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2016 年 春の講座 

教材づくりのポイント「クラスづくり・授業づくり」の観点から 

渡辺雅之 

2016/3/19@新潟テルサ 

 

1.授業～教材とは・・・ 

●教材はなくてはならぬもの…教科書を教える→教科書で教える→教材で学ぶ 

・教師の体験や語りも教材である 

     ex 沖縄米軍基地前での体験 

 

●授業は料理と似ている=「美味しかった」「また食べたい」「誰かに教えたい」「自分でも作ってみよう」 

・良い素材の発見→どんな料理が出来るだろう→どう調理すればいいかな? 

※コツはあるようでない 

→何度も作ること、食べる人のことを考えること、寒い時には温かいもの、お皿や出す順番も大切 

※楽曲も一緒…どんなに素晴らしいメロやリリックでも… 

  食べられれば何でもいい→ex.アパルトヘイトって何? 

 

※だけど毎回、豪華な料理は無理だし必要ない。 

美味しく炊けた白いご飯と漬物が基本→問いや投げかけ→子どもたちの討論や思考 

しかし、ちょっとしたおかず(目玉)はあったほうがいい→導入など部分的でも ex 土器の実物 

 

●2 つのアプローチ 

A これを教える(学ぶ)ために教材を探して使用する 

B この教材そのものを学ばせたい 

    →融合 

 

●よい教材とは 

・五感に訴えるもの 

・つかみがあるもの→レディネスの低い子どもに特に大切 ex ヤンキー娘・あかりとのこと 

・あまり解説的でなく考える余地があるもの 

・知らない世界に道を拓くもの～新規性と意外性→知的好奇心 

・発展性があるもの 

※何より自分が面白いと思ったもの!!! 

 

2.文書教材のコツ 

●クイズ系 

「ある外科医の話」 青短教職実践演習まとめの授業 pp より 

「結婚式のミステリー」 
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「遠距離恋愛」 

「アルバイトクイズ」 

●読み取り系 

「天使の声」 

「心のノート」 

「手品師」 

 

3.視聴覚教材 

・長さが大切→長いものは基本不可。 

→しかし使用したい→ドキュメト系は停止ボタンを使う/映画などは分けて見る 

ex「みんなで跳んだ」DVD 

 

4.自主教材の作成 

・資料集めと整理がキモ 

※基本はアンテナの高さと感度!! 

※子ども、学生たちからの情報も!! 

 

→(自分の場合)Facebook/Twitter/メルマガ/ニュースレター で気になった記事をどんどんクリップしておく 

【Evernote】【OneNote】などが便利 

・テレビ番組はためどり～録画 

・YouTube などの動画の DL 【FreemakeVideoConverter】 

※広告がついたり、余計なソフトがインストールされることもあるので注意が必要 

・編集作業は【Windows Live ムービーメーカー】 

※自分が楽しみながらやること、慣れるまでは多少の苦労は覚悟する、凝り過ぎない 

パワーポイントの活用のコツ 

   ※文字は簡潔に。パワポの特性は順序性があること 

 

【実践例】 

「T-nsSOWL との学習会」 

「311 教材動画」 

「SEALDs」 埼生研開会 

 

 

5.課題 

・事実確認と検証～認識の変化 ex 北朝鮮の社会体制 

・誘導性の誘惑～Teaching と Learning 

・対論の提示 

・発展性 

※鵜呑みにしない、自分で調べることの大切さを示すこと…そして調べる時の注意点も共に学んでいく 
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【資料】 

遠距離恋愛についてのインタビュー 

「今、本当の自分でいられる」 

 

二人が知り合ったのは、いろいろな活動の中だったようです。知り合ってから今に至るまでの二人の話を聞いて

みました。 

 

「そう、初めて会ったのは、おととしの７月。ぼくが裁判の応援で名古屋から上京して会ったのが、おととしの

７月ってわけ。ぼくが裁判の応援で名古屋から東京にきた時。僕のほうはけっこうひとめぼれで、後日談なんだ

けど、あとでその時の写真を見たら、ちゃっかり全部隣にいたという・・・・。それから電話をしたり手紙のや

り取りをするようになって。僕の誕生日に、たまたま名古屋の友だちがパーティーをやってくれるというので、

ものはためしと思ってさそってみたら、ほんとにきてくれたわけ。それから正式に付き合い始めたというか。」 

 

「東京から名古屋まで行くっていうのは、けっこう思い切った行動だったんじゃない？」 

 

