〔研究領域〕 Ⅴ 教育課題
第１１分科会 社会形成能力
〔研究課題〕社会形成能力を育む教育の推進
〔視点〕

①社会に貢献する資質能力・態度の育成を目指す教育活動の創造
提案者
１

はじめに

本庄市立仁手小学校長
３

根

岸

和

幸

研究のねらい

１５歳から２４歳までの完全失業率９．１％，非正規労

本研究は，「社会に貢献する資質能力・態度の育成を目

働者３２％など，学校から社会・職業への移行が円滑に行

指す教育の創造」について，校長の立場から述べることと

われているとは言い難い社会情勢が存在する。また，その

する。また，本校の教育活動や学校評価から研究の成果と

原因や背景として，学校教育が抱える問題や産業構造の変

課題を具体的に見出すこととする。

化などが指摘されている。

(1) 「社会形成能力」とは何か。

こうした中，学校教育には，子どもたちが自立的に未来

① 多様な考え方や立場を理解し，相手の意見を自分の

を切り開く「生きる力」を育成することが求められている。

考えを正確に伝えることができる。

キャリア教育を推進し，日々の教育活動の中で，変化を恐

② 自分の状況を受け止め，自分の役割を果たすことが

れず，変化に対応していく力や態度を育てることは，生涯

できる。

にわたって学び続ける意欲を持つ児童を育てことにつなが

③ 他者と協力・協働して社会に参画し，今後の社会を

る。また，児童が自ら，家庭・地域と関わり合いながら，

積極的に形成することができる。

学び合い，自然体験・社会体験活動を重視した教育活動を

④ 社会に適応しつつ，必要があれば自ら創造すること

行うことは，社会形成能力を育み，自立した社会人を育て
ることにつながる。

ができる。
(2) 「社会形成能力」をいかに育むか。

本研究課題「社会に貢献する資質能力・態度の育成を目

① 学校教育目標の見直しを行い，全教職員への共通理

指す教育活動の創造」は，今後の社会や学校教育にとって，

解を図る。

極めて重要な課題である。

② 家庭と連携した学力向上を通して，本気で自ら学ぶ
児童を育成する。

２

本校の概要

③ 社会貢献活動を行うことで，社会に貢献する資質能

仁手小学校は，開校１３０年を迎える，児童数５８名の

力・態度を育成する。

小規模校である。埼玉県の最北部に位置し，学校の近くに，

④ 学校ファームや，学校応援団との協働を通して，地

群馬県との境である利根川が流れている。

域に愛着を持つ児童を育てる。

地域は，野菜栽培を中心とする農村地域で，人口の流出・
流入はともに少ないが，長期減少傾向にある。地域には，
獅子舞などの伝統芸能も遺っており，地域としてのまとま

４

(1) 学校教育目標の見直し

りが強い。学校に対する愛着も強く，地域に根ざした学校
である。

研究の概要

児童の実態，地域の願いなどから，学校教育目標

を，

以下のように見直した。平成２７年度から継続して「本気

児童は，個に応じたきめ細かな指導を受けており，全国

で自ら学ぶ児童の育成」を目指している。

学力学習状況調査や埼玉県学力学習状況調査，本庄市学力
テスト等の結果，全国平均以上の学力を示すなど，小学校

平成２６年度

➭➭

平成２７年度～

段階では，学習内容はよく定着している。

○本気で学ぶ子

➭➭

○本気で自ら学ぶ子

反面，自ら学ぶ力や学習習慣が十分，身についておらず，
中学校入学以降，学力が伸び悩む児童が多い。

○心豊かな子

○心豊かな子

○たくましい子

○たくましい子

人間関係の面からみると，学年を問わず交流しながら，
毎日を過ごせているが，保育園から１０年近く固定化され

(2) 学力向上を通して

た人間関係の中で育ったせいか，多様な他者との人間関係
がうまく結べない児童も多い。

①

学校研究課題「主体的に学ぶ児童の育成」
 授業改善と家庭学習のサイクル化により，主体的に
学ぶ児童を育成する。

－ 68 －

②

授業改善（算数科・学び合い学習の充実）

②

・「課題の設定」➩⇨「見通し」⇨「課題の解決」

通学路清掃・全市一斉清掃への参加
 「地域に貢献できる小

（自力解決・グループ学習・全体学習）

学生」を目指し，下校時

⇨「まとめ」➩⇨「練習問題」➩⇨「振り返り」
➩

に通学路の清掃活動を実

・「板書記録の掲示＝算数コーナー」

施した。この活動により，

・「板書記録の活用＝可動式の算数コーナー」

「全市一斉清掃」に参加す

③ 「新しい家庭学習」の実施

る児童も増えた。

・自主学習…家庭でのノートのまとめ直し

(4) 学校ファームの活用

・宿題………一人一人の課題に応じた宿題

①

・予習………明日勉強する範囲の教科書読み

地域に根ざした学校ファームでの栽培活動

④

 野菜作りは本地域の特色である。ズッキーニ，長

保護者との連携

ネギなどの野菜畑やハウスが点在している。そこで，

・「見届けの実施」

緑のボランティアを募り，年間を通じて，地域の特

・
「定量的な宿題」から「定時的な宿題」への意識の

色である様々な野菜作り

転換

に挑戦している。

・定期的な保護者との情報交換の実施

 仁手地区に愛着を持つ
児童を育てることを緑の
ボランティアとの共通目
標にして，学校ファーム
を運営している。
②

緑のボランティアとの協働

 校庭が芝生化され業者委託により，生育状態は良好
ある。しかし，芝生以外の場所の維持管理は，学校に
とって大きな課題である。

そこで，緑のボランティ

ア，民生児童委員等の協力
を得て，年３回「親子除草」
を実施している。本校児童
とも保護者も，協働作業し
ている。

５

研究の成果と課題

「社会に貢献する資質能力の育成」を目指して，この１
年間，校長としてリーダーシップを発揮し，変革を進めて
きた。また，｢ 学期ごとの学校経営計画 ｣，｢ 授業参観日で
の校長挨拶 ｣，｢ 学校だよりへの校長講話の掲載 ｣，｢ 学校
だよりの全戸配布 ｣ も行った。保護者から「学力がついて
(3) 社会貢献活動を通して

