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名 前 ：  

学校名 ： 

中学生が、「いたみ」を手掛かりに多様性について学んでいく探究型の教育プログラムです。すで

に知っている「いたみ」、クラスメイトが思う「いたみ」、自分がまだ知らない「いたみ」などを

扱いながら、自分以外の人が見ている世界を想像し、社会に届けたいメッセージを探求します。 

 Itami lab（いたみラボ）とは？ 



itami lab 

指導ガイド 

2 

itami lab に取り組む先生へ（必ずお読みください） 

 

itami lab を実施いただき、誠にありがとうございます。授業の準備に先立ちまして、本プログラムに込めた

思いと、実施において最も注意いただきたい点をお伝えさせていただきます。 

 

本プログラムは、日本財団が、「誰もが居心地の良い社会の実現」につなげる試みとして展開する True Colors 

Festival1というプロジェクトのなかの教育プロジェクトとして開発されました。 

徐々に言葉として社会に浸透しつつあるダイバーシティやインクルージョンという考え方が、「少数者の問題」

やなんらかの障害や国籍、宗教や価値観、ライフスタイルの違いなどと言った特定のテーマだけではなく、全

ての人が考えるべき重要なテーマとして、全ての人のなかで真に自分事化されることが、いま何より重要と考

えております。そうした背景のもと「すべての人に必ず存在する感覚でありながら、人によって異なり、その

存在も違いも見えにくい、“痛み”という感覚」をテーマとして扱うプログラムとしました。“自分の知っている

痛み”、“自分は知らないがクラスメイトは知っている痛み”、“まだ見えていない痛み”などを扱いながら、自分

の感覚だけが「普通」や「当たり前」でないこと、人には人それぞれの感覚がある、そして自分以外の人の感

覚はもしかしたら到底わかりえないことなのかもしれない、ということに気づいていってほしいと考えており

ます。そしてそれでもなお、考え続ける、想像し続けることの大切さを感じ、その感覚をもって社会や世の中

について考えていってほしいという願いでこのプログラムを開発しました。 

 

本プログラムでは、「自分が知っている痛み」についてブレインストーミングしてクラス内で共有したり、見

えていなかった痛みを想像しながら対話をしたりしていきます。こうした活動を通して、もしかしたら生徒が

持つトラウマや辛い体験、日常の苦しみ、周りの人には言えない自分の人との違いや多様性に関する苦悩を想

起させてしまうこともあるかもしれません。生徒一人ひとりの主体性や創造性、多様性に対する意識を真に拓

いていくうえで“痛み”を学習のテーマとして扱うことが非常に重要であると考えておりますが、同時に、生徒

にとってこの授業が辛い体験となることは避けなければいけないと考えております。そのため本プログラムに

おいては 

 

・itami lab という研究機関における「研究員」、というロール（役割）を生徒に付与し、自分とは切り離した

研究対象として痛みを扱う構造としています。 

 

・自分の痛みではなく「自分が知っている世の中にある痛み」という表現をあえて用い、結果的には自分が体

験した痛みに意識が向く場面も少なくないかと思いますが、考える際、話し合う際に、「自分の痛み」、「あな

たの痛み」ではなく、ただ「知っている痛み」として取り扱えるようにしています。 

 

・”痛み”という表現が生徒に与える影響を考慮し、itami やいたみ（ひらがな）とし、印象を和らげています。 

 
1 True Colors Festival はパフォーミングアーツを通じて、障害・性・世代・言語・国籍など、個性豊かな人たちと一緒に楽しむ芸術祭です。 
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・活動の中で、取り組む難しさを明示的に伝え、「できなくても大丈夫」、「やってみたことが素晴らしい」と

いうスタンスを示しています。難易度の高さによって取り組めない場合と同様に、「やりたくない」と思った

生徒の気持ちを尊重し、「この活動はやめておく」ということを主体的に選択できるよう、また本人にとって

も、クラス内においても「できなかった体験」として目立つことのないよう工夫をしています。 

 

先生には上記観点を踏まえて授業を実施いただけたらと思います。 

また、生徒一人ひとりの現状や抱えている課題などについては先生がご存知のことと思いますので、学びや成

長といった価値とともに、「全ての生徒にとって辛い体験とならない」ということを最優先とし、授業に取り

組んでいただけたらと思います。  
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■本テキストについて 

この「指導ガイド」は「itami lab（いたみラボ）」を実施する先生方をサポートする、授業実践のための案内

書です。各ステップの学習内容に関して、授業実践の準備から、ステップごとの活動の要点やコツ、生徒への

説明例、進行方法のバリエーションなどをご紹介しています。 

 

■ プログラムの特長 

 

「itami lab（いたみラボ）」は、「いたみ」を手掛かりに、自分自身の常識や当たり前を自覚し、人との違いを

感じながら、多様性や世の中について考えていくプログラムです。全５回の授業を通じて、自分が既に知って

いる「いたみ」、自分以外のクラスメイトが思う「いたみ」を基に自分と人の感覚の違いを自覚したり、自分

以外の人のいたみを想像して世の中の人々の多様性に意識を向けたりしながら、「多様性」や「人と人の違い」

について体験的に学びんでいきます。 

 

・全員参加の「アクティブ・ラーニング」 

生徒が、自分が見つけてきた「見えていなかった痛み」をテーマに自分自身で深めていったり、クラスメイト

と話し合いながら、その痛みについて考えていく、全員参加の体験型授業です。正解のないテーマについて、

生徒自らの考えを表現し合う取り組みにより、自己肯定感を高め、多様性への理解を促進します。また、お互

いの意見と共有し、議論しながら互いにコメントし合うことで、クラスやひいては学校の文化を熟成させます。 

  

・ダイバーシティに関する考え方を学ぶ 

プログラムの途中（STEP２、３）で、本プログラム全体監修を担当されている乙武洋匡氏が出演する教材動

画を視聴します。itami labという研究チームの紹介や活動に向かう動機づけを行いながら、中学生が取り組

んでいる活動の価値、取り組むモチベーションを高めていきます。同時に、自分以外の人が抱えている痛み

（不自由さや苦悩）を知ることの可能性や、障害が個人の責任ではなく、社会の側の問題でありそれを取り

除いていくことは社会の責務である、といった重要な考え方も紹介しながら、ダイバーシティ、インクルー

ジョンへの学びを深めていきます。  
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■ 使用教材の詳細 

生徒 ワークシート A ファイル名：【itami lab】ワークシート A（A3 横） 

A3 横にて印刷 
 

ワークシート B ファイル名：【itami lab】ワークシート B（A4 縦） 

A4 縦にて印刷 
 

レター 「これからの社会をともにつくっていくみなさんへ」（A4 縦） 

A4 縦にて印刷 

筆記用具 模造紙、付箋、ペン 

（各 STEP で必要な道具を示しています） 

先生 指導ガイド ファイル名：itami lab_指導ガイド 

本ファイルです。 

授業進行用スライド 

（パワーポイント） 

ファイル名：itami lab_授業進行用スライド 

授業でご使用いただく、パワーポイントのスライドです。 

PC 授業進行用スライド投影のためのパソコンを学校でご準備ください。 

プロジェクター・ 

スクリーン 

パソコンで下記授業スライドを投影していただくためのプロジェクター・

スクリーンを学校でご準備ください。 
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■ プログラムの構成（全 5 回） 

ステップ 学習の内容 学習の流れ 

1 
キミが知っ
ている痛み

とは？ 

「自分が知っている”痛み”」をできるだ
けたくさん書き出してグループのなかで
共有します。グループ内で「強い痛みか
弱い痛みか」、「よくある痛みかあまり
ない痛いか」、という 2 軸で自分達が出
した痛みをマッピングしながら話し合
い、「それぞれが持つ”痛み感”の違い」
を、ワークを通して体感します。 

プログラムの内容の確認 

チームビルディング 

いたみブレスト 

いたみマッピング（個人ワーク） 

いたみマッピング（グループワーク） 

今日のまとめと次回の確認 

2 
それぞれが
思う痛みと

は？ 

マッピングした痛みをクラスに発表しま
す。その後動画教材を通して日本財団内
の特別研究チーム、itami lab の紹介
と、次のミッションを受け取ります。各
チームがマッピングした痛みをギャラリ
ーしながら、「見えていなかった痛み」
をそれぞれで探します。 

今日の活動内容の確認 

「いたみマッピング」共有 

動画『itami lab へようこそ。』を見る 

「見えていなかった痛み」を見つける 

今日のまとめと次回の確認 

3 
見えていな
かった痛み

とは？ 

動画教材を通して、「知らない痛み」や
「目に見えない痛み」に気づいていくこ
との価値を解説し、次のミッションを手
渡します。自分とは痛み感が異なる人を
想像し、その人の痛みに意識を向けてい
きます。 

今日の活動内容の確認 

動画『痛みから見えてくるこの世界』を見る 

見えていなかった痛みを一つ決める 

見えていなかった痛みについて考える 

チームで共有する 

今日のまとめと宿題の確認 

宿題 
日々を通して「見えない痛み（日ごろ意
識を向けない痛み、他人の痛みなど）」
を集めてきます。 

「見えない痛み」を探してくる 

4 
世の中に届
けたいこと

は？ 

ここまでで「新しく発見した痛み」から
「最も世の中に知らせたい痛み」を選
び、研究をすすめていきます。①見つけ
た痛みはどんな痛みか？②どうやってそ
の痛みを見つけたのか？③世の中に伝え
たいこと、を個人でまとめていきます。 