「そうかもしれない。でも思い切って動かないと、何も始まらないと思ったし、自分の気持ちに正直に生きなけ

れば生きている意味がないと思って。まあでもちょっとお金がかかって大変だったけど。」 

「だから最初は手紙と電話がメインのつきあい。いわゆる遠距離恋愛。でも手紙と電話だけで付き合うのはむず

かしくて。もちろんそれだけでも心は通じあうし、満たされた気持ちにもなるんだけど、やはり同じ時間に同じ

場所にいて、同じものを共有しあいたいという気持ちがお互いに強くなってきたわけ。」 

「それに僕自身、大学に行くよりもやりたいことがあって、それで名古屋の大学をやめて東京の専門学校に入る

ために上京したっていうわけ。」 

 

「いっしょに暮らしてみてどうだった？」 

 

「毎日いっしょにいれば、気に入らないこともあるし時にはけんかもするけど、ふたりでいることによって、精

神的に安定したっていうのかな。おちこんだり苦しいことがあってもお互いに支え合えるというか、そういうか

んじで毎日の生活にはりが出来て。」 

「僕の場合、大学時代は孤独が当たり前だった。当然のように一人暮らしだったし、だけど、パートナーと呼べ

る人ができてからの自分は明らかにちがってきていた。もともと自分はちょっと弱いところがあったけど、とに

かくがんばれるようになったしいっしょにいると本当の自分に会えるという感じがする。」 

 

「この後の将来についてどう考えているの？」 

 

「先のことはわからないというのが本音のところだけど、ずっといっしょに暮らしていきたい。そのためには

色々な困難がつきまとうけど、でも二人の気持ちが変らずにいけたら、こんな幸せなことはないと思う。」 

「将来、いっしょに暮らすということは、経済的にも精神的にもお互いが自立していなれければならないのが前

提だと思う。そのためにはまだもう少し時間がいるから、まず今の自分の生活を充実させていく中で、きちんと

考えていきたい。もちろん、相手との合意というか、心の通い合いが何よりも大事だと思う。」 

 



4 

 

「それが愛ですか？」 

 

「愛って、難しいものだと思うけど、ようはお互いがお互いを受け入れ、尊重しあう営みだと思ってる。だから

ぼくの場合、愛っていうのは自然に相手と心を通じ合わせながら生きていくことだと思ってる。」 

 

「今日のインタビューいろいろ答えにくいこともあったと思いますが、長時間ありがとうございました。」 

 

この話を読んでどんな印象をもちましたか？ 

 

問題 本当の自分ってどういうものでしょう？ 

問題 色々な困難ってどんなものがあるでしょう？ 

 

「結婚式のミステリー」◆ アキヒコさんとエリコさんの結婚。 

 

ある女子大学の教授であるアキヒコさんは、今年で 68 才になります。 

彼は最近、今年その大学に入った女子大生、エリコさんと結婚しました。 

50 才もの年の差カップルに、二人の友人たちはビックリ。 

 

アキヒコさんの友人の男性たちは「よくやるなぁ」「すごい…！」と声をかけ 

ます。「う、うらやましくなんて、ない…！」と、声をしぼりだす男性もいました。 

 

エリコさんの友人の女性たちは、「68 才の男と結婚なんてして、何考えてるの 

かしら…」「夜なんか問題ないの…？」なんて心配しています。 

それでもみんなが、二人の結婚を祝福しました。 

 

しかし、その結婚式の途中。 

どう見ても 100 才くらいの、よぼよぼのおじいさんが現れました。 

 

「誰だろう…？」 

みんながそう思ったとき。 

おじいさんはエリコさんの手を握って、言いました。 

 

「結婚おめでとう、ママ…」 

驚くアキヒコさんは、エリコさんに聞きました。 

 

「だ、誰！？ こ、このおじいさん！？」 

するとエリコさんは、ためらいながら、言いました。 

「私が産んだ、息子です」 

 

これは、どういうことでしょうか？みんなでこの物語を解き明かしてください。 
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第 13 回 GA162/特別活動の研究 (B) M-301 教室  

渡辺雅之 2015/1/13(火) 

「進路指導とキャリア教育」 

＆「信頼と関係性」～いじめ問題の課題 

 

1. 課題の確認 

ケーススタディ BC 

アサーティブ AB 
 

2.コール＆レスポンス 

質問 
・「くん」「さん」の呼び方についてジェンダー的に問題という指摘があるが・・・(Y 東山) 

