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１．はじめに

　次期学習指導要領に示される新たな教育課題に
応えるため、2015（平成27）年12月21日に中央教
育審議会から３つの答申が出された。「これからの
学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学
びあい、高めあう教員育成コミュニティの構築に向
けて～（答申）」（１）、「チームとしての学校の在り方
と今後の改善方策について（答申）」（２）、「新しい時
代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の

連携・協働の在り方と今後の推進方策について（答
申）」（３）である。なかでも、「チームとしての学校の
在り方と今後の改善方策について（答申）」は、こ
れからの時代の学校組織の在り方を示すもので、多
様な専門性を有した教職員、専門スタッフが「チー
ム学校」として協力関係を築いていくこと、ならび
に地域との連携体制を整備していくことを提言する
極めて重要な答申となっている。そこで、本稿では
この答申に即して、「チーム学校」の取り組みの可能
性を探っていきたい。
　答申によると（４）、「学校という場において子供が
成長していく上で、教員に加えて、多様な価値観
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や経験を持った大人と接したり、議論したりするこ
とは、より厚みのある経験を積むことができ、本当
の意味での『生きる力』を定着させることにつなが
る」ことから、「チームとしての学校」が求められ
ているという。こうした「チーム学校」の構想が求
められる背景としては、３つの要因が挙げられてい
る。第１には、新しい時代に求められる資質・能力
を育む教育課程の実現が要請されているからであ
る。そうした「社会に開かれた教育課程」を実現す
るには、アクティブ・ラーニングを取り入れた授業
改善やカリキュラム・マネジメントによる組織体制
の整備が必要であるという。第２には、学校には複
雑化・多様化した課題を解決することが求められて
いるからである。いじめ、不登校、貧困問題など学
校の抱える複雑で多様な課題への対応として、心理
や福祉等の専門性が必要とされているという。第３
には、子供と向き合う時間の確保等が求められてい
るからである。日本の学校は欧米諸国と比較して教
員以外の専門スタッフの配置が少なく、しかも教員
の勤務時間が国際的に見ても著しく長いことなどが、
OECDの『国際教員指導環境調査（Teaching and 
Learning International Survey：TALIS）』（５）の結
果からも明らかになっている。
　こうした時代背景の中から生まれてきた「チーム
学校」の構想を実現するため、答申では次のような
三つの視点を打ち出している（６）。まず、教職員の指
導体制を充実させたり、スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー、学校司書、部活動指導員、
看護師等の教員以外の専門スタッフの参画を促した
り、地域との連携を促進するための担当教員を明確
化したりすることによって、「専門性に基づくチーム
体制の構築」を目指すことである。次に、優秀な管
理職の確保、主幹教諭制度の充実、事務体制の強
化などにより、「学校のマネジメント機能の強化」を
図ることである。そして最後に、教職員の人材育成
を推進し、業務環境を改善し、教育委員会等による
学校への支援を充実していくことで、「教職員一人
一人が力を発揮できる環境の整備」に努めることで

ある。
　ところで、そもそも学校には社会が直面している
課題を解決していくという役割が課されている。近
年の日本の社会に目を向けてみると、平和、人権、
民主主義といった人類にとっての普遍的な価値を実
現していくことが切に求められているように思われ
る。そうした価値の実現に向けて、多様な言語的・
文化的背景を持つ人々と共に暮らしていく環境を整
備することも喫緊の課題の一つであろう。本稿では、
この多文化共生の問題に焦点を当て、「社会に開か
れた教育課程」を実現していくために、カリキュラム・
マネジメントによって学校組織体制の整備を進めて
いる「チーム学校」の取り組みの具体的な事例として、
横浜市立飯田北いちょう小学校を取り上げていく。

