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平成 22 年度 教育研究調査事業

規範意識を高める学校・家庭・地域の相互連携の在り方に関する研究 報告書

地域とかかわり思いやりの心や公共心を高める子どもの育成

～子どもの学びと家庭・地域との絆を紡ぐ～

豊橋市立岩西小学校 加藤 秀之

１ はじめに

岩西校区には，大規模な集合住宅や，育成園，ゆたか学園など複数の児童福祉施設があり，養護学

校も小学校に隣接している。また，ブラジルから日本に来たばかりの外国の子どもたちがたくさん住

んでいる地域でもある。そういう中で，様々な境遇の子どもたちが出会い，仲間づくりをするうちに，

人なつこく，他人に優しく，寛容な人間性が培われつつある。しかし，その反面，地域としてのつな

がりが希薄で，同じ通学班の子どもの名前を知らない保護者さえ見られる。

昨年度子どもたちを対象にしたアンケートを行ったところ，「地域に対する愛着心の欠如」「地域の

人と人との関係が希薄」など，この校区や子どもたちが抱える問題点が浮き彫りになった。また，教

育活動に対しての保護者の関心も低く，学校行事への参加状況をみると，様々な方法で参加を呼び掛

けても期待するほどの参加者は見られなかったという現状である。さらに，校区の運動会には６町の

うち２町と児童福祉施設のみ参加という寂しい状況も合わせもつ地域でもある。このような地域だか

らこそ，昨年度より，３年間の豊橋市教育委員会・小中学校現職研修委員会から地域連携の研究委嘱

を受けたことをきっかけとして，学校・家庭・地域の三者が手を取り合い，子どもたちが地域とかか

わることで思いやりの心や公共心を高めながら地域とともに生きる子を育成することが大切だと考え,

研究を進めている。

思いやりの心や公共心などの規範意識は，学校生活，家庭生活，地域社会等，子どもを取り巻くあ

らゆる社会環境によって形成されるものである。そこで，学校・家庭・地域が互いに連携し，子ども

たちと地域の人・もの・自然ができるだけ多くかかわる機会を設定し，体験活動を重ねることで規範

意識を高めていきたいと考えた。子どもたちは，地域に出て様々な体験をしながら地域を知る。そし

て，その体験を基に話合いを繰り返すことで，様々な立場の人たちと共に生きることの大切さを理解

するであろう。それは，自然に思いやりや公共心を高めることにつながると考える。子どもたちの学

びが家庭や地域に広がり，学校と家庭・地域との絆が深まることで，地域で子どもたちを育てるとい

う意識が高まってくることを期待する。

２ 研究の目的

・思いやりの心や公共心を高めるための地域の素材を取り上げた総合的な学習の時間・生活科の在り方をさぐる。

・総合的な学習の時間・生活科で感じた思いを高めるための道徳の時間の在り方をさぐる。

・様々な教育場面で子どもたちが地域の人と触れ合うことで，規範意識（思いやりの心や公共心）の向上を期待す

る。

本研究では，地域への愛着が比較的薄い子どもたちが，地域の人・もの・自然に触れたり，地域の

方々から学んだりする総合的な学習の時間・生活科の学習をすることにより規範意識が高まることを

期待する。さらに総合的な学習の時間・生活科の学習で感じた自分や周りの人を大切に思う気持ちを
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高めるために，単元構想の中に道徳を効果的に関連させることにする。学校・家庭・地域が一体とな

って，子どもたちの思いやりの心や公共心を育てていくことが本研究のねらいである。

３ 研究の方法

本校では研究テーマ実践のために，地域の「人・もの・自然」を素材とした「総合的な学習の時間

と生活科の授業」，体験活動で感じた思いを高めるための「総合的な学習の時間と生活科とかかわる道

徳の授業」，地域の人との交流の場面を多く設定し，家庭・地域と連携する「地域連携活動」の三つを

柱として研究を進める。

子どもは社会の中で育てられているのだから，地域の人・もの・自然と子どもたちがかかわる場づ

くりをしたり，親子で活動する場を設定したりすることで規範意識を育てようと計画した。

⑴ 研究構想図

i 学習・・・地域の「人・もの・自然」を素材とした総合的な学習の時間・生活科の総称
i ボランティア・・・子どもたちが地域へ出ていき，様々な人と交流する場合、地域の方が学校に

