
 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

 豊岡小学校に勤務して６年目となる。「授業で学

校を創る」は、教諭時代から「授業で学級を創る」「教

科指導と生徒指導の一体化」というテーマで実践を心

がけていたことと軌を一にする。校長として豊小のス

タートから２年間は、職員に「聴く・つなぐ・もどす」

ことを言い続け、とりわけ「聴く」ことを重視してき

た。とにかく教師は子どもの声を虚心坦懐に聴くこと

に徹する。そして、子ども同士も聴き合うことを学習

の最重要事項と位置づけてきた。 

 佐藤学氏（教育学者）は、学級崩壊、授業崩壊の原

因をさして「男子は喧騒の中で、女子は沈黙の中で落

ちていく」と指摘しているが、本校においても油断で

きない状況は至るところにあった。それらを解決する

ための方策を最もシンプルに考え「聴くこと」に置き、

その手応えは若手教員においても充分にあったように

思われる。 

 学習指導要領の変遷とともに、国の方向は、「思考

力・判断力・表現力」を言葉の力、特に言語運用力を

培うことで育てようとし、言語活動の重視を叫び始め

た。本校勤務３年目から職員は、言語活動の基幹教科

ともなる国語科の授業の充実を意識するようになり、

研究授業では多くの職員が積極的に国語科を選択する

ようになった。 

 そして、昨年度は、国語科活用型単元「豊小モデル」

の創造を通して、子どもたちの思考力や言語力を培い、

職員の授業力の向上を図ろうと取り組んできた。 

 職員の授業を何度も参観し、研究協議を重ねるうち

に、「どのような教材を使い、どのような指導過程を、

あるいはどのような指導方法を駆使しても、かならず

A先生は毎年同じような学級を創る。B先生と同じ指導

案をつかってもやっぱりA先生は A先生らしい授業に

なる。」という現実が見えてきた。そこで、本稿では、

授業の質を左右する「潜在的カリキュラム」に着目し

ながら昨年度の実践を分析することにする。 

２．潜在的（ヒドゥン）カリキュラムについて 

潜在的カリキュラムとは、主に、教師の無意識的、

無自覚的な言動により、子どもたちへ伝わっていく知 

 

 

 

 

 

無自覚的な言動により、子どもたちへ伝わっていく知

識、価値観、行動様式のことである。 

 １９６８年にシカゴ大学の研究者、フィリップ・ジ

ャクソンによって提唱された。学校教育の中では、目

標をふまえ、各教科および領域ごとに綿密な教育計画

が立てられている。このように目に見える形で意図

的・計画的に行われるカリキュラムは顕在的カリキュ

ラムといい、潜在的（ヒドゥン）カリキュラムは、目

に見えず暗黙の了解の形で子どもたちへ伝達される。 

潜在的カリキュラムの負の側面について、具体的な

例を挙げると、 

□授業中、一度指名した児童がずっと黙っていたので、

笑顔で「じゃあ、○○君は？」と次の児童にまわすこ

とで、黙っていれば発言しなくてもよくなると児童が

理解する。 

□手を挙げた児童だけを指名して授業を進めていくこ

とで、「手を挙げなくても誰かが発表してくれる」「先

生が説明するのを聞いているだけでいい」と児童が理

解する。 

□一度決めたルールを何度も変更することで、先生の

作ったルールは変更可能であると児童が理解する。 

□教師が時間通りに動かないことで、時間を守らなく

てもよいのだと児童が理解する。 

 などが、知らず知らずのうちに教室の文化として位

置づけられていくのは、よくあることである。 

 しかしながら、これらの負の側面は、教師が意識す

ることで、子どもたちにプラスの影響を与えることも

可能となる。 

以下、私たちが、研究授業等で授業を観るとき、ど

のような手法で授業者の潜在的カリキュラムを浮かび

上がらせようとしているのか。また、教師が発するプ

ラスの潜在的カリキュラムで学級をどのように創ろう

としたか、昨年の実践を紹介する。 

３．指導の実際 

（１）授業の「見え方」を鍛える 

 教師の専門的力量を高めるため、若手とベテランが

ともに学び合いながら、授業の「見え方」を鍛えるた
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めの研究協議の在り方に工夫を施した。 