今日の活動内容の確認 

「見えない痛み」を共有する 

個人でレポートに取り組む 

今日のまとめと次回の確認 

5 
ここまでを
振り返って 

チーム内で、それぞれの個人レポートを
共有したうえで、プログラムの中で気づ
いたことや感じたこと、考えたことにつ
いて話し合います。そして①痛みについ
て発見したこと、②世の中について発見
したこと、③自分について発見したこ
と、をそれぞれにまとめ、全プログラム
の内容の気づき、学びを言語化します。
さらにこれから未来に向かうべく、知恵
を受け取ります。 

今日の活動内容の確認 

チーム共有 

チーム振り返り 

個人振り返り 

「これからの社会をともにつくっていくみなさ
んへ」 

プログラムのまとめ 

学校の年間授業計画や ICT などの学習環境によっては、５時間より多くの時間を使い、各回を複数回行う、課
外の時間を有効に使って集中的に取り組むなど、より効果的な学習の進め方をご検討ください。詳しくは、各
ステップのページをご参照ください。 
  



itami lab 

指導ガイド 

7 

■ 授業をはじめる前に 

itami lab は、生徒の主体的な探求を促す学習プログラムです。 

以下を参考に、先生ご自身も生徒たちとともに答えのない問いに向き合い、生徒たちの様々な変化に目を向け

たり、目に見えない内面の変化に意識を向けたりしながら、探求的姿勢を持って授業進行を行ってください。 

 

●答えはひとつではない 

itami lab にはたったひとつの正解というものは存在しません。何種類もの答えがあり、それぞれの生徒な

りの正解があります。そして、どこまで行ってもこれが最終ゴールというものもありません。どうしたら

自分自身の価値観や考え方に気づけるか、社会に良い影響を与えられるか、もっと本質に迫れるか、常に

考え続けることが大切です。また昨今社会では、何かの企画を考えるとき、入念に計画を練るよりまずは

思いつきでもやってみて、その結果やフィードバックを見てさらに高めて行くという、「Error & Learn」

の考え方が採用されはじめています。失敗を恐れるのではなく、「やってみること」を大事にし、楽しむこ

とが大切です。 

 

●授業の目的を先生の言葉で語る 

 先生自身がこの授業をやる目的について一度じっくりと考えてみてください。そして、授業の最初にそれを

先生の言葉で生徒に伝えてみてください。自身が中学生、高校生の頃、将来について考えていたことをテー

マに語るのもいいですし、教師になろうと決断した時の話しでもいいと思います。また ICT の進化やグロ

ーバル化の進展で不確実性を増す 21 世紀をどんな風に生きていって欲しいか、という生徒に対する願いで

もいいかもしれません。先生の本気や生の言葉が生徒の学びの基盤をつくります。 

 

●クラスの様子 

授業をする際は必ず下記の写真のようにグループ毎に座るようにしてください。 

  

クラスの班などで授業に取り組んでもよいですし、内容を踏まえてグループを組みなおしても結構です。 
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●先生の役割 

itami lab の授業では、先生は知識を教える「ティーチャー」の立ち位置ではなく、生徒の主体的な学びを

引き出すサポーターである「ファシリテーター」として、位置づけています。以下 4 つのファシリテーシ

ョンのポイントを踏まえ、生徒を主役に据えた授業を行ってください。 

① 信じる 

全ての生徒に可能性があります。全ての授業を終えたとき、生徒が想像も出来ないような変化や成長

を遂げるケースもたくさんあります。学力では計れない個性やリーダーシップを開花させる生徒も数

多くいます。プロセスの中で混乱や壁にぶち当たることがあるかもしれませんが、生徒の成長に意識

を向けて、是非、多くを期待してください。今までとは違う教室の風景が見られるかもしれません。 

② 感じる 

このプログラムでは、知力だけではなく、感情、意欲、創造性、コミュニケーション力など、生徒が

持てる力を総動員してワークに取り組みます。そしてそれらのぶつかり合いや化学反応の中から生徒

は着実に成長を遂げていきます。生徒の小さな変化や前向きな姿勢、素晴らしいアイディアの種など

見逃すことなく、それらを感じとり、具体的な言葉にして承認してください。その言葉の一つひとつ

が生徒の成長の糧となります。 

③ 待つ 

探求活動は、投入した時間に比例してその成果が上がる活動ではありません。混沌の中からひらめき

が訪れたり、チーム内の葛藤から多くの学びを得たり、決して右肩上がりの一本道ではありません。

このプログラムの学びは、「生きる」ということや「働く」ということと相似形を成しています。学び

や成長は起こるべき時に起こります。赤ん坊が立つときも、言葉をしゃべる時期も、親は決めること

は出来ません。内発的学びを促す最大のコツは辛抱強く待つことです。 

④ 一緒にいる 

何も言葉をかけなくても、誰かのまなざしや期待があることは、人の成長においては極めて大切な要

素です。itami lab の授業では、先生はできるだけ教壇を降りて、教材動画を生徒と一緒に楽しみ、生

徒の作業をそばで見てあげるようにしてください。先生が伴走することで、生徒は安心して挑戦する

ことが出来、それにより自らの中に自信を育んでいきます。 
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Step1 キミが知っている痛みとは？              
プログラムの目的と流れを説明します。「いたみブレスト」を通して、自分が知っている痛みを出していき、

クラスメイト同士で交流することで、痛みのイメージを拡げていきます。ここから始まる５コマを通して、

生徒たちが主体的に授業に取り組むために自由でオープンな雰囲気をつくっていきます。 

 

学習環境  普通教室（机を島にして授業は実施します） 

使用教材  【itami lab】ワークシート A（A3 横）「チームビルディング」：チーム数分 

 【itami lab】ワークシート A（A3 横）「いたみブレスト」・「いたみマッピング： 

生徒数分 

【itami lab】ワークシート B（A4 縦）：「今日のひとこと」：生徒数分 

 模造紙：グループ数分 

 付箋：生徒数×20 枚以上 

 マジック：生徒数分 

 

時間 学習の流れ 
スライドの

ページ 

5 分 

 

プログラムの内容確認 ●クラス全員  

ここでの目的は授業で取り組む内容や全体像を生徒に理解させることではありま

せん。生徒がこれからの取り組みに前向きになったり、「いつもの授業とは何か

違うぞ」とわくわくしたりするような雰囲気づくりが重要です。そのために先生

自身がこの授業をやる目的について、一度じっくりと考えたうえで、授業にのぞ

んでみてください。 

また「itami lab に取り組む先生へ」にてお伝えさせていただいた通り、”痛み”と

いうテーマは非常に難しいテーマです。扱い方によっては生徒自身の苦しみを思

い起こさせてしまったり、痛みを生む可能性もあるテーマです。したがって「自

分の痛みを扱う」というダイレクトなアプローチではなく、「世の中にある痛み」

を対象として扱う、ということを意識して授業をすすめてください。そのために

「研究所の研究員というロール（役割）」を設定し、「いたみ研究」という痛みを

対象として扱う研究活動の設定をしています。「itami lab に取り組む先生へ」を

必ずお読みいただき、「すべての生徒にとっての安心安全の場」を丁寧に設定し

た上で授業を開始してください。 

また、「このプログラムで大切にしている３つのこと」を必ず確認してください。

授業全体のグランドルールとなっていきますので、黒板に書いたり、白紙に書い

P.1-8 
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て教室に貼っておくなどして、毎回の授業で確認してから授業を開始するとよい

でしょう。 

 

生徒への説明例： 

『これから「itami lab」というプログラムに取り組みます。 

――先生による、このプログラムに取り組む目的の共有（1 分程度） 

「lab」とは研究所のことです。つまり itami lab とは痛みの研究所、世の中にあ

る様々な痛みを研究していく授業になります。スライドを使って進行していくの

で、前に出される指示を見ながら一緒にすすめていきましょう。 

授業の中身に入る前に、このプログラムが大切にしている３つのことを確認しま

す。スライドに表示するので●●さん、声に出して呼んでみてください。 

――生徒を当てて読んでもらう 

はい、ありがとうございます。この３つは全５STEP を通して重要なことになりま

す。自分自身でも、チームでの話し合いの時でも、大切にしながら取り組んでい

ってくださいね。』 

  

５分 

チームビルディング ●グループワーク 

「itami lab」は、グループでの話し合いなどを通して授業をすすめていきます。

関係性ができていない状況で話し合いの授業に入っていくのは簡単なことではな

いので、まずはアイスブレイクに取り組んだり、テーマとは関係ない簡単な内容

で話し合いを行って、「チームで話し合う」ということに慣れていきましょう。 

すでにグループワークを通した授業に慣れている生徒たちの場合は、このプロセ

スは簡単に進めていってもよいでしょう。一方で、話し合いで進める授業自体に

慣れていない場合は、STEP１よりも前に時間を取って、話し合いの練習をしてお

くとよいでしょう。 

 

生徒への説明例： 

『この授業は、グループで話し合いをしながら進めていきます。まずは班のメン

バーとチームになっていくために、2 つのことについて話し合いをしてもらいま

す。 

先ほど●●さんに呼んでもらった大切にしている３つのこと、1、君の気持ち、み

んな一人ひとりの気持ちですね、２、人それぞれの違い、みんな一人ひとりが持

っている違いです、そして３、自分の可能性、みんな一人ひとりが持っている可

能性、を大切にしながら話し合いを進めてください。 

話し合ってほしいことは、チーム名とリーダーです。リーダーは話し合いを進行

P.9-10 
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してもらう役割です。チーム名は難しく考えなくても大丈夫です。自分たちが呼