きている」，「進んで取り組む力がついてきている」という
嬉しい評価をいただいた。教職員もその成果を実感できた

① 「無言ひざつき清掃」による中学生との関わり
児童にとって，最も身近な公共の場は学校である。
 自ら本気で清掃することは，社会に貢献する意識を

ようだ。今後の課題は，教職員自身の創意工夫の発揮と，
組織力の向上である。

育てる第一歩となった。進学先である東中学校３年
生 に， ３ 月 に， 全 学 級 で

評

価

項

目

あなたのお子さんに学力がつ

個別に指導してもらった。

いてきている

中学生による清掃指導は，

あなたのお子さんに進んで取

先輩・後輩という多様な

り組む力がついてきている

人間関係を実感する，よ

仁手小学校の児童に進んで取

い機会となった。

り組む力がついてきている
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平成２７年度
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〔研究領域〕 Ⅴ 教育課題
第１１分科会 社会形成能力
〔研究課題〕社会形成能力を育む教育の推進
〔視点〕

②豊かな未来の実現に貢献する力を育むキャリア教育の推進
提案者
１

鶴ヶ島市立藤小学校長

向

田

正

人

②自分の役割を果たし協力・協働する力（体験と実践）

はじめに

これからの社会を生きる子ども達には「社会的に自立す

③地域（人，自然，文化）を大切にする心（地域とかかわる）

る力の育成」が必要とされている。本市教育重点策にも「社

この３つのねらいを達成するために，地域を題材とした

会に出て自立していける子どもを育てる」ことを基本方針

学習活動をキャリア教育の視点から見直し，主に総合的な

としている。そのために学校は，家庭や地域と連携・協働

学習の時間での取組として実践した。

しながら，社会の中で児童の役割を認識させ，社会に関わ

また，「相手の立場を理解する」ための，他者に働きか

る理解を深めることが求められている。それは，「児童一

ける力，コミュニケーション能力のスキルとして，協働的

人一人に，多様な他者の考えや立場を理解し，協力・協働

な学び合いを授業の中で重視した。日常の中での交流に重

し社会に参画する能力の育成をする」とした児童の人間関

点をいた学び合いも積極的に取組むよう，教育課程での位

係形成・社会形成能力の育成でもある。このことは，学校

置づけを行った。

におけるキャリア教育のねらいである「基礎的・汎用的能
力の育成」に他ならない。

４

本提案は，社会形成能力の育成のため，キャリア教育の

具体的な実践

(1)「総合的な学習の時間」での地域教材の取組

推進と展開に視点を置いた実践である。

総合的な学習の時間は，地域の「ひと」とかかわること，
自然や文化といった地域の「もの」に触れること，地域の

２

人々の「思い」を感じ取り受け継ぐことができる学習であ

学校の概要

本校は鶴ヶ島市東部に位置し，東武東上線若葉駅より西

る。今年度より，地域素材を取り入れた学習活動を各学年

の新興住宅地，関越自動車道鶴ヶ島ジャンクションまでの

（３年生以上）に位置づけるとともに，地域素材を通して，

農村地域を含む場所を学区域としている。開校以来３４年

自分ができることを考え実践することを重視し，キャリア

と比較的新しい学校である。児童数は４８９名，学級数

発達の効果的な単元の設定を行った。

１９学級（内特別支援２学級），教員数２７名の中規模校

①

となっている。

３年生「地域のひみつを発見しよう」
学校の裏にある「藤金自然の森」を題材として，地域に

若葉駅と鶴ヶ島ジャンクションの開発以降急速に人口が

ある自然を守るために，多くの地域の人が守る努力をして

増えた比較的新しい地域のため，地域の風習や文化遺産な

いることを学び，３年生の立場でできることを考える単元

ども少なく，地域のつながりもまだ途上にあるといえる。

を設定。

学校に対して，保護者や地域の方の理解も深まってきてい

ア

る。

森での体験的な活動を重視し，活動の意欲を喚起する。
自分たちの学区に誇るべき「自然の森」があることを，

森とのふれあいを通して学習を進める。特に，「NPO 法人

３

里山サポートクラブ」の方の指導

研究のねらい

子ども達の社会形成能力育成のためには，家庭や地域と

による「里山遊び体験」は，効果

の連携・協働を重視し，子どもと地域社会の様々な人との

的であった。川で捕まえた魚が外

関わりをもった取組を意図的に位置づけることが必要であ

来種であることや「カワニナ」の

る。また，子ども達には，社会の中で自己の役割を認識す

痕跡から，蛍が住める環境がある

ることや，多様な他者の考えや立場を理解することを身に

ことなどの学びもできた。

付けさせなければならない。今年度の学校経営方針の中で，

イ

地域のゲストティーチャーとの交流

「開かれた学校づくり」として「地域の学習素材の活用」
「地

市役所の都市整備課・公園保全担当の職員から，この土

域福祉」「中学校との連携」を打ち出し，その中でのキャ

地を「市民の森」とした理由を話していただく。「NP0 法

リア教育としての視点を置いた。

人里山サポートクラブ」の方々からは，どのようにしてこ

社会形成能力を高めるために付けたい力

の森を守っているのか，山里整備体験も含めて講話をいた

①他者の考えや立場を理解し，自分の考えを伝える力

だいた。こうした人々の思いが自然を守り，里山の環境を

（地域の方の思いを知り，伝える）

維持できていることを直接伺うことができた。

－ 70 －

ウ 「自然を守る」ために自分たちのできること

特に，ホワイトボードを活用したホワイトボードによる「学

「自然を守るため，ゴミ拾いをしよう」「遊びを通して，
