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学校と地域の連携・協働に関わる研究 

～「地域を想う子ども」の育成をめざして～ 

 
                     研究員 森川 悦道 （当麻田小学校） 
                         下別府千秋 （淵野辺東小学校） 
                         新城 英輝 （内出中学校） 
                         鈴木 雅哉 （旭中学校） 
                         松本  寛 （総合学習センター） 
                         渡邊 直展 （総合学習センター） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
はじめに 

 文部科学省は２０１１年に「学校・家庭・
地域の連携による教育支援活動促進事業」を
創設し、地域の参画・協働による様々な教育
活動の支援に乗り出した。  

また、同年行われた学習指導要領の改訂に
おいては、ＥＳＤ（持続可能な開発のための
教育）の考えが盛り込まれている。これらの
ことは各学校において地域・社会を構築する
ための担い手づくりをめざす、具体的な学習
活動を一層強化していくことを示していると
言える。 

２０１３年に行われた全国学力・学習状況
調査の質問紙調査において「保護者や地域の
人の学校支援ボランティア活動は、学校の教
育水準の向上に効果があった」と回答してい
る学校の割合は、小学校で約９５％、中学校
で約８７％と、高い数値を示している。 

しかし「地域や社会をよりよくするために

何をすべきか考えることがある」と回答した
児童生徒の割合は小学校で約３９％、中学校
で約２７％に留まっている。学校において地
域資源を活用することや、地域との関わりを
もつことはできているものの、子どもが自ら
地域と関わろうとする意識や、自分たちの地
域の未来を考えようとする意識は高くない現
状が伺える。 
 
Ⅰ 研究のねらい 

本研究では、学校と地域の連携・協働にお
いて、持続可能な地域・社会を構築するため
の担い手づくりをめざすこととした。自分の
地域を愛する「心」をもつと共に、地域をよ
りよくしようと考える「力」をもった子ども
（＝「地域を想う子ども」と呼ぶ）を育てる
ことがねらいである。そのために、まず研究
員の各学校において、地域に対する子どもの
意識を把握すると共に、これまで行われてき

 近年『持続可能な開発のための教育』が叫ばれ、多くの小中学校では、地域との連携におい
て様々な実践が行われている。社会環境が目まぐるしく変化する中、地域・社会の担い手づく
りを目指す教育活動がより一層求められている。しかし、２０１３年に行われた全国学力・学
習状況調査の質問紙調査を見ると、学校現場において、地域との関わりをもつことはできてい
るものの、その効果を高めるまでには至っていない現状が見えてきた。 
 本研究では、自分の暮らす地域を愛する「心」と、その地域をよりよくしようと考える「力」
を備えた子どもを育てることを目的とし、アンケート結果から子どもの地域に対する意識を把
握すると共に、身の回りにある地域資源を探り、どのような手だてがあるか各学校で実践し、
その考察を行った。今現在、実践されている活動をより高める方法や視点を探っていく。 
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た実践事例や、地域の人・もの・ことを整理
し、それぞれの地域にあった連携・協働の形
を明らかにすることとした。その上で、現在
の環境や実施されている活動の中で、子ども
の地域への関心や愛着を高めるための工夫や、
地域をよりよくしようと考える力を養うため
の手だてを研究した。 
 
Ⅱ 研究内容 

１ 研究を進めるにあたって 
 さがみはら教育Ｎｏ．１５３「学校と地域
の連携・協働」には「保護者も教職員も学校
と地域のつながりについて『保護者が学校へ、
子どもが地域へ』と人との連携・交流を大切
にとらえていることが調査から見えてきた」
とある。 

また「現在、小・中学校では地域の人材を
活用した授業の形態を取り入れて、より多様
な人との関わりを大切にした教育活動を行っ
ていることがうかがわれる」と提言する一方
で、地域の人材の発掘や確保の方法について
の課題もあわせて指摘している。 

「地域を想う子ども」を育成するために、
学校と地域が連携することは必要である。そ
の結果、持続可能な地域・社会を構築する担

い手が育つのではないだろうか。地域と連携
する上で学校が担う役割を探るため、授業だ
けではなく部活動や生徒会活動などの教育活
動全般から子どもと地域をつなげていくこと
とした。そして、自分の地域を愛する「心」
と、地域をよりよくしようと考える「力」の
両面を育てようと考えた。 
 
２ 研究の方法 

１年次の研究では、各学校の地域資源を整
理し、地域に対する子どもの意識調査アンケ
ート（添付資料①）を実施した。 

また、発達段階や各学校における実態を把
握した上で「地域」を意識した活動を実践し、
成果と課題を整理した。 

２年次の研究では、１年次の実践において
見えてきた成果をもとに視点表（図１）を作
成した。この視点表に沿って各学校で「地域」
を意識した実践を試みた。各研究員がそれぞ
れの地域、学年(発達段階)に合った実践を行
い、１年次の活動を発展させながら、教育効
果を高める手だてを探った。 

また、１年次同様にアンケートを実施して、
実態を把握すると共に、実践による子どもの
変容を見取り、その内容を考察した。   

学年 中学校

自
治
力
を
高
め
る

○レッツゴー　町たんけん（生活科）
○おいしい野菜を育てよう(生活科)
○きせつとあそぼう(生活科)
○生きものとなかよし(生活科)
○ひろがれえがお(生活科)
○たのしもう　あき（生活科）
○むかしのあそびをたのしもう（生活科）
○幼稚園との交流

