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イクメンの悩み ～父性はどこへ～ 
 

土岐市教育研究所長   樋 田  東 洋  
 

イクメン第１世代が育てた子どもたちが思春

期にさしかかり、父親（イクメン）は子離れの

壁に直面している、テレビでこんなことを取り

上げていました。「パパ大好き」と言っていた

娘が急に離れていき寂しくて仕方がないと訴え

る父親、距離をとろうとする子どもに嫌われた

くないので注意もできずにいる父親・・、子離

れに悩む父親の姿が紹介されていました。 

彼らの悩みは、子育てを一生懸命やってきた

からこそのものであり、母親（妻）任せにして

きた私は脱帽するしかありませんが、そんな中

で一人の母親（イクメンの妻）の言葉が心に残

りました。「ここぞという時に“ばしっ”と言

ってきくのがパパのひと言でしょ。私はそうあ

ってほしいと思う」彼女は父親に父性を発揮し

てほしいと訴えているのでしょう。なるほどな

と思いました。そして父性について考えさせら

れました。 

友達のような関係の親子を理想とし、密着型

の子育てをする親が増えているように感じま

す。一見すばらしいように思えますが、手放し

では喜べません。父性の欠落が心配です。 

父性というものは、男らしさではなく、家族

に対する関係や態度であり、ある種の能力です。

社会のルールやマナーを家庭に持ち込み、公正

という態度を教え、自分だけでなく全体を視野

に入れて動くことの大切さを教える力です。つ

まり子どもを社会化する力です。 

父性の欠落した家庭では、子どもはいつまで

も親から独立しようとしません。また、他人に

迷惑をかけなければ何でも許されるといった考

えに陥りやすいとも言われています。 

父親が積極的に子育てを行うことはすばらし

いですが、密着すればいいというものではあり

ません。母性と父性のバランスが子育てには大

切です。家庭でも学校でも父性が少し弱くなっ

ているのではないでしょうか。
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                                    文責  土岐市立駄知中学校  澤村 志乃 

