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私たちの考える,aｷ 
「個性を生かす授業」とは• ·、...

新しい学習指郡翠銀が発衷された。ここでは...

「個性を生かす敏育の充実」という言葉が用いら
れ.. 「個性尊厘」の路編が強く打ち出されている。

そこで、この犀私たちの立掲と1授業のあり方
をはっ毒りさせておきたい。
まず、パT個性を生かす」という表珊をめぐって

考えておく；•と、・「生かす」という表蝙では｀何か
に対する手段になってしまうように思う。手段と
しての個性は曇性という首葉よりは「適性」と
いう言葉の方が適切である。とはいな私たちは
手段としての個性奮すなわち。迦性を考えてこな
かったわけではない。私たちはこのことを r指奪
の個別化」という撰念で考えて酋た。教科として

•I 算数．数学鴫．英語、国画の一郵である「用具系教

科」の授業にこの概念をあててきた。
それに対して、 「個性を育てる」という表現が

考えられfふ沿明らかに O'・：この表環．では個性を育て
ること扮百的そのものである。・・私たちはこのこと
を「畔細儲蛭化」という概念で考えてぎた。教
科とじ;i~;社途頂科、国國の一部である「内容系
敏科J・・叫授菓添哨0 とり．の時固」にこの楓念をあ
てて・きた·o ミ辛rl 滋．‘'·さ‘心•，．
従つてら私心ぢほ薪凶ヽ・学習指椰蜃領で打ち出

されて、紅た「個く性姿生が炉敏育」という表環をこ
の二つの方向さ含必セ•とらえていきたい。決して、
個別化という方筒だけではとらえないようにした

←・； ，．ーセー
• I い。

次に、•一跛化・囲ー化＝特翠化；：僅性化のパラ
ンスについて考えておく．．と明ら”かに敬育は両者

．．をバランスよく形咸することにある。私たちも、
国民として、迪球人としての共通な基盤を銀福す
るわけではない。学習指苺晏領の言業で言えば、
「基置。基本」を大切にしたいの．である。しかし
同時に一人ひとりの人固が自分の特住を覺揮し
て生きることも銀視したくないのである。人固に
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かくも明確である
囲会長 加 藤幸次

は一人ひとり持ち晦があり、良いところがあるの
である。 : 

私たちは、徒の敬宵が一蛾化・固ー化の方向
にのみ掘ったことを強く反省したい。今後はも
っと特豫化。個性化の方向が蓋められるべぎであ
る。私たちは、繰り逗すことになるが、詞者に
「指導の個涸化」という概念を..後者に「学習の

個性化」という観念を与えそのバランスを國ろ
うとしてきたのであがこの点をもう一度纏認し
ておきたい。

最後に、 「個性を育てる授業」ということを考
えておくと．環場ではなかなかイメージがわいて

こないというのが環状ではないだろうか。すなわ
ち、今までの授業でも__•人ひとりを生かそうとし

て君たし、一人ひとりの持ち朦や良いところを生
かして毎たではないか、と反諭されそうである。

しかし｀私たちの立掲は実にはっきりしてい
るのであるC
一つは、明らかに「自分はこの領域が得意であ
る」あるいは「自分はこの分野なら人に負けな
い」といった領域や分野を育てることである6 こ
れを個性の実籐概念と名付けておけば、そうした
実を宵てることである。私たちは、そのために
いわゆるいくつかの課國刷学習を用章し..実殿し

てぎたはずである。

儘の一つば明らかに「自分はこうしたやり方
が得意である」あるいは「自分はこうした追求の．
仕方なら人に負けない』といったやり方や追求の：
仕方を育てることである。これを個性の檄鑑概念
と名付けておけば、•そうした鋤包を育てることで：

ぁる。そのために私たちは、多穏な学習材による
盪かな学習輝坑を用翠l,..子どもたちをその中で．
自由に泳がせるようにしてきたはずである。
私たちの考える「個性を生かす投業」とは、か
くも明證なものである。 • 



