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愛知県総合教育センター研究紀要 第 100 集（平成 22 年度）

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
－学校・家庭・地域の相互連携を核とした道徳教育の推進－

社会全般の規範意識向上が急務であると言われている。そこで，本研究において，児童生徒及び

その保護者を対象に，規範意識に関する調査を行い，分析結果を踏まえて，規範意識を高めるため

の学校・家庭・地域の役割や相互連携の在り方を探った。また，新学習指導要領で位置付けられた

道徳教育推進教師(主任)が中心となり，「顔が見える話合い」をきっかけに「目標を共有」し，「互

いに有益」となる相互連携の実践を進めた。これらの実践より，児童生徒は家庭や地域の人とかか

わる活動や道徳の時間を通して，多くの人の眼差しを感じながら自己を見つめ，共によりよく生き

ようとする価値観をはぐくむことにより，規範意識を高めることが分かった。

＜検索用キーワード＞ 規範意識 実態調査 自己肯定感 道徳教育 人とのかかわり

新学習指導要領 道徳教育推進教師 相互連携

研究会委員

あま市立甚目寺西小学校教諭 鈴木 文博（平成 21,22 年度）

豊橋市立岩西小学校教諭(現豊橋市立旭小学校) 稲田あけみ（平成 21 年度）

豊橋市立岩西小学校教諭 加藤 秀之（平成 22 年度）

武豊町立武豊中学校教諭 岩橋 雅高（平成 21,22 年度）

刈谷市立朝日中学校教諭 吉田 幸和（平成 21,22 年度）

県立守山高等学校教諭（現愛知県警察) 菅原 弘勝（平成 21 年度）

県立守山高等学校教諭 鈴木 宏伸（平成 22 年度）

総合教育センター経営研究室長(現津島市立蛭間小学校長) 浅井 厚視（平成 20,21 年度）

総合教育センター研究指導主事(現県立旭丘高等学校教頭) 小塩 卓哉（平成 20 年度）

総合教育センター研究指導主事(現豊山町立豊山小学校教頭) 平手ゆり子（平成 21 年度）

総合教育センター教科研究室長 川澄 誠（平成 20,22 年度）

総合教育センター研究指導主事 宮崎 千智（平成 21 年度）

総合教育センター研究指導主事 佐々木佐知子（平成 22 年度）

総合教育センター研究指導主事 岡村 直樹（平成 21,22 年度）

総合教育センター研究指導主事 犬塚 章夫（平成 22 年度）

総合教育センター研究指導主事 貝沼 眞幸（平成 20,21,22 年度主務者）



基調 2

１ はじめに

生活の場には共通のルール，マナーがあってこそ，互いに尊重し自律的に人や物事にかかわってい

くことができる。この共通のルールが多様な社会構造によって見えにくく，子どもたちはどうしたら

よいのか迷っている。現に平成 16・17 年度文部科学省委嘱による「義務教育に関する意識調査」（ベ

ネッセ調査）でも，小学校・中学校調査において「学校生活で身に付ける必要がある力」として，児

童生徒自身が「よいことと悪いことを区別する力」「まわりの人と仲よくつきあう力」を上位２つに選

択し，大人や社会へメッセージを送っている。

学校と家庭，地域の共通理解の下，共に一貫した態度で働き掛け，生き方や魅力的な人間像を具体

的な姿で示すことが，子どもたちの不安を解消し規範意識を高める近道である。そのために本研究で

は，学校が家庭や地域へ情報を公開し，理解を得ながら信頼関係を築く中で，その家庭や地域を巻き

込み，三者が主体的に子どもにかかわることができるよう連携の在り方について研究を進めている。

２ 規範意識にかかわる先行研究

当センターでは，平成 16 年度から平成 18 年度の３年間に，「豊かな心の育成を目指す指導の在り方」

に関する研究を行った。自己肯定感や規範意識にかかわる実態調査と実践研究により，次のように成

果と課題をまとめた。

・規範意識の醸成には，自己肯定感と過去の体験が深くかかわることが分かった。

・｢言葉｣と｢体験｣を意識し，幼小中高による異校種連携に取り組み，一定の成果があった。

・社会全般の傾向として「よい子志向」「同調志向」が強く，周囲（含む慣習）により，規範が乱れ

ると修復困難であることが分かった。

・家庭の機能低下，地域の人間関係希薄化が見られる。

・地域に開かれた学校経営による，家庭・地域の価値再生が必要である。

３ 研究の目的

家庭や地域の価値再生を含め，本研究の目的を次のように設定した。

