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はじめに

平成6年4月から生命教育番組「みんな生きている」は

放送が開始された。どの学年を担任しても、この番組を視

聴している。

なぜならば、この番組は、他の番組にはない魅力がある

からである。

その魅力とは、番組を視聴することで、子どもたちと

担任が一人の人間として本気で向き合い、自分のことや

悩みや生き方などを話し合い、ぶつける合うことができ

るからである。（お互いの新たな発見の場を作ってくれる

からである）

この番組は子どもたちの心に働きかけ、心を揺り動かし、

子どもたちの内面を表出させる力をもっている。

したがって、番組視聴後は、子どもたちから表出したも

のは何でも受け止めるように心がけている。そうしたこと

から、私は、そんな子どもたちの思いを大切にした授業を

心がけてきた。

今年度から、この番組もデジタル教材となった。ただ、

番組の関連サイトをどう活用したら良いかについては、多

くの教師が模索しているところである。

その中の「けいじばん」については、賛否両論がある

と聞いているが、私は学級の実態に合わせて活用に取り

組んできた。そこで、番組の良さを生かし、子どもたち

1

一人一人が視聴後に感じたことをより大切にした学びが

できるよう「けいじばん」を意図的に活用した実践を行

うことにした。

実践の概要

（1）ねらい

・「けいじばん」を活用したの交流によって、自分の思

いをより広げることができる。

・自分の学級の外にさまざまな考えがあることを知るこ

とにより、自分を見つめる機会とする。

（2）番組について

「みんな生きている」は、子どもからお年寄りまで、

さまざまな人間の生きる姿をドキュメンタリーで紹介し

ている。人は一人で生きているのではないこと、一人一

人違った感じ方・考え方があること、そして、お互いの

違いを認めながら「命」の重さ・尊さを感じ取ってほし

いという願いで制作されている。

生きる途上で出会う悩みや苦しみなどに正面から向き

合っていこうとする人間の姿は、子どもたちに生きるう

えでの力を与えてくれるものと思っている。

（3）番組活用について

4年生の総合的な学習の時間「わくわくタイム」は、2

学期、「みんなにやさしいくらし」というテーマで活動

している。それは、さまざまな人たちの生き方にふれさ

せたいという担任の願いがあるからである。そこで、さ

まざまな人間の生きる姿に出会える「みんな生きている」

の番組を学年全体で継続視聴している。

活用においては、番組の視聴後、すぐに感想を話し合

うようにしている。自分自身が率直にどんなことを感じ

たか、その思いを発表している。

その時に担任が気をつけていることは、子どもたちの

一人一人の思いを丁寧に受けとめ、どんな思いでも大切

にすることである。

そして、話し合い後は、自分の好きな方法（感想文、

絵、手紙、しおり、絵本、新聞等）で、感想をまとめる

ような場も設定している。

それは、自分の思いを言葉で表現することにより、改
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実践報告（2）

自分の思いを広げることができる「けいじばん」を活用する！
～第4学年　総合的な学習の時間「みんな生きている」～
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めて自分と向き合い、素直に自分の思いを概念としてと

らえさせたいと思っているからである。

さらに、自分の感想を発表したり、友だちの意見を知

ることにより、自分の思いを一層広げたりするために

「けいじばん」を活用することにした。

「けいじばん」は「みんな生きている」のデジタル教

材のひとつである。

番組視聴後、子どもたちが番組の感想や、自分の意見

を自由に書き込み、他の学級や学校を超えて全国の友だ

ちと意見を交換することができる。

（4）デジタル教材利用の意図について

「けいじばん」利用する際にも、子どもたちの思いを

番組視聴時以上に大切にしたいと思っている。

活用の方法は、「けいじばん」の中の「どんな場面が

心に残ったかな？」の話題に対して、前の時間に書いた

感想を自由に書いたり、他の話題を読んだり、返事を書

いたりする。さらに、自分と違う考えを知りたい時は、

「けいじばん」を読むだけでも意味がある。

ただ、番組の内容によっては活用方法が変わる。さら

に、活用が必要のない場合もありうる。

「けいじばん」を活用することで、授業の中で、十分

に発言できなかった子どもたちの思いを伝えることがで

きる。

こうした活用から、自分たちの学級以外のさまざまな

考えを知ることによって、自分を見つめ直したり、自分

の考えを再構成したりする機会になる。

そうしたことから、「けいじばん」の活用が子どもた

ちにとって、素直に思いを発信し、広げることができる

「心の交流の場」になってほしいと強く願っている。

（5）指導にあたって

①児童について

本学級の子どもたちは、明るく、活発で、学習や生活

において、いろいろなことに意欲的に取り組もうとして

いる姿がみられる。友だちに対しては、やさしい気持ち

で接する子どもが多い。しかし、気の合う友だちとだけ

かかわる子どもも多い。

学級の子どもたちは、いつも「みんな生きている」を

楽しみにしている。

4月からの継続視聴により、一人一人の子どもたちが、

自分の思いを自分の言葉で素直に活かす姿が多く見られ

るようになったり、子ども同士のかかわりに、互いにや

さしく思いやる姿が少しずつ見られるようになったりし

てきた。こうしたことから「みんな生きている」を活用

した活動に取り組んできた成果が少しずつであるが見ら

れるようになった。
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「みんな生きている」好き38人（100％）
好きな理由