 嘱託研修員会では、前号でまとめた市内の「話す・聞く」の取組をもとに、仲間と関わり合う力を高める授業

について考え、生徒同士の間を意見等が一往復半以上する授業場面を設定したいと考えました。そこで、「仲間と

関わり合う姿」を求めて、音楽の「日本の民謡を歌おう」の授業において実践しようと考えました。 

１ 「仲間と関わり合う」姿を求めて 

 「ソーラン節」を題材に、張りのある発声やコブシをつけた歌い方を練習において、生徒同士が関わり合

う姿について、次のように考えました。 

 ア 表明 

                    イ 反応 

                    ウ 再表明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 今回の授業実践で大切にしたいこと 

 仲間との関わり合いをつくり出すポイントは、図中の③において「めざす表現を、全員で共有している」こと

だと考えています。そのために、以下の３点を大切にします。 

①授業の導入では、めざす姿を共有して課題づくりをします。（めざす姿が相互評価の観点になる） 

②自分が試して有効であった工夫を根拠に、意見や表現を示します。 

③工夫したいことについて相互評価することで、表現技能を高めるとともに、関わり合うよさを実感します。 

次号では、授業実践の報告をします。 

仲間と関わり高め合う力の育成 
～“ふかめる”段階に焦点を当てて～ 

嘱託研修員会 

生徒Ａ 生徒Ｂ、Ｃ，Ｄ… 

①自分の考えや意見（または、考えや

意見に基づいた表現や作品）をもつ。 

②根拠に基づいた意見（表現）を、自

信をもって示す。— 表明 — ③相手の意見（表現）を聞く（見る）。 
 ・要点や根拠をとらえる。 
 ・自分の意見（表現）や、めざす姿（考えや

表現）との相違、差異に気をつけて聞く。 

①自分の考えや意見（または、考えや

意見に基づいた表現や作品）をもつ。 

④聞き取ったことをもとに、意見を構築し、根

拠に基づいて話す（表現する）。 
— 反応・表明 — 

⑥新たな自分の考えや意見（または、考え

や意見に基づいた表現や作品）を示す。

— 再表明・反応 — 

⑤相手の意見（表現）を聞く（見る）。 
 ・要点や根拠をとらえる。 
 ・自分の意見（表現）を再検討する。 
 ・新たな自分の考え（表現）をまとめる。 

⑦相手の意見（表現）を聞く（見る）。 
 ・要点や根拠をとらえる。 
 ・前回の意見（表現）からの変化をとらえる。 
 ・自分の意見との相違、差異に気をつけて聞

く。 

⑧聞き取ったことをもとに、意見を構築し、根

拠に基づいて話す（表現する）。 
— 反応・再表明 — 

※意見（表現）の交流を聞く（見

る）ことで、自分の意見（表現）

を再検討し、新たな自分の考え

（表現）をまとめる。 

交流しなかった生徒 

伸ばすところにコブシを

つけて歌ってみます。   

♬～ 

範唱ＣＤと比べて、もっとたくさん細かく揺らすといいなぁ。 

「コブシは身体を使ってつけると歌いやすい」と前の時間に

○○さんが言っていたなぁ。 

○○さんが前に言っていたみたいに、もっと身体全体を使っ

て歌うと力強いコブシになると思います。 

そうか。身体全体を使うのか。それなら、まずは合唱する時と

同じように、足を開いて歌ったらどうだろう。 

身体全体を使って歌えるように、足を前後に開いて歌

ってみます。     ♬～ 

前後に開くと、お腹に力が入る感じになって、身体全体が

使えているように聞こえるなぁ。 

さっきよりコブシが力

強くなりました。 



研究主題 ≪「学ぶ楽しさ」を実感できる生徒を目指して≫
～「わかった」「できた」と実感できる授業づくり～

○こんな実践をしています

「わかった・できた」をつくり出す授業改善

１ 授業終末の評価活動から、授業を構想しています

◆数学・理科・英語では、毎時間授業終末に確認テストを行っています。

◆国語・社会・音楽・美術・体育・技術家庭では、その時間に学んだことを

（ノート・プリント・学習カードに）まとめる活動を行っています。

＜数学科評価問題＞ ＜社会の評価カード＞ ＜音楽のプリント＞

達成度を把握しています

２ 達成度をもとに、指導・援助を工夫しています

◆課題提示の工夫 ＜生徒が一時間で何をするのかがはっきりする課題づくりを行い、

「わかった・できた」につなげようとするものである＞

＜国語科の実践＞

・授業の導入で生徒に簡単なスピーチを行わせ、その難しさを実感させた。

生徒から「相手によりわかりやすく伝えるために、学習してきた 三分法

を使うとよいのでは」という考えを引き出し課題提示する工夫をした。

◆その時間にねらいを達成できたかを把握します。

◆達成度は、次の時間に生徒に公表しています。

◆仲間と関わり合いながらの課題解決学習
＜生徒同士の関わりを通して、ねらいに迫ったり理解を深めたりしようとするものである＞

＜音楽科の実践＞

・小集団の中で、ねらいとする音楽表現に対して、自分たちの演奏がどうで

あったか判断する活動を意図的に位置づける。また録音機器を使い、その

場で自分たちの演奏を振り返られるようにすることで、生徒が主体的に取

り組めるよう工夫した。 ＜小集団で自分たちの演奏を振り返る＞

◆予想される生徒のつまずきの洗い出しと、それに対する指導・援助
＜とらえた生徒の実態を、指導・援助につなげようとするものである＞

＜理科の実践＞

・手順を明確に示すことで、実験における「本時のねらい

に迫る部分」をクローズアップさせる。また、生徒の思

考を助ける補助プリントを用意することで、全員が実験

のまとめを行えるような工夫をした。

＜実験の手順を示したカード＞ ＜補助プリント＞

土岐市教育委員会研究推進指定発表校 西陵中学校の研究



①メモで必要な要素「もらさず、正確にメモを

とる」には、練習しかない。また、ヒントカ

ードは、黒板に書くことによって、全員が共

有できる。 
②系統性を明らかにして、指導案（児童観・指

導観）に位置付ける。 
③手を挙げさせることや隣同士で見合うこと 
＝学びを共有する 

 
 
 
 
 

中学校での音楽の授業は、1 年生で年間４５時

間、２・３年生に至っては、週に1時間、年間３

５時間である。しかし、日常に音楽はあふれ、Ｃ

Ｄなどで好きな音楽を選んで聴くこともできれば、

テレビやラジオからは自然に様々な音楽が耳に入

ってくる。そんな中で、偶然耳にした音楽に勇気

づけられたり、慰められたりした経験がある人も

多いのではないだろうか。中学校では、音楽の楽

しさや面白さをたくさん経験して、耳にする音楽

に今までより少しでも多く興味をもってほしい。

そんな思いで今年度の音楽の授業をスタートした。 
授業でできる音楽は限られている。週に１回の

授業で、できたこと・わかったこと・感じたこと

を次の授業、次の題材につなげるために、毎時間

の振り返りを大切にしている。右に示した「学習

記録」のように、前時に話し合って決めたクラス

の目標を意識して合唱に取り組み、だんだん目標

に近づいてきたという満足感をもって題材を終え

ることができた。この経験が次の題材への意欲に

つながっていく。 
音楽に限らず、大きな声を出すということは気

持ちの良いことだ。しかし、中学生になると周り

のことが気になったり、自分に自信がなかったり

して、なかなか声を出すことができない生徒もい

る。だからこそ、「できた」「わかった」という嬉

しい経験を積み重ねて、生き生きと音楽に関わる

生徒が増えてほしいと願い、「学習記録」を活用し

ている。そして、音楽の楽しさを味わい、将来も

音楽を身近に感じながら、心豊かに人生を送って

いくことを願っている。 

 