規範意識に関する実態調査や実践を通して，学校，家庭及び地域の役割を明確にしながら，規

範意識を高める効果的な相互連携の在り方を探り，各学校の道徳教育推進や家庭及び地域の教育

に関する具体的な指導や支援に資する。

学校が進める道徳教育は，家庭や地域との多様な連携が求められている。本研究では，家庭や地域

と共通理解を深める工夫，道徳の時間への積極的な参加や協力を得る工夫，地域全体で道徳教育を推

進する工夫について具現化を図る。

４ 規範意識に関する実態調査－年齢とともに低下する自己肯定感と規範意識－

(1) 実態調査の概要

愛知県内の小学２，４，６年生と中学生及び高校生の規範意識と，その保護者には，子どもの様子

や子どもへのかかわり，学校への協力意識を調査した。調査は，6,500 人を対象に実施し，児童生徒
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用，保護者用共に択一式である。平成 16 年度に実施した「豊かな心の育成を目指す指導の在り方に関

する研究」の調査にある規範意識にかかわりのある項目を取り上げて経年比較し，規範意識の変容も

つかむこととした。

(2) 自己肯定感の高まり

平成 16 年度の調査と平成 21 年度

の調査で「わたしにはよいところが

ある」「わたしは，人の役に立ってい

る」という項目について「全然あて

はまらない」「どちらかといえばあて

はまらない」「どちらかといえばあて

はまる」「よくあてはまる」と回答し

た割合を比較すると，図１のように

なった。この５年前と比較して自己

肯定感はやや高まったととらえるこ

とができる。

(3) 発達にともなって低下する自己肯定感

自己肯定感は５年間でやや高まったとはいえ，学年と質問項目のクロス集計を行うと，図２のよう

になる。自己肯定する割合は学年が上がるにつれて低くなる傾向にある。さらに「全然ない」と完全

に否定している割合は，校種が変わるときに高まる傾向がある。特に小６から中１が顕著で，大きく

学習環境が変わり不安が増す時期であり，居場所，活躍場所を探している段階であるとも言える。

(4) 維持されている学校の規範

図１ 自己肯定感の高まり

図２ 自己肯定感の変容（平成 21 年度）

図３ 維持されている学校の規範
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図３は「学校のきまりを守って

いる」「学校のきまりを守ることは

大切である」について「全然あて

はまらない」「どちらかといえばあ

てはまらない」「どちらかといえば

あてはまる」「よくあてはまる」と

回答した割合である。平成 16 年か

ら 21 年の５年経年で「守ってい

る」割合はわずかに増加しており，

学校の規範は維持されていると判

断できる。しかし，「守ることは大

切である」という意識はわずかに

減少した。今後も継続した指導と

周囲の目線が必要である。

「学校のきまりを守っている」

の項目に対して，学年とこの項目

のクロス集計を行った結果が図４

である。学年が進むにつれて「学

校のきまりを守る」割合が低くな

っている。中３から高１への段階

で「全然あてはまらない」「あまり

あてはまらない」の割合が，特に

高くなっている。服装や頭髪，携

帯電話の所持などの校則は，自律

的な行動が求められ，他人とのか

かわりが判断しづらい規範のため

であろうか，規範が乱れやすく，

また，周囲の同調圧力も働いてい

ると考えられる。しかし，高３に

なると改善の傾向が見られる。

「学校のきまりを守る理由」で

は「守ることが当たり前」が約４

割で，「他人に迷惑」を理由として

あげているのは約３割である。残

りの約３割は，「そうしなさいと言

われる」「しかられる」「ほめられ

る」であり，他律的な傾向である

ことが分かる。

(5) 判断しやすい規範

学校のきまりほどではないが，「公共の場で大声で話していない」という規範も維持されている。学
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図５ 「公共の場で大声で話していない」と「学年」の関連

図４ 「学校のきまりを守っている」と「学年」の関連
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図５ 「公共の場で大声で話していない」と「学年」の関連