森の大切さを２年生に伝えよう」など，学びを通して自分

び合い」が充実している。
②

ができることを考え，自分たちの実践に移す。

縦割り活動の充実

②

本校は縦割り活動として，「縦割り遊び」を中心とした

４年生「おじいちゃんおばあちゃんと交流しよう」

異学年との交流を行っている。縦割りの交流は月１回の延

福祉教育全般から高齢者福祉に重点を絞り，直接的な高

長昼休みで行う。高学年の自覚をもつ大切な学びの場と

齢者との交流を中心に置いた単元を設定。高齢者施設での

なっている。

交流体験から，自身の地域の高齢者にも目を向ける取組を

③ 「小中連携」の充実

行った。
ア

本校より歩いて２～３分の場所に藤中学校がある。立地

特別養護高齢者施設への継続的な訪問と交流

上の好条件を生かし年間４回の交流が可能となった。中学

核家族化が進み，高齢者との

生の活動や先輩の活躍が具体的に見えることは，次の進路

接点が少なくなっている児童が

を見据えるために，小中連携としての大切な取組となる。

多い中，交流を中心とした単元

ア

連合運動会による中学生の指導

を設定。当初，戸惑っていた高

９月に市内５，６年生による連合運動会が行われる。練

齢者との交流が，回数を重ねる

習の際，藤中学校の陸上部の生徒

度に意欲的になっていく様子が

が来校し，各種目の指導にあたる。

伺えた。「おじいちゃん，おばあちゃんのため何かできな

中学生の力強い模範に感動する児

いか」という視点が育っていった。

童の姿がある。

イ 施設だけではなく，地域の高齢者にも視点を向ける活動

イ

「身近な高齢者とのかかわり」に視点を向け，地域に高

中学校の合唱祭での合唱を披

露してもらう。

齢者がおり，交流することが大切であることを学ぶ学習を

中学校の合唱祭の上位学級を小学校の全児童の前で，合

設定。具体的には，民生委員の方の協力を基に，交流給食

唱を披露する。

を実施する。

ウ

③

６年生「だれもが住みよい社会になるために」

小学校の挨拶運動に，部活動ごとに生徒が参加する。
本校は毎朝，挨拶運動を行っている。その挨拶運動に部

昨年度から，福祉教育のまとめとして「ＨＧＵゲーム」
（避

活動ごとの中学生が参加する。中学生の挨拶を手本とし，

難所運営ゲーム）を行った。災害が起きたことを仮定して，

自分たちの挨拶運動を見直す機会となる。

本校を避難所として６年生が避難所を運営する。そのた

エ

め地域の方と協議を深めるこ

小学校の家庭科の時間に学習ボランティアとして参加
５年生の家庭科の授業に中学

とをねらいとした活動である。

３年生がボランティアとして参

民生委員，学校応援団コーディ

加。返し縫いなど，運針の個別

ネーター，社会福祉協議会職

指導を行った。終了後は，５年

員などを交え協議を深めた。

と給食の会食を行い，中学校の

ア

様子を個々に聞くことができた。

地域の方と協力して作り上げる地域の安全
避難所を運営するには専門的な意見が必要となる。それ

を，日頃から地域活動を行う人々と考え，協議していく学

４

習である。話し合いを深めた結果，児童は「命」の大切さ，

成果と今後の課題

成果として，地域の学習素材を活用することの意義や理

コミュニケーションの大切さ，協力することの大切さを学

解が，職員間で深まった。また，学校にかかわっていただ

んでいた。

いた方々からの，児童や学校へのよい評価をいただき，学

(2) 日常の学校教育活動で行われる社会形成能力の育成

校理解が地域に広まった。

日常の教育活動の中で，社会的自立のために必要になる

課題としては，「基礎的・汎用的能力」への育成には，

能力や態度の育成を意図的に行う活動がある。「学び合い」

学校や地域の実情，児童の実態を踏まえて育成した能力や

「縦割り活動」
「小中連携」の３つの視点で実践を行なった。

具体的な活動を設定する必要がある。継続的な学習活動に

①

交流を重視した「学び合い」活動の取組

するための年間指計画のため位置づけを行っていく。

「学び合い」を「子どもと子ども，教師と子どもが互いの
意見や考えを伝え，交流し合うことで未知のことに出会っ

こうした取組を継続し，発展させていくことが校長の大
きな役目と考える。

たり，考えを深めたりする学習活動」と位置づけ，朝の会
を含めて学び合いの実践を行う。自分の考えの伝達だけで
はなく，他者を理解するための大切な活動ととらえている。
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〔研究領域〕 Ⅴ 教育課題
第１２分科会 自立と共生
〔研究課題〕自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進
〔視点〕

①子供の自立を図る特別支援教育
提案者
１

津

志木市立宗岡小学校長

田

美

奈

である。また，通常学級における配慮を要する児

はじめに

特別支援教育の理念は，幼児児童生徒一人一人の教育的

童の数は，全体の３．４％を占めている。

ニーズを把握し，その持てる力を高め，学習上又は生活上

学年

知的１

知的２

自閉症・情緒

配慮を要する児童

１

２

２

７

平成２４年，中教審から，共生社会の形成に向け，イン

２

３

クルーシブ教育システムにおいては，同じ場所で共に学ぶ

３

１

ことを追求すること，「多様な学びの場」を用意しておく

４

２

１

５

１

１

６

２

の困難を克服又は改善するため，適切な指導及び必要な支
援を行うことである。

必要があることが報告されている。また，今年４月に施行
された，「障害者差別解消法」により，障害の有無によっ
て分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会の実現につなげることが明示され

