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                           令和３年度 第２号（通巻１２７号） 

ら、噺の中に全員が居るような一 

体感、そして、ささやかなしぐさ 

や語り、絶妙な間や認識のズレか 

ら質のよい大笑い、くすくす笑い、 

微笑みが生まれます。隣の人が笑 

うと自分も笑い、自分が笑うとみんなも笑う感覚が生

まれ、自宅への帰り道では、「今日は、笑った！」とい

う実感だけが強く残ります。 

さて、一見、全くつながりのない、教師の一時間一時

間の授業と、落語家の一席一席の高座は似ていると思

っています。授業は、児童生徒と一緒につくるもので、

話して聞かそうと考えているうちは、思い通りになり

ません。しかし、若手の高座のように、授業研究で積極

的に自分の授業を提案し、人に参観してもらい、内省

を通して、自分なりに「手応えのある授業」の感覚を積

み重ねていく経験が、教師の成長には不易なプロセス

だと考えています。 

また、学校、学年、学級づくりは、寄席全体でつくり

あげる「温める」雰囲気づくりに似ています。児童生徒

は１日、５・６時間の授業、休み時間、給食、係活動、

部活動など、教育課程全体で成長します。多くの教職

員や保護者・地域の方々がかかわり、学びに向かう雰

囲気、自分の役割を担う雰囲気、どんなことでも相談

できる雰囲気などを、学校目標や育てたい資質・能力

に沿って学校、学年、学級のそれぞれの集団レベルで

計画的・組織的でありながら経験値も大切に、温めて

いくことが重要です。そのような温かな雰囲気が、児

童生徒にとって、「今日は、学校が楽しかった。」「今日

は、授業でよく話し合った。」と実感できる授業や学校

生活につながると信じています。コロナ禍の今、強く、

強く信じていこうと思います。
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川崎市総合教育センター 所長 佐藤 公孝