ばれて嬉しかったり、モチベーションが高まるようなチーム名にするといいでし

ょう。また、ワークシートには「チーム名の理由」という欄もあります。時間があ

ったらそこも書いてください。 

――チームでの話し合い（3 分間） 

時間に余裕があれば、各チームのリーダーからチーム名を発表してもらいましょ

う 

決まりましたか？それではそのチームで今日からの５ステップ、進めていきます

ね。」 

 

10 分 

 

いたみブレスト ●個人ワーク 

自分が知っている痛みについてブレストしていきます。ブレストとは、思い付い

たことをとにかく数多く出しながら話し合いを行っていくやり方です。今日はは

付箋に書き出すかたちで行います。授業の最初のプロセスでもお伝えした通り、

生徒が自分がいま抱えている痛みや過去の痛みを掘り起こしていくような時間と

捉えてしまうと、取り組むこと自体が苦しくなってしまいます。改めて「itami lab」

という研究機関での研究活動であることを伝えながら、「世の中にある痛みのな

かで知っている痛み」を出す、ということを意識させながら授業を進行していく

ことが重要です。またこの最初のブレストで、「何でも言い合える」「失敗を恐れ

ない」ような安心で安全な場を作ることが、全５STEP のなかで生徒がリラックス

して主体的に取り組んでいくために非常に重要になります。難しく考え過ぎずに、

思い付いたことをどんどん書き出していくように指示してください。 

 

生徒への説明例： 

――各班に模造紙一枚と付箋、ペンを人数分配る 

『それでは「itami lab」というプログラムを通して、世の中にある痛みを研究す

る活動に入っていきます。この授業では、「ブレインストーミング」、略してブレ

ストという手法を使って、「世の中にある痛み」を出せるだけ出していきます。

ブレストは思い付いたことをどんどん付箋に書いていく、という手法で、企業で

も企画会議や商品開発で用いる手法です。一枚の付箋には一つのことを書いてい

きますが、コツは質よりも量にこだわること。できるだけたくさん出すことが重

要ですから思い付いたことは何でも書いていくことです。ブレストで最も重要な

のは自分が自分の意見を否定しないこと、「これは違うかな？」と思ってもとに

かく書く、そして共有するときには相手の意見を否定しないことです。 

それでは、「世の中にはある“痛み”」というテーマでブレストに取り組みます。こ

 

P.11-14 



itami lab 

指導ガイド 

12 

のテーマについて思いつくことを自由に書き出していきます。一枚の付箋に一つ

ずつ、大きく書いてください。「思いついたことをすべて書く」ということが重

要です。あなたがこれは痛みだ、と思ったことのすべてが正解なので、不正解は

ありません。自分が知っている痛み、見聞きした痛み、テレビやニュース、本な

どで出会った痛みもあるかもしれません。肉体的な目に見える痛みもあれば、当

然目に見えない痛みもあると思います。「世の中にある痛みすべて出すぞ！」と

いう意気込みで思いつく限りたくさんだしてみてください。時間は５分間です。 

それではよーい、スタート！！』 

――ブレスト（5 分間） 

（先生が、生徒が書いた付箋を見に行くと「評価されている」ということを感じ、

自由な発想が阻害される恐れがあります。とてもナイーブなテーマで付箋を書い

ているので、生徒の間を見回る場合も、距離感など通常以上に意識しながら見守

ってください。） 

『終了です！何枚くらいかけたか、聞いてみますね。10 枚以上かけた人？』 

――自由にたくさん書くことが大切である、というモードを引き出す 

 

10 分 

 

いたみマッピング（個人ワーク） ●個人ワーク 

いたみブレストを通して自分が知っている世の中の痛みを出したらすぐにチーム

で共有するのではなく、まずは一人ひとりで自分が出した痛みを、強さと頻度の

2 軸でマッピングします。そのうえで、チームメンバーと共有していきます。人

はそれぞれに異なる痛み感をもっています。強さや頻度の感覚が異なることは当

然のことです。そのことを十分伝えた上で、自分が思った通りにマッピングして

いいよ、ということを丁寧に伝えてください。 

またマッピングをした後にチーム間で共有していくことを必ず伝えます。世の中

の痛み、というテーマだとしても、自分の中で大切な痛みや本当なら触れたくな

い痛みを、勇気を出して書き出してくれていることは少なくないでしょう。書き

出してみる、という行為がその生徒にとってとても大切な行為ですが、「人に見

せるつもりはなかった」と思う可能性もあります。そうした場合は生徒の判断で

マッピングには載せない、という判断ができるよう、事前に「このあと共有する

からね」と全員に伝えてあげてください。過度に「見せたくないものは貼らなく

ていいよ」ということまでは言わなくて良いでしょう。 

 

生徒への説明例： 

『次に取り組むのは「いたみマッピング」です。 

※※各班に一人 1 枚ずつ「いたみマッピングシート」を配る※※ 
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それぞれが出した付箋をこのワークシートに貼っていきます。シートの左端と下

に矢印が書いてあります。このシートでは上にいけばいくほど「よくある痛み」

下にいけばいくほど「あまりない、あるいは珍しい痛み」です。そして右にいけ

ばいくほど「強い痛み」、左にいけばいくほど「弱い痛み」です。なので右上が

「よくある強い痛み」、逆に左下は「あまりない弱い痛み」というふうになりま

すね。このシートを使って、個人で出した世の中の痛みの付箋をマッピングして

いきます。マッピングが済んだら、チームのメンバーにマッピングシートを見せ

ながら共有をしていきますので、そのつもりで取り組んでくださいね。痛みに関

する感覚というのは、人それぞれで実は全く異なるものです。ですから自分がよ

くある痛みと感じていても、人によっては珍しい痛み、と感じることがあるのが

当たり前のことです。このプログラムの大切にしていることの一つ、「人それぞ

れの違い」を大切にしながら、自分の直感や何となくのイメージで付箋を貼って

いってください。そして見せ合うときにはそれぞれの感覚の違いを楽しんでいき

ましょう。 

それでは、それぞれで出した付箋をワークシートに貼っていってください。 

――「いたみマッピングシート」に個人で付箋を貼っていく 

完成しましたか？悩ましいな、決められないなと思ったら枠の外に貼っておいて

くれても大丈夫です。』 

 

10 分 

 

いたみマッピング（グループワーク） ●グループワーク 

個人でマッピングした痛みを、マッピングシートを見せ合いながら共有した上で、

模造紙を使ってチームでマッピングをします。ここで最も重要なことは、「痛み

に関するそれぞれの感覚が異なる」ということを体験的に知ることです。グルー

プワークをすると、どうしても「一つの答えにまとめなければいけない」という

意識になりがちですが、そもそも痛みに関する感覚は人によって異なるので、強

さの程度や頻度を一意的に決めることは不可能です。一つのシートを用いて一つ

のフレームで話し合うのは、まとめるためではなく、「違いを見える化し話し合

う」ためです。付箋の置く位置を話し合う中で、感覚の違いに出会うことそれ自

体が非常に重要なことです。したがって「みんなで意見を一つにする必要はない

よ」、「意見が分かれたら 2 枚、3 枚の付箋に同じことを書いて別の場所に貼っ

ておいてね」、「意見が分かれたらなんで分かれたのか？それぞれがどんなイメ

ージをもっているのか？」といったことをそれぞれ言葉にしてみてね」などと伝

えてください。そのことで、それぞれの感覚の違いを認識するとともにその背景

に意識を向けていくことになり、多様性に対する意識が一段と高まっていきます。 
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生徒への説明例： 

『続いて、いま個人で行ったいたみマッピングを、今度はチームで行います。1 チ

ームに 1 枚ずつ模造紙を配るので、その模造紙にスライドに表示されているのと

同じ軸を書き込んでください。 

――各チームに模造紙を配る 

まず個人で取り組んだ「いたみマッピングシート」からそれぞれ４～５枚の付箋

を選んでください。それぞれが痛みをマッピングする際に、強い痛みとした付箋、

弱い痛みとした付箋、よくある痛みとした付箋、選ぶ付箋はどんな基準でも大丈

夫です。チーム全体で 20 枚程度になるよう、まずは一人ひとりで気になる痛み

を選んでください。他のチームメイトと同じ痛みになっても大丈夫です。 

――1 人４～5 枚の付箋を選ぶ 

それでは模造紙に付箋を貼っていきますが、一人 1 枚ずつ貼っていきます。そし

て付箋を貼る際は、貼る人の意見で貼る場所を決めるのではなく必ず話し合いを

行ってからどこに貼るかを決めてください。ここで重要なことは、「意見をひと

つにまとめなくてもよい」ということです。強さや頻度において意見が割れた場

合は、付箋に書いてある内容と同じことを新しい付箋に書いて 2 枚、あるいは 3

枚として別の場所に貼ってください。痛みに対する感覚、強さや頻度の認識は、

人それぞれです。意見が分かれた場合には、なぜ意見が分かれたのか？それぞれ

がその痛みにどんな感覚を持っているのか、なぜ強いと感じるのか、弱いと感じ

るのか、などについて考えをそれぞれが言葉にしてみてください。どちらかがど

ちらかを説得する必要や意見を変える必要は一切ありません。十人いれば十通り、

百人いれば百通りの全く異なる痛みの感覚があります。一つにまとめなくていい

ので、お互いの意見を聞く時間だけ取ってください。 

――チームでのいたみマッピング（７分程度） 

次回の授業では各チームからいたみマッピングの内容を発表してもらいます。発

表してほしいことは、特徴的だなと思った痛みやその共通点と、意見が分かれた

痛みについてです。なので意見をまとめる必要はありません。でも付箋を貼る作

業まではやっておいてください。まだ終わっていないチームは次回の授業までに

進めておいてください。』 

 