基調 5

年が上がるにつれ，生活する社会が格段に広がる。保護者や指導者の目から離れていても「よくあて

はまる」割合は「学校のきまりを守る」場合よ

りもはるかに高いと言える。しかし，納得でき

主体的に守れそうな規範であるが，「あまりあて

はまらない」「全然あてはまらない」と回答した

割合は「校則を守っている」と同じ傾向にあり，

年齢と共に規範意識が低下している点も注目す

べきである。

図６は，「並んでいる列に割り込むこと」「人

のものを断らずに借りること」「電車や駅など公

共の場で大声で話すこと」「人のまじめな行為を

笑うこと」「授業中，勝手におしゃべりしたり立

ち歩いたりすること」「自転車の二人乗りや信号

無視など交通ルールを守らないこと」「お年寄り

や体の不自由な人に席を譲らないこと」「親や先

生の言うことを聞かないこと」に対して，「悪い

こと」「本人の自由」「悪いことではない」の割

合を示し，「悪いこと」の多い順に並べたもので

ある。つまり，規範意識が高い順である。そう

すべき理由が分かりやすい項目から順に並んで

いるようにも見える。「お年寄りや体の不自由な

人に席を譲らないこと」「親や先生の言うことを

聞かないこと」については，利他の精神，人間

愛にも深く関連し，利害だけでは判断で

きないことである。また，相互の人間関

係や場の状況も多様でもあり，より思考

力・判断力が要求される。

(6) 親の意識と子どもへの働き掛け

図７は，児童生徒と同じ項目について

「児童生徒の行為としてどう思うか」を

保護者が回答したものである。「お年寄り

や体の不自由な人に席を譲らないこと」

「親や先生の言うことを聞かないこと」

を除き，「悪いこと」の割合が高い。また，

ルールやマナーを守ることの大切さを児

童生徒に教えていると回答した保護者は

９割を超えているが，児童生徒はそれほ

ど感じていないことが図８から分かる。

図９は，「悪いことをして親に強くしか

られる」経験について聞いたものである。
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この５年間でしかられる経験は減少している。ほめられたりしかられたりする経験が多いほど正義観

が身に付いているという調査結果(青少年の自然体験活動等に関する実態調査)もある。家庭内ですら，

かかわりの薄い集団形成がなされていることも予想できる。

学校は，多くの人，もの，こととかかわりをもたせながら，かかわることのよさを実感させ「自他

を尊重し，共によりよく生きる」ことの価値を深める必要がある。

５ 規範意識の醸成

教育基本法の改定や学校教育法の改正に合わせ，平成 19 年５月には，衆議院の教育再生に関する特

別委員会などによって，社会の事象を取り上げながら，規範について論議がなされた。その論議の内

容や文献を参考にしながら字義的な意味も踏まえて，規範を次のようにとらえた。

ある物事に対しての是非，善悪を判断，評価したり，行動したりするときによりどころとなる

価値の基準。法律，ルール，道徳，その集団の慣習が基準となりうる。

つまり，善悪を判断する基準である。また，

規範意識とは，集団にある規範に対する行為者

の価値意識やそれに従おうとする態度であると

とらえる。集団の構成員は，その集団が集団と

して機能するよう，集団の規範に従って同調す

ることが求められる。規範意識の醸成には，多

様な社会性，道徳性が大きく作用する。ルール

やマナーを守ろうとする規範意識の醸成には，

例えば，自律や思いやり，協調，敬愛などが相

互にかかわっている。（図 10｢心の活力｣を一体

的に描く：永田繁雄）多くの学校では，道徳の

時間をはじめ，様々な体験活動を通して，それらの道徳性をはぐくもうと日々実践している。しかし，

これらは必要であるが，それだけで十分であるとは言えない。

教師や保護者，社会の大人自らが規範を守り，率先垂範しなければならない。学校で教えられた規

範と身近な集団にある規範を結びつけて実感を重ねていかなければ，本音と建て前の有り様を児童生

徒はすぐに見抜き，規範意識は全く身に付かない。

６ 規範意識の芽生えとしつけ

規範意識は，人とかかわる生活を通してはぐくまれる。その芽生えは母子関係からである。身の回

りの世話，スキンシップなど数々の愛情を感じながら情緒が安定する中で，母親が絶対的な存在とな

る。その母親の反応が行為の判断基準となる。やがて父親や保育士へと判断基準の対象が広がる。

「しつけ」という名の規範行為を押しつけ，そうしなければ心地悪い，そうすることで心地よく生

活ができるまでし続けて，身に付けることが幼児期には可能である。幼児は，葛藤しながらも大好き

な人の反応を期待し精一杯振る舞う。そして，あいさつができたり，身の回りの整頓ができたりする

ことで大人に褒められることでさらによい行いを重ねていく。次第に自己肯定感や自制心が高まって

いく。低学年ごろまでは，他律の段階であり，集団や社会のルールをしつけることができるだろう。

ともによりよく生きる

今の自分

がんばる
志

かかわる
恥

おたがいさま
徳

よりよく生きる 共によりよく生きる

参考：＜子供の中に育てたい「心の活力」を一体的に描く（東京学芸大学教授永田繁雄氏）＞

自立・自律 社会参画

規範意識

生活習慣
自己肯定 人間関係形成

共に生きる

「他人に迷惑をかけるな」だけでは規範意識は醸成できない

図 10 ともによりよく生きる
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周囲の大人や集団の規範モデルが重要であることは言うまでもない。「言うようには育たない，する