薪廻寧浪まる（寧猶局より）

全国個性化徽育研究遥逼は、昨年2 月に規的を
改正し喩露志決定梱詞を緯会から廻事会に夢すこ
とに章しました。その結果、以下の方々に理事を
お國いするはこびになりました。ただし、稟誨個
性化敦宵研究会および九州倒性化彼育碍究会の彼
貝・理事の方々は、同時に全国個住化敏宵研究追
風の題事になっていただくことになっておりま
す。ょろしくお園い毀します。

（元． 2 現在）

会長染1B屋國相．（調振梱区紋育長）
國会長伊国一犀（目風匡敬育品）
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n 長谷川純夫（千葉・北条小学校長）
“ 0 楠 元尾（台稟区浅草小学校長）” ゜久保田滋（目黒区敬育研究所）
II 0行箇高徳（目黒区中目黒,J浮校長）
II 0 矢沢公雄・（目黒区宮前小学校長）
II O 上山英昭（板橋区志村第二小学校長）
II 0 笠眼春雄（板橋区高島箪六小学校長）
II O 薪井 久（前飯橋区醤丸小学校長）
II O 平野輯久（東京学芸大学助敏授）
II 0 木戸芳諧（日本楓聰露敬柑センクー）
JI 0 浅沼 茂（聖腿加看護大学賊敬援）
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II 上島賣ー（富山。入善町上青,Jヽ教頭）

迎．事三田謁奢（匿知・ニlIl南小学被晨）

” 松下躙彦（梱山女学院大学助敏骰）
II 稲田咸晴（岡山・遥需小学祖長）

“ 宮烏久夫（岡山・久世町敏育最）
” 鈴木正幸（神戸大学敏綬）
II .長田園男（沖網・大道小学校長）
“. 證久迪政吉（沖縄。教育研究所長）

一ー稟潟個性化敏宵研究会 (6-3. 4環在）ー―
理事 0 高木省三（会畏稟浦11J'敏育品）

” 0 高橋囲ー（國会長島田市敦宵長）
II O 安田直信（ 月 涸田小学校長）

” ゜服部久和（ ” 弥宮北中学校長）
IJ 0 竹内頭夫（愛知。緒l11小学校長）

.• n 田口 博（被皐•前東白川村敦育長）
II 中山健彦（波皐•東白JII小学校長）

” 岩固隆墓（綾皐•大垣北中学桟長）
” 村楼 稽（静岡•初倉南小学校長）” 山田ー男（静岡•初倉小学校長）
9 横田 lII 祖（副岡・六命中学校長） g、
. n .原田一男（愛知•稲武町尊育表）s·.`.
” •細田毒司（愛知・稲武小学校母）i9 : 

” 新美一成（愛知・片蘊小学校長）・9 ;•: _..  : 

II 榊原秀道（愛知・卯ノ里小学桟長）‘,·~ -ｷ l. 

”• 服部昭一（愛知•石誤酉小学校長）．＇・．＇·
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II 成田幸夫（愛知・上野中学校） ;_.~-·.~ 
II 富山栄一（三臆•松坂第一小学校長）．

＼し.,.'，，

II 魚住忠久（愛知競育大笑教授）．．．．ク••;':
II 竹内遥夫（金城学院大学教授）．9：·: ·.‘'.9: • ” 野村鉦吉（前常磐東小学校長），：． ‘ 

ー一九州個性化敬育研究会（元． 2現在）＿＿＿＿
理寧 0 三原英雄（会・長春日市教育長）．

” ゜前鵠敏雄（園会長北筑後敦育事覇所）
II 0 宮里輯景（ II 沖縄・兼原9M校長）．、
I, o 荒木 隆（ n 福岡凩教育委指主）
II 0 松尾法夫（福岡。久原小学校長）．

II 横大路達也（福岡・須車築ー小学校長）
II 田中 普（福岡・教育事務所指奉主事）
JI 中原春樹（福岡・警固小学校長） , 

JI 八谷俊風（佐賀•山内小学校長）
”・ 大塚廣道（最鵠・猪園小学校長）
// :・ 内田末春（簾本・山北小学校長）” •佐藤 実（大分・JIl原小学校長）
”し・中島増夫（鹿児島・前加世田小学校長）
”…:．．安田政登（沖縄パ前具志川市敏育塁）
' 祖田裕之（沖編・中原小学校長） ` 
II 古譴哲雄（沖縄・高江州小学校長）
9I Ilヽ谷良治（沖縄・具志JII市敏育委指主）