5 分 

 

今日のまとめと次回の確認 ●個人ワーク 

毎回授業の終わりには「今日のひとこと」を記入します。生徒自身が今日の体験

のまとめを記入するためにあります。あまり窮屈にならず、短い日記のようなつ

もりで書き続けていくよう指導してください。最初は要領を得なくても、書き続

けることが重要です。書いていくうちにそれぞれの体験から「自分が何を得てい
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るのか」に気づいていければ理想的です。書き続けるコツは、必ずその授業時間

内にその場で書くようにすることです。毎回の授業で、「書いたら終わり」とい

うルールにしてもよいでしょう。書き続けることで先生も、生徒自身も、自分の

変化を感じることができます。 

授業の最後に、次回の授業で準備するもの（学習環境と使用教材）を伝えておく

と、次回の授業がスムーズに始められます。生徒たちの主体性を促す意味で、使

用教材の準備や学習環境の設定など、授業が始まる前までにチームで順番を決め

てやってもらうのもよいでしょう。 

 

生徒への説明例： 

『これで今日の授業は終了です。 

――「今日のひとこと」のワークシートを配る 

itami lab の授業では毎回授業の終わりにこのワークシートに振り返りのコメン

トを書いていきます。新しい気づきや学び、自分に起きた変化や、クラスメイト

の新たに知った一面、楽しかったことや感想でもよいでしょう。どんなに短くて

も毎回必ず書いておくことが重要です。小さな気づきでも書き留めておくことで

忘れないのと、後から振り返って自分の変化に気づくことができます。 

次回の授業は●月●日の●時限目です。次回も模造紙と付箋、ペンを使って、机

は島にして行うので、授業前に授業の準備をしておいてください。』 
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Step２ それぞれが思う痛みとは？              
それぞれのチームで行ったいたみマッピングをクラスのみんなに発表し、チーム内での痛みの感覚の違い、チ

ームごとの痛みの感覚の違いを感じていきます。そして、それぞれが出してきた「いたみ」を基に「自分が見

えていなかった痛み」を探していきます。 

 

学習環境  普通教室（机を島にして授業は実施します） 

 動画視聴環境が必要です 

使用教材  【itami lab】ワークシート B（A4 縦）：「今日のひとこと」：生徒数分 

前回各チームで取り組んだ模造紙 

 付箋：生徒数×10 枚程度 

 マジック：生徒数分 

 

時間 学習の流れ 
スライドの

ページ 

5 分 

 

今日の活動内容の確認 ●クラス全員  

STEP2 では、各チームからいたみマッピングの内容を共有していきます。プレゼ

ンテーションというよりは、発表を聞いている生徒のいたみに関する感覚を拡げ

る（自分が意識を向けていなかった痛みに出会う）ことが目的なので、発表の上

手さや発表時間などは一切気にせずすすめていってください。 

授業冒頭では itami lab という研究機関での研究活動であることを思い出しても

らう説明を行い、世の中の痛みを対象として扱いながら学びを深めていくことを

確認してください。プログラムが大切にしている３つのことを再度確認するのも

よいでしょう。 

 

生徒への説明例： 

『今日も前回の授業に引き続き、itami lab の授業をすすめていきます。前回説明

した通り lab とは研究所のこと、つまりいたみラボとは世の中の痛みを研究する

研究所のことです。みなさんはそこの研究員として、あと４STEP 活動を進めてい

ってほしいと思っています。』 

  

P.28-30 

15 分 

 

「いたみマッピング」共有 ●クラス全員  

各チームからクラス全体に模造紙の内容を共有していきます。全体に向けて話を

P.31-35 
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するとなると、どうしても「発表」という意識が強くなります。しかしここは、成

果物をみんなに発表する時間ではありません。各チームで出ている痛みをクラス

のみんなに知ってもらうとともに、どんな話し合いがなされたのか、ということ

を共有する時間です。綺麗な発表やまとまりのある発表ではなく、話し合った内

容をそのまま話してくれればいい、ということをしっかり伝えてください。 

 

生徒への説明例： 

『今日はまず各チームからそれぞれの「いたみマッピング」の内容を共有しても

らいます。プレゼンテーションではないのできれいにまとまったかたちで発表す

る必要はありません。すべての痛みについて話すと時間がなくなってしまうと思

うので、強い痛み、弱い痛みなど、チームの中での特徴的な痛みがあればその話

をしてください。そして意見が分かれた痛み、ある人は強い、ある人は弱いとい

う意見になった痛みについては、どんな意見が出たのかということを必ず話して

ください。 

――各チームからの共有（12 分間） 

全チーム共有ありがとうございました。』 

 

５分 

 

動画『itami lab へようこそ。』を見る ●クラス全員  

ここで 1 本目（全 2 本）の動画教材を視聴します。動画の中では、本プログラム

の提供主体である日本財団の特別研究チームである itami lab の設立背景や活動

が紹介されます。生徒が取り組んでいる活動が単なる授業の一環ではなく、正式な

活動であることを伝えることで、本授業における活動に対するモチベーションを

高めていきます。本プログラムの全体監修を担っている乙武洋匡氏から itami lab

設立の趣旨や描いているビジョンを、動画を通して伝えてもらうことで、活動の意

味や意義を伝えていきます。 

 

生徒への説明例： 

『ここで、みんなで動画を見ます。実はみんなが取り組んでいるこの itami lab の

活動は、学校で取り組む授業ではなく、日本財団という財団が行っている活動の

一環です。その活動やこれからの取り組みに向けたビデオをみんなで見ようと思

います。 

――教材動画視聴（5 分間） 

それぞれのやり方で動画の内容を受け取り、生徒への動機づけやここからの活動

に向かうモチベーションを高めるような言葉がけをしてください』 

 

P.36 
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15 分 

 

「見えていなかった痛み」を見つける ●個人ワーク 

教材動画での指示を受けて、見えていなかった痛みをそれぞれで見つけに行きま

す。ここでいう「見えていなかった痛み」というのは、“ブレストする際に各生徒

が意識を向けていなかった痛み”のことです。もちろん、全く知らなかった痛みを

見つけてきてもよいですが、「言われてみればそれも痛みか」、「思い付かなかっ

たけど確かにそんな痛みもあるよね」、そんな風に感じる痛みを探してくるプロ

セスです。 

 

生徒への説明例： 

『動画で話されていた通り、ここからさらに取り組みを進めていきます。次にみ

んなに研究員として取り組んでほしいのは「見えていなかった痛み」を見つけて

くることです。各チームで「いたみブレスト」を行い、チーム内でそれを共有し

たときに、自分が知らなかったり、あまり意識していなかった痛みに出会ったと

思います。そして今日の授業でもそれぞれのチームから「いたみマッピング」を

共有してもらい、「そんな痛みもあったか」、「その痛みは思いつかなかった！」

というものに出会ったと思います。いまから、席を立って、自分のチームの模造

紙をあらためて眺めたり、各チームの「いたみマッピング」の模造紙を見ながら、

「見えていなかった痛み」を見つけてきてもらいます。まずは各チーム、模造紙

を見えるように机の上に広げてください。 

――各チーム、模造紙を机の上に置く 

持ち物は付箋とペンです。それでは席を立って歩き回りながら「見えていなかっ

た痛み」を見つけて付箋に書いてきてください。 

――各チーム、模造紙を机の上に置く 

最低一人 1 個は見つけてきてください。複数見つかったら 1 枚の付箋に一つずつ

書いてきてください。「全く知らなかった痛み」や「今日初めて知った痛み」でも

いいですが、必ずしもそうである必要はありません。「ブレストする際にあんま

り意識していなかった痛み」や「言われてみればなるほど」と思った痛み、「見て

みて、あーあったな」と思った痛みで大丈夫です。次回の授業で今日見つけた痛

みを使っていきます。 

――席を立って個人で「見えていなかった痛み」を探す（7 分） 

それぞれ一つ以上見つけてきましたか？』 

 

P.37-40 

 

5 分 

 

今日のまとめと次回の確認 ●個人ワーク 

次回の授業では、今日見つけた「見えていなかった痛み」を手掛かりに研究を進

めていきます。まだ「見えていなかった痛み」が集められていない生徒は、次回

P.41-43 
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の授業までにやっておくことを伝えてください。 

 

生徒への説明例： 

『これで今日の授業は終了です。今日見つけた痛みについて次回はさらに深く考

えていきます。まだ「見えていなかった痛み」を見つけられていない人は、次の

授業までに見つけてきてください。たくさんあっても大丈夫です。 

今日のひとことを必ず書いて授業を終えましょう。今日も様々な活動を通して新

たな発見や気づきがあった人もいると思います。いまは印象に残っていても忘れ

てしまうことが多いので、文字にして残しておきましょう。 

次回の授業は●月●日の●時限目です。次回も模造紙と付箋、ペンを使って、机

は島にして行うので、授業前に授業の準備をしておいてください。』 
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Step3 見えていなかった痛みとは？              
まずは自分が知っている痛みを自覚し、そこから他の生徒が出してくれた痛みを基に、自分の痛み感を拡げて