ように育つ」とよく聞くが，基本的な生活場面，遊びの場面で子ども同士のかかわりなどで手本を示

すことが大切である。

新しい幼稚園教育要領では，領域「人間関係」の中で，「幼児が互いにかかわりを深め協同して遊ぶ

ようになるため，自ら行動する力を育てようとするとともに，他の幼児と試行錯誤しながら活動を展

開する楽しさや共通の目的が実現する喜びを味わうことができるようにすること」や「（前略）互いに

思いを主張し，折り合いを付ける体験をし，きまりの必要性などに気付き，自分の気持ちを調整する

力が育つようにすること」が新たに加えられ，幼児同士がかかわりあえる環境構成の工夫や活動の計

画性，さらには，教師の見守る姿勢も強く問われている。

ユニークな取組をしている園がテレビで紹介された。教育哲学者である森信三氏のしつけの三原則

「あいさつ」「返事」「はきものそろえ」はよく知られており，しつけを重視した形から入る指導法の

ひとつであるが，それを取り入れている。徹底的にマラソンを行う園もある。成長に伴い形は崩され

る可能性はあるが，自制心やそうすることの心地よさは継続される。「三つ子の魂百まで」とはよく言

うが，しつけが権威による制圧ではなく，愛情に基づく贈り物となるようにしたい。

７ 職場体験学習やキャリア教育などの体験活動の充実－地域との連携の必要性－

恥は，他人とのかかわりの中で生じている規範の一つである。個性尊重に偏りすぎたり，機械化や

ＩＴ化による効率化で人と人とがかかわりをもたなくとも仕事が成り立ったり，危険を回避する社会

の中で人とのかかわりを拒んできたりしたこともあり，他人の視線を感じられない児童生徒が増加し

た。仲よしの視線は気になるが，その他の視線は関係なし。友だち基準の「ださい」は重視するが，

社会規範の「みっともない」は死語に近い。中高生の一部がしばしば使う言葉「関係ねえ」も他人と

のかかわりの希薄さを感じる。

青年期になると嫌でも実社会と向き合うこととなる。本来，自らの能力，適正を探究する時期であ

り，思春期の特性でいったん規範意識が崩れることも多いが，そこから脱して自分の生き方，生かし

方を熟考しはじめる。その時期にこそ，互いのかかわりを重視し，役割，責任，協力，協調，相互尊

重，感謝など実感させることで，社会や公共での自己のあり方について考えさせることができる。ぜ

ひ体験活動などを通して「自分は役に立っている」「自分には足らない点がいくつもある」「世話にな

っている」「支えてもらっている」「自分にできることはなんだろう」など多くのことに気付かせたい。

中学校では職場体験学習やボランティア活動が，高等学校ではキャリア教育が重視されている。規

範意識を支える大切な価値観を実感するよい機会となるよう充実させたい体験活動である。実社会と

児童生徒とを結ぶために，学校は地域へ足を運んだり，会話をする機会をもったりするなどして，体

験活動がイベントではなく実のある活動となるよう共通認識をもつ必要がある。

８ 最低限の規範意識をつくる

平成 19 年５月での衆議院・教育再生に関する特別委員会などでは「最低限身につけておかなければ

ならないルール，規範意識」という言葉が使われている。また，新しい学習指導要領には「人間とし

てしてはならないことなど社会生活を送る上で人間としてもつべき最低限の規範意識」という表現が

ある。「最低限の規範意識」とはなんだろうか。最低限のことがとても多く，また，発達段階ごとに違

うはずである。大切なことは，その集団に属する構成員が大切にしたいルールやマナーを共有し実践

し，そのよさを実感することである。
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愛知県の道徳教育推進会議では「家庭で取り組むモラル向上」と題して，愛知の子どもたちに育て