 
 
 
 

学校教育目標の実現のために、目指す子どもの

姿を「ねばり強くやりぬく子」とし、日々の実践

を行っている。授業においては、４５分間でどの

子も「学びの実感」が得られるよう、一単位時間

の授業のイメージを全職員で確認し合い、どうす

れば個に確実に力が付き、それを実感することが

できるようになるかに的を絞った研究を進めてき

た。しかし、どの子も教科の力を身につけた上で

の「学びの実感」であったのかどうか、困り感を

抱いたまま終末を迎えた子もいたのではないかと

いう課題が残った。そこで本年度は、「個」に着目

し、その子自身のつまずきや背景、効果的な指導・

援助の在り方を明らかにし、つまずきを克服した

上で集団との学びに臨めるようにしたいと考え

た。 
「５年国語『きいて、きいて、きいてみよう』」

では、最後まで集中が切れない児童の姿（丁寧な

字、定規の使用、挙手の手、ノート指導…既習事

項の駆使）を具現でき、４つのメモのポイントを

確実に押さえたいという意図が明確で、 課題化

への流れも、とてもスムーズな授業を行うことが

できた。ご指導より明らかになったことは、以下

の３点である。 

 今後は、大事なことだけ簡単に書くことや聞い

た内容を短く正確に書く力を付けさせたいという、

手順を追った指導を見習って実践し、ねらいに迫

るための、目的を明確にした小集団学習（話し合

いの場）を取り入れた学習過程を全職員で目指し

ていきたい。

 

「私の教育実践」 

“音 楽 ”にできること 
土岐市立肥田中学校  教諭 石原 靖子 

「我が校の教育実践」 

子どもが「できた、分かった」と実感できる授業を目指して 

土岐市立泉小学校 教諭 西 雅昭  

課題に対する 
自己評価 
（評価の観点に 

照らして） 

学習姿勢に対する自己評価 
①忘れ物、私語などをせず取り組む 
②課題に対して真剣に取り組む 
③仲間と協力して取り組む 



 
土岐市 小・中学校 

 

ニューフェイスの紹介 

その１ 
 

※ 今年度、土岐市へ着

任しました新規採用者

は１７名です。今月号か

ら３回に渡って紹介し

ます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆土岐津小学校  杉本 繁征 

「Be professional―

プロになれ―」恩師の

先生に頂いた言葉で

す。着任して教育のプ

ロとしてできているか

と問うと、反省ばかり

の一学期でした。しか

し、周りには授業で勝 

負する、魅力的な学級経営をする先輩などプロ

の教師が多く、学べる環境で、土岐に着任でき

て本当に幸せだと感じる毎日です。学ぶ姿勢を

忘れずに子どものために自分もプロの教師を目

指していきたいです。 

◆下石小学校   樋田 朱美 

４月に下石小学校へ

着任し、懐かしい土岐の

方言が飛び交う生活が

始まりました。 
授業中に「できた！わ

かった！」と喜ぶ子、な

かなかできないさか上

がりに何度もチャレン 
ジする子、広いワークスペースを汗だくになっ

て雑巾がけをする子…。いろいろな一生懸命を

見せてくれる子どもたちとの日々は、とても充

実しています。私も子どもたちに負けないよう

に、頑張りたいと思います。 

◆下石小学校   亀山 陽子 

下石小学校に赴任し

て５ヶ月が経ちまし

た。明るく元気な子ど

もたちと素晴らしい先

生方に恵まれて、充実

した毎日を過ごしてい

ます。人前に立つと泣

き出していたのに挙手 
をして発表できるようになった子、休み時間に

も練習して逆上がりができるようになった子、

この５ヶ月で多くの成長を見ることができまし

た。そんな子どもたちに負けないよう、教員と

して成長していきたいと思います。 

◆妻木小学校   小山内 愛歌 
 
「明るく、楽しく、元

気よく」をモットーに、

子ども達と過ごす日々。

学級の子どもが２年生

として頼もしく成長し

ていく姿に、教員として

の喜びを感じています。 
実践がうまくいかなくて悩む私を明るく励まし

てくださる先生方に支えられ、５カ月を乗り越

えることができました。これからも子ども達と

共に成長し続けられるよう、向上心をもち取り

組んでいきたいです。 

◆駄知小学校   吉村 海人 

４月から駄知小学校に

赴任して，５か月が過ぎ

ました。学級の２年生の

子ども達は，日々の学習

や行事などを通して，日

を追うごとにたくましく

成長しています。そんな

子ども達を見ていると， 
私自身も「やるぞ！」という気持ちにさせられます。 

 いつも，励ましてくださる先生方や元気いっ

ぱいの子ども達に支えられています。感謝の心

を忘れずに，今後も子ども達のために精進して

いきたいです。 



「心にひびく言葉」 

努力の果てに語れる言葉をもつ 

 