きました。STEP3 では想像力を働かせて、自分が見えていなかった痛みの背景や、自分とは全く異なる痛み感

を持っているであろう人について想像していきます。 

 

学習環境  普通教室（机を島にして授業は実施します） 

 動画視聴環境が必要です 

使用教材 【itami lab】ワークシート B（A4 縦）：「いたみ研究①／②」：生徒数分 

【itami lab】ワークシート B（A4 縦）：「今日のひとこと」：生徒数分 

【itami lab】ワークシート B（A4 縦）：「見えない痛みを見つけにいこう」： 

生徒数分 

 模造紙：グループ数分 

マジック：生徒数分 

 

時間 学習の流れ 
スライドの

ページ 

5 分 

 

今日の活動内容の確認 ●クラス全員  

STEP3 で重要なことは、想像力を働かせる、ということです。itami lab のプログ

ラムの中で最も難しい局面の一つです。教材動画でのメッセージも活用しながら

生徒のモチベーションを高めるとともに、心地よく想像を膨らませられるように

安心安全な空間づくりを心掛けてください。プログラムが大切にしている３つの

ことを確認するところから始めていきましょう。 

 

生徒への説明例： 

『今日は、前回の授業でそれぞれが見つけてきた「見えていなかった痛み」につ

いて、itami lab 研究員としてさらに研究を進めていきます。最初にこのプログラ

ムの大切にしている３つのことを確認してから授業に入っていきましょう。 

スライドに表示するので●●さん、声に出して呼んでみてください。 

――生徒を当てて読んでもらう』 

  

P.44-46 

 

５分 

 

動画『痛みから見えてくるこの世界』を見る  ●クラス全員 

最初に動画を見ます。この動画では、実際に中学生が取り組んだ痛みマッピング

のシートを基に、itami lab 研究員のメンバーたちがディスカッションをしていま

P.47 
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す。実際に生徒の皆さんが取り組んだ「いたみマッピング」のシートを提出いた

だく必要はありませんが、自分達が取り組んだ活動の正式感を感じ、モチベーシ

ョンを高めることに活用してください。また、乙武氏より、「見えない痛み」に意

識を向けることで、一人ひとりの自由がはじまっていく、ということや、障害が

個人の責任ではなく、社会側の問題であり、そこに取り組むことは社会の責務で

ある（社会モデル）、といった話がされます。ここから「見えない痛み」について

深く考えていく上では非常に重要なメッセージになるので、先生の方からも改め

て伝え、確認していただくことで、活動が促進し学びが深まっていきます。 

 

生徒への説明例： 

『まずは動画を見ます。 

――教材動画視聴（5 分間） 

はい、それではこれから、前回の授業でそれぞれが発見してきた「見えていなか

った痛み」を基にさらに活動をすすめていきます。人それぞれがもつ異なる痛み

に意識を向けることは、それぞれが見ている世界の違いを考えていくことになり

ます。ここからさらに難しい挑戦にはなっていきますが想像力を存分に発揮して

取り組んでいきましょう。』 

 

5 分 

 

見えていなかった痛みを一つ決める ●個人ワーク 

深く探求していく痛みを一つ決めます。このプログラム通して考えていくもので

はなく、STEP3 だけでとりあえず扱うものなので、そこまで深く考えなくても大

丈夫です。何となく気になる、「より見えていなかった（意識していなかった、知

らなかったなど）」痛みを選ぶとよいでしょう。 

 

生徒への説明例： 

『この STEP3 を通して、深く考えていく痛みを一つ決めます。前回の授業で、自

分のチームの付箋や他のチームの模造紙を見ながら発見してきた「見えていなか

った痛み」の中から、気になる痛みを一つ選んでください。付箋が一枚の人は、

それで大丈夫です。複数ある人は、「より見えていなかった」、「複数ある中でも

意識していなかった」、「全然知らなかった」痛みを選んでみるとよいでしょう。

この STEP3 だけで扱う痛みなので深く考えすぎず、気になったものを選んでくだ

さい。』 

 

P.48-49 

15 分 

 

見えていなかった痛みについて考える ●個人ワーク 

このプログラムの中で最も難しい取り組みの一つです。ここまでは自分の記憶や

P.50-57 
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体験、知識を活用したり、他の生徒の意見を基に活動を進めることができました。

このプロセスは、生徒一人ひとりの想像力がカギを握ります。できるだけ静かな

空間、穏やかな空気を心掛けながら、ゆっくり丁寧に、先生自身が生徒たちの想

像力を心から信じながらプロセスを進めていってください。ここで再度、このプ

ログラムで大切にしている 3 つのことを先生から確認して、活動に入るとよいで

しょう。 

また、この活動のなかで「そのことには痛みを感じない人」や「その人だからこ

そ感じる痛み」をイメージできなかったとしても気にする必要はありません。も

しうまくできていなかった生徒がいたら、「想像してみたことが何より大切で、

必ずしもイメージが沸きあがる場合ばかりではなく、それは当然のことである」

ということを必ず伝えてあげてください。 

 

生徒への説明例： 

『では、研究をはじめていきます。ここから活動の難易度が高まっていくので、

改めてとなりますが、このプログラムが大切にしている３つのことを確認します。

1、君の気持ち、みんな一人ひとり、自分の気持ちを大切にしてくださいね。２、

人それぞれの違い、みんな一人ひとり違います、それぞれがもっている違う意見

を大切にしましょう。そして３、自分の可能性、みんな一人ひとりが持っている

可能性、自分の中の想いや発見を大切にしながら進めてくださいね。 

でははじめて行きます。自分が選んだ「見えていなかった痛み」を自分の前にお

いてください。 

そして静かに顔を伏せてください。 

――生徒全員が顔を伏せ、静かになるのを待つ 

（静かに、丁寧に指示を出してください） 

改めて、自分が選んだ「見えていなかった痛み」について想像してください。 

その痛みは、どうして痛いのでしょうか。 

その痛みが起こっているのはどんな場面、状況でしょうか。 

どんな事情を抱えている人が痛むのでしょうか。 

どんな経験、体験をしてきた人が感じやすい痛みでしょうか。 

じっくり想像してみてください。 

――静かに時間をおいてください 

想像ができたら、少しそのまま顔を伏せていてください。 

（静かに、丁寧に指示を出してください） 

続いて、さらに想像を膨らませていきます。 

いま、あなたはその痛みを感じています。 
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さっき、じっくり想像してみた痛みを、自分自身が感じています。 

――静かに時間をおいてください 

そしてあなたの隣にもう一人、人がいます。 

その人は、あなたと同じ状況にいるけれどそのことには痛みを感じていないよう

です。 

――静かに時間をおいてください 

それはどんな人でしょうか？ 

何歳くらいの人ですか？ 

どんな性格の人でしょうか？ 

何を大切にしている人ですか？ 

過去、どんな体験をした人でしょうか？ 

あるいは、どんな体験をしなかった人でしょうか？ 

――静かに時間をおいてください 

それでは一度、ゆっくり顔をあげてください。 

これからワークシートを配るので、問いを見ながら今イメージしたことを書いて

みてください。ここは人と相談することなく、静かに、ひとりでワークシートに

取り組んでください。 

――ワークシートを配り、記入していく 

はい、いいですかね。それではここから、もう一段階難しいチャレンジに進んで

いこうと思います。 

では、先ほどと同様に顔を伏せてください。 

――生徒全員が顔を伏せ、静かになるのを待つ 

（静かに、丁寧に指示を出してください） 

さっき顔を伏せてイメージした「そのことには痛みを感じない人」がいます。 

さっきイメージしたこと、年齢や性格、何を大切にしている人かなど、もう一度

思い出してください。 

――静かに時間をおいてください 

しかし、そんな人だからこそ感じる痛みもあります。 

――静かに時間をおいてください 

それは、どんな痛みでしょうか？ 

――静かに時間をおいてください 

イメージが膨らんできたら、静かに顔をあげて、さっきのワークシートの最後の

四角に、今イメージしたことを書き込んでください。 

どうでしょうか。イメージできた人もいれば、なかなかイメージが浮かんでこな

かった人もいると思います。「自分が見つけた痛みに対して、痛みを感じない人
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がどういう人か」、というのもなかなか想像できなかった場合もあると思います。

でも気にしなくて大丈夫です。自分以外の人の痛みや感覚を想像することは簡単

なことではありません。それでも想像を膨らませてみることが何より大切なこと

なのです。 

そんな難しいチャレンジに取り組んだみんなを本当に素晴らしいと思います。お

疲れさまでした。』 

 

15 分 

 

チームで共有する ●グループワーク 

それぞれが個人で想像した内容を、ワークシートを基にチームで共有していきま

す。互いの考えたことを共有することで、一人では考えつかなかったことや想定

外のことにも視野が広がっていきます。また話した内容について相互に質問し合

いながらすすめていくことで、さらに想像を膨らませたり、より思考を深くして

いったりすることが期待できます。一方想像することが取り組むのが難しかった

生徒については、この時間が居づらさを感じる時間となるので、明確に「パスあ

り」というルールにするとよいでしょう。そのことで「自分ができなかったこと

を悩む時間」ではなく、「他の生徒から知見をもらえる時間」として取り組むこ

とが重要です。 

 