３

４
１

３

２

１

実践の概要

 本校において，通常学級と特別支援学級の交流は，自

た。そこで，本校の交流活動を通して本主題に迫る。

立・共生に欠かすことができない教育的に意義ある活動

２

と捉える。さまざまな交流活動を通し，自立活動の「人

地域と学校の概要

間関係の育成」「環境の把握」「コミュニケーション」の

本校は志木市東部に位置し，５月には田植えが行われ，
田園風景が残るのどかな地域であ

育成を目指し，共生を図るため，日々実践しているとこ

る。明治７年の開校から， 142 年

ろである。

目を迎え，樹齢百年を超える学校

(1)

のシンボル楠の木が，校章であり，

特別支援学級と通常学級の交流活動

① 学校行事

校歌にも歌われている。地域の方々の「おらが学校」とい

・運動会（全）

う愛校心に支えられた歴史と伝統に溢れる学校である。児

・修学旅行（６年）

童数４７３名。１８学級のうち３学級が特別支援学級であ

・宿泊学習（５年）

る。

 本校は５月下旬に運動会を実施している。練習段階か
ら支援学級全員が練習に参加している。通常学級の児童

(1) 学校教育目標・目指す学校像
自分がすき

にとっても，ともに学び，高め合い，ともに育む教育活

友だちがすき

町がすきな

動のスタートとしての位置づけが高い。

宗小の子

・ともに学び，高め合い，ともに育む学校

②授

・地域・学校・保護者とともに歩む学校

・音楽発表（全）

“歌声響き

笑顔満開

業

・教科（算数・体育・家庭科・生活科）

宗岡小学校”

 自閉症・情緒学級の児童は，今年度１年生が算数の授

(2) 特別支援教育の目標と重点
【目標】 学校や社会に適応し，仲間とともに，生き生きと

業に参加している。５・６年生は家庭科の調理実習や体
育の授業に参加することにより，「多様な学びの場」で

生活できる子の育成
【重点】・一人一人の特別な教育的ニーズを理解し，全教職

日常的に交流を積み重ね，自立を育んでいる。
③ 交流給食（全）

員で指導する校内支援体制の確立
・交流及び共同学習を通して，社会性や豊かな人間

 毎週火曜日は，通常学級で
給食を食べる。特別な日では

性を育む指導の充実
【実態】 特別支援学級在籍児童の内訳は，以下の表の通り
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なく，班の友だちや担任とコ