○むかしのくらし（社会科）
○むかしからつたわるもの（社会科）
○仕事リーフレットをつくろう（国
語科）
○新聞を作ろう（国語科）
○おはやしや民ようめぐり（音楽
科）
○かいこを育てよう(総合的な
学習の時間)
○郷土の祭りや行事（道徳の時
間…郷土愛）

○自然災害、環境問題（社会
科）
○戦争から平和へ（社会科）
○未来がよりよくあるために（国
語科）
○米作りをしよう(総合的な学
習の時間)
○地域から自分を見つめ直そう
(総合的な学習の時間)
○自分の町の再発見（道徳の
時間…郷土愛）

○身近な地域の調査(社会科)
○職場体験(総合的な学習の
時間)
○郷土の先人に学ぶ（道徳…
郷土愛）
○こどもセンター交流事業
○学校祭
○あいさつ運動
○部活動
○生徒会活動

小学校高学年
（５，６年）

小学校中学年
（３，４年生）

小学校低学年
（１，２年生）

「体験型→貢献型」の視点表およびESDの視点について(行事などについては項目のみ)

行
事
等

体験
貢献

 
図１ ｢体験型→貢献型｣の視点表およびＥＳＤの視点（添付資料②を参照）について

（各行事の内容例については添付資料③を参照）
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Ⅲ 研究実践 

１ 実態調査（アンケート①の実施） 
「自分の地域」についての質問紙調査を行

った。 
○調査対象     

Ａ校（全校）     ８３名 
Ｂ校（４年生）   １３８名 
Ｃ校（サッカー部）  ２９名 
Ｄ校（生徒会本部）  １６名 

○調査方法 質問紙 
（１）結果と考察 

４つの質問に対し、◎「はい」○「どちら
かといえば はい」△「どちらかといえば い
いえ」×「いいえ」で回答し、①は、全て理
由を記述、②③④は、◎○の回答に対して、
理由を記述で求めた。 
①「自分の地域が好きですか」 
 
 
 
 
 
 

 
図２ アンケート結果① 

②「自分の地域で起こっている問題や出来事
に関心がありますか」 

 
 
 
 
 
 
 
 

図３ アンケート結果② 
③「自分の地域の行事（公民館や子どもセン

ター、自治会などで行われているもの）に
進んで参加していますか」 

 

 
 
 
 
 
 
 

図４ アンケート結果③ 
④「自分の地域をよくするために、何をした

らよいか考えたことがありますか」 
 
 
 
 
 
 
 

図５ アンケート結果④ 
上記のグラフは、同一の質問項目に対する

学校ごとの比較である。 
①「自分の地域が好きですか」に関して、

Ａ校は「好き」と回答した児童が６５％と少
し高い結果となった。②、③に関しても、Ａ
校が少し高い結果となった。 

④「自分の地域をよくするために、何をし
たらよいか考えたことがありますか」では、
どの学校でも「はい」と回答した児童生徒は、
少なかった。自由記述では「ゴミを拾う」「あ
いさつをする」などの自分でできる行動から、
自治会や市全体での活動に関する記載もあっ
た。 

①と④を比較分析すると、各学校とも①の
「地域が好き」という回答が多いが、④の「地
域をよくするために何か考えている」の「は
い」への回答は少ない。平成 25 年度に行われ
た全国学力・学習状況調査の質問紙回答と同
じような結果となった。地域を愛する「心」
は育っているものの、地域をよりよくしよう
と考える「力」に関しては高めきれていない
ことが見て取れる。各学校においても、地域
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との関わりをもつことはできているものの、
地域の未来を考えるまでは至っていないこと
が分かる。 

また、地域別、校種共に回答の違いが現れ、
地域や校種の実態にあった実践が求められる。 
 
２ １年次の実践 
(１)小学校１年生 生活科 
『私たちの地域もっと知りたい感じたい』 
①ねらい 

発達段階を考えて、自分の地域を愛する
「心」を育成することに重点を置いた。そこ
で生活科を通して、様々な地域の人・もの・
ことと出会うことで、体験を通した新たな発
見や気付きが生まれ、地域について愛着をも
つのではないかと考えた。 
②実践内容 

地域を歩くところから学習をスタートし、
地域にある森に入った。自然との関わりに関
心をもち様々な発見があった。森の中では｢鳥
がお話しているよ｣｢風が気持ちいいね｣｢森の
空気っておいしいね｣など諸感覚で自然を感
じ、観察することができた。そこでの体験は、
運動会の表現や造形（さがみ風っ子展）の作
品といった他の活動へと広がっていくと同時
に地域への愛着が深まった。 

また、相模湖の周りを歩くと「あのスワン
丸に乗ってみたい！」との願いが生まれた。
その願いが人と出会うきっかけとなった。Ａ
さんとの出会いである。実際にスワン丸にも
乗船し、相模湖の役割や源流の話を聞くこと
ができた。そして源流、忍野八海に遠足で行
くこととなった。地域学習を軸に学校行事や
他教科との関連も意識しながら学習を進めた。 
③子どもの様子 

子どもたちに｢お世話になった地域の人っ
てどんな人がいる？｣と尋ねると、すぐにＡさ
んをはじめ学習に協力してくださった方々の
名前があがった。感謝の気持ちをこめて手紙
を書いたり、進んであいさつをしたりする姿

も見られた。子どもたちは自分たちの地域の
ことを｢いろいろな人がやさしくしてくれる
地域｣と表現していた。人とのつながりが、地
域を愛する「心」をはぐくんだ。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図６ スワン丸に乗船する児童 
 