生徒への説明例： 

『それでは、今考えた内容をチーム内で共有していきます。なかなかイメージが

わかなかった、取り組むのが難しかったという人も、チームメイトの話を聞きな

がら、改めて考えを深めたり、そういうこともあるか、とイメージを膨らませて

みたりしてください。一人ひとりの成果よりも、チームでどんな発見があるか、

ということを大切にしながら話し合っていきましょう。想像することが難しく書

けなかった人は、どんなことを考えた、ということだけを話すのでも大丈夫です。

難しければパスもありです。 

それではリーダーから順番に、ワークシートに書いた内容を共有していってくだ

さい。聞いている人は、気になったことを質問してみるとよいでしょう。 

――チームでの話し合い（８分） 

全員が話せましたか？それではチーム内で感想を共有し合ってもらいます。 

自分が知っている世の中の痛みを書き出す「いたみブレスト」からはじまり、強

さや頻度でその痛みを分類していく「いたみマッピング」を行い、「見えていな

かったいたみ」をそれぞれに探し、その痛みの理由や、その痛みを痛がらない人、

その人が痛がる痛みについても考えてきました。ここまでを振り返って気づいた

ことや発見したこと、考えたことをまたチームで、リーダーから話していきまし

P.58-59 
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ょう。』 

 

5 分 

 

今日のまとめと宿題の確認 ●個人ワーク 

STEP3 と 4 の間では宿題があります。STEP3 までの取り組みを踏まえて、学校

内での日々の暮らしや日常生活を通して、「見えない痛み」を見つけてくること

です。実際に「見えない痛み」を見つけることよりも、自分には見えている痛み

や意識を向けやすい痛みもあれば、全く見えない、あるいは全く意識が向かない

痛みがあるということ、そして人は自分とは異なる痛みの感覚を持っていて、そ

のことをわかることは難しいが想像してみることはできるかもしれない、という

感覚を持ちながら生活したり、友人や他人から見える世界を想像してみるという

体験が非常に重要な体験になります。 

 

生徒への説明例： 

『これで今日の授業は終了です。今日はここまでを振り返ったりもしたので、そ

こで話したことやチームメイトの話から気づいたことや発見を「今日のひとこと」

に記しておきましょう。 

――「今日のひとこと」のワークシートを配る 

次回の授業に向けて一つ宿題があります。それは「見えない痛みを見つけてくる

こと」です。 

――「見えない痛みを見つけにいこう」のワークシートを配る 

ここまでの STEP を通して、みなさんは見えていなかった痛みをたくさん見つけ

てきました。痛みブレストでは、自分が知っている痛みを改めて言葉にしてみる

という体験をしました。そしてチームメイト同士で共有したり、またクラスのみ

んなが出した痛みを模造紙などで見たりするなかで、「あまり意識を向けていな

かった痛み」や「知らなかった痛み」、「想像していなかった痛み」にたくさん

出会ったと思います。そして、今日の授業ではある痛みをあまり感じない人を想

像し、その人だからこそ感じる痛みについて想像することで、また新しい痛みの

存在に気づいたかもしれません。 

これから次回の授業まで、そうした体験を振り返りながら、ぜひ日常を過ごして

みてください。「あの人はどんな痛みを抱えるだろうか？それはどうしてだろう

か？」、「この場所にはどんな痛みが発生しうるだろうか？」など、いろんなこ

とを想像しながら過ごして欲しいのです。そして「あ、あんな痛みってあるかも」

と思うことがあったらできるだけたくさん書き留めてきてください。今日から次

回の授業がある●月●日の●時限目まで、付箋とペンを持って過ごしながら、発

見した痛みを書いてきてください。 

P.60-64 
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次回も模造紙と付箋、ペンを使って、机は島にして行うので、授業前に授業の準

備をしておいてください。』 
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Step４ 世の中に届けたいことは？             

ここまでの STEP で見つけてきた「見えていなかった痛み」から、一つの痛みを選び、さらに深く研究をして

いきます。自分が見えていなかった、知らなかった、あるいは意識を向けていなかった痛みを見つけた体験を

通して、世の中に対して伝えたいことを考えていきます。 

 

学習環境  普通教室（机を島にして授業は実施します） 

使用教材 ここまで使ったすべてのワークシート、模造紙 

（記入済みの「いたみブレスト」シート、「いたみマッピング」シート、「いたみ研究

①／②」シート、「見えない痛みを見つけにいこう」シート、チームでいたみマッピ

ングを行った模造紙） 

【itami lab】ワークシート A（A3 横）：「いたみ研究③」：生徒数分 

【itami lab】ワークシート B（A4 縦）：「見えていなかった痛みリスト」：生徒数分 

【itami lab】ワークシート B（A4 縦）：「今日のひとこと」：生徒数分 

付箋：生徒数×3 枚程度 

マジック：生徒数分 

 

時間 学習の流れ 
スライドの

ページ 

5 分 

 

今日の活動内容の確認 ●クラス全員  

STEP4 は個人でのワークが中心となります。チームメンバー同士で互いに助け合

いながら、それぞれが自分の想いや考えを大切にしながらワークを進めていくこ

と、そして itami lab の活動や目的をおさらいしながら、痛みについて考えること

の意味や価値、社会や世の中に目を向けていくことと痛みとの関係性を先生の方

で再度確認しながら、授業をすすめるとよいでしょう。先生が授業を行う準備と

して、STEP2、3 で見た動画を再度視聴しなおしておくこともおすすめです。 

 

生徒への説明例： 

『今日から itami lab の最後の取り組みに入っていきます。ここまでチームでい

ろいろと進めてきた活動もありますが、最後は個人それぞれでレポートをまとめ

ていくことになります。ここまで築き上げてきたチームワークは存分に活かして

互いに相談したり、助け合ったりもしながら、それぞれの研究レポートを完成さ

せていきましょう。今回も最初に、このプログラムで大切にしている３つのこと

P.65-66 
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は確認してから授業に入りましょう。スライドに表示するので●●さん、声に出

して呼んでみてください。 

――生徒を当てて読んでもらう』 

  

10 分 

 

見えない痛みを共有する ●グループワーク 

まずは宿題の共有です。たくさん見つけてきた生徒もいれば、一つも見つけられ

なかった生徒もいるかもしれません。繰り返しになりますが、自分が普通に過ご

していたら見えない痛みを見つけてくること、他人の痛みを想像することは大人

でもとても難しいことです。したがって、できなくても当たり前、それでも想像

してみたり、日々暮らしながらいろんなことを考えてみたりした、ということが

非常に重要なことです。したがって、「何個見つけてきた」という共有よりも、

「探しながら、想像しながら日々を暮らしてみてどんなことを感じたか」という

ことに焦点を当てながら、話し合いを進めていくよう指示してください。 

 

生徒への説明例： 

『まずは、宿題としてやってきたことをチームで共有していきます。「どんな痛

みを発見したか」、「どんな場面、どんな状況で発見したか」ということも重要で

すが、「見えていなかった痛みを探しながら日々を過ごしてみて、どんなことを

考えたり、感じたりしたか」ということが実は一番重要です。なので、見つけら

れた人も、見つけられなかった人も、全員が体験を話してくださいね。 

話して欲しい内容は、 

・どんな痛みを発見したか 

・どんな場面、状況で発見したか 

・見えていなかった痛みを探しながら日々を過ごしてみて、どんなことを考えた

り、感じたりしたか 

です。 

それではリーダーから話し始めてください。聞いている人は質問などしてみても

いいでしょう。 

――各メンバーからの共有（8 分） 

それぞれからの共有が終わったチームは、感想などを話していてください。』 

 

P.67-69 

15 分 

 

個人でレポートに取り組む ●個人ワーク 

それぞれでレポートに取り組んでいく前に伝えるべき重要なことは、見えていな

かった痛みについて考えていくことと、世の中のことについて考えていくこと、

その関係性や意味についてです。そのために STEP3 の動画を再度先生が見直し、

P.70-75 
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何を伝えるべきかということを考えておくことがよいでしょう。一方で、「人の

痛みをわかる人間になれ」などのような押し付けのメッセージや規範的になりす

ぎると、ここまで積み上げてきた生徒の主体性が崩れ、やらされ感や「それらし

いことを言えばよい」というモードにもなりかねません。生徒たちがここまでの

体験で感じたこと、考えたことを何より大切にし、彼らの感性や想いを信じて授

業をすすめてください。 

 

