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ＳＮＳ上に掲載された記事に読者が意見を寄せる，いわゆるツイートが賑やか
だ。さら に ，その 意 見に対 して 多く の者 が「 いい ね！ 」な ど のボタ ンで 反応 する 。
評価が 日常 的に 行わ れる時 代だ 。
学校で 行わ れる 評価 には「 学校 評価」な どもあ るが ，一般 的 には ，児童 生徒の「 学
習評価 」をさ すこと が多い 。そし て ，学 習の取 組状 況や 単元 テスト ，学力 調査な ど
を通し て ， 児童 生徒 の学習 等の 状況 を教 師が把 握す るこ とが 中心と なっ てい る。
学習評 価の 役割 は ，本来 ，子 ども の状 況 を把握 する だけ でな く ，それ を受 けて ，
教師自身が授業の進め方を見直したり，個に応じた指導の充実を図ったりするこ
とであ る。
「こ の子 が間違 えた のは 自分 の指導 のど こに 問題 があっ たの だろ う」と
分析し，
「 この 子は 漢字の 書き 取り が不 十分だ から ，個 別に 声がけ をし て練 習さ せ
よう 。そ して ，次の 授業で クラ ス全 体に も注意 を促 そう 」と いった とこ ろま で考 え
実行し て ， 評価 にな るので ある 。
先日，
『テ スト だら けにし ない で ，教え てよ 』と いう 記事（ 内外教育 2019 年 １ 月
25 日号 ）を 目にし た。テ スト の時 間が 増える こと で授 業時 数が少 なく なり ，結 果
として 授業 の進 度が 速くな ると いう ので ある。児 童生 徒に と っては ，じっ くり 教 え
てもらう間もなくテストを受けさせられ，教師は指導を見直すことなくどんどん
先に進 めて いく 感じ である 。
「評定 あっ て ，評 価 なし」と いう 言葉 を 聞かれ たこ とが ある だろう 。
「評定」は ，
学習の 成果（ 成績 ）を測定 し数 値化 する ことで あり ，それだ けで評 価で はな い。評
価を指 導に 生か して ，はじ めて「 評価 」となる ので ある 。こ れが「 指導 と評 価の 一
体化」と いう こと に なる。測 定や 評定 ば かりを 繰り 返す だけ で指導 に繋 げな い教 師
は ，検査 を繰 り返 す が治療 に入 らな い医 者のよ うな 気が する 。ま して や ，学 力調 査
の結果を順位付けして使ったり，通知票の結果をプレゼントの購入基準に利用し
たりす る風 潮は 考え もので ある 。
このほ ど ，中 央教 育 審議会 の教 育課 程部 会が『 児童生
徒の学習評価の在り方について』の報告をまとめた。
そこで は ，
「学 習評 価の改 善を、教育 課 程や学 習・指 導
の改善に発展・展開させ，授業改善及び組織運営の改
善に向けた学校教育全体のサイクルに位置付けていく
ことが 必要 」と し ，学習評 価を カリ キュ ラム・マネ ジメ
ントに位置付けることの必要性について言及してい
る。各 学校 では ，来 年度の 教育 課程 の編 成に合 わせ ，適
切な学習評価の在り方について，校内で共通理解し，
体制を 整え てい ただ きたい 。

子どもの姿から学びの場を考える

～益田市就学相談会から～

益田市 教育 委員 会 派遣指 導主 事 小石 伸江
益田市教育委員会は，幼児期から学童期へのシームレスな接続をめざし，小学
校・特別 支援 学校小 学部入 学の ２年 前か ら ，保護 者・幼児 の 所属機 関・益 田市子 ど
も家庭 支援 課を はじ め ，学校 ，福祉 関係 機関 ，医 療関 係機 関 と連携 した 就学 相談 会
を行っ てい ます 。
益田市就学相談会（年中児）
容】相談対応者が，幼児の所属機関に出かけて行動
観察を行い，所属機関の職員や保護者と子どもの
姿について共通理解をし，学びの場に関する情報
共有をする。
【 相 談 者 】 益 田 市 教 育 支 援 委 員 会 で ，「 多 様 な 学 び の 場 」
についての審議が必要と思われる幼児の保護者
【 実施時期】 １ ０ 月 ～ １ 月

【内

★相談対応者がチ
ームで子どもの様
子を把握します。
★子どもの社会性
の発達を見るため
に、集団生活の場
での姿を見取りま
す。

益田市就学相談会（年中児）を受けた保護者の小学校・
特別支援学校小学部の見学
【 見学実施時期】１ 月 ～ ２ 月【 見 学 場 所】該 当 児 の 就 学 予 定 先
益田市就学相談会（年長児）１
容】相談対応者が，幼児の所属機関に出かけて行
動観察を行い，所属機関の職員・保護者と子ど
もの姿について共通理解をし，就学時健康診断
時の配慮や子どもに合った学びの場について話
し合ったり，必要に応じて教育支援委員会審議
について説明したりする。
【相談者】就学時健康診断で個別の支援を必要とすると
思われる幼児の保護者
【 実施時期】 ７ 月 ～ ９ 月

【内

就学時健康診断

10 月

益田市就学相談会（年長児）２
容】就学時健康診断において必要と判断した幼児
（知的発達スクリーニング検査結果による）の
うち希望する保護者に対して，相談対応者が，
所属機関の職員・保護者と子どもの姿について
共通理解をし，小学校入学後の支援体制につい
て話し合う。
【 実施時期】 １ １ 月 ～ ２ 月