(２)小学校４年生 道徳・国語 
『郷土愛・地域への愛着を育てる』 
①ねらい 

地域を愛する「心」をより深めていくため
に、道徳の時間や国語科を中心とした実践を
行った。 

地域教材を活用することで、自分たちの住
む地域のよさやすばらしさの再認識や、そこ
に住む人々の願いや思いに触れることができ
ると考えた。 

また、生活を支える人々の声を聞き、感謝
の気持ちをもつと共に、自分たちが地域の
方々の温かい見守りの中で生活していること
を実感できるのではないかと考えた。 
②実践内容 
【道徳「郷土の祭りや行事」郷土愛】 

ＥＳＤの視点（添付資料③参照）を意識し
た発問や話し合い活動を行った。地域の行事
（どんとやき）にも身近な方（元児童館長兼
安全ボランティアさん）の想いがたくさんあ
ることを考えた。 
【国語「仕事リーフレット」】 

地域の施設やお店で働く人々にインタビュ
ーをして、仕事の内容や想いをリーフレット
としてまとめた。 
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図７ 国語「仕事リーフレット」 
 
③子どもの様子 

道徳の時間では、地域の人々が守ってくれ
ていることや今も努力をされていることを知
ることで、身近な人々の温かい心に触れ、考
えることができた。地域教材を活用すること
は地域のことを知るだけでなく、地域を支え
る方の想いにも触れることができた。 

国語科では、生活科の学習体験を振り返る
ことで、自ら放課後に地域の施設やお店に出
かけ、インタビューや撮影を行う子どもが増
えた。生活科の町探検でお世話になった場所
が多かったが、自分の興味から学区内の動物
病院などに出かけ、まとめる子どももいた。 

 
(３)中学校 生徒会活動 
『くすのき広場で地域に貢献しよう！』 
①ねらい 
 地域をよりよくしようと考える「力」を育
成するため、中学生が地域の取り組みにどの
ように関われるかを探るべく、実践を行った。    
 「学校と地域の協働推進コーディネーター
(以下コーディネーター)」を活用し、新しい
事業を立ち上げるのではなく、今ある地域資
源をいかに活用できるかに重点を置いた。コ
ーディネーターと連携して、生徒が自主的に
活動に参加できるようなしかけを考え、実践
した。 
②実践内容 

学区の一部で行われている｢くすのき広場｣
に、生徒会本部の生徒が参加し、実際にボラ
ンティアスタッフを経験した。その後、朝会

で活動を報告すると共に、全校生徒に対して
ボランティアスタッフの募集を呼びかけた。 
③子どもの様子 
 教師側が参加するよう呼びかけ、多くの生
徒が進んで行事に参加した。生徒からは参加
後「楽しかった」「行ってよかった」という感
想が出た。次回に向けてクイズを作成するな
ど、活動を更に高めようと自主的に活動する
姿にもつながった。 
 また、くすのき広場の代表が民生委員でも
あり、月に２回行っているあいさつ運動でも
生徒と地域住民との交流が生まれた。地域の
大人と一緒に活動し、地域の一員として取り
組むことに関心が生まれていった。 
 朝会では、活動で学んだことを発表した。
その内容は｢いのちの大切さを学んだ｣｢地域
に貢献していきたい｣など、想定していたより
も深い学びがあった。 

くすのき広場運営委員を招き、講話もして
いただいた。 

 
 
 
 
 
 
 

図８ くすのき広場 
 
 (４)中学校 部活動 
『こどもセンター交流事業』 
①ねらい 

学校と地域が連携して生徒の主体的な活動
を促し、地域をよりよくしようとする「力」
を育てることを目的に､学区にある「こどもセ
ンター」と中学校が連携して交流事業を行っ
た。「こどもセンター」を利用している子ども
たちと中学校の部活動で活躍する生徒たちと
の交流である。共に活動し､触れ合うことで、
生徒たちが自己肯定感や自己有用感を高めら
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れると考えた。 
②実践内容 
 室内の部活動から吹奏楽部・演劇部・科学
部の参加、屋外の部活動からサッカー部の参
加となった。参加者は小学１年生～４年生ま
での子どもたちで４つの部活動から２つを選
択し、活動した。サッカー部の生徒たちは事
前に考えた練習メニューを参加した子どもた
ちに丁寧に教えながら触れ合った。 
 
 
 
 
 
 
 

図９ サッカーを指導する様子 
 
③子どもの様子 

事前のグループ分けから自分たちで考え、
どのような活動をしたら子どもたちが喜んで
くれるのかを考えながら練習メニューを考え
ていた。当日はグループを３つに分け、時間
を設定し、参加した子どもたちがすべてのグ
ループをまわって練習に参加できるように工
夫をしていた。 

参加した子どもたちからは、たくさんの笑
顔が見られ「お兄さんたちがやさしく教えて
くれてうれしかった」「たくさんボールを触る
ことができて楽しかった」などの感想であっ
た。そして、多くの生徒たちが「楽しかった」
と答えていた。 

また「難しかったけど、自分の役に立った」
という声も聞かれた。 

 
３ １年次の実践を終えて 
(１)１年次の実践から見えてきたこと 

それぞれの学校で、地域資源を探すところ
からスタートし、実践をした。各学校、地域
によって実態は様々ではあるが、調査を始め

ると身近なところにも行事や地域の人・も
の・ことが見つかった。持続可能な地域・社
会を構築する担い手づくりを目指すために、
また「地域を想う子ども」を育てるためには、
地域の教育力は欠くことができないものであ
るとあらためて感じた。 