たい規範意識として七つ挙げている。「あいさつをする」「時間を守る」「はいと返事をする」「そうじ

をしっかりやる」「いじめをしない」「礼儀ある言葉遣いをする」「うそをつかない」である。さらに「我

が家の目標」として８つ目に空欄がある。どの規範意識も必要である。これらの規範意識を支える多

様な道徳性があることを認識して，「ご家庭へのお願い」として「お子さんに語りかけましょう」「ご

家庭で話題にしましょう」「地域のお子さんにも声をかけましょう」と呼びかけている。これが重要な

点であり，難しい課題でもある。学校にはこの課題に向かうためのきっかけづくりが期待されている。

９ 言語活動の充実 －思考力，判断力をはぐくむ－

「学校は道徳を教えることをためらわない」。教育改革国民会議（平成 12 年）がこんな言葉を投げ

かけている。どの学校も生徒指導には力が入れられている。マナーやルールを守ることに関して言え

ば，「行為」の指導に中心がおかれている。「あいさつしなさい」「時間を守りなさい」「返事をしなさ

い」「服装を整えなさい」「はきものをそろえなさい」などと教師は言うが，教師自身大きな声であい

さつしているだろうか，児童生徒はその必要性や心地よさをどれほど実感しているだろうか。これら

は低学年で身につける習慣であるが，他律から社会律，自律へと変容する中学年以降は，特に生活範

囲や交友も広がり，行為に行きつくまでに葛藤もあり，状況判断も求められる。「教える」とは，つま

り実感も含め「考えさせながら教える」ことであり，特に学校では，児童生徒の道徳的心情を強めた

り，判断力を高めたりするために言語活動を通して，多様な考え方に触れさせることが必要である。

さらに加えるなら，「ルールは変えられる，自分たちで作り上げている」という意識ももたせたい。各

種の規制法など新たな法律が頻繁に成立している現在だが，学校の規則は集団の意識によって減らす

ことができる。電車の優先席もなくせるのである。児童生徒自身にルールについて考えさせ，主体的

に守らせることが必要である。「その段階までに児童生徒が成熟していない」と聞こえてきそうだが，

本音と建て前が根強くのこる規範については，教師自身が勇気と覚悟をもって「児童生徒自身に考え

させる」ことを行うべきである。

10 相互連携の充実

(1) 今までの連携の在り方

既に平成８年の第 15 期中央教育審議会でも「生きる力をはぐくむ教育」を学校・家庭・地域の連携

協力により進める改革が提言されていたが，学力低下問題が表面化したことで，道徳教育の視点が薄

れてしまった。学校は「開かれた学校づくり」を目指し，学校の教育施設の開放や情報の公開，地域

の教育施設や地域人材の活用をすすめ教育活動を充実させてきた。これらの連携は学校主導により特

色ある学校づくりを目指し，外部講師による学習能力向上を目指したり，学校施設を開放して地域の

活動拠点になったりする取組であった。

(2) 規範意識を高めるために効果的な相互連携の視点

これからの「相互連携」に必要な視点を次のようにとらえた。

①求める児童生徒像の明確化・共有化

児童生徒の実態を把握し，改善内容や方針について学校，家庭，地域が共に話し合うために，顔を

合わせて協議する場を設定する。

②役割の分担と協力

児童生徒の発達段階を考慮しつつ，互いの教育環境や教育機能を生かし，目標達成に向けて具体的
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な取組を明文化，宣言する。