ミュニケーションを交わしながら通常学級での所属感を

(4) 市内特別支援学級との交流活動

高め，人間関係を形成しながら，自立と共生を図ってい
く。

志木市の特別支援学級設置校は小学校４／８校，中学校
３／４校である。

④ 児童会活動（全）

【主な市内交流活動の実践例】

 支援学級の児童も縦割り班に所属し，縦割り遊び，給

① 「市内交流会」７月８日実施

食，宗小まつりを共に楽しむ。

 新年度最初の，市内特別支

(2) 通常学級における配慮を要する児童

援学級児童生徒，教職員，教

（特別支援学級支援籍を含む）

育委員会，教育相談サポート

【差別解消法と合理的配慮】

センターが一堂に会する市内

インクルーシブ教育システムにおいて，児童の自立と社

交流活動である。

会参加を見据え，その時点で教育的ニーズに最も的確に応

【ねらい】

える指導，個人に必要な「合理的配慮」が提供される必要

○児童生徒が自分から活動できる集団の中で，集団行

がある。今年度，第１回校内委員会において，就学相談に

動への適応能力を高める。

係る，通常学級における「合理的配慮」を必要とする児童

○生活単元学習の一環として，自立と音楽，運動，遊

の確認を行った。特別支援学級支援籍を含め，内容や方法，

びの能力の成長を図る。


関係機関との連携について共通理解を図った。

 当日は，司会進行等を各学校で分担し，児童生徒

① 時間の構造化

が主体的に交流会に参加した。自己紹介・全員合唱・

・前面黒板への，今日の予定の明示（可視化）

ダンス・ゲーム・昼食・感想発表等を通し，総合的

・何をどれだけやればゴールなのか（見通し）

な自立の育成を図る。

② 場所の構造化

②「太陽展」 例年１月下旬に実施

・落ち着ける場所の確保

  市内全特別支援学級児童生徒が参加する作品展であ

どこへ・何のために・いつまでを約束し，職員間の連

る。本校では，学級や学年からメッセージを贈ったり，

携を図る。（教育相談室・保健室・支援学級等）

全学年で「太陽展」に赴いたりし，理解と交流を深め

③ 方法の構造化

ている。この活動は，障害に対する地域への啓発にも

・児童の特徴を把握し，シンプルな言葉や絵カード等活

大きな役割を果たしている。

用した合理的配慮を行う。
・教育支援員を配置することにより，一人一人の教育的

４

ニーズにあった支援を提供する。（取り出し学習）

指導力の向上に向けて

 交流活動の実践を通して自立と共生を図るためには，

④ ユニバーサルデザイン化

質の高い指導力が求められる。本校においても特別支援

・教室の前面黒板は，すべての児童が，授業に集中し，

学級担任経験は主任を除き，３年未満であり，教員の指

落ち着いた環境で望めるように配慮する。

導力向上は喫緊の課題である。そこで今年度は，県の特

⑤ 週 1 回ＳＣが来校し，配慮を要する児童を観察し，

別支援教育推進専門員の派遣を申請した。年間３回来校

支援内容を記録にまとめ，回覧する。

いただき，学級経営・個別の支援等のご指導を仰ぐと共

(3) 特別支援学校と通常学級の交流活動

に夏季休業中には教育相談研修を設け通常学級における

（通常学級支援籍）

配慮を要する児童の合理的配慮等のご指導をいただく。

本校の学区に居住し，現在所沢おおぞら特別支援学校に
在籍する児童（６年男子）がいる。3 年生まで本校の支援

５

研究のまとめ

学級に籍を置いていた。平成２７年度は年間６回の通常学

○ 通常学級と支援学級の日常的な交流活動の積み重ね

級支援籍交流を実施した。通常学級の児童と共に稲刈りを

は，全教育活動において，自立と共生を図る，ともに

体験したり，支援学級での給食やお誕生日会，通常学級で

育む学校づくりに大きな成果を上げている。

の学級活動に参加したりし，人間関係を築いていった。今

○ 教育相談研修，校内委員会の計画的な実施，関係諸

年度は，児童会活動「宗小まつり」の準備から参加し，縦

機関との連携は全教職員の特別支援教育に対する意識

割りグループで参加する形をとり，通常学級支援籍交流を

の向上と児童理解，保護者への啓発に確実に繋がって

継続していく。

いる。
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〔研究領域〕 Ⅴ 教育課題
第１２分科会 自立と共生
〔研究課題〕自立と共生を図り実践的な態度を育む教育の推進
〔視点〕

②心結ぶ未来社会の実現に向けた実践的態度を育む環境教育等の推進
提案者
１

加須市立種足小学校長

小

宮

豊

隆

はじめに

今年は４年に一度の夏季オリンピック・パラリンピック
開催の年である。開催地のブラジル・リオデジャネイロで
は４年前の２０１２年に「国連持続可能な開発会議（リオ
＋ 20）」が行われていた。１９９２年に行われた第１回国
連地球サミットから四半世紀が過ぎようとしている今日，
環境教育の重要性は増すばかりである。この間，わが国は
東日本大震災を経験し特に津波による被災ととともに東京
電力福島第一原子力発電所事故による過酷な放射能汚染に
直面してきた。その解決にはこれから長い時間を要するこ
とが予想される中で，次代を担う子どもたちがこのことに

察学習を取り入れ，草取りなど必要な作業を考えさせて
いる。また，敷地内の学校ファームでは特別支援学級が
中心となって農作物の栽培を行っている。いずれの収穫
物も全校での焼き芋大会や家庭科での調理実習など，調
理や食べる機会を設けている。

主体的に関わり，より良い未来社会を実現するための実践
的態度を身につける上で，環境教育の果たす役割は決して

(2)

関係機関との連携

 本校学区の特長を活かして，様々な機関から生き物や

小さくはないと考える。

環境に関する専門的な指導を受けている。

２

①

本校の概要

県北東部の加須市騎西地区にあり，学区は久喜市菖蒲

ホタルの放流

  地元のホタル保存会の協力でホタルの幼虫を「種足
の森」に放している。１ヶ月後の夜には地域の皆さん

地区や鴻巣市川里地区笠原地区と隣接している。児童数

が淡い光を楽しんでくれる。

１９４名，通常学級７，特別支援学級２の９学級である。
明治６年の学制により開校し，大正２年には板垣退助が来
校し講演したとの記録のある伝統ある学校である。学校周

②

田んぼの学習

  埼 玉 県 水 産 試 験 所・
農林振興センター・地

辺は水田，梨畑，イチジク畑，野菜栽培のビニールハウス

元ＮＰＯの皆さんの指

が広がる農村地帯であり，３世代同居の家庭が多い特徴が

導者から田んぼに棲む

ある。学区内に騎西特別支援学校，県立環境科学国際セン

生物について講義を受

ターがある。騎西特別支援学校とは開校当初から２０年以

けた後，実際に観察して多くの生き物を確認した。

上交流を行っている。
③

３

水辺の生き物

  学区にある「風の丘公園」で，市環境経済課の指導

学校経営における環境教育等の位置づけ

で水辺の生き物調査を行った。それぞれ捕虫網や虫か

本校では「自ら気づき，考え，行動できる」児童の育成

ごを持参し，何種類の生き物を確認できるか夢中に

を目指している。環境教育に関しては様々な場面を設定し，

なって探していた。専門家の助けが入るだけで遊びが

学年に応じて児童が自らの体を使った作業経験をとおして

学びに変わるのも環境教育の特徴と感じた。

課題に応じて行動できる児童の育成に重点を置いている。
④

４
(1)

環境科学国際センター見学

  学校から徒歩７分の所に県立環境科学国際センター

本校の取組

がある。児童は遊び場の一つとして出入りしているが

学校ファームでの農業体験

 １・２年生のサツマイモ，４年生のトウモロコシ，５
年生の米づくりを行っている。いずれも地域の方が農地
を提供し栽培の実務も担ってくださっている。苗の植え
付けと収穫を体験するのが中心であるが，高学年では観
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２年生の地域学習として訪問している。様々な体験型
展示に親しみながら環境問題について基本的なことを
学んでいる。

(3)

児童の活動

い，各児童が４ヶ月ほど育てたものを現地に運んで植

①

グリーンタイム（花壇植栽）

えた。植林する場所は指定されたところになる。また
国有林ということもあり記念プレートなどは設置でき

  校内の花壇の植栽を春と秋の年に２回全校児童で行
う。担当の場所を決めて予め用意した苗を一斉に植え

ない。

る。作業としては短時間で終わるが，入学間もない１
年生も関わることで草花を大切にしようとする意識が
高まった。本校では花壇周辺で遊ぶことが多いが，立
ち入ったりいたずらしたりする児童は皆無である。