(ｉボラ) 来て、子どもたちと交流したり，学校のために活動してもらったりする場合
のすべての人々の総称

「i」には「愛」「出会い」「eye:目」「iwanishi の i」など，いろいろな意味を込めている。

家 庭

学 校

地域（人・もの・自然）

ア イ
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⑵ 研究の仮説と手だて

i ボランティアの活動を

意図的，計画的，継続的

に設定することにより，

子どもたちは，地域の

人々の気持ちやその活動

を広く知り，地域のよさ

を再発見・再確認しなが

ら，思いやりの心や公共

心を高めることができる

であろう。

子どもたちが地域の人・も

の・自然と進んでかかわり，

いのち，交流，生き方の三

つの要素を重視した i 学習

の単元の展開を工夫するこ

とにより，互いに学び合い，

地域への愛着心が育ち，思

いやりの心や公共心を高め

ることができるであろう。

地域とかかわり

思いやりの心や

公共心を高める

①自然や自他の生命を大切にする子（いのち）

②地域に学び，かかわりを深める子（交流）

③自分の生き方について考えることができる子

(生き方)

手だて

○地域の人・もの・自

然を取り上げたi学習

の単元を構想し，地域

で活動することと授

業での話合いを繰り

返すことで，子どもた

ちが何度も地域とか

かわれるようにする。

○i 学習と道徳の時間

を効果的にかかわら

せる。

手だて

○あらゆる教育活

動で，地域の方と子

どもたちがかかわ

り合う機会を多く

設定する。

○地域教育ボラン

ティア推進委員会

など様々な組織と

連携し、i ボランテ

ィアへの参加を呼

び掛ける。

子どもの実態
・ 岩西校区を好きな子が多い。

・ 岩西校区にずっと住みたいかは，分か

らない子が多い。

・ 近所の人へのあいさつを意識している

子が多い。

・ 地域や学校のために働いてくれるボラ

ンティアの存在に気付いていない子が

多い。

校区の実態
・ 大規模な集合住宅があり，転出入が多

い。

・ 福祉施設が複数ある。

・ 集合住宅などには，多くの外国人が住

んでいる。

・ 子ども会などの組織がないところがあ

り，地域の人と人との関係が希薄であ

る。

目指す子どもの姿
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４ 研究の内容

(1) 地域の人・もの・自然を素材とした i 学習

ア 各学年の目指す子どもの姿

前頁の目指す子どもの姿に近づく

ためには，単元の中に「いのち・交

流・生き方」の三つの要素が大切で

あると考え，各学年に三つの要素に

おける目指す子どもの姿を決めて，

i 学習の単元構想をたてていった。

イ 授業実践 4 年生「Heart

to Heart ～養護学校の子との心の

交流を通して～」

つかむ

岩西小学校では，昭和 56 年から伝

統的に養護学校との交流活動を続け

ている。そのため，兄弟がいる子は，

４年生になると養護学校と交流する

という意識をもっている。その反面，

隣に学校があってもどんな学校かを

知らなかったり，学校だと知ってい

てもどんな子が通っているのか知ら

なかったりする子もたくさんいる。

始めから交流ありきでは，子ども

の問題意識も低くなる。そこで，子

どもたちが問題意識をもち，主体的

に交流に取り組めるように、話合い

活動などを取り入れて導入を工夫し

た。まず，子どもたちに，今まであ

まり意識していなかった養護学校に

目を向けさせるために，「みんなの周

りにはどんな人たちがいるのかな」

と問いかけ，地域にはどんな人がい

るのかを話し合った。話合いの中で，

子どもたちは隣にありながらどんな

学校なのかよく知らない養護学校に

目を向け始めた。子どもたちが養護

学校への興味をもったところで「顔

合わせ交流会」を行い，養護学校の教室でペアの子と顔合わせをして交流した。子どもたちは初めて

出会ったペアの子の様子に驚きながらも車椅子の押し方を教えてもらい，教室で自己紹介をしたり遊

んだりした。交流会後の話合いでは，「一緒に踊って楽しかった」「笑顔で握手をしてくれた」などの

【４年生 i 学習 単元構想】
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意見とともに、「どう接したらいいかよく分からなかった」「少しこわかった」などの率直な意見も発