２．先行研究の整理

　「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策
について（答申）」が出されてからまだ１年も経過
していない中、すでに少なからぬ数の先行研究が発
表されている。なかでも、答申が「チーム学校」を
実現するための具体的な手立ての第１に挙げてい
る、「専門性に基づくチーム体制の構築」に関して
は数多くの先行研究があり、それぞれの専門職を対
象とする月刊誌も特集記事を組んでいる。例えば、
『月刊学校教育相談』は30巻３号（ほんの森出版、
2016年４月）で「教育相談担当として『チーム学校』
にどうかかわるか」という特集を、『学校事務』は
67巻４号（学事出版、2016年４月）で「『チーム学校』
に果たす事務職員の役割」という特集を、『教育と
医学』は64巻６号（慶應義塾大学出版会、2016年
６月）で「『チーム学校』の可能性」という特集を、『月
刊生徒指導』は46巻８号（学事出版、2016年７月）
で「チーム学校と生徒指導」という特集を組んでい
る。
　答申が具体的な手立ての第２に挙げている「学校
のマネジメント機能の強化」に関するものとしては、
例えば、『学校経営研究』の41巻（大塚学校経営研
究会、2016年４月）が「『チーム学校』論議と学校
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経営の新たな組織観の展望」という特集を組み、新
教育課程ライブラリvol.６『「チーム学校」によるこ
れからの学校経営』（ぎょうせい、2016年６月）など
もある。
　また、答申においては、「チーム学校」が求めら
れる背景として「社会に開かれた教育課程」の必要
性が指摘され、アクティブ・ラーニングやカリキュ
ラム・マネジメントが提案されていることから、「チー
ム学校」におけるアクティブ・ラーニングやカリキュ
ラム・マネジメントの課題や可能性を取り上げた先
行研究も少なくない。例えば、米田進「アクティブ・
ラーニング実現に向けた『授業づくり』と『チーム
学校』」（『総合教育技術』70巻15号、小学館、2016
年３月）、田村知子「チーム学校で行うカリキュラム・
マネジメント」（『教育展望』62巻２号、教育出版、
2016年３月）、新教育課程ライブラリvol.５『学校ぐ
るみで取り組むカリキュラム・マネジメント』（ぎょ
うせい、2016年５月）などがある。
　ところで、「チーム学校」の先行事例もいくつか紹
介されている（７）。校長がリーダーシップを発揮して
アクティブ・ラーニングの基盤づくりに取り組んで
いる神奈川県川崎市立川崎小学校、特別支援教育
のために校内外の人材を幅広く活用している奈良県
奈良市立鳥見小学校、学校全体で食物アレルギー
のある児童の命を守る取り組みを続けている埼玉県
川口市立芝富士小学校、多文化共生の学校づくりに
取り組んでいる神奈川県横浜市立飯田北いちょう小
学校などである。
　横浜市立飯田北いちょう小学校は、2014（平成
26）年４月１日に、横浜市立飯田北小学校といちょ
う小学校が統合されて生まれた小学校で、外国籍児
童が数多く在籍する学校として知られている。この
先行事例としての紹介は、2014年４月に統合開校し
た飯田北いちょう小学校で2016（平成28）年３月ま
での２年間、校長を務めた田中秀仁によって執筆さ
れている。田中は、「だれもが安心して豊かに生活
できる学校をつくるため、学校や家庭、地域が連携
を進め、お互いが意思疎通できる大きなチームをつ

くり、支え合う組織にしていく」ことが必要であると
説いている（８）。筆者はこれまでにいちょう小学校に
注目し、拙稿でも何度か取り上げてきたので（９）、今
回は、「チーム学校」として多文化共生の学校づくり
に取り組んでいる飯田北いちょう小学校の実践につ
いて、カリキュラム・マネジメントの視点からみてい
くこととする。そこで、まず、カリキュラム・マネジ
メントについて簡単に押さえておきたい。

