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幼小連携型アンチバイアス教育のための
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ー南部貧困法律センターの系統的な「寛容性」育成カリキュラムを事例にー
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はじめに
ー本研究に取り組むきっかけ：なぜ中学校教員の玉井が初等教育カリキュラムに注目？ー
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【簡単な自己紹介】
Ø 研究：イギリスの歴史教育改革史（民主主義社会に生きる市民育成に
向けて，歴史という物語をいかに教えてきたか？）

Ø 実践：附属中と公立中で社会科の非常勤講師（中学校社会科の中
で社会正義志向の市民をどう育成するか？）

【本研究との関連】
Ø 研究：論争問題学習やアンチバイアス教育の取り組み
Ø 実践：社会科でのジェンダー・ステレオタイプの解体

➡共通の問題意識：一度きりの投げ込みではない「系統性」のある教育が必要



はじめに
ー私たちの身近な社会にあるジェンダー・ステレオタイプ（男性は〇〇，女性は〇〇）ー

3

「シンデレラ・コンプレックス」
→グリム童話『シンデレラ』の与える心理的影響。女性が他人に人生の幸
福を委ね，自分の力で人生を切り開くことに不安を覚える心理的傾向。困
難な状況で受け身のヒロイン（シンデレラ）と積極的に動き回ることで罰
を受けるヒール（継母や異母姉）

『アナと雪の女王』『モアナと伝説の海』などのディズニー作品
の変化
→恋愛よりも自由を望むプリンセス，２名の女性キャラクターの主役，
「Let It Go（ありのまま）」を主題歌にした抑圧からの解放，ポリネシア
系のプリンセス，女性の自立心・探求心・勇敢さが描かれる物語



（発表構成）

4

１．目的ー寛容社会の実現に向けた幼小連携型教育スタンダードの解明ー

２．方法ーアメリカ南部貧困法律センターが開発した幼小連携カリキュラムの分析ー

３．結果ー単元「物語の中のジェンダー・ステレオタイプを探ろう」の概要ー

４．考察ー幼小連携型アンチバイアス教育のためのスタンダードの特質ー

５．示唆ー寛容社会の実現に向けたスタート・カリキュラムの構成原理ー



【日本社会の課題：寛容な民主主義社会の実現に向けた漸進】

① 子ども社会学から見た「不寛容な社会」が形成される一つの要因：
幼少期・児童期にメディア（絵本，アニメなど）を通して形成された
偏見や固定観念により，社会生活で悪気はなく無意識で不正義状態を
見逃したり作り出したりしてしまう（藤田，1996；藤田，2003；西川，2017など）

② ジェンダーに対して「不寛容な社会」の是正：
例えば，近年社会的な取り組みが活発化している「性の多様性（多様
な性的指向・性自認）」に対して寛容な民主主義社会を形成するため
には，社会的に構築され得るジェンダー・ステレオタイプの種類の特
定や再構築を促していく継続的な機会の保障が求められる

１．目的
ー寛容社会の実現に向けた幼小連携型教育スタンダードの解明ー
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【学校教育の役割：寛容性育成に向けた系統的な教育の実行】

① 家庭教育や地域教育と連携し，メディアを通して社会化（socialization）
されたジェンダー・ステレオタイプに対抗する方法や手段とそれを実行
できる資質・能力（寛容性）を系統的に育成する

② 特に，幼児保育・初等教育段階は，寛容性育成に向けたスタート・カリ
キュラムを担い，複数の領域・教科を総合的にマネジメントできる

１．目的
ー寛容社会の実現に向けた幼小連携型教育スタンダードの解明ー
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幼小接続期の初等教育では，いかなるスタンダード（目標・
指導方略・パフォーマンス課題）によって寛容性を系統的に
育成するか？



２．方法
ーアメリカ南部貧困法律センターが開発した幼小連携カリキュラムの分析ー
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【対象】カリキュラムの
スタンダード＆原則

