り上げていただければと思 う｡

2年間の実践であったが､自分 としてほ教師の記事を取 り上げる角度がはっきりできる

こと､テ 一 一マに沿って記革を見つけた り､まとめた りす るカがあることが大事だと思っ

た｡ その中で､チビもたちは記事 をまとめるとい うことに関 しては､勉の教科の学習で

もそ うした時間があ り取 り組みやす く､まとめること自体に､意欲があった｡ しか し､

自分のね らった記事を見つけるとい うこ とが鍵 しかったO
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