３ ．「チーム学校」におけるカリキュラム・
マネジメント

　「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策
について（答申）」は、「社会に開かれた教育課程」
を編成するには、アクティブ・ラーニングとカリキュ
ラム・マネジメントを連動させた学校経営が求めら
れると述べている。カリキュラム・マネジメントとは、
そもそもカリキュラムをマネジメントすること、つま
り、各学校において効果的なカリキュラムを編成し、
実施していくことであるが、1998（平成10）年の学
習指導要領の改訂で総合的な学習の時間が導入さ
れ、各学校がカリキュラム開発をしなければならな
くなったことが、カリキュラム・マネジメントが必要
とされるようになった契機と言われている。田村知
子は、学校におけるカリキュラム・マネジメントにつ
いて、「カリキュラムを主たる手段として、学校の課
題を解決し、教育目標を達成していく営み」と定義
している（10）。
　次期学習指導要領の理念として「社会に開かれた
教育課程」の実現を掲げている文科省は、カリキュ
ラム・マネジメントについて以下の３つの側面が重
要であると指摘している（11）。

１． 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校
の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、そ
の目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配
列していくこと。

２． 教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や
地域の現状等に関する調査や各種データ等に基
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づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改
善を図る一連のPDCAサイクルを確立すること。

３． 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源
等を、地域等の外部の資源も含めて活用しなが
ら効果的に組み合わせること。

　このうち、２．で述べられているPDCAサイクル
の確立は、教育課程の改善の視点からこれまでも重
視されてきた取り組みであるが、１．と３．は「社
会に開かれた教育課程」の実現のため、特にその重
要性が増してきていると考えられている。つまり、「社
会に開かれた教育課程」を実現するためには、教科
横断的な視点から教育内容を組織的に配列すること
が必要であり、しかも、学校内だけに限らず学校外
の資源も整備し、PDCAサイクルの各局面で活用す
ることが重要であると説明されているのである。
　こうしたカリキュラム・マネジメントについて「チー
ムとしての学校の在り方と今後の改善方策について
（答申）」では（12）、「教育課程全体を通した取組を通
じて、教科横断的な視点から教育活動の改善を行っ
ていくことや、学校全体としての取組を通じて、教
科等や学年を超えた組織運営の改善を行っていくこ
とが求められており、教育活動や組織運営など、学
校全体の在り方の改善において核となる教育課程の
編成、実施、評価及び改善」であると述べられている。
しかも、このようなカリキュラム・マネジメントを学
校で実現していくには、「管理職も含めた全ての教
職員がその必要性を理解し、子供や地域の実態等と
指導内容を照らし合わせ、学年単位や学級単位、教
科単位に陥りがちな学校運営ではなく、学校単位で
教育活動をまとめることができるようなマネジメント
に係る体制を整えていくことが大切である」という。
そのためには、教員が「学年全体、教科全体、そし
て学校全体を見渡し、カリキュラムをマネジメント
するという意識」を持つこと、ならびに、教員だけ
ではなく、保護者や地域住民その他の関係者が、「そ
れぞれの立場や役割に応じて、学校が抱える様々な
課題に前向きに取り組んでいく学校文化を構築し、

教育活動を推進していく」ことが必要とされている。
　「チーム学校」においては、教員と多様な専門性
を持つ人材が連携し分担して、カリキュラム・マネ
ジメントを推進していくことによって、「社会に開か
れた教育課程」が実現されると考えられている。次
期学習指導要領に向けて文科省から提唱されている
「チーム学校」やカリキュラム・マネジメントの考え
方を踏まえ、「チーム学校」として多文化共生の学
校づくりに取り組んでいる飯田北いちょう小学校の
実践を以下で検討していく。　