（2016）

第１段階

（2017）

【実践】幼小接続期（K-2）の単元への反映を検証
「物語の中のジェンダー・ステレオタイプを探ろう」

第２段階

【理論】幼小接続段階（K-2）のスタンダードの特質
を解明 （目標・指導方略・パフォーマンス課題）
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Ø アラバマ州モンゴメリーに本部を置く南部貧困法律センター（Southern 
Poverty Law Center）は，1971年に設立された公民権運動団体。

Ø 偏見と闘い，社会的に弱い立場にある人々のために正義を追求すること
が目的で，特定の政党・政治家を支持したり，選挙活動を行うことはし
ていない。

Ø 1991年に組織された寛容性教育部門（Teaching Tolerance）では，
子ども・若者が多様性のある民主主義社会にアクティブに参加できる
ようにするための教師や学校の支援を実施している。

アンチバイアス教育
（Anti-Bias Education：ABE）

（引用：https://www.learningforjustice.org）

理論的枠組み：アンチバイアス教育
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IDENTITY（アイデンティティ）

DIVERSITY（多様性）

JUSTICE（正義）

ACTION（行動）

教育スタンダードの４領域
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社会の複数のグループの一員であるこ

とに基づき，積極的に社会的アイデン

ティティを確立する 
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11 

ステレオタイプを認識し，グループ

の代表者ではなく，個人として人々

に関わる 

２ 

複数のアイデンティティ・グループの

一員であることを肯定し，正確に説明

する言語と歴史的・文化的知識を身に

つける 

12 

個人レベルでの不正（例：偏見に満ち

溢れた発言）と制度レベルの不正

（例：差別的な法律）を識別する 

３ 

複数のアイデンティティが相互に影響

し合い，ユニークで複雑な個人を生み

出すことを認識する 

13 

歴史的に見ても今日的に見ても，偏

見と不正が世界に及ぼす有害な影響

を分析する 

４ 

他者の価値観や尊厳を否定することな

く，誇りや自信や自尊心を表現する 14 

権力と特権がグループ間・組織間に

与える影響を認識し，それらの力学

によって自分が受けた影響を考える 

５ 

支配的な文化，自国の文化，他の文化

の特徴を認識し，複数の空間で自己の

アイデンティティが交わることを理解

する 

15 

世界中の社会正義の歴史に関連する

人物，グループ，出来事，様々な戦略

や哲学を特定する 
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自分と似ている人，異なる人の両方の

心地よさを感じ，すべての人に敬意を

持って関わる 
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16 

人々がアイデンティティのために排

除されたり不当な扱いを受けたりし

たときには共感を示し，自分自身が

偏見を経験したときには懸念を示す 

７ 

アイデンティティ・グループの人と似

ていたり異なっていたりすることを説

明する言語と知識を身につける 

17 

排除，偏見，不正に立ち向かうという

自身の責任を認識する 

８ 

他者の歴史や生活体験に対する好奇心

を尊重して表現し，アイデアや信念を

交換する 

18 

自己や他者が偏見によって傷ついた

り不当な扱いを受けたりしたときに

は，勇気と敬意を持って発言する 

９ 

共感，尊敬，理解，関与を通して，多

様性に対応する 

19 

日常生活の中で，偏見や不正に立ち

向かうタイミングやプロセスについ

て，たとえ仲間やグループからの否

定的な圧力を受けたとしても，判断

を実行に移す 

10 

表面的または過度に単純化された方法

ではなく，社会的・文化的・政治的・

歴史的な文脈から多様性を検討する 

20 

世界の偏見や不正に対抗する集団行

動を計画・実施し，最も効果的な戦

略・方法を評価する 

（Teaching Tolerance，2018a） 
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Ø ビジョン：すべての子どもたちが持っている能力や才能を
開花することができる世界の創造のためには，自分自身の
人生をより深く理解するための反省的実践が欠かせない。