・間違った指導をしてしまった場合どのようにフォローしましたか。(R 岡崎) 

・性に関する指導をして親からクレームを受けたという話を聞いたことがある。どうしますか?(實田) 

 

セクシャリティとジェンダーの学びについての補足 

・「性」に関する行動は基本的にプライベートかつ「(個人の中に)秘めたるもの」である。語りにくいのは当然

であるし、おおっぴらに語るべきものでもない。しかし、「恥ずかしい」ことではない。「性」とそれに関わる事

項は生きるエネルギーとして機能する人間の根源的なものである。 

・プライベートゾーン(親密圏)は一般的に片手の範囲と言われている。親密さの基盤の上に「性」行動は成立す

る。相手を尊重することが親密さのもう一つの側面である。 

・ 

 

 ジェンダーとセクシュアリティーの学び 
 

B(中 3または高校女子) 

「付き合っている彼から、(セックス)やらせてくれないんだったら、別れると言われました。彼

のことが好きなので、どうしたらいいか迷っています」 
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C(中 2男子) 

「みんな女の子の話ばかりするのですが、僕は女の子には興味がなくて､男の子と遊んでいるほう

が楽しいのです。おかしいのでしょうか」 

 

 

 

 

 

「アサーティブなコミュニケーションと表現スキル」を身に

つける～教師として大人として 
    (EX) 先輩から→ 

A「急で申し訳ないんだけど、明日のバイトのシフト代わってくれる？  

他あたったんだけど君しかいないんだよね。」 

私の事情(すでに予定を入れてしまった、または友だちと約束がある) 

 

B「今日終わったら飲みに行こうよ。いい店見つけたんだ。 

もしフトコロが寒ければおごるよ。聞いて貰いたい話があるんだよね。」 

     私の事情(早く帰ってやりたいことがある。またはその人と飲むのはあまり気が進まない) 
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3. 「進路指導とキャリア教育」 
 

中学高校における「進路指導」の実際 

   ・どんなイメージで何をしたか？ 

  ・本来はどうあるべきか？ 

・・・充実した人生と学習、学ぶことや働くことの楽しさと価値、学ぶことと職業などについての題材を設定し・・・

将来の生き方や進路に関する興味や関心を広げるとともに。・・・人がいかに生きるか、どのような人生を送るか・・・

しかし、今日、勤労や職業に関する理解の不足や安易な考え方など、若者の勤労観・職業観の未成熟さが指摘されて

いる。それだけに、望ましい勤労観・職業観をはぐくむことは､進路指導、さらにはキャリア教育にとって重要な課題

である。(学習指導要領)  

→結局「企業」のいうがままに従順に働く労働者を求めているのではないか 

 

ベースになること 

「どう生きるか(働くか)」「どういう社会(仕組み)なのか」「どうしたらいいか」 

これらを子どもと共に学ぶこと 

 

～グループワーク～ 

みんなで考えてみよう！「働くことの実際そして権利」 

 

まず基本 

使用者は、労働者に(    )を除き1週間について(  )時間を超

えて､労働させてはならない。一日について(  )時間を超えて労

働させてはならない。労基法32条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特活タロウくんは、駅前のファーストフード店「RIKKYO バーガー」でアルバイトを始め

て 3 年目になりました。先輩アルバイターとして､新人にコツを教えたり急な休みのフォロ

ーをしたりとそろそろベテランの域に入っていました。しかし、流行のインフルエンザに

かかってしまい、バイトを三日間休んでしまいました。（たった三日かいという突っ込みは

ナシで）。三日分の給料がもらえないとなると、生活費にも大きく響くので、思い切って店

長に「三日間の休みは、有給扱い(休んだけど給与支払い)でお願いします」と言ってみまし

た。すると店長はこう言いました。「おいおい、タロウくん。バイトに有給休暇なんてある

はずないでしょ。オレもこの業界長いけどそんな話聞いたことないわ。大体、働いていな

いのに給料もらおうなんて虫が良すぎるよ。だいたいね、タロウくん。君が休んだ時の代

員も大変だったんだよ」 

 

さあ、タロウくんと店長のどちらが正しいのでしょうか？どうする特活タロウ？！ 
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池袋の激うまパン屋さん 

～製造と販売～ 

 

スタッフ大募集 

 

時給 870 円 

時間 ①5 時～10 時 

   ②12 時～15 時 

 