十数年前、「話すお手本になるから、一度落語に行く

といいよ」とある先輩に誘われ、初めて、浅草、鈴本

演芸場の「早朝寄席」に行きました。 

「早朝寄席」は、前座や二つ目といわれる経験の浅

い落語家さんたちの寄席です。若手の一生懸命さと誠

実さが感じられる新鮮で楽しいものでした。一方で、

張り切りすぎて声が大きく、かえって噺の内容が入っ

てこなかったり、お客さんの方が合わせて笑ったりす

るような印象も受け、人を笑わせることの難しさを強

く感じました。「早朝寄席」は、若手の落語家さんが経

験を積む大切な場であることを知りました。 

落語初心者の私にとって「早朝寄席」は、基本的な

演目や話し方、人を笑わせるつぼを学ぶよい機会にな

りました。そして、いつのまにか落語ファンになり、

真打ちが高座をつとめる本格的な寄席に通うようにな

りました。 

そこには、忙しい日常とは全く違うゆったりした時

間の流れと穏やかな雰囲気がありました。お客さんは、

お弁当やお酒を楽しむ人、寝ている人、一人真剣に聴

いている人、実に様々です。噺の登場人物も、女将、

大工、庄屋、大屋、和尚、医者、娘、小僧、旅芸人、武

士、創作落語にいたっては、社長、新入社員、学校の

校長、教員、生徒など、時代を超えた共生社会の世界

が展開されていきます。真打ち一人ひとりの芸の高さ

もさることながら、途中には、色物という手品、ジャ

グリング、漫談、ものまねなどが入り、演者全員で、

時間をかけ会場全体を様々な笑いを通して温めていき

ます。寄席では、この「温める」雰囲気づくりを何よ

り大切にしているように感じます。 

その雰囲気の中では、話し手と聞き手という関係か



川崎市立学校の義務教育段階の児童生徒に１人１台の端末と高速大容量の通信ネットワークが整備さ
れ、「かわさきＧＩＧＡスクール構想」が令和３年度からスタートしました。今年度はステップ０、１の
「インターネットにつながることで、『いつでも』『どの教科でも』使えることを実感する」を目指してい
ます。「とにかく使ってみる」を合言葉に、情報教育担当者やＧＩＧＡスクール構想推進教師（以下ＧＳ
Ｌ）の方を中心に、かわさきＧＩＧＡスクール構想の推進に向けた体制作りや校内研修等の取組を進めて
います。スタートして３か月が経った７月時点で、「ＧＩＧＡ端末を毎日活用している」という学校は、小
学校、中学校ともに約８割にも
上るなど、各学校において着実
に端末の利活用が促進されてい
ます。夏季休業までにＧＩＧＡ
端末を家庭に持ち帰って接続確
認することができ、また、９月
の緊急事態宣言下では、やむを
得ず登校を控えた児童生徒向け
に対して、オンラインによる授
業配信やその他学習支援等に
GIGA端末を活用することもでき
ました。 

かわさきＧＩＧＡスクール構想推進に向けて、ＧＳＬ研修や学校ごとの操作研修など、これまで数々の
研修がありました。どの研修でも、先生方がＧＩＧＡ端末の活用場面をイメージしながら熱心に取り組む
姿が見られました。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、オンラインでの実施となりました夏
季休業中の研修についても、連日、受講者の熱意が端末の画面から伝わってきました。 
さらにいくつかの学校からの要望を受けて、情
報モラル、ＧＩＧＡ端末操作や授業活用などにつ
いて各学校の実態に応じた内容でのリクエスト研
修も行いました。 
８月３１日、９月１日にはＧＳＬ地区別研修会
を行いました。この研修のねらいはこれからの実
践に生かしていくことでした。事前にこれまでの
各学校での取組をスライド１枚で作成し、実践事
例を共有しながら、それを基に地区別のグループ
で協議しました。どのグループも実践事例だけで
なく、端末活用推進の上での悩みや工夫なども共
有しながら、具体的な話し合いを進めていまし

かわさきGIGA スクール構想 

    未来社会の創り手を育む かわさきの新しい教育

特 集 

夏季休業前に行われた集合型研修の様子。先生方はＧＩＧＡ端末
の活用場面をイメージしながら実際に端末を操作しながら参加
しました。 

令和３年７月２６日文部科学省調査の結果を基に作成（対象 全川崎市立小中学校１
６６校） 

-２-



た。後期からの実践に向けて手ごたえを感じること
ができる有意義な時間となっていました。 
10 月からは、放課後の４５分間を使ってオンライ
ンによる操作研修を実施しています。これまでの研
修で行われたアンケートの結果などから先生方が感
じている課題や要望を基に、研修内容を検討しまし
た。１０月には７回研修を実施して、延べ約３５０
名の先生方が参加しました。 
「一人の百歩より、百人の一歩」の言葉のよう
に、端末操作が得意な一部の先生だけでなく、苦手
な先生も一緒に、川崎市全体として、「かわさき
GIGAスクール構想」を推進しています。 

 かわさきGIGAスクール構想は３年間かけて、あせ
らずにじっくりと、段階的に全体の底上げを図りなが
ら、着実に推進する計画となっています。今年度はス
テップ０、１で、「とにかく使ってみる」を合言葉に取
組を進めており、Web会議システムを用いて全校集会
を行ったり、子どもたちが係活動や委員会活動でアン
ケートを作成したりする様子も報告されています。ま
た、様々な理由で登校ができない児童生徒に対し、学
びの保証に向けたオンラインによる授業配信等も行っ
ているなど、各学校がやってみようと思ったことにど
んどんチャレンジしており、ステップ０、１の段階で
の活用が進んでいます。 
 さて、来年度はステップ２の年になります。ステッ
プ２は、授業等において、GIGA端末をただ使っていく
だけでなく、効果的に活用し、より学習内容を深めて
いく段階となります。令和４年度も川崎市一丸となっ
て、かわさきGIGA スクール構想の推進を図ってまい
ります。 

放課後４５分間のミニオンライン研修を実施。多く
の先生方が参加しています。 

令和４年度はステップ２の年となります。 

オンラインによる企業研修の様子。オンラインで講師と各
学校の先生方がつながり、端末操作技術等の向上に努めま
した。 

第２回ＧＳＬ地区別研修会の様子。オンラインで各学校の先
生同士でつながり、スライドを基に情報交換を行いました。

-３-
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学習指導要領(平成 29 年告示)が小・中学校で全面