２年次も学校がいかに地域の教育力を無理
なく活用していけるかを探ることとした。各
学校での４人の実践を終えて、見えてきた視
点は次の２点である。 
○小中９年間を見通した共通の視点が必要

である。「体験型→貢献型」 
○自治意識の育成が「地域を想う子ども」の

育成につながるのではないか。 
(２)「体験型→貢献型」について 

小学校と中学校では子どもの環境が大きく
変化する。教員側のアプローチにも大きく差
異があるように感じる。小中の９年間を見通
した共通の視点をもつことで、その教育効果
をより高めることができるのではないかと考
えた。 

『環境教育とＥＳＤ(２０１４)』の中で、
高橋正弘氏は「子どもの経験から出発し、社
会の課題にまで発展していけるような学習活
動」の必要性を説いている。さらには「地域
づくりには大人だけでなく子どもの視点も必
要である」と主張している。子どもが地域の
一員として地域社会に参画し、貢献しようと
する態度を９年間の見通しをもって育成する
必要があるのではないか。 
(３)自治意識の育成について 

地域と関わることが目的になりがちになっ
てしまう実態が各学校で浮かび上がった。本
来の目的は地域の担い手を育成することであ
る。地域を愛し、地域の未来のためにどのよ
うに行動すべきかを考える力を身に付けるた
めには、地域の担い手が自分であることに気
付き、大人と共に地域を形成しているという
意識をもつことが必要である。 

『持続可能な開発のための教育(ＥＳＤ)の
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理論と実践』において、富岡美佳氏はロジャ
ー・ハートの『子どもの参画』をもとに「学
校教育においてもこの子どもたちが示す参画
の段階に教員はファシリテーターとなり主体
的な活動の成長を見守るようにするべきであ
る」と主張している。 

１年次のそれぞれの実践と照らし合わせ、
「自分たちの手でよりよい集団をめざす」と
いう活動が、「自分たちの地域を自分たちでよ
りよくしたい」という主体性のある意識や態
度を高めることにつながるのではと考えた。 

 
 
 
 
 
 

 
図１０「くすのき広場」での様子 

 
(４)２年次の実践に向けて 

２年次の実践は、子どもが体験してきた
様々な地域への想い(感謝や愛着)を基礎に、
子ども自ら「地域に貢献したい」と考え、行
動する力を育成できるよう実践を試みた。 
 また、前述の２点の視点をもとに「地域を
想う子ども」を育成する上で参考にできる
『｢体験型→貢献型｣の視点表およびＥＳＤの
視点について』(添付資料①)の作成を行った。
２年次の実践を進めるなかで気付いた点を加
筆し、子どもの発達段階に応じてどのような
教育活動が効果的であるか『ＥＳＤの視点に
立った学習指導で重視する能力・態度』（添付
資料③）を参考にして図式化し整理した。 
 さらに、各学校の実態把握と、実践後の子
どもの変容を見取るために１年次と同様のア
ンケートを実施した。単なる数値の比較のみ
ならず、その記述内容の違いにも注目して考
察を行った。 

４ ２年次の実践 
(１)小学校６年生 総合的な学習の時間 
『地域から自分を見つめ直そう』 
※研究員の異動により、本校では 1 年目の研

究 
①ねらい 

視点表（添付資料③）を見ると、６年生は
「貢献型」の割合が増える発達段階といえる。
つまり子どもたちが、中学生に向けて少しず
つ地域の一員として地域社会に貢献しようと
する「力」を身に付けていくときだと考える。 

総合的な学習の時間を中心として、地域の
人・もの・ことに出会い、「心」はもちろん、
「力」もはぐくんでいくことをねらいとして
実践を行った。 
②実践内容 

実施した地域アンケート調査から、本校の
６年生の地域への関心が低いことがわかった。 
そこで１学期の学習では、自分たちの地域に
少しでも関心をもつように「相原の歴史をさ
ぐる会」の方々が作った『歴史いろはかるた』
を中心に調べ学習を進めた。 

修学旅行で行った日光では、伝統工芸であ
る「ふくべ細工」と「日光彫り」体験をした。
そこで「多くの子どもたちに日光の伝統工芸
を知ってもらいたい」という職人の想いに触
れた。 

その後「自分たちの地域にも同じような想
いをもって活動している人がいるのではない
か」という疑問から「相原の歴史をさぐる会」
の方々から話を聞いた。その際「もっとたく
さんの人に自分たちの地域を知ってもらいた
い」という想いを知った。そして、自分たち
にできる地域貢献を考え実践した。 
③子どもの様子 

実際に「相原の歴史をさぐる会」の方々の
話を聞いたり、一緒に地域を歩いて触れ合っ
たりすることで、より地域が身近なものにな
った。活動を振り返り「自分たちに何かでき
ることはないか」と考え、話し合った。その
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結果「１年生へ地域のよさを伝えよう」とい
う新たな課題が生まれ、充実した体験活動へ
と発展した。想いに触れることから「貢献型」
へと展開し始めた。地域の人の『想い』が、
子どもたちの『想い』を創った。そして、地
域のために自分たちができる活動を考え、実
践することができた。 

 
 
 
 
 
 
 

 
図１１ 地域の方との交流 

 
(２)小学校５年生 道徳・学級活動・国語 
『郷土愛・地域への愛着を育てる』 
①ねらい 
 「地域を想う子」を育てるために、今まで
の教育活動の見直しが必要であると感じた。
特に、生活科や社会科、総合的な学習の時間
などでの体験や学習経験を活かし、学習をつ
ないでいくことが大切だと考えた。地域と関
わる学習（体験）をしてきた５年生にとって、
地域のことについて立ち止まって考える場が
もてていなかった反省から、道徳の時間に地
域の人・もの・ことに視点をあてた授業を行
い、これまでの学習をつないでいくことをね
らいとした。 