表された。その後，「運動会交流」で，運動会で踊ったキッズソーランを披露して，一緒に踊り運動会

のときの話をして交流を楽しんだ。子どもたちは，「ペアの子が名前を覚えていてくれてうれしかった」

「また会えたことをすごく喜んでくれた」など，二度の交流を経て，ペアの子に親しみを覚え，また

会いたいと思うようになった。また，ペアの子が痰の吸引をされたり，寝たきりでほとんど動けなか

ったりするのを見て，ペアの子の大変さにも目を向けるようになってきた。

深める

まず，岩西小学校に授業を受けに来ている養護学校の子がいることを知った子どもたちに，どんな

気持ちで岩西小学校に来ているのかを考えさせた。子どもたちは，「岩西小学校は，段差が多いし，エ

レベーターも狭いから大変だ」「自分だけ車椅子だから恥ずかしい」「違う勉強ができて楽しい」など

いろいろな意見を発表した。そして，ゲストティーチャーとして授業に参加してもらったＡ君と養護

学校の先生の話を聞いて，本当はどう思っているかを知った。子どもたちは，養護学校の先生の「す

べて手伝ってあげるのではなく，養護学校の子は自分でできることは自分でやりたいと思っているの

で，手助けするときは必ず声を掛けてあげてほしい」という話を聞いて，今までの自分を振り返り，

これからどうしたらいいのかを考え始めた。

次に，養護学校の探検をしたり体不自由体験を行ったりした。子どもたちは，養護学校の設備の工

夫に気付き，今まで想像でしかなかった，体が思うように動かない大変さを実感した。そこで，「もっ

と仲よくするにはどうしたらいいのかな」という授業を行った。子どもたちは，「もっと何回も養護学

校に行く」「相手の喜んでくれることをする」などと話し合いながら，ペアの子のことを考えて一緒に

遊べる交流会(ふれあい交流会)を開きたいという思いをもつようになった。その中で，子どもたちは，

ペアの子がどんなことが好きなのか，どんなことができるかをもっと知りたいと考え，養護学校の先

生や本人に聞いてみたいという思いをもった。そこで，授業後に養護学校に行って養護学校の先生か

らいろいろなことを聞き，改めて「ふれあい交流会」の話合いを行った。子どもたちは，ペアの子の

ことを考えて，「わたしのペアのＢちゃんは車いすに乗っているから～」とか「ぼくのペアのＣ君は歌

が好きだから～」など自分のペアの子を名前で呼び，相手のことを思いながら話合いを進めどんなこ

とをするのかを決めていった。「ふれあい交流会」では，ペア

の子と一緒にお店を回ったり，自分たちが考えたお店で，養

護学校の子と触れ合ったりした。交流会の中で子どもたちは，

射的をするときに手を添えて一緒にやったり，どこに行きた

いか声を掛けたりして，ペアの子と一緒にお店を回りながら

楽しむことができた。その後，交流会を振り返る話合いを行

い，「Ｄくんはしゃべれないけど，どこに行きたいか聞くと，

表情で答えてくれた」「魚つりがいちばん笑顔で喜んでいた」

「ボールを持っただけで顔を赤くした。最後は手伝ったけど，

わたしたちには軽くてもとても重かったんだなと思っ

た。すごく笑ってくれてわたしまで楽しくなった」な

どペアの子の細かい表情や様子から気持ちを考えて行

動していた子どもたちの様子がうかがえる発言が聞か

れた。ペアの子が本当に楽しんでくれたのか考え，自

分の行動を振り返ることができた。また，「パレードの

【ふれあい交流会後の感想】

【ふれあい交流】



岩西 6

ときＥちゃんが，がんばれと声を掛けてくれた」のように，ペアの子が自分のことを考えてくれたこ

とに喜びを感じている子も見られた。ペアの子と普通に接し，名前を呼び，相手のことを考えた発言

ができるようになったことは，何度も養護学校の子と触れ合ったからこそだと考える。子どもたちの

相手のことを考える思いやりの心は少しずつではあるが確実に育ってきていると感じる。

広げる

国語の「一年間の思い出をしょうかいしよう」で，今までの交流活動を振り返り文集にまとめた子

どもたちと，1 月からの交流をどうしていきたいか話し合った。子どもたちは，ずいぶん仲よくなっ

てきて，ペアの子のことも分かってきたけど，もっともっと仲よくなりたいと考え話合いを進めてい

った。話合いでは，「最後の交流会だから，ただ楽しむだけじゃなくて，ペアの子とゆっくりと話した

り，遊んだりしたい」とか「お互いに忘れないように，最後の思い出を作りたい」などペアの子との