③継続性・組織性

個人的，単発的活動ではなく，組織

的に一体となった継続的に取り組む。

④相互の成長

互いの取組を公開することで自己変

革のきっかけとする。連携することが

相互の学び合いとなり，そうなること

が継続性を高める。

相互連携とは，学校・家庭・地域が目標を共有し，目標達成のために，それぞれの役割を認識

し，組織的継続的に協力して行うこと。

特に，規範意識を高めるためには，児童生徒の発達段階に応じて，それぞれの立場で効果的に働き

掛けることが重要である。学校・家庭・地域が正しい規範モデルを示すことで，周囲に同調しやすい

時期にある児童生徒の規範意識の混乱を軽減させ，善悪の判断，状況の判断，心の葛藤が望ましい行

為につなげ（図 11），規範意識を高めることができると考える。

(3) 新しい学習指導要領にある連携の具体例

新しい学習指導要領には連携の具体例も示された。家庭や地域社会との共通理解を深める工夫とし

て「双方向から情報が発信，授業公開への多数参加，家庭間の情報交換の機会」，道徳の時間への積極

的な参加や協力を得る工夫として「児童生徒との同じ立場での参加，児童生徒が質問したり考えを伝

え合う時間の確保」，地域全体で道徳教育を推進する工夫として「多様な人との交流を深める，地域で

の企画・運営に参加」が挙げられている。前述の相互連携の視点を重視し，子ども，学校，地域に合

わせ，具体的な活動を計画し実践した成果が期待されている。

地域活動での協働

助け合い

情報提供 講師
行事協力 場の提供
授業参加 関係者評価
建設的意見 児童生徒の活用
関係者評価

情報提供 情報提供
授業公開 授業公開
協力依頼 教師，子どもの派遣
評価公表 協力依頼

＜学校＞
基本的知識・技能の定着
学習習慣の確立
社会経験 社会性育成
道徳的実践力向上
体験活動の場

＜家庭＞
生き方の手本
愛情によるしつけ
生活習慣の確立
居場所
実践の場

＜地域＞
生き方の手本
知恵の伝達
体験・実践の場
子育て支援

＜願う姿＞

自他を尊重し，共によりよく生きる児童生徒

○してはならないことをしないこと

○集団のルールに従うこと

○マナー・モラルを身に付けること

○自律心を高めること

効果的な相互連携の在り方

規範意識を高めること

規範意識
命 遵法 正義 公共 公正
礼儀 思いやり 寛容 信頼
節度 自律 誠実 責任

自己肯定感

体験
善悪の判断
状況の判断
心の葛藤
行為の選択
実践

これでいいんだ

自分にもできる

<道徳教育> もっとできる
（自尊感情）

規
範
意
識
の

高
ま
り

実践力

行為の結果

実践

図 12 効果的な相互連携の在り方

図 11 規範意識の高まり
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11 平成 21 年度の実践

規範意識に関する実態調査を実施し分析を進めながら，規範意識を高めるための学習内容や指導法，

学校・家庭・地域の効果的な相互連携の在り方を探ってきた。家庭や地域の人とのかかわりを意識し

た実践の中で，児童生徒は，人の思いや温かさに触れ，人にかかわることのよさを実感した。そして，

自己肯定感を高めながら，学校や地域の一員としての役割や責任を自覚し始めつつある。

それぞれの実践を深めるために，既存の委員会を広げたり新たな連携委員会を設置したりして，相

互連携に取り組んだことで，児童生徒の変容に加え，保護者や地域からは児童生徒に関する声が学校

へ寄せられつつあり，大人の視線が児童生徒へ向けられるようになったことは大きな成果である。

しかしまだ，学校主導の連携であり，①保護者や地域からの声や要請にもこたえる，②課題に対し

て共に取り組む，③相互にとって有益となるようにするという課題であった。

12 各学校の実践概要（平成 22 年度の取組）

＜主題＞ 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

＜副題＞ －学校・家庭・地域の相互連携を核とした道徳教育の推進－

道徳教育推進教師(これに準ずる生徒指導主事等も含む)を中心にして，道徳教育全体計画に位置付

けられた実践を通して効果的な相互連携の在り方を，児童生徒やその保護者，教師の変容から探る。

(1) あま市立甚目寺西小学校

甚目寺西小学校では，「共感したり違いを認め合ったりする道徳授業」「心をたがやす豊かな体験活

動」「根っこが育つ家庭・地域との連携推進活動」の三つのことから子どもたちの規範意識の醸成，モ

ラル向上に取り組んだ。その中で，「思いやりのある言動がとれる子」「きまりを大切にした生活がで

きる子」を目指す子どもの姿とした。この研究により子どもたちは他人を尊重し，人のために行動で

きるようになってきた。また，家庭・地域との連携においては，「スリーハート運動」を展開し，地域

清掃や道徳通信の発行等の活動で協働体制の一歩を築くことができた。

(2) 豊橋市立岩西小学校

岩西小学校では，「地域とかかわることで思いやりの心や公共心を高める」ことが本研究のねらいで

ある。そのために，地域の「人・もの・自然」を素材にした i 学習（総合的な学習の時間や生活科）

の単元構想を工夫し，実践を進めている。また，i 学習の体験と道徳の時間をかかわらせることで子

どもたちの思いを確かなものにできるようにしていく。さらに，教育活動のあらゆる場面をとらえて，

子どもたちができるだけ多くの機会に地域の人と交流することが，子どもたちの規範意識を高めるこ

とにつながると考え，地域との連携を図り，地域の人や保護者とともに子どもたちを育てられるよう

研究を進めた。子どもたちは人とかかわることが好きになり，他人への気配りが増えてきた。

(3) 武豊町立武豊中学校

武豊中学校では，｢自己肯定感｣やより広い｢集団への所属意識」に着目し，それらを高める活動を

通して，自律できる生徒を育成し，規範意識の向上を目指した。

｢自己肯定感｣の向上のためには，心のノートを活用した道徳や学級活動を重ねてきた。また，直接

地域に出向き調査などする中で，地域社会の規範意識を考えさせ，より広い｢集団への所属意識｣を確

かなものにしようと考えた。これらの活動によって，生徒たちは，自律とは何かを考え，学校や地域

社会での日常生活でするべきことを真剣に考え始めた。
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(4) 刈谷市立朝日中学校