 授業は先生と子どもたちが一緒になって紡ぎ出す固

有のストーリーである。本校では、授業を、「発問は」

「板書は」「ワークシートは」「掲示物は」と切り刻ま

れた断片で観るのではなく、ストーリーとしてとらえ

ることを重視してきている。そこで、下の写真に示す

ように、授業の全体（「授業の相」）を可視化できるよ

うな工夫を行ってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 授業後の研究協議会において、模造紙４枚程度をつ

なぎ合わせた用紙を掲示し、そこには、予め本時指導

案の活動分節ごとの枠組みを記入しておく。協議会は、

参加者一人一人が、そこに、授業を参観して、気にな

った（よかったこと、課題に感じたこと）児童や教師

の言動の事実を見つけ、記入し、添付していくことか

らスタートする。 

 あくまでも授業後の協議は、一定の理論や教育方法

の有効性を検証したり、その理論に対する教師の指導

内容や方法の是非を判定したりする場ではないことを

意識しなければならない。 

 参観者の関心が集中する事実や、解釈が多様化する

事実について、それぞれの解釈を重ね合うこと、ある

いは、他の教師の解釈の価値を意味づけたり、関連づ

けたりする中で見えてくる教育観を重視するのである。 

その営みこそが、他の教師の、また、自己の潜在的カ

リキュラムを探り出す教師の「目」を鍛えることにな

ると考える。 

（２）A先生の実践（５年生学級担任） 

 次に紹介するのは、A先生の４月からの指導記録の

一部である。ここに、A先生が作り出す独自の潜在的

カリキュラムを見つけることができる。 

①具体的な実践事例 

（A児の場合） 

Ａ児が有する主な課題（学習困難。逃げる、すねる。

不集中・衝動性ありADHD傾向。単語で話し、自己表現

が苦手。不規則発言多し） 

【指導の事実】 

□「わからん」と発する言葉を大切にする。どこが

わからないのかを「ぼくは・・・のところがわかり

ません」と発言させ、「A君は何を言おうとしている

のかなあ」と全体に広げる。他にモデリングさせ、

正しく話せたときは「よくわかるように伝えられた

ね」と認める。さらに、わからないことは、恥ずか

しいことではない事を何度も伝える。 

□姿勢の悪さ（脚、座り方）等には目をつぶる。読

書等、黙って作業する時間を設定する。 

 A 先生は、不規則発言に振り回されることなく、そ

こに二つの意味をもたせようとしている。一つは、「A

君は、何を言おうとしているのかなぁ」と全体になげ

かけ、A 君が自分なりに授業に参加しようとしている

構えを評価し、学び合う学級集団に A君が必要である

ことを示唆している。さらに、「わからないことは、恥

ずかしいことではない」ことをかけ声だけにせず、A

君の「わからなさ」から学習をスタートさせることで、

学級全体に「わからない」ということは、先生や友だ

ちから揶揄される事柄ではなく、学びにとって大切な

ことだというカリキュラムを生みだそうとしている。

しかも、「姿勢が悪い」など、ともすれば誰からも注意

をうけがちな、あるいは、恐らくこれまで A君がずっ

と指摘され続けたであろうことより、A 君のもつよさ

を優先して学級の文化に位置づけていることは、子ど

もたちに大きな影響を与えていると考えられる。 

（B児の場合） 

B 児が有する主な課題（独創的な考えをもてるが、場

の雰囲気が読めず、他人の考えを受け入れない。友だ

ちとの関係づくりが課題。） 

【指導の事実】 

□４月、「聴く」「つなぐ」を目標にし、詩の学習を

行った際に、独創的な発言、生活とつないだ発言を

したので、認め、全体に広げた。「B君がみんなと違

う考えを発言してくれたのでみんなで考える楽し

さを味わうことができた」「今の発言は、生活とも

つないだ発言ですばらしいね」と褒める一方で、自

己中心的な発言には、「今は、○○についてみんな

考えているので、その意見は後で聞きます」という

ように発言のタイミングを指導した。 



 