最後の交流だということを意識した発言がたくさん聞かれた。今後，この話合いを生かして，自分た

ちの思いを養護学校のペアの子に伝えるための最後の交流会「お別れ交流」を行う。そして，最後の

授業参観で自分たちが養護学校との交流で感じたことを保護者に伝える活動を行う。その中で、だれ

もが力いっぱい生きていることに気付き，思いやりをもって人と接することの大切さを感じてほしい

と願っている。

i 学習で行った交流会や体験活動に保護者の方にも同行してもらい，様々な場面で子どもたちに声

を掛けてもらったことは，活動している子どもたちにとって励みになったと感じる。さらに，保護者

自身も校区にあっても知らなかった養護学校の様子について知ったり，普段の家庭での子どもの顔と

違うところを見てもらったりしたことは，大変有意義だったと思われる。「お別れ交流」にも，保護者

に参加してもらう予定である。

(2) i 学習とかかわらせた道徳の時間

i 学習の授業の中で感じた

り，考えたりしていく，「いの

ち」や「生き方」にかかわる

多様な価値観を深めたり，i

学習の活動の中で感じた自分

や周りの人を大切に思う気持

ちを高めたりするために，道

徳の時間を効果的にかかわら

せようと考えた。i 学習と道

徳の時間をタイムリーにかか

わらせることで，子どもたち

は，自分たちの日常生活に加

え i 学習での活動を基に様々

な道徳的価値について話し合

い，考えを深めていく。i 学

習の体験活動の中で，子どもたちが気付きかけていて，言葉や実感としてまだ形になっていない思い

を，道徳から別の視点をもたせていくことで，気付く手助けとしていきたい。また，道徳の時間に気

付いた思いを i 学習でのペアの子との交流の中で生かしてくれたらと思う。

ア 4 年生「うれし！楽し！！大好き！！」

【４年生 道徳 単元構想】
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養護学校のペアの子のよさや違いを認め，相手の立場を考えて思いやりの心で接しようとする心情

や態度を育てていくためには，命の大切さを感じ，人それぞれの違いを受け入れることが必要である。

そこで，「みんな生きている」「みんなそれぞれ違ってる」「ありのままを受け入れよう」という三つの

段階で一連の道徳の時間を i 学習とかかわらせた。子どもたちは，i 学習での交流活動で自分とペア

の子との違いに気付いていく。その思いを基に，道徳の授業の中で別の視点から話し合うことを通し

て，その違いを受け入れ，自分と違うところのある友達を大切に思う気持ちをはぐくんでいく。そし

て，この気持ちがその後の i 学習での養護学校との交流活動に生かされることになると考えた。

イ 授業実践「心のバリアフリー」

子どもたちは，i 学習の時間

の中で，養護学校の子と交流し，

「顔合わせ交流」や「運動会交

流」を通して，少しずつペアの

子と仲良くなってきた。さらに，

体不自由体験を行い自分の体が

思うように動かない大変さを実

感し，ペアの子はいつもこんな

に大変な思いをしていることに

気付き，ペアの子ともっと触れ

合いたいという気持ちを深めて

いる。そして，自分のペアの子

のことを考えながら遊びの内容

を考えて一緒に遊べる交流会を

開こうと話合いを始めた。その

ような子どもたちに，事故によ

り首から下が動かなくなった星

野富弘さんの生き方を考えるこ

とで，精一杯生きている人の素

晴らしさを感じ取らせる授業を

取り入れた。

まず，星野さんの描いた絵を

見せ感じたことを発表させた上

で，星野さんが首の骨を折って

首から下が動かないことを知ら

せた。子どもたちは，首が折れてしまったのに，絵を描いて

いるという事実に驚き，星野さんへの関心を深めた。そこで，

星野さんが口で筆をくわえて絵を描いているビデオを視聴さ

せ，実際に自分たちも口で鉛筆をくわえて名前を書く体験活

動を行った。子どもたちは，実際に自分が体験することで，

口で書くことの難しさや星野さんのすごさについて実感しワ

ークシートに思いを書くことができた（資料１）。話合いの中 【鉛筆を口でくわえて書く】

【「心のバリアフリー」授業案】
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で，子どもたちは，星野さんが初めから上手に