③

植林活動の成果

・育てた苗を植林したので各自の思い入れが強くなり主
体的に取り組むことができた。
・苗を植えるには数十センチ掘らなければならず，予想
②

代表委員会提案のアンネのバラ栽培

していたよりも大変な作業だった。木を守り育てるこ
とを多角的に実感できた。

  これは昨年度の代表委員会の提案だった。委員の目
標の中に「学校を花でいっぱいにしたい」があった。

・終了後の感想に『松は小さいが十年後や二十年後も元

どんな花を植えるか話し合っているところアンネ・フ

気に育って，また津波が来てもこの松でいわき市を

ランクを記念した「アンネのバラ」の存在を知り，そ

守ってくれれば良いなと思った』『昔の人が植えた木

れを植えることにした。しっかり根付き今年もたくさ

が，今生きている人の助けになったんだと思うとご先

んの鮮やかな花を咲かせた。また，職員室前の廊下に

祖様たちに感謝しなきゃと思った』など，単に植林の

はアンネの日記や伝記本を置くコーナーが設けられア

感想だけでないものが多数あり，被災地の方と共に生

ンネ･フランクに関する学習にも一役買っている。花

き，心結びながら未来社会を築こうとする生き方や人

をとおして社会のできごとや歴史とつながり，社会人

とのつながりが広がる可能性を垣間見ることができ

としての実践的態度を育んだ。

た。
・保護者が８年後 ( 児童が成人式を迎える年 ) に松林を

(4)

修学旅行での植林活動

見に行く企画を考えている。被災地と具体的につなが
る社会のあり方のヒントが見られた。

 昨年度から修学旅行で福島県いわき市を訪問し，東日
本大震災被災地の現地でしかできない体験学習をとおし
て，これからの生き方を考えることを目的とした活動を

５

行っている。
①

実施までの経緯

果，上記のような取組となった。いずれの取組も生物多様

  昨年５月に箱根山大涌谷周辺の噴火活動警戒レベル

性の重要さや環境破壊の抑止につながる知恵を学ぶにとど

が１から２に引き上げられたことを受けて，修学旅行

まらず，人と人との繋がりが自ずと強まる取組となった。

の宿泊地を変更することを前提に目的地について検討

地域や関係機関の方の協力を得ることは心結ぶ関係を築く

した。従来の歴史学習や班行動を中心にした神奈川県

基本だと確認した。また，植林やアンネのバラの栽培のよ

三浦半島，福島県会津若松市に加えて，植林活動を含

うに社会との関係を意識した取組では，時間を超え過去や

めた体験学習を中心にしたいわき市の３カ所を候補に

未来の人と繋がる可能性が広がることがわかった。

挙げて保護者会で説明した後アンケートをとった。そ
の結果，いわき市へ行くことに前向きな意見が多かっ
た。
②

まとめ

「心結ぶ未来社会の実現」を視点に環境教育を進めた結

植林活動の実際
 指導はいわき市新舞子浜の国有林再生プロジェクト
を行っている NPO トチギ環境未来基地に依頼した。
通常の植林体験は現地で配布されたクロマツ苗を植樹
するところを，今回は事前に苗を学校に届けてもら
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〔研究領域〕 Ⅴ 教育課題
第１３分科会 連携・接続
〔研究課題〕家庭・地域等との連携と異校種間の接続の推進
〔視点〕

①家庭・地域等と連携した開かれた学校づくりの推進
提案者
１

長瀞町立長瀞第二小学校長

千

島

裕

夫

環境整備，登下校での見守りなど，何らかの形で毎日支援

はじめに

生きる力を育む教育の推進は，学校教育の根幹をなすも

をいただいている恵まれた学校である。しかし，このまま

のであるが，学校の力だけでは不十分である。そのため，

の活動を続けていくだけでは，ボランティアの高齢化など

家庭・地域等と連携した開かれた学校づくりが進められて

から先細りが考えられる。

きた。しかし，ややもすると単発的，一方的な連携にとど
まる傾向があった。今後は家庭や地域等との相互理解を深

そこで，研究の視点として以下の２点に絞り，研究を進
め，ねらいに迫りたいと考えた。

めた継続的，双方向的な連携による開かれた学校づくりを

(1) 学校応援団のさらなる組織の充実と活性化

推進する必要がある。

(2) 地域に貢献する学校づくり

２

地域と本校の概要
長瀞町は，埼玉県の北西部に位置し，町の中央部には荒

５

実践の概要

(1)