生徒への説明例： 

『ここからこのプログラムのメインの取り組みである「いたみ研究」に取り組ん

でいきます。まずはここまでのすべての STEP を振り返りながら、自分が見つけ

てきた痛みを思い出していきます。各個人で取り組んだ「いたみマッピングシー

ト」、チームで取り組んだ「いたみマッピング」の模造紙、そしてその後に使った

「いたみ研究①／②」のワークシート、そして宿題で発見してきたいたみの付箋

を机の上で見えるように並べてください。 

このプログラムで最初に皆さんはいたみブレストに取り組みました。自分が知っ

ている痛みを改めて言葉にしてみるなかで、忘れ去っていた痛みや日頃は意識し

ないような痛みに出会ったかもしれません。そしてそれぞれが出した痛みをチー

ムメイト同士で共有し、強い弱い、よくあるあまりない、という２つの軸で分類

をしました。ここではチームメイト同士で、それぞれの痛みに関する感覚の違い

に出会ったかもしれません。さらにチーム同士で「いたみマッピング」を共有し、

模造紙を見に行き、「見えていなかった痛み」を探しに行きました。自分だけで

は、あるいはチームメンバーだけでは見つけることのできなかった痛みをたくさ

ん見つられたと思います。さらに前回は、ある痛みをあまり感じない人を想像し、

その人だから感じる痛みについて想像することで、また新しい痛みの存在に気づ

いたかもしれません。そして宿題として、学校内での生活や日常の暮らしを通し

て、「見えない痛み」を探してきました。いつも過ごしている学校や地域、出会っ

たり目に入っている人々を、いつもとは異なる意識や目線で眺めてみることで多

くの発見があったと思います。 

まずは、深く取り組んでいく痛みを一つ決めます。これまでの授業を通して発見

してきた「見えていなかった痛み」のなかで、こんな痛みがある、ということを

「世の中に知らせたい痛み」を一つ選んでください。 

――「世の中に知らせたい痛み」を個人で選ぶ（5 分） 

ワークシート「見えていなかった痛みリスト」を配って、そこに書き出したうえ

で選ぶというプロセスとしてもよいでしょう。 

すぐにすっと選ぶのは難しいかもしれません。自分のチームの模造紙だけじゃな
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く他のチームの模造紙を見直してみることで選べるかもしれません。宿題を通し

て見つけてきたものでももちろん大丈夫です。 

知らせたい理由もいろいろあるかもしれません。「あまり知られていない」、「こ

の痛みは大切」、「何となく気になる」など理由は何でも大丈夫です。自分がこの

痛みの存在を世の中に知らせたい、と思う痛みを選んでください。 

選べたら、ワークシートにその痛みを書き込んでください。 

――ワークシートに取り組む（5 分） 

それでは、それぞれが選んだその痛みについて研究をすすめていきます。 

まず 2 つの問いについて取り組みましょう。一つ目はその痛みについてです。「ど

んな人が、どんな場面で痛みを感じるのか」ということをじっくり考えて書き込

んでください。ぜひ想像力をはたらかせながら、取り組んでくださいね。 

二つ目は見つけた経緯です。「どうしてその痛みに自分は気づけたのか？」、「逆

に、なぜいままでその痛みを自分は見えていなかったのか？」ということを考え

てみてください。同じ状況にいても、その痛みに気づける人もいれば気づけない

人もいます。どんなことを考え、何を意識していたのか、その時の自分のことを

考えてみてください。誰かが書いた付箋を選んできた人も、「なぜその付箋を選

んだのか？」、「他の付箋ではなくどうしてその付箋に意識が向いたのか」とい

うことを考えるとよいでしょう。あるいは、STEP３で目をつむって様々なことを

想像した体験を思い出してみることも、手がかりになるかもしれません。そして

さらに、「どうしてそれまでその痛みに気づかなかったのか？見えていなかった

のか？」ということも考えてみてください。知っていた痛みだとしても自分はな

ぜあまり意識を向けてこなかったのか、考えてみてください。 

――ワークシートに取り組む（5 分） 

それでは最後の問いです。世の中に伝えたいこと、です。STEP２や３で見た動画

を皆さんは覚えているでしょうか。itami lab は、いろんな人が抱えている「見え

ない痛み」を研究することで、それぞれの人が抱えている制限に気づき、どうし

たらたくさんの人が制約を受けず、多くの選択肢を持って生きていけるのかを考

えられるという思いから、itami lab は立ち上がりました。みなさん一人ひとりが

これまで見えていなかった痛みは、もしかしたら自分以外の誰か他の人も見えて

いない痛みかもしれません。もしかしたら多くの人は気づいていない痛みなのか

もしれません。それでもその痛みに苦しんでいる、あるいはこれから苦しむ人が

いるとしたら、その痛みの存在を知り、そのことについて考えてくれる人が増え

ることは、その痛みを抱える人にとってはとても重要なことです。また、みなさ

んが取り組んできたなかで、最初は見えていなかった、あるいは意識を向けてい

なかったたくさんの痛み、自分では想像もつかないような痛みに、多くの人が気
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づけるようになったらどうでしょうか。そんなことを考えながら itami lab の研

究員として、社会や世の中へのメッセージをつむいでいってほしいのです。 

――ワークシートに取り組む（10 分） 

困ったり、進めるのが難しかったりしたらチームのメンバーと相談しても構いま

せん。いろんなことを想像しながら、ゆっくり、丁寧に取り組んでいってくださ

い。』 

 

5 分 

 

今日のまとめと次回の確認 ●個人ワーク 

個人ごとの進度にばらつきが出てくる可能性があります。授業と授業の間の時間

をうまくつかって、すすめてくるよう指示しましょう。 

 

生徒への説明例： 

『これで今日の授業は終了です。次回の授業では、今日から取り組み始めたレポ

ートの内容をチーム内で共有してもらいます。完成していない場合は、宿題とし

て取り組んできてください。 

今日も忘れずに「今日のひとこと」を書き終えて授業を終えましょう。 

次回の授業は●月●日の●時限目です。次回も模造紙と付箋、ペンを使って、机

は島にして行うので、授業前に授業の準備をしておいてください。』 

 

P.76-78 
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Step5 ここまでを振り返って      

itami lab の最終 STEP です。前回個人で取り組んだ内容の共有を行ったうえで、プログラムの振り返りを行

っていきます。itami lab では、取り組んだ内容の発表ではなく、取り組みを通した学びや発見を重要視して

います。扱うテーマの難しさもあるのでこの STEP は「発表会」としてではなく、学びの収穫の時間として取

り組んでください。 

 

学習環境  普通教室（机を島にして授業は実施します） 

使用教材 記入済みの「いたみ研究③」 

【itami lab】ワークシート B（A4 縦）：「今日のひとこと」：生徒数分 

レター「これからの社会をともにつくっていくみなさんへ」：生徒数分 

付箋：生徒数×3 枚程度 

マジック：生徒数分 

 

＜STEP５に入る前に＞ 

授業の最後に、「これからの社会をともにつくっていくみなさんへ」という乙武洋匡氏からのレターを生徒に

配っていただきます。この内容を授業に入る前に必ず先生自身でお読みいただき、何のために、何を、どう伝

えるか、一度考えたうえで STEP5 をはじめてください。 

 

時間 学習の流れ 
スライドの

ページ 

5 分 

 

今日の活動内容の確認 ●クラス全員  

まずは、ここまで頑張ってきたことを全面的に承認し、取り組みの価値を高めて

あげてください。個人レポートの共有は、あくまで学びのプロセスです。共有す

るタイミングが用意されていることが、生徒の取り組む動機になること、また自

分たちで一度深く考えてみたことを言葉にすることが様々な発見を生むため共有

のプロセスを入れていますが、難しいテーマでもあるので、みんなの前で発表す

ることが困難な場合も考えられます。「これが正解です！」といったものが一切

ないだけでなく、非常にセンシティブなテーマでもあります。綺麗に整えて発表

することが良いことでもありません。問いに取り組む中でじっくり考えたことや

その過程を共有することでさらなる探求や学びを深めていきます。そういった背

景のもと、共有はクラス全体にではなくチームごとに行うようになっています。 

 

P.79-81 
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生徒への説明例： 

『今日は itami lab の最後の STEP です。まずは、前回各個人でまとめた内容をチ

ームのみんなに話していきます。そして発表してみて感じたことや、チームメイ

トの発表を聞いてみて感じたことを踏まえながら、プログラム全体の振り返りに

進んでいきます。』 
 

15 分 

 

チーム共有 ●グループワーク 

チームで、それぞれが考えた内容を共有していきます。共有前に、ここまでの取

り組みを承認してあげてください。またレポートが仕上げられなかった生徒に対

しても、取り組んでみたことをほめ、他の生徒からの共有から学びを深めていけ

るような準備をさせてあげてください。 

 

生徒への説明例： 

『見えない痛みについて想像したり、そのことから世の中に対するメッセージを

考えたりすることは、決して簡単なことではなかったと思います。なかなかうま

くレポートとして仕上げられなかった人も、そんな難しいチャレンジに取り組ん

でみた、ということがとても大切なことなのです。まずはそんな難しいことに取

り組んだお互いに拍手を送りましょう。 

――一同拍手 

それでは、チーム内で一人ずつ、レポートの内容を共有していきます。発表会で

はなく、考えたことを共有し、発見や気づきを拡げ、プログラム全体の学びを収

穫していくためのプロセスです。最後まで行かなかった場合も、現段階までに考

えたこと、何が難しかったのか、どんなことに悩んだのかをチームのメンバーに

伝えてください。そのことが、誰かの学びを深めるかもしれません。違う人の発

表からも、きっとくたさんの学びがあります。じっくり聞きながら気になったこ

とはどんどん質問していくといいでしょう。それではリーダーから共有を始めて

ください。 

――一人ずつ共有（10 分） 

それぞれに付箋とペンを配って、発表を聞いている生徒が気になったことや質問、

感想などをメモしながら聞くようにしてもよいでしょう。 

全員が終わったら、取り組んでみての感想を話し合っていてください。』 

 

P.82-83 

10 分 

 