描けたわけではなく，どうしても自分で描きた

いという意思をもち，大変な努力をしてきたこ

とに気付いていった。そして，もう一度腕を動

かすことができたら何をしたいかについて話し

合い，星野さんの思いが綴られた「なずな」の詩を聞くことで，星野さんの努力と優しさに気付くこ

とができた（資料２）。子どもたちは，二度の交流会後，体不自由体験を行い，様々な障害に負けずに

精一杯努力している星野さんの姿について考え

たことで，ペアの子の大変さや努力について考

えを深めるきっかけになった。また，次に行わ

れる交流会に向けての話合いや交流会で使う道

具作りのときに，今まで以上にペアの子の障害

について考え，よりペアの子が活動しやすいよ

うにしようという姿勢や言動が見られるように

なった。

(3) 地域の人とのかかわりの場を多く設定した様々な教育活動

子どもたちの思いやりや公共心を高めるためには，学校が地域と連携し，地域全体で子どもたちを

見守り，地域の大人たちができるだけ多く子どもたちとかかわり合うことが大切である。そこで，i

学習や道徳の時間以外でも，教育活動のあらゆる場面をとらえて，地域の人・もの・自然とのかかわ

りを重視した活動を行うこととし，教科の学習をはじめ，特別活動，ＰＴＡ活動にも，積極的にその

場面を求めることにした。

その中でも，特に地域の人との連携については，子どもたちが地域へ出ていき，様々な人と交流す

る場合もあれば，地域の人が学校に来て，子どもたちと交流したり，学校のために活動したりする場

合もある。わたしたちは，そういう人々をすべて「i ボランティア」と名付け，学校・家庭・地域が

一体となって教育活動を進めていくこととした。

ア 岩西バザー（体験活動）

毎年，秋に行われていたＰＴＡ主催の岩西バザーを夏休み

に変更して，地域の人に体験コーナーの講師になっていただ

き，子どもたちと一緒に活動する機会を設けた。今回は，太

鼓連による和太鼓教室・高齢者３団体による伝承遊び，地域

に住む養護学校の先生による車椅子体験，６年生の保護者に

よる革工芸が行われた。どのコーナーも子どもたちに人気で，

バザーに来た保護者の参加する姿も見られた。伝承遊びのお

年寄りからは，「子どもたちと一緒に遊ぶことができてとても

楽しかった」という声もいただいた。また，保護者と教師が

協力して行った子どもチャレンジにも多くの子どもたちが参加して様々なゲームを楽しんでいた。本

年度は，地域の福祉団体もバザーに参加し，子どもだけでなく，教師や保護者も地域の人と触れ合う

ことができた。このバザーでは，地域の人へ学校の様子を伝える場として，i ボランティアの様子を

活動ごとにまとめ，パネルで紹介することも行った。

イ 親子草取り

資料１【星野さんのすごさに気付く】

【太鼓連による和太鼓教室】

資料２【星野さんの優しさと努力に気付く】
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教師と保護者と子どもが共に汗を流す活動を行うことで，

つながりが深まればと考え，夏休み明けの半日自由参観日

に合わせて，夏休みに伸びた雑草を親子で取り除こうと，

親子草取りを行った。参観日と合わせて行ったためたくさ

んの保護者の参加があった。親子で一緒に草取りをして，

汗をかきながら「あんなに生えていた草がなくなってよか

ったな」と共に感じることができた。参加した保護者から

も「子どもたちと一緒に草取りができて、今まで知らなか

った保護者とも話ができてとてもよかった」という声が届

いた。

ウ あいさつ運動

あいさつ運動を推進する委員会が中心となって活動を計

画し，毎月の月末の一週間をあいさつ週間と位置付け，あ

いさつ運動を行っている。そのあいさつ運動に高齢者団体

の方にも参加してもらい，委員会の子やボランティアの子

と一緒になってあいさつをしている。

さらに本年度からは，地域の人にも子どもたちの登下校

時に家の近くに出て，あいさつをしながら見守る地域活動

を進めている。

また，近隣の小中学校４校で毎年あいさつサミットを年

数回開き，あいさつについて話し合うことで連携を深めている。合同あいさつ運動を行ったり，中学

生が母校の小学校であいさつをしたりする活動も続けている。あいさつサミットには地域の人にも参

加してもらって一緒にあいさつについて考え活動している。

(4) 地域教育ボランティア推進委員会などの組織との連携

昨年度より，子どもを地域の中でどのよ

うに活動させ，地域の子どもとして地域で

育てるシステムの構築を目指し，学校と地

域をつなぐ役割を担う地域教育ボランティ

ア推進委員会を設置した。メンバーには，

現・元自治会長，保護司，i ボラ，学校関

係者評価委員会のそれぞれ代表者の方，Ｐ

ＴＡ女性代表，東部地区市民館館長，教頭

はじめ学校職員４名が入っている。その中

では，校内コーディネーターとして教頭，

地域コーディネーターとして自治会長さん

の２名が中心となって活動している。また，その他 11 名のボランティア推進委員がサブコーディネー

ター的役割を担っている。

地域教育ボランティア推進委員会は年３回行われ，その中で，学校の様子を伝えると同時に，地域

での子どもの様子をうかがっている。推進委員には，学校の意向をくんで地域に働きかけて様々な人

材を i ボランティアとして推薦してもらっている。

【親子草取り】

【地域の人と一緒にあいさつ運動】

【地域教育ボランティア推進委員会組織図】

学校（児童）

校内コーディネーター
（教頭） 地域コーディネーター

地域教育ボランティア推進委員会

地域（人・もの・自然）

※推進委員がサブコーディネーター的

役割を担う

保護者 自治会

有識者

ボランティア代表

研究主任
コーディネーター（校内・地域）

平成２２年度
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さらに，地域が学校に望むこと（子ども会行事や地域の