Ø 背景：白人・健常者・英語話者・母子家庭・核家族のよう
なアメリカ文化のステレオタイプに該当するような子ども
や家族を中心とした幼児教材があまりにも多かった

（Derman-Sparks＆Edwards，2010）

ビジョンと背景

u近年は，アメリカ文学作品の中で「親の離婚や再婚」「虐待する親」「子ども
が親の保護者になる家庭」「単親家族」「LGBTの家族」など伝統的ステレオ
タイプに対抗する家族物語やキャラクターが出てくるリアルな文学作品が受
賞・ロングセラーになる傾向も見られるようになった（さくま，2016）。
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Ø 目標１：自己認識・自信・誇り・社会的アイデンティティを示す
→個人的・社会的アイデンティティを自己分析

Ø 目標２：多様性への安心感と喜び，違いに対する思いやりを示す
→多様な人々の類似と相違を特定（※≠「観光カリキュラム」）

Ø 目標３：不公平さを表現する言葉が人を傷つけることを理解する
→絵や本から誤概念や偏見を検知，マイノリティの感情を視聴

Ø 目標４：偏見や差別的行為に対抗して個人・共同で行動する
→学校・クラスの問題を事例に行動計画を立案（ex 署名請願活動）

（Derman-Sparks＆Edwards，2010）

４つの教育目標
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Ø 原則１：すべての人が恩恵を受けるようにデザインする

Ø 原則２：子どもたちの生活の現実（抱えている問題）に注意を払う

Ø 原則３：発達段階に考慮する（内容と方法のstep by step）

Ø 原則４：学習者中心の時間と教師中心の時間の両方を確保する

Ø 原則５：１回／１時間で終わりものではない（試行錯誤が重要）

Ø 原則６：教師自身も持っている偏見や差別的行動をメタ認知する

Ø 原則７：「観光カリキュラム（異世界に立ち寄るだけ） 」を避ける

Ø 原則８：担任以外のスタッフや家族の協力が欠かせない

（Derman-Sparks＆Edwards，2010）

カリキュラム・デザインの原則
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「教育における白人至上主義」
（vol.66）

「民主主義の実践」
（vol.65）

「黒人のマインドが大切」
（vol.63）

「難しい歴史を教える」
（vol.58）

などなど
（引用：https://www.learningforjustice.org）

特集雑誌（約70）で実践紹介
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★約７０００の実践

対象：幼稚園から高校生（K-12）
教科：デジタル・リテラシー，言語，

社会科（地歴公），芸術，
第二言語としての英語，英語，
数学，技術，科学，保健，
社会性と感情（SEL）

トピック：①人種・民族，②宗教，
③能力，④クラス，
⑤移民，⑥性（自認），
⑦いじめ・バイアス，
⑧権利・積極的行動

（引用：https://www.learningforjustice.org）

gender stereotype

オンライン（HP）で実践紹介

発達段階：幼小接続期（K-２）段階
スタンダード：「Justice」領域

 

 

単元名 

物語の中のジェンダー・ステレオタイプを探ろう 

ロールプレイを通してジェンダー・ステレオタイプを探ろう 

メディアの中のジェンダー・ステレオタイプを探ろう 

ジェンダー・ステレオタイプとは何か話し合おう 

アートと LGBT の権利について調べよう 

私たちが出会う広告を分析しよう 

 

 

 



【第１段階：発達段階で比較して見えてきたこと】
幼小接続段階（K-2）のアンチバイアス教育では，

どのような目標・指導方略・パフォーマンス課題が採用されているか？

３．結果
ー単元「物語の中のジェンダー・ステレオタイプを探ろう」の概要ー
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【目標】
自己理解よりも他者理解を先駆けてできるようにし，説明よりも感情を表面に出せるようにする

【指導方略】
重要用語の説明や使用するテキストを教師が用意し，積極的に足場かけする（教師中心）

【パフォーマンス課題】
言語を使用して説明するよりも，言語に触れさせ，その感触を言語以外で表現する活動が多い
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発達段階で異なるスタンダード（Justice領域）
 