４ ．横浜市立飯田北いちょう小学校の取り
組み

（１）いちょう小学校から飯田北いちょう小学校へ　
　いちょう小学校は、1973（昭和48）年に神奈川県
営いちょう団地の中に開校された。1980（昭和55）
年に隣接する大和市にインドシナ難民定住促進セ
ンターが開設されたことや、1982（昭和57）年から
神奈川県がインドシナ難民と中国帰国者に対して県
営住宅への入居条件を緩和したことなどもあいまっ
て、センターでの研修を終えた難民の人々とその呼
び寄せ家族、ならびに中国帰国者家族などがいちょ
う団地に住むようになった。そのため、1990年代以
降、いちょう小学校では、外国籍児童および外国に
ルーツのある日本国籍児童が増え始め、2004（平成
16）年には、全校児童215人中、外国籍児童が81
人（38％）、外国にルーツのある日本国籍児童が34
人（15％）で、両者を合わせたいわゆる外国につな
がる児童は115人と全体の53％にのぼった（13）。まさ
に、日本人の児童よりも外国につながる児童の方が
多い、多文化状況にある小学校となったのである。
　2005（平成17）年に『多文化共生の学校づくり―
横浜市立いちょう小学校の挑戦』（14）が刊行された
頃から、いちょう小学校は教職員が一丸となり、地
域との連携を深めつつ多文化共生を目指した取り
組みを進める学校としてよく知られるようになった。
2009（平成21）年７月15日にNHKのヒューマン・
ドキュメンタリーで『大きないちょうの木の下で』が
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放映されたのをはじめ、民放のニュース番組などで
もしばしば取り上げられた。
　1978（昭和53）年には1,953人もの児童が在籍し
ていたいちょう小学校でも、地域の少子高齢化が進
展する中で児童数が減少し、2012（平成24）年には
在籍児童数が161人となった。隣接する飯田北小学
校でも同様に児童数の減少が進み、2012年の在籍
児童数は164人であったことから（15）、2012年７月に
は「『飯田北小学校・いちょう小学校』小規模校対
策検討委員会」が設置され、両校の統合に向けた
検討が進められ、2014（平成26）年３月にいちょう
小学校が閉校されることとなった。2014年３月20日
のいちょう小学校の最後の卒業式の様子も、３月23
日にフジテレビのスーパーニュースWEEKENDで
紹介された。
　2014年４月に飯田北小学校と統合し新たなスター
トを切った飯田北いちょう小学校では、４月７日に
入学式が行われた。50人のうち約20人が外国につ
ながりを持つ新１年生が、在校生から６ヵ国語の「お
めでとう」という歓迎のあいさつで迎えられた様子
は、翌４月８日付の神奈川新聞でも報じられた（16）。
また、スピーチコンテストの学校代表に選ばれたト
ラン・ミー・ズエンさんが市の代表に選ばれ、ニュー
ヨークの国連本部で国際平和について語った様子
（日本テレビ・真相報道バンキシャ！、2014年11月
16日）や、国際色豊かな運動会の模様とそうした運
動会の開催を後押ししてきた地域のこれまでの歩み
（TBS・報道特集、2015年11月７日）なども放映さ
れている。
　この間、住民の２割以上が外国人の多国籍団地で
あるいちょう団地のこともしばしばマスコミで取り上
げられてきた。『“多国籍”いちょう団地のいま～横
浜・共生への20年』（NHK・特報首都圏、2014年
４月25日）や『ふるさとは“いちょう団地”―地域で
生きる新世代外国人―』（NHK・ハートネットTV、
2014年６月11日）などでは、いちょう小学校で行わ
れてきた多文化共生を目指した教育実践が取り上げ
られ、地域で活躍する卒業生たちの暮らしぶりが紹