祭りへの子どもの参加など）があるときには，学校に伝え，

協力できるように，地域と学校が相互に支え合える仕組み

をつくっている。第２回の推進委員会では，校区の自治会

長より，来年度のごみゼロ活動を学校と地域が同時に行え

るように年度内に調整したいという声も出ている。

５ 研究のまとめと今後の課題

(1) 成果

ア 地域の人・もの・自然を素材とした i 学習

地域の人・もの・自然を素材とした単元を構想し，実践することで，子どもたちは，地域の人と何

度もかかわることにより，親しみをもち，愛着を感じ始めている。どの学年の話合いでも，子どもた

ちはかかわった人を名前で呼ぶようになり，「Ｈさんは学校のために花を植えてくれている優しい人」

（３年）「ペアのＪくんが喜ぶ遊びをやりたい」（４年）「Ｋさんのお菓子作りに対する気持ちを見習い

たい」（５年）など，地域の人に対する自分の思いを真剣に伝え合っている。交流会や探検などの体験

活動を行い，そこでいろいろなことを感じた子どもたちの話合いは活発になり，お互いの考えを深め

合っていった。

４年生の実践では，体験活動に参加した保護者から「最初の顔合わせのときは恐る恐るだったけど，

今は自然に接している」「自分のペースより，ペアの子のペースを考えて行動していて，相手のことを

考えることを学んでいるなと思った」など子どもたちの成長を感じる感想も届いている。何度も養護

学校へ行き，養護学校のペアの子と交流し，体験を基に話合うことによって，思いやりの心や公共心

が育ってきていると感じる。

また，体験活動には，保護者に参加を呼び掛け，参加

してもらうことで，「養護学校に初めて行って，どんなと

ころか分かった」「同じ校区なのに知らないお店がたくさ

んあった」「知らなかった地域の人と知り合いになれた」

など，保護者自身が今まで知らなかった地域の人・もの・

自然を知ったり，参加した親同士のつながりができ始め

たりしている。養護学校の先生からも「地域の人が養護

学校のことに関心をもってくれるのはとてもうれしい。

もっとたくさんの人に来てもらいたい」という声も届け

られた。

イ i 学習とかかわらせた道徳の時間

i 学習の体験活動と道徳の時間をタイムリーにかかわらせることで，i 学習で感じた思いを道徳の時

間で膨らませたり，道徳の時間で考えたことが i 学習で実感できたりと，子どもたちは様々な道徳的

価値に気付くことができた。

４年生の実践では，養護学校のペアの子と交流した後，命を大切にすることや人それぞれの違いを

認め，人に優しく接することなどについて，交流で体験したときのことを思い出しながら資料につい

て話し合った。「星野さんと同じように養護学校のペアのＬさんも体が思うように動かないけど，わた

したちと同じように歩いたり踊ったりしたくてがんばっているんだ」「Ｍ君は，体が不自由でぼくたち

と違うけど，感じることは同じで表情から分かる」というように，体験と資料の内容を重ね合わせて

【i ボランティアによる放課後教室】

【３年 地域の人・ものを生かした体験活動】
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考え，振り返りを書くことができた。交流会が進むたびに優しくなっていく子どもたちの表情やペア