 □宿題を正しい方法でしっかりできているときは、

きちんとできていることを伝えて褒める。保護者と

の連携を密にする。 

 A 先生は、私が数年来の学校経営の中心課題として

いる「聴く」ことを４月の、しかも教科学習の中でさ

っそく具現化させようと取り組んでいる。そして、子

ども同士が考えを重ね合わせ、深め合ったり、広げ合

ったり、さらには、摺り合わせたりするために、「つな

ぐ」という方法を意識させている。その学習活動の中

心に B児が座ることができるよう、「B君が、みんなと

違う考えを発言してくれたのでみんなで考える楽しさ

を味わうことができた」と意味づけ、異質の考えや意

見が、学級での学びを活性化させ、学びの楽しさまで

も生み出すことに気づかせようとしている。 

 ただし、B 児のもつ自己中心的な発言については、

課題であることを全体の場で示唆しており、学級には

自分達が意識しなければならない一定のルールがある

ことを考えさせるきっかけとしている。これは、潜在

的カリキュラムを学級づくりに有効に働かせるための

重要な側面である。 

（C児の場合） 

C 児が有する主な課題（過保護な親。家庭学習未定着

で意欲が低い。友だちの忠告が聞けない） 

【指導の事実】 

□意味不明な発言や問いとは合わない発言であっ

ても「～という意味やね」と補足し、意味づけるよ

うにする。また、発言できた事や聞きやすい声の大

きさを認める。「できました」「書けました」などそ

れが低・中学年特有の反応であっても、「いい反応

ですね」と認める。 

□自分で予定を立てる。自分のことは自分でさせ、

あまり干渉しない。できた時は褒める。 

 

 C 児の場合も、言動の意味づけを大切にしている。

何よりも「発言をする」という事実を重視するととも

に、できていること、友だちと比べたらまだまだだが、

前よりできるようになったこと、またやろうと努力す

る姿勢を称揚し、そのことを学級全体に広げようとす

る担任の意図が感じられる。このように、子どもの課

題を解決するために、できていないことを数多く指摘

することよりも、できていることを見つけ、そのこと

の意味づけや値打ちづけをすることから始め、やがて

できていないことも友だちや先生の支援を得ながら解

決していく道筋を重視しているのである。このことを

私たちは、合言葉として「肯定的なかかわり」と呼び

合い、豊小教育の生命線として学校教育目標のサブテ

ーマに掲げている。 

②授業をデザインする 

 A 先生は、通常の授業において「会話」→「対話」

→「議論」といった展開を心がけている。「会話」はつ

ぶやきや雑談の部類であり、それを「発言」に押し上

げて、さらには「議論」へと昇格させていく。授業で

は、正確な自己表現を苦手とする彼らが、「何を伝えよ

うとしているのか」を学級全体に返し、学級の仲間と

してともに考えることで、再び自己表現に戻すように

している。 

 この時の教師の役割はとても重要である。A 児や B

児から発せられる、ともすれば不規則発言ともとれる

「つぶやき」の中で、授業に関わることのみを全体の

場に乗せていく。その際、話題の確認（「つぶやき」が

学級を混乱させる単なる不規則発言となってしまわな

いように、今、何のために何を話しているのかを確か

めること）、先にも述べたように授業中の発言の位置と

意味、さらには広がりすぎないように焦点化し、他の

児童へとつなぐ、といった「授業のデザイナー」とし

ての存在に徹しなければならない。 

形態   授業デザイナーとしての教師の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議
論
（
グ
ル
ー
プ
・
全
体
） 