学校応援団のさらなる組織の充実と活性化

川が縦貫している。町内全域が県立長瀞玉淀自然公園の区

 現在活動している学校応援団の組織や教育活動を見直

域にあり，大正１３年に国の名勝及び天然記念物「長瀞」

すことで，学校応援団の組織の充実と活性化を図り，開

に指定された。また近年では，「ジオパーク秩父」認定，

かれた学校づくりを推進する。

ミシュラン旅行ガイド掲載等により，観光シーズンには多

①

学校応援団の組織の充実

くの観光客が訪れている。

ア

組織の再編成

本校は，明治６年に開校し，現在児童数８９名の小規模

 長瀞町では社会福祉協議会が地域福祉推進のため学校

校である。長瀞町の北東に位置し，自然環境に恵まれた学

への支援に大変協力的で，

校である。白鳥神社や光明寺の神社仏閣が点在し，荒川洪

学校が希望する学習等の

水史の貴重な磨崖標や昭和３年に国の史跡に指定された日

ボランティア集めの窓口

本一の板碑（野上下郷石塔婆）があるなど，歴史の古い校

と な っ て い る（ 現 状 １）。

区である。

手軽に体験学習等が実施
できる良さがある反面，本

３

校では各地区の代表者に

研究のねらい

地域は，学校教育に大変協力的である。しかし，若者が

よる学校応援コーディネーター会議が十分に機能してい

地元を離れ，子育て世代になってもなかなか地元に戻らな

ない（現状２）。そこで，地域との結びつきを深めた組

いなど，本校では児童数減少が激しい。また地域では「子

織づくりを進める必要がある。

供が遊ぶ姿を見かけない」「お祭りがあっても子供が来な

・体験学習や環境整備，安心安全等にボランティアとし

い」との声も聞かれ，これまで脈々とつながってきた地域

て支援していただいている団体の代表者を加えた学校

交流，世代間交流の希薄化が進み，伝統行事等も失われつ

応援コーディネーター会議に再編成していく。

つある状況である。こうした中，本校は地域からの理解や

イ

新たな人材発掘

協力，支援を得ているが，単発的，一方的な連携にとどまっ

 児童数の減少により登下校時に一人になる児童が多い

ている傾向にあった。そこで，研究のねらいを「地域に貢

ことから，児童の登下校における地域全体での見守り体

献する学校として，継続的，双方向的な連携を推進すると

制づくりは喫緊の課題である。児童の登下校時刻にあわ

ともに，それぞれの教育機能が確実に発揮できるようにす

せた散歩など，「一人で」「できるときに」「気軽に」参

る」とした。

加できる見守りを広め，こうした活動を学校応援団への
足がかりとして，学校応援団の裾野をひろげていく。

４

・登下校時の熊鈴（熊よけ用）着用による「鈴の音見守

研究の方法

本校は，先人の努力により，学校応援団を中心に多くの
教育活動に地域からの協力をいただいている。学習支援や
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り活動」や「子ども１１０番の家」登録者数アップ作
戦などを周知・推進する。

②

指導計画の見直しによる学校応援団の活性化

ア

喜びや生き甲斐となる活動づくり

・ゴミゼロ運動などの地域行事や社会福祉協議会主催の
ボランティア教室への積極的参加を促し，ボランティ

 現在実践している地域素材を生かした体験的な学習等

ア精神を育む。

を，学校応援団の方々にとっても喜びや生き甲斐となる

②

保護者や地域，関係機関との連携

ような活動に高めていく。

ア

挨拶のとびかう地域づくり

・総合３年生
「梅干しづくり」
：学校で使うだけにとどまっ

 長瀞町教育委員会が進めている「長瀞の子は当たり前

ていたが，運動会や子ども祭り等の際に来校者へ梅干

のことが当たり前にできます」の「だれに会っても挨拶

しをプレゼントするなどして地域とのふれあいを深め

ができます」の推進を，保護者や関係機関とともに進め，

られるようにする。

挨拶のとびかう地域づくりに努める。

・総合６年生「布ぞうりづくり」：修学旅行で訪ねる箱

・全家庭参加の保護者による「スマイルあいさつ運動」

根の旧街道を布ぞうりで歩くために布ぞうりづくりを

や登校指導，青少年健全育成町民会議主催「あいさつ

行っているが，報告会を開き，歩いている様子や感想

声かけ運動」を通して地域を巻き込んだ組織的な取組

等を伝えるなどして学校応援団とのふれあいを深めら

を推進する。

れるようにする。
イ

イ

地域交流，世代間交流の場づくり

 小規模校のよさとして，ほとんどの保護者は子供が卒

今後を見据えた新たな地域素材の教材化

 歴史の古い校区のため，地域には伝統行事や祭り，伝

業するまでに１度はＰＴＡの役員を経験できる。そうし

統芸能，文化財がたくさんある。こうしたものについて

たことから，現在行っているＰＴＡ活動を単なるＰＴＡ

学ぶことは郷土愛を育むとともに，大切にしてこられた

活動として行うのでなく，地域交流や世代間交流の場と

地域の方との新たな交流につながることから，地域の実

して活動する意識を醸成する。

態を見極めつつ，教材化を図る。

・ＰＴＡ役員会や総会等，様々な機会を捉えて周知し，

・総合５・６年生「残したい

地域の伝統文化」：地域

資源回収（年２回）等，地域に依頼する活動を実践の

に残る岩田神楽等について学ぶ単元をつくり，将来的

(2)

場としていく。

には岩田神楽を学んだ児童が地域で発表できるように

ウ

していく。

 児童が地域で学ぶ様子や地域に貢献している姿，学校

地域の「長二ファン」の拡大

地域に貢献する学校づくり

応援団の活躍等を学校だよりや各種会議，地域行事参加

 「学校は地域社会のものである」の認識に立ち，本来

の機会等で積極的に地域へ情報を発信したり，地域の人

学校が果たすべき学校教育目標の達成による地域貢献を

が来校しやすい環境を整えたりして「長二ファン」を増

大前提として，地域交流，世代間交流を促す視点から，

やしていく。

地域に貢献する学校づくりを目指し，開かれた学校づく

・学校公開時に昔の写真掲示や長期休業中の図書の貸出

りを推進する。
①

等地域の人が来校しやすい機会を設定する。

児童への働きかけ

ア 縦割り班活動を中心とした異年齢交流の推進

６

おわりに

 児童が入学・卒業する中で５才年上から５才年下まで

日々の教育活動を地域に貢献する学校づくりの視点から

の人間関係づくりを充実させることで，成人した後の地

見直すことで，教育活動に多くの価値を見出すことができ

域交流の一助とする。

た。小規模化が進行する中で，地域に貢献する学校として，

・縦割り班活動を毎日の清掃活動や全校縦割り班遠足な

継続的，双方向的な連携を推進し，それぞれの教育機能が

どの学校行事に位置づけるなどして，班の絆を深めら

確実に発揮できるよう，さらに指導性を発揮しなければな

れるようにする。

らない。

・キャリア教育の一環として卒業生を講師に招くなどし
て，交流の機会を設定していく。
イ

今後も心から応援してくれる「長二ファン」を一人でも
多くし，児童のよりよい成長につながるよう，家庭や地域

ボランティア活動による社会貢献意識の醸成

等との相互理解を深め，開かれた学校づくりを推進してい

 身近なところからできるボランティア活動の推進や社

きたい。

会福祉協議会企画のボランティア教室への積極的な参加
など，社会に貢献する意識を醸成する。
・エコキャップ運動や募金活動，道路に面した学校の敷
地への花植え等を通して地域とのつながりを大切にし
ようとする心情を育てる。
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〔研究領域〕 Ⅴ 教育課題
第１３分科会 連携・接続
〔研究課題〕家庭・地域等との連携と異校種間の接続の推進
〔視点〕