の子の小さな動きに気付くようになった子どもたちの様子から思いやりの心が高まっていることを感

じることができた。

ウ 地域の人とかかわりの場を多く設定した様々な教育活動

様々な場面で地域の人とかかわることで，子どもたちは，いつも自分たちを見守っていてくれてい

る人がたくさんいることに気付き始めている。初めは小さかったあいさつやお礼の声も次第に大きく

なり，気軽に話し掛けたり，話し掛けられたりしても返答に困らなくなってきている。子どもたちは，

地域の人と一緒に活動したり，話したりすることで規範意識を高めていることが分かる。また，あい

さつ運動などに参加してくれた高齢者団体の人から「子どもたちから大きな声であいさつしてくれる

ようになってきたのがうれしい」「子どもたちのあいさつに元気をもらっている」などの声も届いてい

る。

エ 地域教育ボランティア推進委員会などの組織との連携

地域教育ボランティア推進委員会のコーディネーターを

通じて積極的に地域に働きかけたり，地域を素材とした i

学習の単元をつくるために地域の人の話を積極的に聞いた

りすることによって，様々な i ボランティアが集まるよう

になってきた。高齢者団体をはじめとした諸団体との連携

も少しずつ形になってきている。また，本年度，i ボラン

ティアとして活動してもらった人をリスト化している。そ

れらの人には，今後も継続的に活動をしてもらえるように

働き掛けていきたいと考えている。

また，i ボランティアを授業の中に積極的に取り入れた

り，保護者に，様々な授業に参加してもらったりすることによって，保護者の学校への意識も変わり

つつある。

(2) 課題

i 学習として地域の人・もの・自然を素材として単元構想を立て２年間実践を進めてきた。i 学習の

体験活動や道徳の時間にはぐくんだ道徳的な価値は，すぐに子どもたちの日常生活には結びつかない。

今後も，子どもたちが様々な場面で多くの地域の人とかかわり，思いやりの心や公共心を高められる

ように継続した活動を取り入れていきたい。そして、小学校生活６年間の学習を通して、子どもたち

の規範意識を高め，地域とともに子どもたちを育てられるよう今後も研究を進めていきたい。

また，i 学習だけでなく、様々な教科・領域を通して地域の人とのかかわりを深められるように努

力していきたい。そのためには，学校と地域がしっかりと連携し，相互に支え合う体制を構築する必

要がある。地域教育ボランティア推進委員会の役割をはっきりとさせ，i ボランティアを充実させる

とともに，地域の声をしっかりと吸い上げ，子どもたちがどんどん地域に出ていくことができるよう

にしていきたい。

そして，子どもたちの心を育てるために，より一層地域の人の目を学校に向けさせる手だてを考え，

学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを見守っていけるよう連携していきたい。

【ｉボランティアによる授業５年｢夢をつかもう｣】
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英会話の時間

○自然や自他の生命を大切にする子
○地域に学び，かかわりを深める子
○自分の生き方について考えることができる子

目指す子どもの姿

英語を通じて，言語や文化について体験
的に理解を深め，積極的にコミュニケー
ションをとろうとする態度の育成を図る。

ボランティア活動を充実し，児童一人一人が明るく伸び伸びと自己表現でき，
互いに認め合い，励まし合い，助け合っていける学級づくりを目指す。

造形的な創造活動を通して，
表現する喜びを味わい，創
造性や豊かな情操を養う。図画工作

家庭・地域との連携

家庭と協力して，基本的生活習慣を身に付けさせるとともに，地域の人々と協
力した教育活動を積極的に行い，地域の自然や文化に親しみ，「大好き！岩
西」と胸をはって言える子を育てる。

学校・学級環境の充実・整備

平成22年度道徳教育全体計画 豊橋市立岩西小学校

明るく
たくましく
心ゆたかに

・ い・・・いつも 問いつづける子

・ わ・・・わすれず きまりを守る子

・ に・・・にこにこ 明るい子

学校の教育目標

日本国憲法
教育基本法
学校教育法
学習指導要領

・ し・・・しっかり 体を動かす子

児童の実態
・明るく素直で，優しい。
・規範意識に欠け，基本的生
活習慣や学習習慣が定着し
ない子がいる。

教師や保護者の願い
・自他を大切にし，人やもの
とのかかわりを豊かにしてほ
しい。
・相手のことを思いやり，仲よ
く助け合ってほしい。

各教科

国語

思考力や想像力及び言語感
覚を養うとともに，伝え合う力
を高め，豊かな道徳的心情
を育てる。

・教室内外の環境美化，施設設備の安全と維持に努める。
・言語環境を整え，相手の気持ちを思いやる言葉遣いをできるようにする。
・図書館を充実し，読書活動や調べ活動を推進し，道徳教育に資する。
・互いの人権を尊重し合い，学び合い，育ち合う豊かな人的環境をつくる。