全体に対して 

「A君は、どういう事を言ってるんやろ？」 

「B君が、納得していないのは、どういう点

なんやろ？」 

「あなたは、どう思う？」 

「この場合、どっちの方が適切だと思う？」 

対
話 

A児、B児、C児以外の児童に対して 

「A君は、どういう事を言ってるんやろ？」 

「今、B君が話しているのは、この中のどの

部分ことを言っているんかな？ 

会
話
（
つ
ぶ
や
き
） 

A児、B児、C児に対して 

「君の言っているのは、○○ということだ

ね？」 

「今、君が話しているのは、ここのこと（板

書や掲示物で可視化しながら）を言ってい 

るんかな？」 



 このような展開を学習活動の基本としながら、子ど

もたちの学びが教師の手によってデザインされること

で、次のような効果を得ることができてきた。 

□A児、B児、C児の声や教師の補足、意味づけを聴い

た他の子どもたちが、「同じ事でも自分の言葉で言えば

いいんだな」「こういう事を今、話し合っているんだな」

と気づき、主体的に授業に参加できるようになる。 

□B 児の発話は、独創的なので教師の補足が必要にな

るが、彼の発話は自分の考えを素直に表現したものな

ので、他の児童が、自分と異なる考え、反対意見の素

晴らしさに着目することができるようになる。そのこ

とから、見方によって物事は違って見えること、一人

一人の様々な考え方を共有することで学習が深まると

いうことが、学級集団の中に、潜在的カリキュラムと

して位置づけられる。 

□A児や B児の衝動性は、授業の反応から観て、教師

への授業評価である。授業が「わからない」「つまらな

い」と感じていることが、素直な反応によって証明さ

れており、教師が反省する材料とすることができる。

いわゆる「A児や B児を核にした学級経営」と呼ばれ

るものである。 

③子どもの変化をみとる 

 ２学期の半ばにさしかかった頃、授業というフィー

ルドで、教師によるプラスの潜在的カリキュラムが浸

透し始めてきたことが、次の子どもの様子から感じ取

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．おわりに 

 今から３０年ほど前に、サンフランシスコで「ピグ

マリオン効果」という心理行動が報告された。日本語

では、「教師期待効果」と訳されている。 

 知能テストを行い、その結果、ランダムに選び出し

た子ども２０％を「今後伸びる子」として、担任には

「密かに期待すること」だけを指示した。半年後、２

０％の子どもたちは、学科の成績だけでなく行動の評

定も他の子どもたちを大きく上回った。担任が「密か

に期待する」以外、何も差が生じないようにしている

はずなのに。 

 これは、期待を込められて育てられた子どもは、そ

の子に合った望ましい方向に伸びていくということを

示唆している。つまり、その子どもたちにとって望ま

しい潜在的カリキュラムが学級に存在していたに違い

ない。 

 普段、自分が子どもたちに与えている潜在的カリキ

ュラムには何があるのだろうか。また、今、不登校傾

向を顕したり、学級集団への不適応で困っていると思

われる子どもの言動の原因が、潜在的カリキュラムに

はないだろうか、ということを私たちはメタ認知して

みる必要がある。 

 今後も、校長として、授業で学校を創るために、授

業研究や相互授業参観の視点に潜在的カリキュラムを

据え、子どもたちの成長とともに職員の授業づくりを

支えていきたい。 

A児・・・「みんなのためにできることがある」（集

団への貢献感） 

 ９月、誰かの水筒が壊れてお茶がこぼれていた。

近くにいる女子は、「こぼれている」と言うだけで

何もしようとしない。その時、A児がお茶を拭き始

めた。担任が一緒に拭こうとした時、彼はこう言っ

た。「僕は、これくらいしかみんなのためにできる

事はないから。」 

 この時、担任は彼に対して「認めること、勇気づ

けること」の重要性をはっきり認識し、授業の中で 

A君のもつよさを優先して学級の文化に位置づけて

いくことに手応えを感じたという。 

を基本として、仲間との自力解決に挑戦している。

彼の持ち前の素直な反応や独創的な考えは、「わ 

からないことをわからないと言っていいのだな。」 

という仲間の思いに応える形となり、「自分と友だ 

ちの考えがちがっていても当たり前なんだ。」とい 

うふうに仲間の考えや反応を引き出すことになっ 

ている。 

B 児・・・「わかると楽しい。伝えてわかってもら

うと気持ちいい」（共同体感覚） 

 算数は、教科担任制でコース別学習に取り組んで

いる。B児は、「わからない人が自分からたずねる」 

C児・・・「私にもわかる、できる。」（自尊感情） 

 苦手な立体の学習。直方体と立方体の名前が混同

してしまい、定着しない。教科担当が毎時間、授業

の始めに二つの立体を示して「これは？」と聞き続

ける。１週間後、完璧に答えられるようになった時、

みんなから拍手をもらい、担任は「Cさんのお陰で、

みんながこの立体の名前はバッチリだよ。」と評価

した。ここにも、「誤答から学ぶ学級集団」の潜在

的カリキュラムを見いだすことができる。 