    
 

 
 

 
 
 
 

私が若いころにご指導いただいた学年主任の

小木曽直雄先生（後、岐阜市立青山中学校長）

から学ばせていただいた言葉です。 
当時は、荒れた学校の真っ盛り。登校をしぶ

る子、学級集団になじめない子、勉強が分から

ずに苦しんでいる子などがいて、自分の指導が

うまくいかず苦しんでいたときのことです。小

木曽先生から「私たち教師が話す言葉は、教師

の生き方や生きる姿、教師の努力する姿を子供

たちが感じたとき、子供たちはその言葉の重み

を理解し、子供も学級も変わるよ。」と教えてく

ださいました。 
自分の今までの指導はどうだったのか。本当

に子供たちの心を知って、語ってきたのだろう

か。これまでの自分は「教えてやる」、そのため

の努力だけをしていたのではないかと気付かさ

れました。言葉に重みがなかったのでした。 
この努力には、自分が子供たちに精一杯生き

る姿を示すこと。それは、子供たちに正対し、

子供たちの抱えている苦しさやさみしさを共有

し、一緒になって生き方を求める努力をするこ

と。その時に発する教師の言葉で子供たちの胸

を揺さぶることができることを学びました。 
その後、私は、「いつまでも、子供たちととも

に成長する教師でありたい。」と願い、教室にこ

の言葉を掲げ、学級経営を行ってきました。 
今、この文章を書きながら、「今の自分は、こ

の言葉のように生きているのだろうか。」と反芻

しているところです。

 

駄知小学校 教頭 纐纈 茂 

掲 示 板 
 
◇土岐市発明くふう展《くふうの部》（◎ 県展出品）    《絵画の部》（◎ 県展出品） 
  土岐市長賞      ◎奥田 昴史（駄知中２年）    ◎江口 広馬（鶴里小６年） 
   土岐市議会議長賞   ◎齋木 凌拳（肥田小６年）    ◎児山 結衣（土岐津小４年） 
   発明協会土岐支会長賞 ◎林 留那（下石小３年）     ◎井野 創太（鶴里小３年） 
   土岐市経済環境部長賞 ◎齋木 理子（肥田小４年）     しまさき しょう（下石小１年） 
   土岐市教育長賞    ◎小栗 克人（泉中２年）      江口 央望（鶴里小３年） 
   土岐中央ＲＣ会長賞  ◎佐藤 伸（泉小６年）       岡村 秋穂（泉小１年） 

奨励賞        ◎松本 宗士（肥田小４年）     伴 唯衣（泉西小２年） 
   奨励賞        ◎伊藤 悠稀（鶴里小５年）     酒井 南奈江（駄知小３年） 

奨励賞        ◎曽我 賢紀（泉西小６年）     中村 綺良（泉中３年） 
 
◇東濃地区科学作品展審査会（◎ 県展出品） 

◎優秀賞 ハンドフリー糸電話～糸電話の研究パート２～  後藤 彩羽（駄知小３年） 
◎優秀賞 麺のねばりとこしのもと      伊藤 花純（泉小５年） 
◎優秀賞 とべ！！僕の紙とんぼ       溝口 拓己（肥田小６年） 
◎優秀賞 形による強度の研究 Ｐａｒt２   熊谷 文太（泉中２年） 

優秀賞 六角形の謎                  中島 安菜（駄知中１年） 
優秀賞 挑戦！！ヘリコプターを飛ばす！  日比野 由貴（駄知中２年） 
優良賞 いの げんた（鶴里小１年）    かんざき みく（泉小１年） 

みずの はすみ（泉小１年）    山野 遼太郎（土岐津小２年） 
水野 まな歩（下石小２年）    ながおか りさ（肥田小２年） 
わたなべ はやと（土岐津小３年） 井野 創太（鶴里小３年） 
岩本 実花（土岐津小４年）    今井 毬賀（駄知小４年） 
纐纈 拓人（泉小４年）      塚本 美結（駄知小５年） 
則武 大翔（土岐津小６年）    佐々木 穂乃（泉西小６年） 
前田 姫来（泉中１年）      藤井 智楠（肥田中３年） 

 