家庭

家庭生活の在り方を考え，家
庭の一員として家庭生活をよ
りよくしていこうとする態度を
養う。

音楽

表現や鑑賞の活動を通して，
音楽に対する感性を育て，豊
かな情操を養う。

社会

国際社会に生きる一員として
の自覚を高め，公民的資質
の基礎を養う。

自然を調べる能力と態度を
育て，自然を愛し，動植物を
愛護しようとする心情を育
て，科学的見方考え方を養
う。

算数

見通しをもち，筋道を立てて
考え，数理的・合理的に判断
し処理する能力を育てる。

理科

○明るく誠実に行動する子

道徳の時間の指導方針

道徳教育の推進体制

校長の方針の下，校内道徳
指導のリーダー的役割を担う
「道徳教育推進教師」を中心
として，指導の活性化を図
る。

○相手の気持ちを考える思いやりのある子

○命を尊び，健康安全に心がける子

各学年の重点目標

道徳教育の重点目標

思いやりの心をもち，地域とともによりよく生きようとする子を育てる。

・心に響き感動するような教材（地域教材）の開発を進め，ゲストティーチャー
を活用した指導形態の工夫を行う。

特別活動

・学校行事のねらいを理解さ
せ，積極的に参加することを
通して，集団への所属感・連
帯感を深め，集団活動によっ
て心身の健全な発達を図る。
・仕事を分担・処理する活動
を自主的・自治的に行うこと
を通して，自主性と社会性を
養い，個性の伸長を図る。
・学級生活の充実と向上を図
り，健全な生活態度を身に付
ける活動を通して，協力して
よりよい生活を築こうとする
態度を養う。

・適切かつ積極的に助言・援
助・指導を行うことで，望まし
い人格の形成を促し，一人一
人の自己実現を図る。
・児童理解を深め，全教師の
協力体制のもとに，家庭・地
域の理解と協力を得ながら，
一貫性・継続性をもった指導
をすることによって，好ましい
生活習慣と実践力をもった児
童を育成する。

・確かな資料分析を基に，主発問を精選した「道徳の時間」を実践し，道徳的
価値を深める。

高学年

生活指導

・道徳的価値の自覚及び，自己の生き方への自覚を深め，実践への意欲を
高める。

・互いの考えを尊重し，認め合い，自分のよさを生かしながら活躍できる力を
育てる。

体育

協力の大切さを知り，集団の
中での個の在り方を考え，健
康の増進と体力の向上を図
り，楽しく明るい生活を営む
態度を育てる。

i
学
習

生活

様々な体験を通して，身近な人々，
自然，社会と自分とのかかわりに
ついて考えるとともに，基本的な生
活習慣を身につけさせ，自立への
基礎を養う。

総合的な学習の時間

・主体的に判断し学習を進めたり，
粘り強く考え解決しようとする資質
や能力，自己の目標を実現しようと
したり，他者と強調して生活しようと
する態度を育成する。
・地域に目を向け，地域の人とかか
わることを通して，地域の人の生き
方を学んだり，自分の生き方を考
えたりしようとする力を育てる。
・心に響く体験や活動を通して，多
様な価値観にふれ，道徳的実践力
を養う。

・縦割り活動における異年齢
間の交流を深めることによっ
て，連帯感や協調性をはぐく
み，互いを尊重し思いやりの
ある児童を育てる。
・体の不自由な人やお年寄
り，豊橋養護学校との交流活
動を通して，ともに触れ合う
中で，生き方を学び，より深
い人間愛の育成を目指す。
・地域の人・もの・自然を素材
としたi学習の中で，地域に出
かけ，多くの地域の人とかか
わることを通して，規範意識
の向上を図り，豊かな人間性
を育む。

特色ある教育活動

･自分の考えを基に，書いたり話し合ったりすることで自らの成長を実感できる
工夫をする。

・道徳の時間とi学習の時間をかかわらせた単元構想を立てることで，体験活
動とつながりをもたせた効果的な指導をする。

・家庭，地域社会との共通理解のもと，連携して地域とともに子どもを育てる。

学級経営

・授業参観 ・個人懇談会 ・教育相談 ・家庭訪問 ・学年通信 ・学級通信
・学校新聞 ・PTA新聞 ・はちの子だより ・学年ブログ ・ホームページ
・メール配信 ・地区懇談会 ・地域教育ボランティア推進委員会
・学校評議会 ・青パト隊 ・高齢者三団体との交流 ・保育園との交流
・豊橋養護学校との交流 ・児童福祉施設との交流 ・学校保健委員会
・東部中トライアングル（あいさつサミット・５３０運動） ・道徳の時間の授業公
開

○よいことと悪いことの区別をし，よいと思うことをすすんで行う。

○気持ちのよいあいさつ，言葉遣い、動作などに心掛けて明るく接す
る。

○自分や地域を支えてくれる人に気付き，感謝の気持ちをもって行動
する。

○集団における役割と責任を果たし，社会の一員としての自覚をもつ。

○相手の立場を理解し，支え合う態度を身に付ける。

・日常生活における道徳教育を補充，深化，統合する時間として位置付け，道
徳的実践力を育てる。

○相手のことを思いやり，すすんで親切にする。

低学年

中学年