また、地域の「人」の「よいところみつけ」
をすることで、さらにたくさんの方の想いに
気付き、自分たちも地域に貢献していきたい
と感じるだろうと考えた。 
 
②実践内容 
【道徳「自分の町の再発見」郷土愛・愛国心】 

町づくりに関わった人々やその人々の想い
を知り、自分たちの町や地域をもう一度見つ

め直す。 
【学級活動「ほかほかふるまい」】 
 全校での実施。６月は校内、１０月は地域
の方々のよいところも見つける。 
【国語「明日をつくるわたしたち」】 
 学校生活と地域での問題について考え、提
案書を書く。 
③子どもの様子 

地域への関心が少なく、地域行事への参加
も少ない実態があったが、道徳の時間で地域
のよさを振り返り、地域の人々の想いや努力
を知ることで人のよさやつながりの大切さ、
未来へつなぐ想いを考えることができた。「ほ
かほかふるまい」では地域の方々のよいとこ
ろを見つけることで、地域には様々な活動が
あることに気付き、知ることで感謝の気持ち
も高まった。 

また、国語での提案書作りでは「公園に花
を植える手伝いをしたい」などと、地域への
貢献や地域の未来を考えることができた。 

 
 
 
 
 
 
 

 
図１２ 道徳「わたしたちの町」郷土愛 
 

(３)中学校 生徒会活動 
『地域の活動に主体的に参加しよう！』 
①ねらい 

「体験型→貢献型」「自治意識の育成」の２
つの共通の視点を念頭に置き、小学校で体験
してきた様々な地域への想い(感謝や愛着)を
下地に、生徒自ら「地域に貢献したい」と考
える力を育成できるよう実践を行った。 
②実践内容 

１年次から継続して、生徒会活動を中心に
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実践した。「くすのき広場」や「あいさつ運動」
の予定をあらかじめ伝え、生徒の意識を高め
た。「くすのき広場」に参加後は、地域の方か
らの声(評価)を意識的に届けた。 

また、多くの生徒会本部の取り組みに対す
る様々な人からの評価も生徒に届けた。さら
に「橋本七夕まつり」の竹飾りの依頼があり、
生徒会本部として飾りつけの活動に参加した。
様々な活動の振り返りにおいて、意図的に「貢
献」というキーワードを提示し、生徒の意識
を高めた。全校朝会での活動報告と地域活動
への参加の呼びかけも１年次に引き続き行っ
た。 
③子どもの様子 

１年次は「言われたから始めた」活動であ
ったが、２年次は活動そのものが主体的とな
った。「くすのき広場」に自ら参加する生徒も
おり、全校朝会での報告や募集も生徒の発案
でその内容を検討し、実施した。生徒が自作
したプレゼンテーション資料で地域の方に取
材した内容を紹介するなど「地域に貢献した
い」という意識が目に見える形になった。 

全校朝会後に記入する感想用紙には、生徒
会本部ではない生徒からも地域の活動に対す
る前向きな記述も見られた。 

 
 
 
 
 
 
 

 
図１３ 全校朝会の様子 

 
(４)中学校 部活動 
『こどもセンター交流事業』 
①ねらい 

「こどもセンター」を利用している小学生
を対象にサッカーの指導を通して、地域との

つながりを感じ、交流を深めると共に今年度
は「体験型→貢献型」の視点を意識すること
で自分自身の将来やコミュニケーション能力
を高め、自己有用感や自己肯定感をはぐくむ
ことをねらいとした。 

 
 
 
 
 
 

 
図１４ サッカーを指導する様子② 

 
②実践内容 

今年度は、指導するサッカー部の生徒たち
が「地域の子どもたちへ自分自身のできるこ
とを『発信』すること」「『未来』『伝達』の２
つの観点を取り入れ、意識しながら交流する
こと」を考えた。事業に参加することで生ま
れる変化を見た。 

特に、生徒たちには「参加する子どもたち
がどんな姿になってほしいか考えながら接し
てごらん」「自分たちがされて嬉しいこと（プ
ラスの感情になること）を相手にもしてあげ
よう」という言葉かけを意識的に行った。 
③子どもの様子 

昨年度の様子を先輩から聞いていた生徒た
ちは、今年も自分たちで考えて行うことにと
ても前向きであった。そして、参加した生徒
からは「初めて教える側になって、実際やっ
てみたら難しく大変でした。でも、これを機
会に参加した子どもたちがサッカーをしてく
れたらうれしいです」「参加した子どもたちが
楽しんでやっていたので良かったです。そし
て、僕は子どもたちにサッカーを教えてみて、
また教えたいと思い、サッカーを教えるコー
チの仕事に興味をもちました」「子どもたちを
教えていて、まるで自分がコーチになったよ
うでとても楽しかったし、上達の早い子もい
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て教え甲斐がありました。喜んでいる子ども
たちを見て、自分もうれしくなっていきまし
た」と将来のことを考えた感想も出た。 
 
５ ２年次の実践を終えて 

２年次の実践を終えて、次の活動が有効で
あることがわかった。 
○学んだ(体験した)ことを発信する活動 
 ※次(未来)に伝える活動(伝達) 