【内

小学校の就学相談
担当や特別支援教
育コーディネータ
ーの先生方，益田
養護学校小学部の
先生方には，強力
な協力をいただい
ています！！

各小学校独自の就学前相談会

小学校・特別支援学校小学部入学
全ての 子ど もた ちが 自分に 合っ た学 びの 場で学 習で きる よう ，
「困難 さの 有る無
しにか かわ らず，全 ての子 ども たち が，可能な 限り 同じ 場で 共に学 ぶこ とを 追求 す
ること 」と「 困難 さ のある 幼児・児 童・生徒に 対し て，その 人なり の自 立と 社会 参
加をめ ざし て，多 様 な学び がで きる 環境 を設け るこ と」の 二 つの視 点か ら就 学支 援
を進め てい くこ とを 大切に しま しょ う。

子どもと大人のまちづくり
益田 市教 育委 員会 派遣 社会 教育 主事 谷上 元 織
ここ数 年，中 高生 の 地域貢 献活 動が クロ ーズア ップ され，新 聞等の 報道 で目 にす
る機会 が増 えま した 。そんな 中，地域の 大人と 一緒 に活 躍す る小学 生の 姿を 紹介 し
ます。 学校 教育 と社 会教育 の有 機的 なつ ながり が生 んだ 実践 です。
その舞 台は ，益 田小 学校 。６年 生が ，総 合的な 学習 の時 間で「益 田をも っと 幸せ
なまち にし よう 」と いうテ ーマ に取 り組 みまし た。まず ，市 役所の 職員 から ，ま ち
づくりについての話を聞きました。そこで生まれた疑問に対して，市役所や公民
館の職員との対話を通して，解決のヒントを得ていきます。さらに自分たちで調
べたり，話し合ったりしながら学習を進め，益田のまちをより良くするための方
法を「４ つの 提案 」として まと めま した 。単 元の クラ イマッ クスは ，
「 ４つ の提 案 」
の発信 です 。１１ 月 の学習 発表 会で ，保 護者
【4 つの提案】
① 地域の大人と子どもがつながろう
や地域 の方 に向 けて「４つ の提 案」が ，発表
～満天青空レストラン～
されま した 。
② まちの環境をよくしよう
～リサイクルイベント～
これだ けで も充 実し た取組 です 。し かし ，
③
手
をとりあい，
これで 終わ らな いと ころが ，こ の取組 の 特筆
世代をこえておしゃべりしよう
すべき 点で す。子 ど もたち から の提 案を 実現
～茶話会・昔遊び・カタリ場～
④ 益田の特産物を広めよう
するプロジェクトが地域活動として生まれ
～特産物を使った料理コンテスト
たので す 。そ れは ，自分た ちで 創り あげ た提
～
案を，学習発表会で真剣に語る子どもたちに心を動かされた，公民館の方のはじ
めの一歩から始まりました。子どもたちの想いを地域で実現させるための作戦会
議が開 かれ たの です 。これま で前 例の な い，勇気 ある 一歩 で す。これ まで 子ど も た
ちの学習を見守り，子どもの姿で学校の先生方と語り合ってきた公民館職員だか
ら こ そ 踏み 出せ た一 歩です。そし て，そ の一歩 は，地 域の 方 々の共 感を 生み 出し ，
子ども たち の想 いの 実現に 向け た地 域活 動につ なが った ので す。
具体的 には ，公 民館 で休日 に計 ３回 の活 動プロ グラ ム
が組ま れま した 。教 育課程 外の 活動 です ので ，子ど もた
ちの参 加は 自由 です 。し かし ，学 校の先 生方も 子ど もた
ちの背 中を 押し てく ださり ，学年 の半数 近くの 子ど もた
ちが自 分た ちの 提案 の実現 に向 けて ，プ ロジェ クト メン
バーと なり ，地 域の 方と協 働す るこ とに なりま した 。関
わる大人も多様です。これまで子どもたちの活動に長年関わってきた地域の高齢
者，保護 者世 代の 有 志，近隣 の大 学生 な ど，様々 な世 代や 立 場の方 がプ ロジ ェク ト
に参画 され まし た。そして ，見 事に 子ど もたち の「 ４つ の提 案」は ，実 現し まし た。
「実現できるとは思っていなかった。これからもあきらめずに，自分たちでで
きるこ とを 中学 生に なって も作 って いき たい。」とい う子 ど もの言 葉か らは ，学 び
が実社 会や 生活 とつ ながる こと への 喜び や醍醐 味を 感じ ます 。また ，
「子 ども た ち
のやろうとする気持ちに感動した。素晴らしい活動だと思う。子どもにもまちの
ことにどんどん関わって欲しいし，大人もその姿を見習わなくちゃいけないなと
思う」 とい う感 想に ，子ど もに 関わ る大 人の価 値観 の変 化を 感じま す。
学校 と地 域の 学び を往還 させ るこ とで ，子ども たち の「や りたい」を実 現さ せ ，
関わった方の価値観を変えた益田小学校区の取組。まさに「社会に開かれた教育
課程」 が具 現化 され た姿の ひと つだ と言 えるの では ない でし ょうか 。