※女性がたくさん働いています！ 

 RIKKYO ベーカリー 

アルバイトクイズ 

1 バイトに有給休暇→休日以外に給料をもらいながら休むことができる。 【○ △ ☓】 

2 バイトの賃金や残業手当の単位時間は？【1 分 30 分 60分】 

3 本人の不注意で仕事中にけがをしたら、治療費は出る出ない？出るとした人はどのくらい？ 

【0% 50%100%】 

4 バイトに行く途中に、駅の階段で転んでケガをしたら、医療費は出る？出るとしたら何パーセント？ 

【0% 50% 100%】 

5 バイトをやめる時は・・・ 

【契約期間中はダメ/2 週間前に告げればオッケー/いつでも自由にやめられる】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェイトレス募集！！ 

 ～すてきなレストランで働こう～ 

 

時給 889 円 

時間 ①7 時～13 時 

   ②13 時～19 時 

 

 

 フレンチビストロ 池袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島区 一時スタッフ急募/派遣 

 

仕事内容 区議会選挙開票補助 

勤務先  区内投票所 

日給 10000 円 

時間 6 時～21 時 

昼食・夕食つき 

 

人材派遣会社 わたなべ 

 

正社員(見習い)募集 

 

調理・盛りつけ業務 

月給 25 万円  

(ただし見習い期間 1 年間は 20 万円) 

調理師希望で明るい笑顔の方優遇 

 

 和食の立教 

  随時受け付け 

住宅展示場での接待をしてみませんか 

 

勤務 3 ヶ月限定 

年齢 30 歳未満 

人と接することが好きな方優遇 

 

時給 1000 円 

勤務時間は応相談 

マキムホーム 

 

 

介護スタッフ(正規職員)募集 

 

高齢者介護業務 

月給 32 万円保証 

夜勤手当別途 2000 円支給 

 

勤務日 月 20 日(交代制) 

 

M-301 福祉介護センター 
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日本マクドナルド 未払い賃金支払いへ 

(2005.8.2 読売新聞) 

日本マクドナルドホールディングス(HD)は 1日、アルバイトの賃金や社員の残

業手当の計算方法が不適切だったとして、2年前までさかのぼり未払いの賃

金を支払うと発表した。 

同社ではこれまで、勤務時間を 30分単位で管理していたため、30分未満の勤

務時間は切り捨てていた。 

今年5月下旬、兵庫県内の店舗を立ち入り調査した神戸西労働基準監督署が

労働基準法に違反すると指摘し、問題が発覚した。 

マクドナルドHDでは、1日付で、1分単位で勤務時間を計算するとともに、過去

2年分について、アルバイトや従業員の申請に基づいて差額を支払う。 

同社は社員が約 4600人、直営店のアルバイトが約 9万 1000人いる。 

退職者も含め０３年８月にさかのぼって（過去２年分にさかのぼって支払うのは労働基準法で定められている賃金未

払い分の時効が２年と定められているためです）支払うと、新たに支払うことになる賃金は０４年以前分が１１億４

３００万円、０５年分は１０億５７００万円になるそうです。  

 

小泉純一郎＆竹中平蔵ペアで構造改革 

「私が、若い人に 1 つだけ言いたいのは、『みなさんには貧しくなる自由がある』ということだ。『何もしたくないな

ら、何もしなくて大いに結構。その代わりに貧しくなるので、貧しさをエンジョイしたらいい。ただ 1 つだけ、その

ときに頑張って成功した人の足を引っ張るな』と」（東洋経済オンライン  より） 

 

派遣法を改悪したりして若年労働者の貧困化を促進した竹中平蔵氏は、2009 年 2月に放送された「久米宏のテレビっ

てヤツは！」で、「食いっぱぐれるヤツのことなんか」と冷たく切って捨てた。 

 

 

 

http://www.yomiuri.co.jp/
http://toyokeizai.net/articles/-/11927
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困った時はどうするか？？？？ 

相談は・・・国・地方公共団体の労働相談窓口、労働基準監督署、労働組合、弁護士、その他 

ブラックバイトユニオン 

http://blackarbeit-union.com/aboutUs/index.html 

首都圏青年ユニオン 

http://www.seinen-u.org/ 
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「絶対トクする学生バイト術」きょういくネット 桐書房 ¥800 

「おしえて、ぼくらが持ってる働く権利」ちゃんと働きたい若者たちのツヨーイ味方  

首都圏青年ユニオン監修 合同出版 ¥1300 

http://blackarbeit-union.com/aboutUs/index.html
http://www.seinen-u.org/