アンカー スタンダード 
発達段階別の学習成果目標 

K-2（低学年） 3-5（中学年） 6-8（高学年・中学生） 

11 

ステレオタイプを認識し，グ

ループの代表者ではなく，個

人として人々に関わる 

私は，友人たちが様々な人格を持っ

ていることを知っている。 

私は，同じアイデンティティーのグ

ループに属する人々が皆同じだと

考えるのは不公平だと言える。 

私は，集団の代表ではなく，個人と

して人々と関わり，人々が使ってい

る一般的な固定観念をいくつか挙

げることができる。 

12 

個人レベルでの不正（例：偏

見に満ち溢れた発言）と制度

レベルの不正（例：差別的な

法律）を識別する 

私は，人々が不当な扱いを受けたと

き，それを確認することができる。 

私は，人々がどのような場合に不当

な扱いを受けるかを知っており，偏

見のある言葉や絵，規則などの例を

挙げることができる。 

私は，態度，言動，行動，慣習，法

律など，様々な形での不公平や不正

義を認識し，説明することができ

る。 

13 

歴史的に見ても今日的に見て

も，偏見と不正が世界に及ぼ

す有害な影響を分析する 

私は，人々が集団のアイデンティテ

ィのためにひどい扱いを受けたと

いう実話をいくつか知っている。そ

して，その物語の嫌な部分も知って

いる。 

私は，集団のアイデンティティに基

づいて人々を不当に扱う言葉，行

動，規則，法律などが実害をもたら

すことを知っている。 

私は，偏った言動や不正義な慣習，

法律，制度がある人々の権利や自由

を制限していることを認識し，説明

できる。 

14 

権力と特権がグループ間・組

織間に与える影響を認識し，

それらの力学によって自分が

受けた影響を考える 

私は，ある人々にとっては生きやす

く，ある人々にとっては生きにくい

ことを知っている。そして，その理

由が常に公正ではないことも知っ

ている。 

私は，アイデンティティ（性自認や

出身地域への愛着など）を理由に，

ある人々にとっては生きやすく，あ

る人々にとっては生きにくいこと

があることを知っている。 

私は，（私を含む）すべての人が持

っているアイデンティティ（性自認

や出身地域への愛着など）が社会の

中で利点として働く場合と欠点と

して働く場合があることを知って

いる。 

15 

世界中の社会正義の歴史に関

連する人物，グループ，出来

事，様々な戦略や哲学を特定

する 

私は，不公平をなくし，多くの人々

の生活をより良くするために努力

した人々のことを知っている。 

私は，歴史を通して，世界にもっと

正義と公平をもたらすために活動

してきた人々や集団の行動につい

て知っている。 

私は，社会正義の歴史に登場するい

くつかの人物，グループ，出来事と

それらに影響を与えた信念や思想

について知っている。 
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発達段階で異なる指導方略
 

段階 指導方略 概要 

K-2 

読み聞かせ 

文章の種類を定義させる 

文章構造が内容の意味にどう影響するか調べさせる 

読者の目的を特定させる 

テキストへの反応調査 
テキスト内部を分析・解釈させる 

テキストを外部の評価規準を使って批評させる 

3-12 

言語活動の設定 
重要用語をリスト化したり言語化したりさせる 

読む・書く・話す・聞くという４つの活動をさせる 

精読と批評の促進 
テキスト内部のより大きな文脈を分析・解釈させる 

精読を通して自分自身との関連性を発見させる 

集団での練り合い機会の設定 
教室で有意義かつ敬意に満ちた話し合いをさせる 

話し合いの際にテキストを使用させる 
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発達段階で異なるパフォーマンス課題
K-2 のパフォーマンス課題 3-5 のパフォーマンス課題 6-12 のパフォーマンス課題 