朝日中学校では，昨年度から，「まごころをもち心身ともに健全で，地域から愛される生徒」を育成

するために，道徳教育の年間指導計画を見直し，保護者を巻き込みながらかかわり合いを大切にした

道徳の時間を計画的に実施している。また，豊かな心を育てる体験活動を実施し，道徳の時間との関

連をもたせたり，おやじの会との活動や地域ボランティアなど，地域との触れ合いを深める活動を実

施したりした。その結果，生徒は地域に出ていくことに意欲的になり，学校や地域でルールを守ろう

とする姿勢がみられ，道徳的実践力が少しずつ育ってきた。今後も，保護者や地域の思いや考えを大

切にしながら，生徒の規範意識を高めていきたい。

(5) 愛知県立守山高等学校

守山高等学校では，社会のルールや礼儀作法について自ら考える機会を作ることを目的として，地

域と連携した体験学習や地域貢献・社会奉仕活動を推進した。生徒が講師となって活動する地域合同

交通安全プロジェクトや地域のお年寄り向けパソコン教室，キッズスプリント講習会（子ども走り方

教室）では，人前での態度や言葉遣いを生徒自ら考え，実践することができ，生徒の心の成長を実感

することができた。また，このような地域に貢献する経験は大きく，自己有用感や自己肯定感，自己

存在感といった自己の意識の高まりを感じることもできた。

13 ２年間の研究成果

(1) 実態調査から分かったこと

児童生徒の調査結果からは，平成 16 年度と平成 21 年度を比べると，自己肯定感はやや高まったと

判断できた。また，学校のきまりに関する規範は維持されていた。しかし，きまりを守っている行為

及び守ろうとする意識についての変化はわずかであり，今後も粘り強く指導していく必要がある。中

学生から高校生になる段階では規範が急激に乱れる傾向があり，同調圧力も働いている。そのため，

道徳的実践力をより高めることが大切である。

規範意識に関する行為に対して５年の経年で「本人の自由」が増加した。利害関係が分かりやすい

規範は維持されやすいが，自律，尊敬，敬愛，奉仕など利害関係に置き換えられない価値は判断しに

くく，規範意識が高まりにくいことが分かった。

保護者の調査結果からは，保護者が児童生徒の行為として求める規範意識は高かった。また，保護

者は学校への協力意識が比較的高いことが分かった。特に小学生の保護者は協力意識が高く，学校行

事での参加・交流型の相互連携を深めることが十分可能であった。さらに，保護者自身は子どもに悪

いことは教えているつもりであるが，子どもたちには思っているほどは伝わっていないという現状も

あった。保護者が子どもをしかることも減少しつつあり，児童生徒の「よい子志向」の高まりやしか

る必要のない家族関係の様相が浮かび上がった。

(2) 各学校の実践から分かったこと

小学校は，低学年での他律の段階から，年齢が上げるにつれ社会律へ移る。保護者や教師の基準が

大きく左右する時期でもある。実践では，保護者，地域を巻き込み共に活動する参加・交流型の手だ

てが効果を上げた。児童の活動にできるだけ多くの保護者，地域の人，ものをかかわらせることで，

児童は，多くの人に見守られている温かい眼差しを感じながら，地域の人やものに愛着を持ち始めた。

そして，人とかかわることへの欲求が高まり，他者への思いやりや公共心が芽生え始めた。

中学校は，社会律から自律の段階へと移る。善悪の判断基準が仲間，集団である場合が多いが，そ

こから自分自身の判断で行為の選択ができるようになる。親子の関係よりも友だちとの関係を重視し
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つつ，本当によいか自問をしながら自律へ向かう時期である。実践では，生徒同士のかかわりを大切