※次(未来)につなげる活動(継続) 
○校内における自治活動の充実 
 
(１) 学んだ(体験した)ことを発信する活動 

体験活動や貢献活動(奉仕活動)を経て、そ
こから学んだ内容を発表する場面を設定する
ことで、自ら経験したことを振り返ると共に、
その活動の意義を考える機会とすることがで
きた。その充実感や達成感から、子どもが「次
の活動」を考えるようになった。まさに、先(未
来)を考え行動しようという意識を高めるこ
とになった。 

特に、自分たちよりも下の年代に伝える場
面を設定することで「次につなげる」意識が
もて、地域に暮らす先輩として、地域に暮ら
す後輩に、地域のことについて呼びかける場
面をつくることができた。 
(２) 校内における自治活動の充実 

「地域」を意識すると、どうしても校外と
の接触を図ることが優先的に検討され、関わ
りをもたせることが目的になってしまいがち
である。地域を愛する「心」と、地域を考え
る「力」を育成することに焦点を当てると、
校内での活動も有効であると感じた。校種に
限らず、委員会活動や生徒会活動、さらには
学級活動の充実が、自治意識を高め、よりよ
い集団をめざす力となる。その力がよりよい
地域をめざす下地になると考えた。 
 
Ⅳ 研究の成果と課題 

１ 子どもの変容（アンケート②③の実施） 

２年次は「自分の地域」についての質問紙
調査を６月と１１月（Ｃ校は８月）に２回行
った。 
○調査対象     

Ａ校（６年生）    ９７名 
Ｂ校（５年生）   １３８名 
Ｃ校（サッカー部）   ８名 
Ｄ校（生徒会本部）   １６名 

○調査方法 質問紙 
１年次と同質問、○◎については記述する。 
①自分の地域が好きですか？ 
②自分の地域で起こっている問題や出来事に

関心がありますか？ 
③自分の地域の行事に進んで参加しています

か？ 
④自分の地域をよくするために何をしたらよ

いか考えたことありますか？ 
（１）結果と考察 

６月 　 １１月 ６月 １１月 ６月 　 １１月 ６月 １１月

A校 81% 83% 22% 26% 38% 39% 26% 42%

B校 94% 87% 35% 24% 43% 59% 49% 56%

C校 100% 100% 0% 25% 25% 25% 100% 41%

D校 94% 94% 25% 44% 24% 25% 44% 44%

① ② ③ ④

 
図１５ ６月と１１月の比較 

６月と１１月の肯定的な回答のみ（◎、○）
を比較すると、上昇傾向が見られた。 

特に、Ａ校の④では、２６%から４２%と大
幅に上昇し、地域に対する想いが高まったと
いえる。これは、学年全体で、総合的な学習
の時間の単元として地域学習に取り組んだ成
果ともいえる。学習の中で継続的に取り組み、
地域の方々と関わることで、興味や関心をも
った子どもが増えた。Ｃ校の④に関して、数
値としては下がっているが、調査人数が８名
と少ないことや事後の調査から、自分自身の
課題として実現可能な課題を見つけようとし
たためと捉えている。アンケートの記述内容
から、地域に対する想いがより高まっている
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といえるものもあった。 
③の記述では、祭りや公園清掃などの他に

「さぽせん（相模原市民活動サポートセンタ
－）キッズタウンスタッフに参加しました」
とあった。学区だけではなく市内の行事を自
分で見付け、進んで参加する子どもも出てき
た。 

④の記述では、個人内比較を行った。半年
で意識が変容した子どもが増えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ ２年間の実践から見えてきたこと 
 ２年間の実践から｢地域を想う子ども｣を育
成する上で、重視すべき２つの視点をあげる。 
○｢調べた｣だけで終わらない 
○地域での活動は手だてである 
 
(１) ｢調べた｣だけで終わらない 

「地域」について調べる活動は多くの学校
で実施されていると考える。その内容を発信
する機会を効果的に設けると同時に、その活
動で得た知識や技術、地域への想いを下地と
した｢次の活動｣を設定することが、学校側に
は求められていると感じた。｢調べた｣｢体験し
た｣｢楽しかった｣だけで終わらせず、その次を
考えて、実践しようとする態度を育成したい。 

(２) 地域での活動は手だてである 
 ｢『体験型→貢献型』の視点表およびＥＳＤ
の視点について｣を活用することで、小学校中
学年では、低学年の体験活動をどう生かすか、
教師側が考えることができた。 

また、中学校においても、小学校での体験
活動が基礎にあることを前提として、単なる
体験の繰り返しになることがないよう意識す
ることができた。 

地域と関わりをもつことが目的になってし
まうと、体験活動の繰り返しを行うにとどま
ってしまい、子どもの｢心｣や｢力｣を育成する
ことを見落としてしまいがちである。学校は、
持続可能な地域・社会の担い手として生きる
ために必要な｢心｣と｢力｣を育てる手だてとし
て、地域での活動をとらえるべきである。 
 
３ 課題 
 ２年間の研究を終えて、課題としては大き
く次の３点があげられる。 
○地域によって異なる地域資源 
○地域との連携を継続するシステムの構築 
○効果的な事業の厳選 
 
(１)地域によって異なる地域資源 

２年間の実践であらためて痛感したのは、
地域によって活用できる資源に大きな違いが
あることである。相模原には大型の商業施設
があり、人口の流入も激しい地域があれば、
古くからの伝統や行事が色濃く残り、豊かな
自然に囲まれた地域も存在する。そのような
状況で高い汎用性のある活動を見出すことは
困難である。 