命の大切さがよくわかる。

人の気持ちや人の心のことがよくわかる。

世の中には、いろいろな人がいることを教え

てくれる。

毎回おもしろいし、勉強になるから。

友だちや家族の大切さがわかるから。

みんな生きているという大切なことを教えて

くれる。

障害がある人を応援しているから。

一生懸命に生きているということがわかる

ドキュメンタリーだから。

知らないことや命のことがわかるから、真剣

になる。

テレビの後にいろんな感想が聞けるから。

「みんな生きている」を見ると、心が変わる

から。

自然とすきになった。

自分と違う体験がのっているから。

人数

8

6

6

4

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

「けいじばん」好き38人（100％）
好きな理由

クラスの子の意見や他の学校の同じ学年や上

の学年の子の意見がわかるから。

（いろいろな人の意見がわかる。）

友だちの意見を見ることができたり、書き込

んだりできるから。

自分が思っていることの他にいろいろな答え

がある。

顔がわからないが気持ちがわかる。

一生懸命にうった気持ちがつたわってくる

から。

みんな意見がちがって、おもしろいから。

友だちとの交流ができた。

自分の返事がいろいろな人に読んでもらえる

から。

自分のことをパソコンに打てるから。

返事がくるとうれしいから。

他の学年の人や学校の人とふつうに話ができ

るから。

ローマ字がおぼえられるから。

自分の思い、考えを書き込めるから。

人数

21

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

（アンケート調査）

子どもたちは、それぞれに番組や「けいじばん」を好

きな理由があり、本質も捉えていることがわかった。

特に「けいじばん」に対して、55％の子どもたちが、

いろいろな人の意見を知りたいと願っているようである。
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②指導観について