(o 印は常任理専）
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口 ＝ーェコ--—
全国個性化敬宵齊究廻国では＂昨年の8 月に、

初めての海外敬宵事箭視寧を実施しました。 1 6 
名の会員が参加した睾しいツアーでした。その一
蝸をここに紹介します。

オシオ小学校との出会い

神奈川県 大函小学校
河合隋英

今までテレビ等を通してしか知ることのできな
かった、サンフランシスコ、ワシントン、ニュー

ヨーク、シカゴといったアメリカの大醤市をこの
眼で見て歩くことが出来たのは大変幸せでした。
初めて飛行饂に乗るということについての不安が
多少ありました。しかし、未知への値れと、落ち
るときはみんな一緒という腰き直りとで、．当初の
不安もかき消されてしまいました。 i.̀ 

小学校はウィスコンシン州のマックフナーラン
ド小学校、オシオ小学校；・ハルムスタッド小学校
の 3校、そして中・高校を含めたミドルスクール
はマックファーランドとチペワフォールズの2校
を参諷しました。'. .~·.·, 

全体を通して言えることは｀学習内容のレベル
は日本の方が高いが、学校の施設・設個や学習蕊
埴はアメリカの方がはるかに優れているというこ
とです。それと同時に、 1 クラスの人謙が25~

30 人という少数である上に助手等も含めて多
くの教師が指郡に当たっているという事実です。
特に私の印象に残っているのは喩オシオ小学校

です。 5オの幼稚園児から 6年生まで含めて、全
校で約4·0 0 名の子供たちがいましたo それに対

して教師は 1 7名、助手やインターンが20名程

加わりますかな指毒者は子供の総数の 1 割糎に
もなります。

広いフロアーのスペースの中に、墜のない教室
がありましたが、・決して蓋然と並んでいるという

感じではありません。広いスペースの中心部には、
図曾類をはじめとしてコンピュータ等の教育梱器
がいつでも使えるように置いてあり、更には事猜

室等もありました。その周囲に、子供の洞ほどの

高さの曾架や校具によって仕切られた敦室が、幾
つも配昏されているのです。

大勢の子供たちが学習しているのに＂スペース
内は非常に静かで、大きな声は囲こえて含ません。

-3-

日本の小学筏では活気のない学校ということにな
るのでしょうが、小さな声でも学習が成立すると
いうこと安思い知らされ哀した。
この小学校の特色は、異年園の子供でクラスを

橋成し、その学力羞に応じて梱椰をしているとい
う点です。従って学年という段階をとらず、・「ユ
ニット A~D」を卿成し、個人差に応じた錮華を
T•Tで行っていました。

同じ年齢の子供は岡じ学年でなければならない
という日本の颯や敏暉の考え方とは異なり、•'がな
り現実的・合廻的な指導をしているという曝じで
す。私としても、この方が敬える國にとつても寧
ぶ園にとっても良い方法ではないかと思います。•
いくつかの学校を参圏して感じたこと．；は日本

の学校のように国苦しさがなく、自由な雰囲気で
あること、それにもかかわらずとても静かである
こと、更には子供の人園控を十分に尊重している
こと、先生方が穂やかな口調で話をしたり、脱明
したりしていることです。大いに参考にしなけれ
ばならないと思っています。

2遥岡があっという閏に過ぎてしまいました。．
「百画は一見にしかず」と首いますが．～実に有意
蘊な、そして楽しいツアーでじた。 '.. • 

住んでみたい国「アメリカ」

千葉県．君津殿林高校
小涸知恵子

旅行中に何だかんだと考えていても、結局帰国
してみれば全てが思い出になってしまい「疑しい
旅行だった」の一首に尽きる。

今回の旅行で一呑の眼匿と思われるのは｀実瞬
にアメリカの小学生とふれあえたことまた現場
の先生と片言だけれども話ができたことである。
見学をした小・中学校はオーブンスクールの中で
も鍛れた学校だったのだろうが、オシオ小学校の
女性敏師が「私はこの学校の敬育がベストだと思
う」と語ったとき、その自個の裏に莫大な努力と
時固をかけて宵成された敦育餓を見たような気が
した。