しかし、地域資源はどの地域にも存在し、
また、地域の教育力を充分に活用しきれてい
ない現状も見えてきた。まず、教員が地域と
積極的に関わり、地域をよく知ることが大事
なのではないか。 
(２) 地域との連携を継続するシステムの構築 

教員の異動によって活動が途絶えてしま

・６月△記述なし→１１月○「色々な年代の
人の想いに応えて行事をつくり、そこに参
加することで、地域の人との関わりも増え
ていくことができると思う」 

・６月◎「あいさつをする」→１１月◎「自
然を大切にし、相原のよさを広める。相原
のよいところを見つけ知る」 

・６月◎「地域の人にあいさつなどをする」
→１１月◎「くすのき広場みたいなものが
たくさん増えたらいいと思います」 

・６月△記述なし→１１月○「大島の方には、
くすのき広場などの交流ができる場が定
期的にあるけど、二本松ではあまりなく、
祭りくらいなので、それ以外に機会がつく
れないか」 
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う、もしくは失速してしまうことがある。実
践を重ねる中で「かつては学校とも頻繁に連
携していた」という地域の声を聞いた。校外
の活動になると、連絡・調整、又は、地域調
査の面でどうしても時間がかかる。全ての教
員が同じ時間をその活動にかけられるとは限
らない。教員の異動によって活動が途絶えて
しまっては、多くの「体験」を積み重ね「貢
献」へと向かわせるサイクルが崩れてしまう。
未来への継続性を充分意識した活動にするた
めにも、活動自体の継続性が求められる。継
続性を維持する上で、本市でも取り組んでい
る学校と地域をつなぐ第三者(学校と地域の
連携・協働 コーディネーターなど)等の活用
も重要となろう。 

また、校内でそういった機関(組織)を積極
的に活用していく意識を高めていく必要もあ
るのではないか。 

 
 
 
 
 
 

 
図１６ 地域との関わり 

 
(３) 効果的な事業の厳選 
 校外には数多くの行事や活動がある。子ど
もにとっても、地域と関わる機会が多ければ
多いほど、地域への愛着を高め、地域に貢献
しようと実践する態度を養うことができると
考える。しかしながら、どこまで学校として
関わりをもてば、子どもに教育的効果がある
のかは見えにくい。限られた時間の中で教員
の負担感だけが強くなってしまっては、継続
性という意味でも活動が意義あるものになら
ないと考える。教育効果の高い事業を厳選し、
無理なく継続していく体制を築くことも大切
なのではないか。      

おわりに 

今回の研究において意識するようになっ
たのは、どのようなしかけがあれば、子ども
が自ら主体的に地域の活動に参加する(興味
をもつ)ようになるのか、又は、地域の未来に
ついて考える態度が身に付くのかである。地
域と関わりをもたせることが目的ではなく、
持続可能な地域・社会の担い手として必要な
「心」や「力」をいかに育てるかが焦点とな
った。多岐にわたる日常の業務に追われ、地
域との関わりを通した学習は敬遠されがちで
ある。しかしながら、目の前の子どもはその
地域を生きる住人であり、これから彼らが地
域の担い手となる。急速な社会変化の中、地
域において学校が求められるものが大きく変
化しつつある。学校もその地域の形成者であ
ることを意識し、子どもをいかに育てるかを
中心に今後も無理のない活動、継続性の高い
活動を探っていく必要があるのではないか。 
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「地域
ち い き

」に関する
かん

アンケート 
 年

ねん
  組

くみ
 名前

な ま え
 

  ☆この中
なか

の「地域
ちいき

」とは、みなさんが住んで
 す

いる学区
がっく

を示して
しめ

います。  

☆自分
じぶん

の気持ち
 きも

に一番
いちばん

近い
ちか

記号
きごう

を、○で囲み
かこ

ましょう。 

◎「はい」 ○「どちらかといえば はい」 △「どちらかといえば いいえ」 ×「いいえ」 
 

 １．自分
じぶん

の地域
ちいき

が好き
 す

ですか？  
◎ ○ △ × 

  ① ◎と○を選ん
えら

だ人
ひと
に聞き

 き
ます。 なぜですか？  

  ② △と×を選んだ
えら

人
ひと
に聞き

 き
ます。なぜですか？  

 

 ２．自分
じぶん

の地域
ちいき

で起こって
 お

いる問題
もんだい

や出来事
できごと

に関心
かんしん

がありますか？  
  ◎ ○ △ × 

  ・◎と○を選ん
えら

だ人
ひと
に聞き

 き
ます。どんなことですか？   

 

 
３．自分

じぶん
の地域

ちいき
の行事

ぎょうじ
（公民館
こうみんかん

やこどもセンター、自治会
じ ち か い

などで行われているもの）に進んで
すす

参加
さんか

していますか？  

◎ ○ △ × 

  ・◎と○を選ん
えら

だ人
ひと
に聞き

 き
ます。どんな行事

ぎょうじ
ですか？   

 

資料１
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 ４．自分
じ ぶ ん

の地域
ちいき

をよくするために何
なに
をしたらよいか考え

かんが
たことがありますか？  

◎ ○ △ × 

  ・◎と○を選ん
えら

だ人
ひと
に聞き

 き
ます。どんなことを考え

かんが
ましたか？  
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資料 2

国立教育政策研究所『学校における持続可能な発展のための教育

（ＥＳＤ）に関する研究〔最終報告書〕』より引用
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学年 中学校