介された。

（２）飯田北いちょう小学校の「チーム学校」として
の取り組み
　2015（平成27）年４月に創立２年目を迎えた飯田
北いちょう小学校には、320人の児童が在籍し、そ
のうち外国籍児童は141人で全校児童の約44％を占
め、外国にルーツを持つ日本国籍児童は25人で全
校児童の約８％を占め、両者を合わせると166人で
全校児童の約52％となる。つまり、全校児童の半数
が外国につながる児童となっている。141人の外国
籍の児童の国籍は、ベトナム81人、中国41人、カン
ボジア９人、ラオス５人、ブラジル３人、フィリピン
２人と多岐にわたっている（17）。
　「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策
について（答申）」においては、「チーム学校」を実
現していく上でまず「専門性に基づくチーム体制の
構築」が必要であると述べられている。飯田北いちょ
う小学校では、どのような指導体制がとられている
のか、見ていこう。
　「だれもが安心して豊かに生活できる学校」を地
域と共につくっていくことを目指している飯田北い
ちょう小学校では、全教職員による協力指導体制が
とられていて、「多くの大人で一人ひとりを指導」す
ることを実践している。具体的な例として、「国語」、
「算数」の学習に注目してみよう。「国語」、「算数」
では、徹底した少人数指導体制をとっていて、学年
内で時間割を調整し、各学年２クラスを、２人のク
ラス担任、少人数指導担当者、日本語支援教員、国
際教室担当者の計５人の教員できめ細かく指導して
いる。さらに、2015年度には、学生ボランティアと
して８人の大学生や大学院生が教室に入り、学習支
援を行っていて、他にも、地域に住む中国語のでき
る人がボランティアで言葉の支援に当たっている。
その結果、１学年２クラスを５～６人の教員とボラン
ティアが指導することとなり、「専門性に基づくチー
ム体制」が構築されている。
　外国につながる児童に対しては、児童の実態に応
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じて日本語指導や教科指導が行われている。横浜市
教育委員会の設置した「飯田北いちょう日本語教室」
では、中国語、カンボジア語、韓国語、ポルトガル
語を話せる日本語指導講師２人が、日本語の初期指
導や生活適応指導を行っている。「国際教室」では、
国際教室担当者が日本語指導や教科指導に当たって
いる。その他にも、日本語支援非常勤教諭、外国語
補助指導員、母語支援者などによることばの支援が
きめ細かく実施されている。ここでも、教員だけで
はない「専門性に基づくチーム体制」が構築されて
いると言えよう。
　飯田北いちょう小学校は地域との連携・協働も積
極的に推進している。具体的には、「上飯田連合自
治会」、「いちょう団地連合自治会」、「子ども会」、「学
童クラブ」、「青少年育成協議会」、「はまっ子ふれあ
いスクール」、さらには子どもたちの日本語指導や学
習支援に携わっている地域のボランティア団体等と
日常的にかつ継続的に連携し、関係を深めている。
なお、「はまっ子ふれあいスクール」とは、放課後、
通い慣れている学校で、異年齢の子どもたちとの遊
びや交流を通じて安全で健やかな放課後の居場所
を保障しようとする、横浜市の取り組みである。ま
た、高学年の児童を対象に、地域のボランティアの
力を借りて、旧いちょう小学校内に「放課後学習教
室」や母語支援としての「ベトナム語教室」を開い
ている。他にも、高学年対象の「親子の日本語教室」、
低学年対象の「風の子日本語教室」なども実施して
いる。こうした放課後や休日の学習活動は地域のボ
ランティアの人々との連携・協働によって支えられ
ている。

（３）カリキュラム・マネジメントの視点からの検討
　「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策
について（答申）」は、カリキュラム・マネジメント
について、「教育課程全体を通した取組を通じて、
教科横断的な視点から教育活動の改善を行っていく
ことや、学校全体としての取組を通じて、教科等や
学年を超えた組織運営の改善を行っていく」ことと