②異校種間の学びの連続性を重視した取組の推進
提案者
１

深谷市立岡部西小学校長

はじめに

加

藤

修

(4)

岡部中学校区小中一貫教育グランドデザイン

(5)

研究の組織

今日，児童生徒を取り巻く社会的環境が変化する中，学
校でいじめや不登校，学習意欲の低下などの課題が指摘さ
れている。平成２４年の中央審議会では，９年間を見通し
た，連続性のある学習指導による学力の向上等５つの効果
が示されている。この効果は，学力の向上，不登校の減少
の他，教職員の指導力の向上にもつながる。
そこで，岡部中学校区５校では，異校種間の連携により，
岡部中学校区の子どもたちの「１０歳の壁」や「中１ギャッ
プ」の解消とともに，学力の向上を目指し「志を持ち，ね

カリキュラム研究部，交流推進部，生徒指導部の３

ばり強く取り組む岡部の子」の育成に取り組み，小中一貫
教育を推進してきた。

２

つの部会から構成した。

研究の概要

(1)

３

岡部中学校区の研究の概要

取組の内容

(1)

岡 部 中 学 校 区 で は， 平 成 ２ ２ 年
１１月に岡部中学校区小中学校連絡

小・中の連携

①

岡部中学校区小一貫カリキュラムの作成



小学校の教員にとって，自ら指導する内容が中学

協議会を立ち上げ，定期的な情報交

校における学習にどのようにつながっているかわか

換会や合同学習会，そして，「親の

るものである。中学校の教員にとって，小学校にお

心得五か条」，「家庭学習の手引き」

ける学習の程度を把握した上で各分野の指導を可能

の作成，配布など，小中連携の取組

にするものである。このように小中学校の教員がカ

を積極的にすすめてきた。

リキュラムを一緒に作成することで教材感や指導感

 そして，平成２６・２７年度深谷市教育委員会研究

の違いを理解し，ギャップを埋めることで９年間を

委嘱を受け，「小中一貫教育の推進～学力の向上を目

見通した指導ができると考える。

指して」を研究主題に設定し，岡部中学校区４小学校

 「１０歳の壁」や「中１ギャップ」といった子ども


とともに研究と実践を重ねてきた。
(2)

の発達や学習の特性等を考慮し，９年間のカリキュ

研究の仮説

ラムを前期（４年）・中期（３年）・後期（２年）の

 小・中学校９年間の学びの連続性を重視した教育を
推進すれば，学力向上や長期欠席児童生徒の減少など
学習指導上，生徒指導上の成果をあげることができる。
(3)

研究の目的と視点

まとまりに分けた。
②

小６児童による中学校訪問
ア

授業参観

イ 無言清掃の体験

目的：小中学校９年間の学びや育ちの連続性を重視し
た教育の実践（指導内容をつなぐ・指導方法を
つなぐ）
視点：学力向上
いわゆる中１ギャップの解消
教職員の指導方法への改善意欲の向上
教科指導力・生徒指導力の向上
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ウ

中学生へのインタビュー等を実施

③

学校行事への参加
音楽会

イ

部活動体験

ウ

中学生による出前指導（球技，陸上指導）

④

ア

教職員交流
ア 小・中学校の教職員がお
互 いの授業や子どもたち
(2)

の授業の様子を参観する。

保・幼・小の連携推進

①

学習指導における連携
ア

②

生活科を中心に交流学習を実施（２月）

イ 夏季休業中に岡部中学校区５校の教職員合同研

児童の情報交換
ア

修会の実施

学期に１回

授業参観と児童の情報交換

⑤ 児童生徒の生活のきまり

４

 あいさつ，服装，頭髪等，

成果と課題

(1)

小中９年間の共通の具体的

①

成果

な 生 徒 指 導 事 項 を 設 定 し，

各種の児童・生徒交流等により，子どもたちが感
じている「中１ギャップ」を緩和することができた。

児童生徒への指導に生かす。

⑥

家庭学習の手引き～家庭学習のすすめ

 中学校区５校で家庭学習に
対する共通理解を図ってい
る。さらに，小学校４校では，
小小連携として「家庭学習
②

のすすめ」を共通実践とし

生徒指導の共通理解・共通行動により，学習の規
律の連続性を高めることができた。

て取り組む。
③

カリキュラムの作成な
ど小中の教職員が共同作
業することにより，互い

⑦ 「意思の日」の取組
毎月１４日は，
「意思の日」として，ノ－ゲーム・ノー

の学校文化や課題等を理

テレビデー」を設定している。家族の会話やふれあ

解することができた。

いを増すことや，学習や読書に活用する時間として

④

中学校区の教職員と協
同して小中一貫教育カリ

取り組む。
⑧

キュラムを作成したことによって，９年間の学習内

小・中兼務教員による情報連携
中 学校の加配教員が小学校

容や指導方法のつながりを意識した学習指導を展開

４校で勤務する時間を設け，

することができた。
(2)

小学校教員とＴＴを実施・

①

課題

子どもたちへの指導や授業

小中一貫教育カリキュラムの作成により指導内容

参観を行い，小との情報連

のつながりはできたが，今後は，小中の指導方法に

携を行う。

連続性をもたせること。
②

⑨ 生徒指導・教育相談における連携
児童生徒や学年集団の理解を図るため，３年生以上
を対象に年間 3 回アセスを実施した。
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小中の教職員が連携するための時間の確保をする
こと。