【バディとのシェア】 
文章やアートなどの表現方法を選択肢，テーマに関連
したアイデアや感情を教室外のバディと共有する。 

【芸術的表現の展示会】 
アンチバイアスや社会正義のメッセージを伝えるアー
トや音楽や演劇や詩 

【正義のためのドラマ上演】 
テキスト内部の特定の問題に注意を喚起する寸劇や
一人芝居を構成し，上演する。 

【コラージュの作成】 
「多様性」「社会正義」に関連する懸念材料をテーマに
した画像を切り張りしてコラージュを作成する。 

【コミュニティ・ポスター・キャンペーン】 
地域のどこかの会場に「多様性」「社会正義」をテーマ
としたポスターを貼る 

【変革のエージェントになる】 
地域社会の問題を特定し解決策を提案する。そして，
解決のための計画を実行に移す。 

【コミュニティ掲示板の作成】 
テキスト内部で見つけた問題を取り上げているアー
トや文学作品を展示する。 

【コミュニティ・ニュースレターの出版】 
テキストのテーマに関連する問題に対する自身の意見
をノンフィクションで書く 

【コミュニティ・アートの展示会】 
「アンチバイアス」「社会正義」のメッセージを伝え
るプレゼン動画を学校の職員と協力して公開する。 

【コミュニティ・パズル壁画の制作】 
地域のどこかの会場に展示される「多様性」「反偏見」
「社会正義」に関連した壁画を制作する。 

【アイデンティティの肖像画の制作】 
児童同士でインタビューし合い，対象者のアイデンティ
ティや信念や価値観のシンボルを視覚的に描写する。 

【映画祭】 
テキストのテーマに関連した映画を検討し，学校映
画祭や地域映画祭を企画・開催する。 

【コミュニティ・スポットライト・カードの作成】 
テキストのテーマに関連する社会正義の目標に向か
って活動する個人や集団に光を当ててトレーディン
グ・カードを作成する。 

【オーラル・ヒストリー・プロジェクト】 
特定のテーマに沿ったインタビューを実施し，記録した
情報に基づき，自分たちで選んだ表現方法（記事，パン
フレット，ポスターなど）によって発表する。 

【より良い世界をつくる】 
テキスト内部で議論されている社会問題を解決する
ための製品やプロセスを開発する。 

【公正フェアの上演】 
グループに分かれて「公正」「社会正義」「多様性」な
どのテーマに関連した実生活の経験を物語にしてロ
ールプレイする。 

【説得力ある手紙の作成】 
家族や仲間，企業や学校や自治体のリーダーに宛てて，
社会正義の問題に対する行動を呼びかける手紙を書く。 

【正義のジャーナリストになる】 
テキストに関連する社会問題についての紙印刷物や
デジタル・ジャーナリズムを企画・執筆・編集・配布
する。 

【アイデンティティ・ミュージアムの展示】 
自身のアイデンティティの側面を表す芸術作品の展
示会を開催する。 

【フォトエッセイの展示会】 
テキストのテーマに関連した物語や感情やメッセージ
を伝える写真を展示する。 

【チェンジ・エージェント特集雑誌の編集】 
公平な社会の実現や社会変革のために活動している
人物をインターネットや文献やインタビューで調査
し，プロフィールを作成する。 