説明している。そのためには、「学校単位で教育活
動をまとめることができるようなマネジメント」体制
を整備することや、教員のみならず保護者や地域住
民が「学校が抱える様々な課題に前向きに取り組ん
でいく学校文化を構築し、教育活動を推進していく」
ことが求められている（18）。全校児童のおよそ半数
が外国につながる児童である飯田北いちょう小学校
にとって、喫緊の課題は多文化共生の学校づくりで
ある。そのために、全教職員がどのように学校を挙
げてカリキュラムをマネジメントしようとしているの
か、また、保護者や地域住民とどのように連携・協
働して多文化共生教育を推進しているのか、具体的
な活動を見ていきたい（19）。
　飯田北いちょう小学校では全校児童が通る廊下の
一部に、ベトナム、カンボジア、中国、ラオス、ブ
ラジルなどの民族衣装や民芸品を展示する「みんな
の国の文化紹介コーナー」が設置されている。そこ
には、いろいろな国の本を読むことができる「国際
図書館」もあって、雨の日などは子どもたちで賑わっ
ているという。そうした本や民芸品の管理は５・６
年生の多文化共生委員会の児童に任されている。さ
まざまな国につながりを持つ子どもたちが在籍して
いる学校であることを前向きに受け止め、身近な環
境を工夫することで、多文化共生を目指す学校文化
の構築に努めていると言えよう。
　多文化共生を盛り込んだ授業づくりは、いちょう
小学校から続く伝統となっている。いちょう小学校
では、「自分のルーツを大切にした授業づくり（総合
的な学習の時間）」、「母国の文化を大切にした授業
づくり（総合的な学習の時間、家庭科）」、「場面把
握を大切にした授業づくり（算数科）」、「言葉を大
切にした授業づくり（国語科）」、「日本の伝統を大切
にした授業づくり（音楽科）」、「体験を大切にした授
業づくり（日本語）」などが実践されてきた（20）。
　例えば、2000（平成12）年に６年生の総合的な学
習の時間に実施された高橋亨教諭の「自分のルーツ
を大切にした授業づくり」（21）では、多文化の中で生
きる自分について振り返り、よりよい生き方や共生
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に向けて考えていこうと、「それぞれの国の戦争」に
ついて調べることを子どもたちに課した。いちょう
小学校に在籍している子どもたちの背景には、それ
ぞれの国での戦争が深い影を落としている。中国帰
国者の子どもたちは中国残留婦人や中国残留孤児の
子どもや孫に当たり、ベトナムの子どもたちはベト
ナム戦争で敗れた南ベトナムからのボート・ピープ
ルの子どもであり、カンボジアの子どもたちはポル・
ポト軍事政権を逃れて難民となった人々の子どもで
ある。子どもたちは親や祖父母から自分のルーツに
まつわる話を聞いて、その内容を発表した。授業の
最後に、ベトナム難民として来日し、その後、通訳
となったベトナム人の先生から当時の話を聞かせて
もらい、子どもたちは戦争についての思いを深める
ことができたという。
　こうした授業の伝統は、飯田北いちょう小学校に
も引き継がれている。例えば、総合的な学習の時間
の中で、中国やベトナム、カンボジアなどから戦争
や内戦等で来日することとなった人々を招いて、当
時の話を聞かせてもらい、自分や友達のルーツを知
るという学習を行っている（22）。こうした外部講師
の話を聞いた子どもたちは、その後、親や祖父母
に来日した当時の状況や自分たちへの思いをインタ
ビューし、それをもとに「平和」という視点から自
分の将来像を作文にまとめ、校内スピーチコンテス
トで発表する。多文化共生という課題を設定し、そ
の課題の解決に向けて、戦争や平和の問題もからめ
て、自分自身の生きる道を深く考えさせるこの授業
は、まさに教科横断的な視点から、学校単位でより
よい教育活動を目指した実践例ととらえることがで
きよう。
　ところで、飯田北いちょう小学校の事例をPDCA
サイクルに重ね合わせて眺めてみると、P（Plan）
の局面では、外国につながる児童が数多く在籍する
学校として多文化共生教育を目指すこと、D（Do）
の局面では、全教職員による教科横断的な協力体制
や外部人材の積極的な活用体制の構築などを挙げる
ことができる。一方、C（Check）やA（Action）の

局面では、大学との協働体制の構築を指摘すること
ができる。2001（平成13）年度から３年間、いちょ
う小学校は東京学芸大学国際教育センターの「外国
人児童生徒の日本語及び教科に関する研究プロジェ
クト」と協働研究を実施し、プロジェクト終了後も
プロジェクトを担当した大学教員との協働活動を継
続している。
　具体的な例として、2003（平成15）年11月に実
施された１年生の国語の「おみせやさんごっこをし
よう」（光村図書）の研究授業における、小学校と
大学との協働は以下のように説明されている（23）。

