
　授業における子どもを指名する行為
は教師の重要な仕事です。教師の指名
によって、子どもたちの発言や活動が
促されます。たかが指名ですが、教師
の指名には授業の質や子どもの学びを
左右する重要な役割があります。
　教師の指名の仕方には大きく分ける
と、教師が何らかの意図をもって指名
する場合と、何の意図ももたずにただ
機械的に指名する場合があります。さ
らに詳しく見てみると、次のようなタ
イプがあります。

●発言する列を指名して、前からある
いは後ろから順に発言させる。
●はじめに数名の子どもを指名し、順
に発言させる。
●挙手した子どもを何の意図もなく、
アットランダムに指名する。
●教師がある意図をもって指名する。

　このように、子どもの指名の仕方に
は多様な方法があります。授業者の指
名の仕方に定まったルールがあるわけ
ではありません。学習指導案などにも
指名に対する授業者の考え方や方法を
記述することなどありません。ただ、
授業を観察していると、指名の仕方か
ら、その教師の授業観や児童観が見え
てくることがあります。

　ここでは、一人一人の子どもを生か
し、授業の質を高める観点から、教師
による「意図的な指名」のあり方につ
いて考えます。
　なお、「指名計画」については本
リーフレットの128号で述べました。

　授業は基本的に教師と子どもたちと
の言語による協働的な営みです。多く
の場合、授業は教師の発問や指示と子
どもたちの発言や活動との関係性のな
かで展開されます。両者を結びつけて
いるのが、発言を求める（依頼する、
許す）指名という教師の行為です。
　授業には、目標（ねらい）が設定され
ます。その内容をすべての子どもた
ちに実現させることに教師の役割があ
ります。教師は子ども一人一人の学習
状況を生かしつつ、目標に導いていか
なければなりません。
　「意図的指名」を話題にするとき、
思い浮かべる場面があります。オーケ
ストラのコンダクターの動きです。指
揮者は楽譜に則って、多様な楽器にそ
れぞれ出番をつくっています。時には
指揮棒で指し示しながら、あるいは演
奏者と目を合わせながら、それぞれの
楽器の音色を意図的に引き出していま
す。それぞれの演奏者と見えない糸で

通じ合っているようにも感じます。そ
の結果、演奏会をひとつの優れた作品
として完成させています。
　授業における教師の指名は、オーケ
ストラのコンダクターの役割と似てい
るように思います。

　授業の質を高めるための重要なポイ
ントは、教師の発問や指示に対して、
子どもたちが考えていることを先読み
することです。子どもには考え方の傾
向性があります。直観的、概念的に考
える子どももいれば、具体的に捉える
子どももいます。疑問をもったときに
は、それを顔に出してけげんな表情を
したり、ついつぶやいたりする子ども
もいます。教師の発問や指示に子ども
たちは多様に反応してきます。
　意図的な指名ができるようになるに
は、まずは日ごろから子ども一人一人
のことをよく知ることです。児童理解
を深めることです。次に大切なことは
子ども一人一人をよく観察することで
す。何げないつぶやきや表情を見逃さ
ない観察眼が求められます。そして、
子どもを意図的に指名し、授業におい
て出番をつくることです。子どもが挙
手していなくても、教師が指名して発
言するよう促すこともあります。
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指名の仕方は多様

なぜ、意図的な指名なのか 意図的指名の配慮事項

明治21年（1888年）のこの日、植物
学者の伊藤圭介、数学者の菊池大麓ら
25人に文部省から博士号が授与され、
日本に初めて博士が誕生しました。

●教師による意図的な指名によって、子どもたちの学びが深まりのあるものになります。
意図的指名は子ども一人一人を生かし、授業の質を高めるために必要なことです。
●意図的に指名するためには、教師の子ども理解と観察力、洞察力が求められます。それに
一人一人を生かすタイミングを見逃さないことがポイントです。