学級の実態として、給食時間に、感謝して食べられな

い様子が見られるようになってきた。「いただきます」や

「ごちそうさま」の挨拶が心を込めてできない子もいる。

そこで、「みんな生きている」を活用して、「食」につ

いて考えることにした。

「みんな生きている」の『食べものといのち』を視聴

し、デジタル教材も活用しながら、日常何気なく食べて

いる「食べ物」について改めて考えてみることとした。

この番組は、「小学校3年生の女の子の家で、養鶏を営

んでいて、鶏を350羽飼っている。この鶏たちを家族で大

切に育て、卵をとって暮らしている。卵を産まなくなっ

た鶏からも家族はいのちのめぐみをもらう。」という内容

である。

子どもたちは、この番組の視聴後は、「鶏がかわいそう。」

「自分だったら、飼っていた鶏を食べることができない。」

「かわいそうだけど、食べる。」「食べものを残さず食べる。」

「いのちを食べていることがわかった。」等、さまざまな

思いをもつことが予想される。授業の中ではそうした一

人一人の思いを素直に交流し合い「食」に対する見方や

考え方を自分なりに深めさせたいと考えた。さらに、「け

いじばん」を活用することで、前時の自分の思いと比べ

るために、一斉に『わだい1』の「どんな場面が心に残っ

たかな？」の書き込みを読むことにした。約60件の書き

込みの中から、自分と同じ思いや違う思いを見つけ、話

し合わせた。その後、書き込みに返事を送ったり、他の

話題の感想などを話し合ったりした。子どもたちは「け

いじばん」のこうした活用を通して、自分の学級の中で

の話し合いと同じ意見のあることに共感し、思いを深め

ることができた。

この授業を通して、私たちの食べているものは、かっ

ては命があったものであることやそのたくさんの命に支

えられて今、私たちは生きているということを改めて考

えることができた。

子どもの姿

（1）活動の様子

①本時のねらい

・私たち人間は、たくさんの命に支えられて生きてい

ることについて考えようとする。

・いろいろな友だちの考えを知り、感想をもったり、

自分の思いを広げたりする。

②本時の学習活動

③研究協議（埼玉県放送教育研究会との合同協議会）より

・五時間目の授業での「話し合い→ 書かせる →話し

合い」の意味、六校時の「けいじばん」の意味を教

えてほしい。

・「けいじばん」をつかって深めることについて教え

てほしい。

・話し合いのよい雰囲気が文字で読んだり、書いたり

することで深まったりするのか。

・番組視聴のたびに「けいじばん」を使うのか。

・五校時の授業は、かなり高度であると思う。ただ、

先生が学級で構築していこうとしてきたことと「け

いじばん」でやろうとしていることは違うと思った。

・今日の五校時の流れでいくと「まわりの命を…。」の

ところはだいたい共有できていると思うので、「けい

じばん」の中の「話題3」で深めていくとよかったの

ではないか。

3
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（2）変容・身についた力

・給食の時間に変化が表れ、「いただきます。」や「ご

ちそうさまでした。」を大きな声で言えるようにな

った。

・「けいじばん」活用を通して、自分の思いを再確認

することで、より自分の思いを大切にするようにな

った。

・「けいじばん」を通して、学年間のつながりも増えた。

・素直に自分の思いを発信することができた。

・「けいじばん」の書き込みを楽しみながら、自主的

に取り組めるようになった。

・「けいじばん」の中に、自分と同じ思いや違う考え

を積極的に探すようになった。

・相手のことを考えながら、送信するようになった。

・学級内だけでなく、「けいじばん」から、さまざま

な学年の人の考えを知ることにより、ものの考え方

や見方に広がりを感じ、自分の思いをより深めるこ

とができた。

・自分の考えに自信がもつことができた。

・「けいじばん」を通して、学年間のつながりも増えた。

・子どもたちのやりとりを見て、日頃の学級経営、継

続視聴が浸透していると思った。深い考えでこだわ

りをもっている子どもたちの発言が、話し合いのき

っかけになると思う。「けいじばん」では、深まら

ないのではないか。いろいろな意見を見て、考えが

広がったりすることはあると思う。また、念押しが

できる場面ではあるが、深めるのは、やはり学級と

思った。

・45分の中の構成で、「視聴＋けいじばん」であれば、

継続して行えるのではと思った。

・キーシーンの視聴中、授業中の子どもたちの目は真

剣だった。番組を視るだけで子どもたちの考えは、

深まってくると考えている。

・パソコン環境が一人一台あるといい。

・「自分の思いを伝えられる。」のだったら、パソコン

でなくてもいいのでは。

・この番組そのものにも力があると思う。

・「けいじばん」に書き込みができるのは、どういっ

た学校なのか。

④指導講評（木原俊行大阪市立大学大学院助教授）

・五校時の番組視聴が学びの友になっていた。

・0分スタート、表現の多様性等感想を自由に述べる

風土があった。

・キーシーンは押さえたい。

・話し合いをしていると一部の子どもだけのものにな

ってしまう可能性もある。

・子どもが自分でいろいろな情報で向き合う仕掛けが

あっていいと思う。

・「けいじばん」の意義は、同世代からたくさんの情

報を得て、子どもが自分で価値や意見について検討

できる。だから、もっとたくさんの課題（評価基準）

を示してもよいかもしれない。
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他の番組の「けいじばん」について

・「けいじばん」は、基本的には、異なる価値観との出会

い、表現方法の工夫や意欲の高まりと持続を支援する

役割をもっている。

・デジタル教材は、1998年のデジタル教材開発スタート

時から8年を経て、「けいじばん」利用は、総合的な学

習の時間から教科へと変化しながら幅広く利用されて

きた。

・活用方法にも変化が見られるようになってきた。

例えば、社会科での「けいじばん」利用では、他校

との「交流学習」にとどまらず、「情報交換」などの交

流をすることで、課題を見つける学習へと展開させる

こともできる。

・「虹色定期便」や「さわやか3組」など道徳番組では、

学級内だけではなく、「けいじばん」活用から、いろい

ろな地域や学年の人の考えを知ることにより、ものの

考え方や見方に広がりを感じ、道徳的な価値を深める

ことができる。

さらに、視聴後の活動が多様化することにより、普

段の話し合い活動の中では、あまり発言や活動ができ

なかった児童が「けいじばん」の中で、のびのびと自

分の思いや願いを表現することができる場となる。

5実践を終えて

・この授業から、「食」について、自分なりに考えること

ができた。

・「みんな生きている」は、ドキュメンタリ－であり、

ドラマ話ではないので、道徳番組のような価値観に

迫るような議論は必要ないと思われるので、それぞ

れ、自分の感じた思いを大切にするためには、「けい

じばん」を活用した意義を考えた授業設計が必要であ

ることを感じた。

・さまざまな人間の生きる姿を自分なりに感じ、素直

に考えを発信できる場としての「けいじばん」の活

用ができることがわかった。

・時として、「みんな生きている」の番組は、道徳番組と

違って、「けいじばん」の利用が必要ない場合もある。

・今年度開設されたので、参加校も少なく、返事もすぐ

に返ってこないところがある。

・「けいじばん」活用において、いろいろな問題点も

指摘されている。まずは、「けいじばん」に書き込ん

でも返事がすぐに返ってこないので、子どもたちが

飽きてきていることや「みんな生きている」は、い

い人しか登場しないので、批判することもできず、

議論が盛り上がらない点である。しかし、さまざま

な人間の生きる姿を自分なりに感じ、素直に考えを

発信できる場としての「けいじばん」活用に大きな

意義がある。

・一人一人が違った感じ方や考え方をしていることを

知ることにより、これからの自分の生き方に、自信

をもつ機会となった。

・話し合い活動が不十分な時の有効な手段としての「け

いじばん」活用も考えられる。

・今年度「けいじばん」が開設されたので、まだまだ

問題点も多いが、継続する意義がある。

4

★「けいじばん」の活用方法の広がり

【総合】「たったひとつの地球」

「おこめ」など

【教科】 理科番組

算数番組

国語番組など

交流学習

情報交換