Ｐ： 言語能力の実態調査の方法についての話し合い、
調査の実施、結果の記録

Ｄ：＜担任教諭＞通常通りの授業の運営
　　 ＜プロジェクト・メンバー＞子どもたちへの学
習支援、授業中の子どもたちの学習状況の記録
と報告

Ｃ： 授業後の協議会で意見交換と２学期末の情報交
換会で再度意見交換

　ここからは、授業を組み立て、実施し、評価する
という全工程に大学のプロジェクト・チームが関わ
り、教育実践を「協働」していることがうかがえる。
プロジェクト・メンバーは、子どもたちの学習支援
を行いながら、授業の概要、子どもたちの学習参加
の様子とともに、それに関する所感や見解を記録す
る。こうした記録が、教員の子ども理解や授業の振
り返りの材料として用いられていく。また、授業後
の協議会で情報が共有されるとともに、学期末に行
われる情報交換会では、プロジェクトが実施した、
外国につながる子どもの保護者を対象とするインタ
ビュー結果などが報告されている。こうした事例か
らは、大学との協働により、PDCAサイクルのCや
Aの局面が機能していることが理解できる。

５．おわりに

　子どもたちを取り巻く環境は大きく変貌しつつあ
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り、新しい時代のニーズに応えるため、学校の在り
方もさまざまな視点から検討されている。これから
の時代を生きる子どもたちに求められる資質・能力
を育むために、「社会に開かれた教育課程」の実現
が要請されたり、いじめ、不登校、貧困問題など学
校が抱える課題が複雑化・多様化してきていること
から、教員以外の心理や福祉などの専門性を持っ
た人材が必要とされたり、諸外国と比べてあまりに
多忙な日本の教員への支援策が求められたりしてい
る。こうした流れの中から、多様な専門性を有した
教職員、専門スタッフがチームとして協力関係を築
き、地域との連携も深めていくことを目指した「チー
ム学校」の構想が提起された。
　「社会に開かれた教育課程」を実現するには、効
果的にカリキュラムをマネジメントしていくことが求
められる。つまり、教科横断的な視点から教育目標
を具現化し、教育課程を絶えず改善していくために
PDCAサイクルを確立し、学校内外の資源を整備し
活用していく、カリキュラム・マネジメントが必要と
されてくる。
　こうした新しい教育課題に先進的に取り組んでい
る事例として、本稿では横浜市立飯田北いちょう小
学校を見てきた。外国につながる児童が全校児童の
半数を占める飯田北いちょう小学校では、「だれもが
安心して豊かに生活できる学校」を地域と共につくっ
ていくことを目指している。まさに多文化共生を教
育目標として掲げ、教科横断的な視点から全教職員
による協力指導体制がとられている。また、学生ボ
ランティアや地域の支援者なども日々の教育活動に
参加していることから、教員だけではない「専門性
に基づくチーム体制」が構築されている。
　飯田北いちょう小学校の総合的な学習の時間では
多文化共生を目指した授業が実践されている。中国、
ベトナム、カンボジアなどから戦争を逃れて来日し
た外部講師から話を聞くことを契機に、子どもたち
は自分たちのルーツを知るために、親や祖父母にイ
ンタビューし、それを作文にまとめ、さらに校内ス
ピーチコンテストで発表していく。こうした学習の中

で、子どもたちは戦争と平和について自分たちの身
近な問題としてとらえ直すことができるようになり、
自らの過去と現在と将来についても思いをめぐらせ
ることができるようになる。さまざまな背景を持つ子
どもたちが、共通の願いを持って共に生きていくこ
とを目指す、多文化共生教育の一つの形をみること
ができる。教科横断的な視点から、学校単位で多文
化共生教育という一つの教育目標に向けた教育活動
を展開している、カリキュラム・マネジメントの優れ
た実践例と言えよう。
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