実施となり、来年度からは高等学校でも年次進行で実   

施されます。実施にあたっては、指導と評価の一体化  

の視点からも、学習評価がポイントになってきます。  

今回は、先生方から多くご質問いただく「主体的に学 

習に取り組む態度」の評価について考えていきます。

「主体的に学習に取り組む態度」の学習評価について 

◆何を評価するのですか？ 

◆具体的にどのような子どもの学びの姿をイメージすればいいですか？

◆教師にはどのような授業デザインが求められますか？ 
例えば次のような工夫をしてみましょう。 

カリキュラムセンター 

 知識及び技能を習得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付け

たりするために、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について

試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているか

どうかという意思的な側面を評価します。

参考資料：「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料（小学校生活科編 中学校社会科編）  

「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」（H31.１月 中央教育審議会）

学習に関して自己調整を

すること、粘り強く取り

組むこと、この両方を評

価するのですね。 

①モルモットを触れ
るようになりたいな
ぁ。でも怖いなぁ。 

②まずお友達がどう
やって触っているの
か見てみよう！ 

③なんとなくわかったけど、
まだ怖いなぁ。あ、手袋を付
けてみたら触れるかも！ 

④手袋付けて毎日ちょっ
とずつやってみたら、触
れるようになった！ 

⑤手袋なしでも触れるように
なったよ。他の生き物も触っ
てみたいな！ 

①江戸の社会はどのように築かれ、変化してい
ったのだろう。小学校で習ったことを思い出し
ながら、産業と文化の視点で見ていきたいな。 

②産業の発達の様子がわかったよ。次の
時間、文化の特色を調べるのに資料集だ
けでなくGIGA端末でも調べてみよう。 

小学校生活科の例

中学校社会科の例

③班のメンバーとの情報の交流が効果的
で、文化の広がりを実感できた。幕府の
政治との関連を調べてみたいな。 

④江戸の社会の変化を学んで、町人の勢
いを感じたよ。次の時代でも庶民の思い
や願いがキーワードになるのでは。 

一時の形式的な態度（例えば挙手の回数やノートの取り方等）のみで判断できるものではない

ですね。単元を通した子どもの変容を見取っていくことを意識しましょう。

子どもが自らの理解の状況を振り返ること

ができるような場面の設定と発問の工夫

他者との協働を通じて自らの考えを相対化する場面の設定

自分の考えを記述したり、

話し合ったりする場面の設定

主体的・対話的で深い学びの視点からの学習・指導方法の改善を大切にしていきましょう。 

また、評価結果については、子どもの姿を基に先生方同士でよく検討しましょう。

※ 詳しくは「学習評価の在り方ハンドブック（令和元年６月）」や「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料

（令和２年３月）」（ともに国立教育政策研究所）をご覧ください。
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特別支援教育における ICT活用の２つの視点 

令和３年度から1人１台端末を活用した学びが始まりました。障害種別にかかわらず、「すぐに」「誰で

も」「どの教科でも」使える道具としてICTを活用する能力を身に付け、児童生徒自身が学びを調整する力

を育んでいけるよう、特別支援教育センターでは、コーディネーター連絡会議や特別支援学校・特別支援学

級担当者会、研修等で、特別支援教育の視点での端末の活用を推進してきました。 

文部科学省の「各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考資料」では、特別支援教育にお

けるICT活用の視点として、次の二つが示されています。

令和４年度は、ステップ２の「既習や他者とつながることで、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改