チーム振り返り ●グループワーク 

このプログラムにおいて最も重要な場面です。様々な活動を経て、生徒に湧き上が

P.84-87 
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っている感情や気持ちを互いに共有しながら、学びを深め、言葉にしていきます。

体験から学びを生み出すためには、個人で取り組む振り返りの前の、複数人で行う

対話による振り返りが非常に重要です。それぞれが体験の中で感じたことや違和

感、モヤモヤと言った「学びの兆し」をまず共有することで、それぞれのメンバー

個人の体験を、他のメンバーみんなが疑似体験することができます。さらに言葉に

できていなかったりまだ形になっていない気付きや学びを、他者に向けて言葉に

してみることで「学び化」したり、質問を受けたり共感し合ったりする中で思考が

深まっていきます。プロジェクト型の学習や探究学習では、取り組んだ内容を共有

することで一つの活動が終わったように感じられてしまいますが、それでは「活動

あって学びなし」となってしまいがちです。ここまでの取り組みとチーム内での共

有に対しては全面的に承認を示したうえで、一度区切り、ここからが何よりも大切

である、ということを伝えたうえでチームでの対話に入ってください。またここで

も、プログラムで大切にしている３つのことが機能してきますので、確認してから

進めるとよいでしょう。 

 

生徒への説明例： 

『――実際の共有から感じたことを伝えながら承認の言葉を送る 

本当に素晴らしい取り組みでした。 

でも実は、ここからが大切なんです。STEP1～５を通して、普段の授業や生活で

は考えないようなことを考えたり、体験したりしてきました。そのことを振り返

って、自分に何が起きたのか、どんな変化があったのか、考えていく時間にして

いきましょう。振り返りの時間でも itami lab が大切にしている３つのことがと

ても重要になります。1、君の気持ち、みんな一人ひとりの気持ちですね、２、人

それぞれの違い、みんな一人ひとりが持っている違いです、そして３、自分の可

能性、みんな一人ひとりが持っている可能性、を大切にしながら話し合いを進め

てください。 

まずは感想の共有です。今日一日ではなく、STEP1 から、いたみブレスト、いた

みマッピング、そして「見えていなかったいたみ」を探し、色々と想像してみた

こと、宿題で、「見えない痛み」を探してきたこと、最終レポート、それぞれの活

動を振り返って今思うことや感じていることをリーダーから順番に話していって

ください。一人ひとりが話したらかならず拍手をしましょう。 

――感想共有（4 分） 

全員が話せましたか？ 

それでは続いて「人と人が違うということ」について今思うことを言葉にしてい

ってもらいたいと思います。みなさんはこれまで、自分の知っている世の中の痛
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みをブレストを通して書き出し、チームメイトが出してくれた痛み、クラスのみ

んなが出してくれた痛みに触れながら、新しい痛みに出会ってきました。そして

そうした「見えてなかった痛み」を手掛かりに、自分以外の人の感覚を想像した

り、世の中に届けたいメッセージについても考えてみました。そんななかで、自

分と人、そして人と人の感覚の違いにたくさん出会ったと思います。そんな活動

を行ってきたみなさんはいま「人と人とが違うということ」という言葉を見て、

どんなことが心に浮かんでくるでしょうか？この活動をする前に「違い」という

ことについてどんなことを思っていましたか。そしてそれはいまどのように変化

しているでしょうか？1 分ほど時間をとるので、少し考えてみてください。 

――静かに待つ（１分） 

それでは、なんとなく言葉にできそう、という人から話し始めてください。今回

はリーダーからではなくて大丈夫です。でも必ず、全員が話すようにしてくださ

い。綺麗な文章ではなくても大丈夫です。かっこいいことを言わなくてももちろ

ん大丈夫です。自分が思ったこと、心に浮かんだことを自分の言葉で話してみて

ください。 

――対話（5 分） 

ぜひ、机間巡視しながら、生徒の言葉に耳を傾けてください 

質問をしたり、積極的に関与しすぎると「評価されている」と感じ、本音が喋れ

なくなるかもしれません。話しかけるのではなく、温かいまなざしを向けてあげ

てください。 

まだきれいな言葉にならない感情や、葛藤、違和感といったものをここで少しで

も声に出すことが非常に重要です。答えはないということを何度も伝え、今心に

あることを出しやすい環境をつくってください。 

全員終わりましたか？』 

 

10 分 

 

個人振り返り ●個人ワーク 

最後は、プログラム全体での気づき、学び、変化を個人で言葉にしていきます。

改めて気づいたことや自分に起きた変化を考えて言葉にすることで学びは深まっ

ていきます。振り返りは文字にして残しておくことも非常に重要ですが、必ずし

も文章で残す必要はありません。文章で書くことにとらわれると、起承転結のあ

る綺麗なストーリーを完成させることが目的になってしまったり、そのストーリ

ーに乗らないような気づきや感想が抜け落ちてしまったりしがちです。授業中で

起きた自分の変化や仲間への気づき、感じたことを少しでも多く拾い上げ文字に

して残しておくことが振り返りを各上では重要なので箇条書きで書くなどの方法

も含めて書き方を指導してください。 
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あえて、グループでの振り返りを行ったうえで個人の振り返りとし、個人での振

り返りの内容をチーム内や全体に共有しないようにしています。その理由の一つ

は、前のプロセスでも記載した通り、メンバー一人ひとりの体験を個人の体験に

還元するとともに、協働して振り返りを行うことで学びを拡げ、そのうえで自分

事として振り返りを行うためです。もう一つは、後で共有するとなると、「人に

話す前提の振り返り」となります。誰かの眼差しを受けると考えると人はどうし

ても「良く書こう」「理解される文脈で書こう」としてしまいがちです。しかし

学びは一人ひとり、それぞれのものです。各生徒が、自分が真に感じたことを自

分の言葉で語れる工夫として、こうした流れにしています。 

 

生徒への説明例： 

『itami lab 最後の活動です。ワークシートを配ります。 

――ワークシートを配る 

ワークシートには、●痛みについて発見したこと、●世の中について発見したこ

と、●自分について発見したこと、という 3 つの問いが用意されています。この

ワークシートを使って、一人ひとりで振り返りを行っていきます。一つ一つの問

いに対してじっくりと向かいながら、ここまでの活動を思い返しながら、文字に

していってください。さっきのチーム内での対話で気づいたことや思ったこと、

メンバーの言葉で共感したことなどももちろん書き込んでくれて大丈夫です。授

業を振り返って気づいたことや感じたことを文字にして残しておくことが目的な

ので、文章で書く必要はありません。箇条書きでも大丈夫です。最後に回収して

先生は読ませてもらいますが、評価があったり点数がついたりするものでは決し

てありません。自分が思うこと、心に浮かんでくることをありのままに書いてみ

てください。「あ、こんなこと発見したんだ」、「自分ってこんなふうに思った

んだ」と、書いていくなかで気づいていくこともあると思います。まとめのため

といよりも、学びをすすめるためのプロセスとして取り組んでみてください。』 

――振り返りシートに取り組む 

 

15 分 

 

「これからの社会をともにつくっていくみなさんへ」 ●クラス全員 

このプログラムにおける最も重要な目的の一つは、授業が終わった後、生徒たち

が「多様性とはなにか？」「人と人の違いにはどんな意味や可能性があるのか？」

ということを考え続けていくことです。そのことで、生徒同士の関係性に変化が

あったり、日常の中で気づきがあったり、自分自身に対する考え方が豊かになっ

ていくことが重要なことです。そしてそんな生徒たちが悩みながらも互いの違い

を認識したうえで、話し合い、よりよい世界をつくっていってくれることを願っ
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ています。そのために、プログラムの最後に乙武洋匡氏より、「これからの社会

をともにつくっていくみなさんへ」というレターをお届けします。生徒に渡す前

に必ず先生自身に読んでいただき、どのように伝えるか、何を伝えるか、という

ことを考えて上で、渡してください。 

 

生徒への説明例： 

『プログラムの最後に、皆さんに itami lab 研究所所長からの手紙を配ります。ち

ょっと時間を取るので、読んでみてください。ちょっと難しい言葉もあったと思

います。わからないところなどがあったら手を挙げて質問してくださいね。 

――レターを読む（3 分程度） 

時間があれば、数名当てて感想やレターを読んで考えたことを発表してもらって

もよいでしょう。あるいは先生から内容について質問するなどするのもよいでし

ょう。 

この itami lab でみなさんは自分が知っている痛みを言葉にし、クラスメイトと

の痛みの感覚の違いを知ったり、自分が見えていなかった痛みを想像したりして

きました。そうした活動を通して、人と人が全く違うということ、そしてその違

いはなかなか見えづらい、ということを体験してきたと思います。それでも人と

人が違うことをふまえて、一人ひとりが自分らしく生きられる、一緒に豊かに生

きていける社会を、私たち大人も考えてきました。そのなかで生み出されてきた

知恵が、乙武洋匡氏からの「これからの社会をともにつくっていくみなさんへ」

というレターには書かれていたと思います。 

ただ、レターにあったとおり、これは唯一の正解でも完璧な考えでもないんです。

ここから先を考えていくのが大切です。先生も一緒に取り組んでいこうと思いま

す。』 

 

 

 

プログラムのまとめ ●クラス全員 

振り返りの最後をまとめる形で、先生からこれまで取り組んできた生徒たちへ承

認の言葉と、今回学んだことや感じたことを今後の日々に活かしてほしいという

ことを伝え、終了しましょう。 
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