教師の「意図的指名」とは何か

周囲の状況が変化
するたびに、喜んだり
心配したりすること
です。感情が振り回
され、落ちつかない
ことをいいます。

一喜一憂
きいっ ゆういち

博士の日
（５月７日）
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予測困難な時代の中で課題を解決するために、
かつてない速さの対応が求められるようになり
ました。今回の感染症拡大の事態によって、あ
らためて判断力・情報活用能力の重要さを思い
知らされます。また様々な対応が今後の社会に
プラスの面をもたらすよう切に願います。 (Ｋ記) 
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　週案を書くことには、教科等の指導
を意図的、計画的に実施するためとい
う目的がありますが、それだけではあ
りません。週案に関連して次のような
事案がありました。
　ある子どもが帰宅後、外出先の道路
で交通事故に遭いました。軽いけがで
済んだのですが、保護者が「子どもが
交通事故に遭ったのは、学校で交通安
全教育をきちんとやっていなかったか
らではないか」と訴えたのです。
　その子どもの担任は、毎月の安全指
導の日に、自転車の乗り方や道路の横
断の仕方など交通安全に関する指導を
行っていました。しかし、担任が言葉
で「指導してきました」と繰り返し説
明しても、相手は納得してくれません
でした。ところが、このことが週案簿
に記録されていたのです。そこには担
任と校長の印鑑が押されていました。
週案に書かれていたことが、“この担
任は日ごろから交通安全指導をきちん
と行っていた”という、動かぬ証拠に
なり、保護者の訴えは退かれました。
　学校教育の場では思わぬ事故やトラ
ブルが発生します。交通事故だけでな
く、けがをしたり水難や火災に遭った
りすることもあります。そうした場で
は、生命第一に誠心誠意対処すること
が基本ですが、あわせて事前、事後の指
導の状況をできるだけ週案などに記録
しておくことが大切です。
　「週案を書くのは面倒だ」とか「管
理職になぜ提出するのか」といった声
を聞くことがあります。週案を作成す
ること、それに管理職が目を通すこと
は、万一事故などが起こったとき、自
分の身を守る重要な「証拠物件」にな
ることを認識しておきたいものです。 

　過日の国会で、教員給与特別措置法
（給特法）が改正されました。令和3
年（2021年）4月から適用されま
す。改正の内容は、1年単位の変形労
働時間制を公立学校の教員にも適用で
きるようにするものです。
　具体的には、夏休みなど長期休業日
にまとめて休暇を設けます。1学期な
ど業務の多い時期に、1日当たりの勤
務時間を最長で10時間まで引き上げ、
その分を業務の比較的少ない夏休み期
間などに、有給休暇のほかに休業日を
設けるというものです。
　文部科学省は、中央教育審議会がと

りまとめた勤務時間の上限に関する
「ガイドライン」をもとに、文科大臣
の告示として示すとしています。これ
には法的な拘束性があります。
　実施に当たっては、校長が一人一人
の教員と話し合い、事情に応じて導入
するとしています。学校として一律に
実施する性格のものではありません。
また、本制度の実施は自治体の判断に
よります。各自治体が条例で具体的な
運用を定めることになります。
　1年単位の労働時間制は、労働基準
法で制度化されており、民間の企業や
国立や私立の学校では既に実施されて
います。かつて完全学校週5日制が導
入された経過期間に、土曜日に勤務し
た時間を長期休業日に「まとめ取り」
として実施されたことがあります。

　国際的な視野をもち、外国に学ぶこ
とが奨励されるようになると、教育委
員会に先立って民間の研究団体がツ
アーを企画し、教員が海外の学校や地
域を訪問して研修を深めるという動き
が見られるようになりました。昭和50
年（1975年）ごろからでしょうか。
　私が初めて海外に出かけて研修を
行ったのは、昭和52年3月から4月
でした。1ドルが360円の時代です。
卒業式を終えたあと出発しました。
　訪問したサンフランシスコの南東に
位置するサンノゼのレイチェル・カー
スン小学校は、オープンスクールの学
校でした。当時、日本には校舎内に
オープンスペースさえありませんで
したので、「ハーモニカ校舎」に慣れ
きっていた私は強い衝撃を受けました。
　子どもたちは授業中にそれぞれ自由

に動き回り、好きなことに取り組んで
いる姿が印象的でした。日本では「個
別化、個性化」が話題になっていまし
た。ひとクラスは20人程度で、教師
と補助の教師、それにボランティアの
3人が指導に当たっていました。
　校舎は、メディアセンターと名づけ
られた広場が中央にあり、その外側に
教室が配置されていました。子どもた
ちは教室から自由にメディアセンター
に行って調べものをしていました。教
室内は豊富な教材や教具であふれ、カ
ラフルな掲示物で一杯でした。掲示板
には「ＷＨＡＴ　ＤＯ　ＷＥ　ＮＥＥＤ
ＴＯ　ＬＩＶＥ？」（生きるために必
要なものは何か）と、哲学めいた問い
かけが書かれていました。
　海外研修では外国に目を向けること
の大切さに気づき、日本の教育を見な
おす貴重なきっかけになりました。

なぜ週案を書くのか 変形労働時間制の導入

はじめての海外研修
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新機能！新機能！
週案簿・月案簿を簡単作成、らくらく時数管理！週案簿・月案簿を簡単作成、らくらく時数管理！

教科書情報
搭載！

実施時数を
自動計算！

専科週案機能
搭載！

単元名・時数・めあては読みこむだけ！
朝学習や帯時間、モジュール学習にも対応！

年間や月ごとの授業
時数の過不足、達成
率がすぐわかる！

クラス週案と連
携し、専科週案
を簡単作成！