【アイデンティティの自画像の描写】 
「多様性」「反偏見」「社会正義」に関連する自身のア
イデンティティや信念や価値観のシンボルを視覚的
に描写する。 

【絵本の制作】 
テキスト内部の「多様性」「社会正義」に関連するトピ
ックを他の人に伝えるためのオリジナルの絵本を制作
する。 

【権力者に物を言う：変革のための手紙の投函】 
企業や選挙で選ばれた人に関連する社会問題に対し
て自身の意見を述べ，具体的な行動を呼びかける手
紙を実際に送る。 

【ミュージカル・ムーブメント制作と上演】 
テキストのテーマに関連した音楽やダンスを制作し，
クラスの友達や保護者や地域の住人に披露する。 

【詩を読み合うカフェ】 
テキストに関連する地域の問題について詩や物語を書
き，共有する。 

【変革のためのツイート】 
「アンチバイアス」「社会正義」の問題に対する認識
を高めたり変化を促したりするためのツイートやラ
イブ配信を企画・実施する。 

【オーラル・インタビュー】 
特定のテーマに沿ったインタビューを実施し，記録し
た情報に基づき，絵やポスターや簡単な記事として発
表する。 

【パペットショー】 
テキスト内部の「多様性」「アンチバイアス」「社会正義」
に関連する詩や物語を書く。 

【自治体の投票率の分析】 
国や自治体の有権者の特徴や投票率を分析し，投票
プロセスにおける潜在的な障害・不正義状態を調査
する。 



【第２段階：単元の事例から見えてきたこと】
単元「物語の中のジェンダー・ステレオタイプを探ろう」 では，

どのような構成が図られているか？

３．結果
ー単元「物語の中のジェンダー・ステレオタイプを探ろう」の概要ー
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Ø教室にある絵本などの児童書を活用した教科横断型の実践

Ø性の多様性に関する説明よりも，ジェンダー・ステレオタイプ
の性質に気づいたり，テキスト内の該当箇所を発見できること
が目標として求められている

Ø絵本が持っている２つの機能（ジェンダー・ステレオタイプの
強化と対抗）についての理解をキャラクター・デザインとその
展示というパフォーマンスによって外化させて評価する
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K-5単元の概要
 
 

単元名 物語の中のジェンダー・ステレオタイプを探ろう 

概要 

本単元では，児童が「ジェンダー」の固定観念に対抗するために，特定のジェンダー

規範の観点から少年少女のキャラクターが描かれている，あるいはジェンダー・ステ

レオタイプにはっきりと対抗してキャラクターが描かれている絵本を１冊以上取り

上げる。絵本の内容やタイプの違いについて話し合ったあと，児童たちはジェンダー

に対する自己アイデンティティを育み，「男の子はこうあるべき」「女の子はこうある

べき」というような社会的定義に抵抗することを目指した学習課題に取り組む。 

学習目標 

l ジェンダーに対するアイデンティティやステレオタイプに批判的な態度を取る 

l ステレオタイプが持つ潜在的な有害性を見つける 

l 社会的に構築されるジェンダーの性質とその源泉について理解を深める 

l ライティングのプロセスを実際に踏む 

l 自分自身が有害なジェンダー・ステレオタイプに立ち向かう可能性を持った作

家であることを認識する 

本質的な問い 

l ジェンダー・アイデンティティとは何か？ 

l ジェンダーに関する固定観念はどこから来るのか？ 

l ジェンダーを社会的構築物として考えるとはどういうことか？ 

l 文学はどのようにジェンダー・ステレオタイプを作り出しているのか？ 

逆に，文学によってジェンダー・ステレオタイプに対抗することができるのか？ 

l 私たち作家は，いかに有害ではない新しい「ジェンダー」を社会的に構築するこ

とができるのか？ 

教材 

【教室や学校の図書コーナーにあるジェンダー規範に適さない児童書（数冊）】 

例えば，『Oliver Button is a Sissy』『Rough-Face Girl』『My Princess Boy』

『Paper Bag Princess』など。 

重要用語 

【ジェンダー（gender）】 

→社会が男性／女性に割り当てる社会的役割・行動のこと 

【ジェンダー・アイデンティティ（gender identity）】 

→人が持つ自身の性別に対する感覚や関わり方 

【ステレオタイプ（stereotype）】 

→人やグループやモノに対して過度に単純化したイメージや意見 

【社会的構築（social construction）】 

→社会的に作られた考えや定義 

 

 

 