一方、．児窟•生徒はというと、嗚を折る時の真
剣な眼..遊んでいる時の無邪気な笑願など子供の

屈託のない表俯は万国共通のものなのかなと感じ
た。校庭で一緒に遊んだ彼ら、彼女らは外国人で

ある私たちを租衝的に好章的に受け入れてくれた
と思う。ただ、英語で話しかけたためにそれが

方言の英語であっても、英語が話せると思ったの



か、跛倍の遍さで語し遥され、豆に質岡までされ
たのには囲口した。

この旅行で．これからの諷國になることが一つ
あった。 「語学力」である。興国の凪最を見て写
哀を握り｀買い鞠をするくらいだったら曾葉はい
らないのかもしれない。しかし、今回のような旅
行でば僻者とコミュニケートすることに、より
深い犀味があり、成果があるのだと思う。この好
梱を十分に活用で自なかったことは誠に残念であ
った。自分自如の剪力不足もさることながら、改
めて日本の外国國敏育を恨めしく思う次餓である。
たった 1 2 日圏しか滞在しなかったのに、西海

岸にも稟海岸にも行って、随分急ぎ足の旅行だっ
たような気がする。サンフランシスコ、 :1ワシント
ン DC 、ニューヨーク、マディスン．、オークレア、
どの池をとっても思い出はあるが＼ .. やはり頓光熾
よりもマディスンやオークレアの田合町の方が思
い出涙い。

ニューヨークで食ぺた寿司よりも、オークレア

で食ぺた特大のステーキの方が印象翠い。今度ア
メリカヘ行く時は（再びそのような梱会が訪れる
かどうか定かではないが----)、もっともっと
語学を鍛錬してーか月ぐらい田舎町にどっしりと
腰を据えたいものである。

（アメリカ視察旅行の日程と訪問校）

8./17, 18 
サンフランシスコ

8/i9. 20 
ワシン、トン

8/21. 22 
・ニューヨーク

•I 8/23 

シカゴ、マディスン

タバチニック敦授（ウィスコンシン大）俺

8/24 
マックファーランド小学校他

8/25 
r オークレア・オシオ小学校

8/26 

ヘルスタ・ッド小学校．ミドルスクール
8/27 
シカゴ（シアーズタワーなど）

8 /28,29 
アンカレッジ縫由で備国

一寧．猿．局だより-’·: 
輝発足より 4年面、金沢IIヽ学殻に睾猶閾．：を置

かせていただ8 、たいへん這抵語になりました。
今年度より、寧蕃周扱を菌立級宵究究所室長の

高稲國颯先生にお弓I受けいただ＜＇ことになり、事
猫局の樋織が下記のように変わりましだ。今徴と
も、よろしくお固いいたします。 •: • •• , 

ド計部
事
溜

局

長 H9究部

高
浦
騰
纏

虐稽部

H研修部

遭集部

（事猶周新樋織）
(o 印は各臨代衷）

0 佐久岡茂和

加嗚幸次
（東海九州個敏研速絡担当）
志茂壊子'..

望月桂二．（広報担当）・・．
・ヘ ・

0中沢米子

等々力美津子
望月桂二（庶務部より）．

0浅沼茂

江．遮富夫
加藤勇
川島良代
小久保晶良
永井タケ子

佐久岡茂和（庶裔部より）

0•河合國英
舘岡茂樹
並木康成
成田幸夫（東誨億教研）

池田信一（九州個教研）・·.

、< ·,,争｀ヽ0松田早苗

友山真知子
橋本悦子

（事務局への圏い合わせ·遮緯先）
〒236 神奈川県横浜市金沢区泥亀Z-3-1-203

寧溺局長高溜・國蘊
（自宅） 8045-783-7497 
（国立敏育研究所） ao~-114·-0·111

〒 114 稟京部北区田錮1-10-2-201 • 
広報担当望月桂二

酋03-BZZ-1366
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