現在の学校事情と「友の会」に望むこと
高知市理科教育研究会
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は じめ に
私 は、 小さ い頃 から 野山で 遊ぶ こ とが好 きで 、折 りた た
みのナイフを持って近くの山で基地遊びなどをしていま
した。 その よう な体 験の 中で、 口に し てよい 植物 （草 や実
など）とそうでないものといったことを自然に知りまし
た。大 学で も植 物の 勉強 をしま した し 、現在 でも こう して
理科教 育に 関わ るこ とを させて もら っ ていま す。

２

教 育を 取り 巻く 現状
現 在私 は、小学 校で 勤務 して おり ます 。学 校教育 は 、社 会と 密接な 関わ りがあ りま す。
現代社 会は 、動 きが 激し く先 行き 不透 明と言 われ てお り、財政 危機（不 景気 ）、情報 化、
国際化 とい った 大き な流 れの中 でゆ れ 動いて いま す。
こ うし た大 きな 社会 状況の 変化 に よって 、学 校教 育を 取り 巻く状 況に も 変化が み ら れ
ます。 例え ば、 保護 者の 価値観 の多 様 化です 。多 様化 と言 うと 響きは 良い の ですが 、言
い換え れば 個人 主義 、利 己主義 、権 利 意識の 拡大 です 。ま た、 家庭に おけ る 教育力 （い
わゆる 躾） の低 下、 児童 虐待、 生活 ス タイル の変 化（ 生活 の乱 れ、崩 れ） と いった 課題
もあが って きて いま す。
こ のよ うに 社会 が変 化して いる 中 、国に おい ても ２０ 年以 上も前 から 教 育制度 改革 の
動きが あり 、 「 臨時 教育 審議会 」 (1984)、「 教育 改革国 民会 議」 (2000)、 「教 育再生 会
議」(2006)とい った 会議 で、２ １世 紀 を支え る人 材育 成、 社会 が求め る人 材 を育て るた
めの方 法に つい て議 論さ れまし た。

３

国 の教 育政 策の 変化 を受け た学 習 指導要 領の 改訂
一 連の 国の 教育 政策 が進め られ 、 学校教 育の 基準 とな る学 習指導 要領 が 改訂さ れ、 本
年４月から小学校ではその内容に基づいて作られた教科書を使った学習が始まってい
ます。 来年 ４月 には 中学 校でも 教科 書 が新し くな り、 従前 の「 第一分 野」 「 第二分 野」
という くく りが なく なり ます。
こ の学 習指 導要 領の 特色は 、次 の ような もの です 。
○ 思考 力、 判断 力、 表現力 の育 成
○ 伝統 や文 化に 関す る教育 の充 実
○ 道徳 教育 の充 実

…

○ 健や かな 体を 育て る

…

文化 遺産 や地 域の 歴史学 習、 中 学校 で 武道

道 徳教 育 、キャ リア 教育 、人 権教 育の推 進
…

食 教 育、生 活習 慣、 運動 環境 の整備
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○ 理数 の力 を育 てる

…

内容 、 時間数 の増 加

○ 外国 語教 育の 充実

…

小学 校 ５・６ 年生 から 外国 語学 習

○ 体験 活動 の充 実

…

宿 泊訓 練 、職場 体験 学習 など

○ 社会 の進 展 (変 化)に対応 した 教 育を行 う

…

環境 、食 、家族 、消 費 者、情 報等

文 部科 学省 は、 「生 きる力 」の 育 成（確 かな 学力 、豊 かな 人間性 、健 康 ・体力 ）が 理
念と説 明を して いま す。
こ の学 習指 導要 領の 改訂 の 最も 大 きな特 色は 、授業 時間 数が 増加 した とい うこと です 。
低学年 では 、週 ２時 間（ 国語や 体育 ） 、中学 年以 上で は週 １時 間（理 科、 算 数、外 国語
活動） の時 間増 がな され ていま す。 高 学年や 中学 校で １時 間の 増加と いう こ とです が、
週５日 制で は毎 日６ 時間 学習し たと し て、30 時間 が最 大で すの でほと んど 空 いた時 間が
なく、 学校 行事 の実 施を 考える と、 た いへん 窮屈 とな って いま す。時 間数 の 増加＝ 指導
内容の 増加 です ので 、教 員の中 には 多 忙感を 感じ てい るも のが 増えて いる と 心配を して
います 。
今 回の 改訂 で、 小・ 中学校 とも に 時間数 が増 え、 私た ち 理 科好き の教 員 にとっ ては う
れしい こと では あり ます が、小 学校 １ 、２年 生で は「 理科 」で はな く 20 年 前に導 入さ
れた「 生活 科」 です ので ９年間 通し て は理科 学習 がで きな いと いう状 況で す 。

