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は じめに
一 生涯発達に沿った教育内容の展開を再考す る‑
学校長

大伴

潔

子 どもの育ちと学びを支える教育は 2 つの観点か ら捉 えることができます｡一人の子 ど
もにおける身体や心 といった発達の多面性 とい う ｢
横 の軸｣ と､ ライ フステー ジに沿った
展開である ｢
縦の軸｣ を想定す るとい うものです｡幼児期 を例に とると､身体的技能 を高
めて身の安全 を確保 し､生活習慣 を確立 し､ ことばを増や して事物 についての概念 を形成
し､家族 を中心 として人 との情緒的な結びつ きを高めていきます｡ これ らは､運動､生活
習慣､言語､認知､情緒 ･社会性 とい う発達の領域 に対応 しますが､ このよ うな発達的な
領域や課題 が教育課程 を編成す る際のひ とつの拠 り所 となるのは言 うまで もあ りませ ん｡
その一方で､子 どもが学齢期 に さしかか ると､親‑の依存か ら集 団の中での 自立が大 きな
課題 とな り､身体的技能や生活習慣､言語 な ども､学級 にお ける同年代の仲間関係 の中で
培われてい くよ うにな ります｡ 中学部段階では思春期特有の課題 も生 じるな ど､子 どもの
生涯 にわたる各発達段階 とい う ｢
縦の軸 ｣ の観点は､私たちに さらに柔軟な教育観 を求め

､

ます｡幼児期 に培 われたスキルや 自信 華 者 とのかかわ りのスタイル といった ものは､小
学部段階でクラス単位 の活動や学習 を行 う際の礎 にな ります｡反対 に､ 自立 した生活 を送
り､社会の一員 として人 とかかわ りをもつ とい う成人期 の将来像か ら降ろ して くる と､社
会的な人格 をもって行動 した り､規範意識 を高めた りす るといった高等部段階での教育の
重要性が浮 き彫 りに され ます｡ この よ うに､各発達段階に特有の課題 に留意 しつつ､将来
像 を見通 した り､そ こか ら目標 を降ろ した りす ることによって､有効な生涯発達支援 の道
筋が描 けると考 えます｡そのなかで､一人ひ とりの発達課題 に沿って焦点化 したかかわ り
を個別 に配慮す るともに､仲間関係 に支 え られて 自信 を深 めつつ学ぶ とい うよ うに､学び
と育ちの さま ざまな領域が複合的に絡みあ う場を保障 していきます｡
このよ うな生涯発達 を見通 した教育 についての考え方 は､本校 の教育課程 に反映 されて

2年度か ら 15年度の研究において､大幅な教育課程の見直 しを
います｡本校では､平成 1
行いま した｡教育課程 を生活支援 ･余暇支援 ･就労支援 ･学習支援 ､ さらには これ らにま
たがるコミュニケー シ ョン支援の 5つの支援内容区分 を設定 しています｡ また､各区分で
目指す ところを ｢
支援 内容配列表｣ として整理 し､幼稚部か ら高等部までの教育課程 の展
開を具体化 しています｡ この枠組みの編成か ら約 1
0年が経過 しま した｡学習指導要領 が約

1
0年 ごとに改訂 されているよ うに､この数年はも う一度原点に立ち返って､子 どもの将来
像 と学び ･育 ちの過程 に さらに即 した内容‑ と高めてい く好機 であると考 えます｡今回の
研究協議会では､その初年度の成果 をご報告いた します｡
本年度 の研究 を遂行す るにあた り多 くの先生方の ご指導 ご助言 を頂 きま した ことを感謝
申 し上げます｡研 究を実施す ることで得た知見を積み上げ､在校生に還元 してい くことに
よって､在校生の皆 さん と保護者の方々‑の感謝の意 を形に していきたい と思います｡

ー1‑