自
治
力
を
高
め
る

○レッツゴー　町たんけん（生
活科）
・地域にある商店街に行き、
お店の人にインタビューしよ
う。
・地域の施設を利用しよう。
○おいしい野菜を育てよう(生
活科)
・地域の野菜名人から野菜の
育て方を教えてもらおう。
○きせつとあそぼう(生活科)
・七夕で使う竹を地域の方か
らもらおう。
・短冊を一緒に書いて、七夕
を楽しもう。
○生きものとなかよし(生活
科)
・地域にある森や公園へ行き
虫を捕まえよう。
・地域の方(動物博士)に動物
について教えてもらおう。
○ひろがれえがお(生活科)
・地域の人がえがおになるこ
とをかんがえよう。
○たのしもう　あき（生活科）
・学校の近くにある公園や山
に秋をみつけに行こう。そし
て、秋祭りを開き、地域の
方々も招待しよう。
○むかしのあそびをたのしもう
（生活科）
・昔の遊びを地域の人に教え
てもらおう。
○幼稚園との交流
・地域の方の畑でサツマイモ
掘り体験を通して交流しよう。

○むかしのくらし（社会科）
・昔の道具の使い方を地域の
人から教えてもらおう。
○水はどこから（社会科）
・相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬
湖、相模川などについて学
び、実際に水に携わる地域の
方の話を聞き、学習を深めよ
う。
○むかしからつたわるもの（社
会科）
・地域に伝わる昔の行事や遺
跡などを調べ、実際に見に
行ったり、関わりのある人から
話を聞いたりしよう。
○仕事リーフレットをつくろう
（国語科）
・地域で働く人に焦点をあて、
リーフレットを作ろう。
○新聞を作ろう（国語科）
・社会科や総合的学習の時間
で学んだ地域のことを新聞に
まとめよう。
○おはやしや民ようめぐり（音
楽科）
・囃子保存会の方々から、お
囃子のリズムを学ぼう。
○かいこを育てよう(総合的な
学習の時間)
・地域の方の話を聞いたり、
桑の葉をいただきに行こう。
○みつめよう私たちの生活
(総合的な学習の時間)
・ハンディキャップ体験をした
り、地域の福祉施設に出かけ
て交流しよう。
○郷土の祭りや行事（道徳の
時間…郷土愛）
・地域を支える方の思いを知
ろう。

○自然災害、環境問題（社会
科）
・災害が起きたときに地域の
一員として、できることを考え
よう。
○戦争から平和へ（社会科）
・実際に戦争を体験された地
域の方の話を聞こう。
○未来がよりよくあるために
（国語科）
・地域をよりよくするために自
分たちにできることをまとめ、
発表しよう。
○米作りをしよう(総合的な学
習の時間)
・地域の田植え名人に学ぼ
う。
・できたお米でもちつき大会を
開き、地域の方を招待しよう。
○地域から自分を見つめ直そ
う(総合的な学習の時間)
・地域のことを調べ、実際に地
域の方の話を聞こう。
・自分たちが地域に貢献でき
ることを話し合い、実践しよ
う。
○自分の町の再発見（道徳の
時間…郷土愛）
・自分たちの町や地域をもう
一度見つめ直そう。
○書き初め会
・地域の書道の先生を招き、
書き初めを教えてもらおう。

○身近な地域の調査(社会
科)
・自分たちの地域の特色を調
べよう。
・調べた内容を発表しよう。
○地域の歴史を調べてみよう
(社会科)
・自分たちの地域の歴史を調
べよう。
・調査した史跡について発表
しよう。
○街づくりプロジェクト(総合
的な学習の時間)
・より暮らしやすい地域にする
ための提案をしよう。
○職場体験(総合的な学習の
時間)
・地域にある職場で働いてみ
よう。
・地域で働くことの意義につい
て考えよう。
○郷土の先人に学ぶ（道徳…
郷土愛）
・地域にある伝統に触れ、体
験したことを発表しよう。
○こどもセンター交流事業
・地域の小学生にスポーツの
すばらしさを伝えよう。
○学校祭
・地域の方を招待しよう。
・ポスターの掲示を依頼しに
行こう。
○あいさつ運動
・PTAとの合同であいさつの
呼びかけをしよう。
○部活動
・地域の公民館で、発表しよ
う。
・地域の少年スポーツクラブと
交流しよう。
○生徒会活動
・地域のボランティア活動に参
加しよう。
・校内において、福祉活動の
紹介をしよう。

小学校高学年
（５，６年）

小学校中学年
（３，４年生）

小学校低学年
（１，２年生）

「体験型→貢献型」の視点表およびESDの視点について

行
事
等

体験

○運動会
・地域資源を取り入れて、
表現をつくろう。例…橋、山、
川、建物など
・地域の方々と一緒に楽し
もう。

○運動会
・地域資源を取り入れて、
表現をつくろう。例…橋、山、
川、建物など
・地域の方々と一緒に楽し
もう。

○運動会
・地域資源を取り入れて、
表現をつくろう。例…橋、山、
川、建物など
・地域の方々も参加できる
種目を考えよう。

○音楽集会
・音楽集会、地域の方に教
えてもらおう。
・地域の方と一緒に歌おう。

○音楽集会
・音楽集会、地域の方に教
えてもらおう。
・地域の方に自分たちの歌
を届けよう。

○音楽集会
・音楽集会、地域の方に教
えてもらおう。
・地域の方に自分たちの歌
を届けよう。
・地域の方に招待状を送ろ
う。

○体育祭
・地域の方々も参加できる
種目を考えよう。
・PTA種目の運営をしよう。

貢献

資料３
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