４

高 知市 理科 （科 学） 教育研 究会 の 活動
私 が所 属す る理 科教 育研究 会の 活 動とし ては 、教 科に 関す る専門 的知 識 、技能 の習 得
のため の研 究・ 研修 があ り、「 授業 研 修会」 （夏 休み 研修 会、 研究発 表会 、 授業発 表な
ど）、 実験 観察 の技 能を 高める ため の 「実験 講習 会」 、フ ィー ルドワ ーク を 行う「 臨地
学習会 」を 行っ てい ます 。
ま た 、児童 、生徒 を対 象とし た理 科 に関 する 事業 や催 しと して 、「 夏休 み子ど も教 室」
（自由 研究 のし かた 、科 学工作 、植 物 採集、 標本 展示 と標 本に 名前を つけ る 会）、 夏休
みの自 由研 究や 科学 クラ ブ等の 研究 を 発表す る「 科学 発表 会」 、さら に研 究 物を審 査し
て展示 ・表 彰を 行う 「小 中学生 科学 展 覧会」 を実 施し てい ます 。
科 学展 覧会 は本 年度 で６４ 回目 と なりま す。 高知 市教 育研 究会と 高知 市 教育委 員会 と
の共催 とい うこ とで 伝統 のある 催し と なって おり ます 。

５

友 の会 に望 むこ と
本 題で ある 友の 会に 学校現 場と し てお願 い し たい こと につ いて触 れて み ます。 次に あ
げるこ とは 、理 科の 研究 会で話 し合 っ たこと では なく 、私 の個 人的な 考え と して受 け取
ってい ただ きた いと 思い ます。
こ れま で述 べて きま したよ うに 、 学習指 導要 領の 改訂 によ る指導 時間 数 増、社 会の 変
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化に伴 い学 校で 扱わ なく てはな らな い 内容（ 環境 、情 報、 消費 者、税 、食 、 薬物濫 用防
止等々 ）が 増え てき てお り、学 校現 場 はたい へん 時間 的に も余 裕が無 くな っ てきて いま
す。ま た、 教科 担任 制で ある中 学校 と は異な り、 小学 校で は全 教科を 学級 担 任が教 える
システ ムと なっ てい ます 。小学 校で は 、文科 系の 教科 を得 意と する教 員の 数 が圧倒 的に
多いと いう 特質 もあ り「 理科は 苦手 」 と思っ てい る教 員が 多く おりま す。
こ のよ うな 学校 現場 の背景 があ る ことを 前提 に次 のよ うな 提案を いた し ます。
①

小中 学校 理科に 関す る「 友の 会」 独自 の催し を創 設す る

②

放課 後児 童クラ ブの 児童 を対 象と した 巡回科 学教 室 を 開催 する

③

理 科学 習の 準備 等を行 う補 助 者とし て、 学校 に人 員を 派遣す る

③
④

６

科学 発表 会や 科学 展覧 会の審 査員 を 派遣す る
教員 対象 の実 験講 習会 や臨地 学習 会 の講師 を派 遣す る

お わり に
「 現在 の学 校事 情と 『友の 会』 に 望むこ と 」 とい う内 容で 、学校 サイ ド の視点 で好 き
勝手な 意見 を述 べさ せて いただ きま し たが、 お許 しを いた だき たいと 思い ま す。
友 の会 の会 則に ある 「理科 教育 の 推進と 援助 」に 関し ては 、学校 とし ま しても たい へ
んあり がた いこ とで ある と考え てお り 、可能 な範 囲で ご支 援い ただき たい と 思いま す。
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