学習過程 

1. 教師から次の２点について説明を受ける。①児童書はジェンダーの固定観念を

強化する側面と，逆に対抗する側面があること。②ジェンダーは社会的構築物で

あり，児童書はそうした性質を具体的に確認できるものだということ。 

2. グループを作り，教室の図書コーナーの中にある絵本を２・３冊選んでじっくり

読んでみる。読み終わったら，グループで絵本に描かれている男性・女性のキャ

ラクターの特徴を議論する。議論を終えたタイミングで「児童文学作家はどのよ

うにジェンダーの構築に貢献しているか？」「そうした作家の書くという行為は

正しいか？」に答える。グループで意見を集約した後は，「ステレオタイプ」と

いう用語を既習している場合は思い出し，初めて触れる場合は教師の説明を受

ける。その後，絵本の中にあったジェンダー・ステレオタイプの例を挙げてみ

る。例がいくつか集まったタイミングで「絵本の中のジェンダー・ステレオタイ

プを自分と同じような児童（男の子や女の子）が読んだり見たりすると，普通は

どう感じるか？」に答える。 

3. 最初に読んだ絵本とは別の絵本も読んでみる。特に，主人公がジェンダー・ステ

レオタイプに対抗している絵本を声に出して読んでみる。最初に読んだ絵本と

違う部分があれば，その箇所と理由を友達や先生に伝える。その後，教師がリス

トアップしたものや構造化された図を参照し，「ジェンダー・ステレオタイプに

対抗する絵本を自分と同じような児童が読んだり見たりすると，どう感じる

か？（最初の絵本とは違う感情とは？）」「そうしたキャラクターが存在すること

は有益か，それとも混乱をもたらすか，どっちだと思うか？」「そうした絵本の

存在はジェンダーの社会的構築に貢献したり，ジェンダー・ステレオタイプの変

化につながったりするか？」に答える。 

4. ジェンダー・ステレオタイプに対抗するキャラクターを 1 人デザインし，その

キャラクターを紹介する簡単なプロフィール（外見，好き嫌い，感情など）を書

いてみる。 

5. クラス全員の前で，デザインしたキャラクターの性格を３〜５つ発表する。友達

が発表している時は，質問を考えて実際に聞いてみる。最後に，「児童書の登場

人物の少なくとも半分が私たちで今回デザインしたような登場人物だったら，

私たちの性自認（ジェンダー・アイデンティティ）についての考え方はどのよう

に変わるか？」に答える。 

応用学習 

l 教室の壁や図書コーナーにデザインしたキャラクターを展示し，展示タイトル

をそれぞれで考えてみる。 

l グループメンバーがデザインした複数のキャラクターが出てくる物語を作って

みる。その際，ジェンダー・ステレオタイプを意識しながら作ってみる。 

 

 

トピック：「性（自認）」「いじめ・バイアス」

教科：言語，社会科，社会性と感情，第二言語としての英語

関連スタンダード：「Justice」「アイデンティティ」



・幼小接続期は，他者理解の段階
→自己理解へつながるファーストステップ

・家庭や地域社会を本当に変革するための単元構成
→パフォーマンス課題を通して地域-学校-家庭が接続

４．考察
ー幼少連携型アンチバイアス教育のためのスタンダードの特質ー
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【アンチバイアス教育の日本での応用（機運）と課題】

l スタート・カリキュラムに向けた実践が蓄積され始め
ている：小学校１年生を対象に『わたしはあかねこ』という絵
本などを活用して，１時間目は絵本を読み「あかねこ」の気持ち
を読み取る，２時間目は性の多様性に対する率直なつぶやきから
「体の性」「心の性」という重要用語を知る実践（目黒，2019）

l 未だ特設投げ込み単元となっており，教科の縦横断の
系統性が保障されていない：南部貧困法律センターのスタ
ンダードが反映されたカリキュラムの具体的な単元が参照できる

５．示唆
ー寛容社会の実現に向けたスタート・カリキュラムの構成原理ー
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