善ができ、資質・能力をより確実に育成する」ことを目指して取り組んでいきます。

研修の中で群馬大学の霜田先生から、これからの１人１台端末の活用について、「GIGA端末を普段の授

業の代替え手段として使っていくだけではなく、それでなければできないという可能性について考えていくこと

も大切である。今までの指導の良さ、GIGA端末の良さの両者のいい部分を合わせることで、教科の学びや児童

生徒の困難に応じた活用がより効果的な活用につながる。」とのお話がありました。

今年度、皆さんが取り組んでいることをさらにステップアップさせていけるよう、引き続き特別支援教育セン

ターでも会議や研修等で活用事例や方法を学べる機会を設け、活用を推進していきます。皆さん積極的にご参加

ください。

特別支援教育センター

特別支援教育と１人１台端末 

・自立活動の視点であり、特別な支援が

必要な児童生徒に特化した視点。 

各教科及び自立活動の授業において、

個々の実態等に応じて実施。 

・教科等又は教科等横断的な視点に立った

資質・能力であり、障害の有無や学校種

を超えた共通の視点。 

・各教科等の授業において、他の児童生徒

と同様に実施。 

教科指導の効果を高めたり、情報活用能

力の育成を図ったりするために、ICTを

活用する視点 

障害による学習上又は生活上の困難さ

を改善・克服するために、ICTを活用す

る視点 

学習上又は生活上の困難さに応じた活用例 

個別最適な学びの実現のために、目的をもって効果的な活用を！！ 

１．読み書きの困難さ

〇音声入力機能

〇音声読み上げ機能

〇板書を写真で撮る

〇スクリーンショット

〇スライドを利用して絵カード

の選択

〇動画を撮影する

〇字幕機能

２．意思を伝える困難さ ３．話を聞く困難さ
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最近３年間の不登校の要因を比較すると、「無気力、不安」

の傾向があるに該当する不登校児童生徒数がいずれの年も

最多という結果がでています。コロナ不安も加わり、その背

景にあるものは様々で、自分でもよくわからないけど、何だ

か不安ということも多いのです。

こうした子どもたちに寄り添った支援をするためには、

よく話を聴いてあげることが大切です。子どもたちの気持

ちをそのまま受け止めることで、多くの子どもたちは、不安

を和らげることができると思います。（登校する又はできる

ようになった児童生徒も多くいます。） 

教育相談センターは、今後も子どもたち・保護者の皆様により良い相談支援ができるよう努めてまいります。

※詳しくは川崎市総合教育センターのホームページをご覧ください。 

小学校 中学校 

無気力・不安 60％ 無気力・不安 70％ 

親子の関わり方 13％ 生活の乱れ（遊び、非行） 8％ 

生活の乱れ（遊び、非行） 10％ いじめを除く友人関係 6％ 

いじめを除く友人関係 4％ 進級時等の不適応 3％ 

学業の不振 2％ 学業の不振 3％ 

教育相談センター 

令和２年度 

不登校児童生徒数 

小学生 ８０７人 

（１０７人増）

中学生 １３７０人

（１９人減）

川崎市の不登校児童生徒数の現状から 

※（ ）は前年度との比較 

令和２年度 川崎市立小・中学校における 

児童生徒の問題行動等の状況調査結果より

不登校の主な要因 

（主たる要因として回答された割合） 

スクール 

カウンセラー

市立中学校に配置

しています。いじ

め・不登校などのさ

まざまな課題につ

いて心理的な立場

から学校で相談活

動を行っています。

学校巡回 

カウンセラー

溝口相談室 

塚越相談室

市立小学校、特別支

援学校、高等学校に

派遣しています。さ

まざまな課題につ

いて心理的な立場

から相談活動を行

っています。

学校生活や子育て

等のことについて、

電話相談や相談室

に来てもらっての

来所相談を行って

います。 

ゆうゆう広場 

市内に６か所あり

ます。心理的な理由

や様々な事情で学

校に行けない小中

学生が自分のペー

スに合わせて生活

しています。

不登校 

家庭訪問相談

相談員が定期的に

家庭を訪問し、家に

閉じこもりがちな

子どもや保護者と

の相談を行ってい

ます。 

家族関係 

友人関係

コロナ感染

学習

令和２年度 長期欠席児童生徒数 

小学生 １２７１人 （２６２人増）

うち新型コロナウイルスの感染回避 １９０人

中学生 １６８９人 （ ７３人増）

うち新型コロナウイルスの感染回避 １１９人

令和２年度 

指導の結果、登校する又はできるよう 

になった児童生徒 

小学生 ３２８人（１２３人増）

中学生 ３４８人（ ７６人増）

何だか分からないけど･･･ 