にしながら，互いに認め合い自分を見つめ直す実践が効果を上げた。生徒は，自分が多くの人とかか

わりがあることや，互いがルールを守ることで安心して生活できることを実感した。そして，学校生

活での気付きを広げ社会生活へ目を向けさせる実践，また保護者や地域の方の魅力的な人間像を感じ

させる実践を重ねたことで，生徒自身，自分の生かし方や生き方を探ることができた。

高等学校は，自律的に行動できる段階である。同調志向に押されず，自分の正しい価値判断で行動

できるよう社会体験活動などを通して，甘えの許されない実社会に生徒をつなぎ役割を課すことで，

社会の一員である自覚と責任を培うことが重要であることが分かった。生徒のもつ力を十分発揮させ，

また，地域の大人や子どもたちから感謝されることで，自分を真剣に見つめ，自分の生き方を考える

機会となることが分かった。

すべての実践から，児童生徒も大人も各々の思いや気付き，考えたことを，言語活動を通して交流

することで価値を広げたり深めたりすることができ，道徳的心情を強めたり，実践への意欲・態度を

高めたりすることに効果があった。

14 おわりに

２年間の研究を進めることで，児童生徒のみならず教師，保護者の意識が変容してきた。これは，

規範意識を高めるために学校がリーダーシップをとり，「場」と「時間」を設定し，学校と家庭，地域

が互いに労を出し合った結果である。既存の組織，行事等を最大限生かし，それぞれの活動の趣旨，

方法について，顔を合わせながら話し合う中で信頼関係を構築することができた。また，活動の中で，

家庭や地域の声を拾い，その後の教育活動に反映させることで互いに有益になりつつある。

学校は多忙を極めているが，「児童生徒の成長」を願う息の長い継続可能な実践であるためにも，リ

ーダーシップを発揮できる指導者と地域を取り込んだ組織的な学校運営が欠かせない。
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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

―道徳の授業や体験活動の工夫と家庭・地域との連携を通して―

あま市立甚目寺西小学校 鈴木 文博

１ はじめに

本校は，昭和 55 年甚目寺町立甚目寺小学校より分離，独立し，開校 31年目の学校である。現在，学

級数 14，児童数 352 名という学校規模である。本校が位置するあま市は，名古屋市中村区の西隣に位置

している。平成 22 年３月に，甚目寺町，美和町，七宝町の３町が合併し「あま市」となった。地域に

は，甚目寺観音をはじめとする文化遺産のほか総合体育館，総合福祉センター，児童館など公共施設に

も恵まれ，それらを利用して人々が触れ合う姿がよく見られる。

「モラルの低下」と最近よく耳にする。人の生活は豊かで便利になったが，その一方で個人の自由や

権利を主張するあまり，周りの人への思いやりの気持ちが置き去りになってしまった。その結果，人と

共によりよく生きるために必要な規範意識が薄れ，これがモラルの低下の要因となっている。子どもた

ちはそのような社会で生まれ，生活をしている。

私たちが生活する社会は，個人と個人がかかわり合いながら生活を共にするところに成り立ってい

る。それは，「社会生活上のルールを守りマナーを身に付けることが大切である」といった価値観を共

有することで，よりよく維持されているのである。本研究では，子どもたちが安心して夢や希望を語り，

自分らしく明るく生きる未来を切り拓いていくために，一人一人の規範意識を高め，人としてどう生き

るべきかを主体的に考える力を育てる道徳教育の推進について実践した。

２ 研究の目的

本校の子どもたちを見ていると，分かっているはずの校内のきまりや生活目標が行動に表れてこない

場面に出合うことがある。これは，ルールを守ることですがすがしい気持ちになったり，そのような自

分に価値を見いだしたりする経験に乏しいためだと考えられる。このような子どもたちの実態から，ル

ールを与えるだけでは規範意識は育たず，ルールを守り，マナーを身に付けることで自分たちの社会は

維持され人としてよりよく生きられる，という真の意味を子どもたちに体得させる必要性があると考え

た。自分，友達，周りの人，地域，社会を大切に思う気持ちがなければルールは守れない。だからこそ，

多様なかかわりを通して，自他を大切にし，人を優しく思いやる気持ちを育てていくことで，規範意識

を高めていきたい。

３ 研究の方法

研究テーマ実現のために，道徳教育を教育活動の中心に据え，道徳の時間に行う「道徳の授業」，他

と触れ合うことで今まで気付かなかった自分のよさや友達のよさに気付かせてくれる「体験活動」，家

庭・地域と連携して道徳教育を実践する「連携活動」の三つを柱として研究を進める。

そして，「きらりにしっこ」と題して目指す子どもの姿を次のように設定した。

思いやりの心をもち，共に生きようとするにしっ子の育成

きらりにしっこ
☆ 思いやりのある言動がとれる子
☆ きまりを大切にした生活ができる子
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(1) 研究構想図

(2) 共感したり違いを認め合ったりする道徳の授業の工夫

ア 生活目標や行事，体験活動と関連付けた年間指導計画を作成する。

イ １時間の授業の組立て方を工夫する。

ウ 伝え合う力を育てる。（話合いのスキルを高める時間を設定する。）

(3) 心をたがやす豊かな体験活動の工夫

ア 異学年交流活動，児童会活動，勤労生産活動の内容を見直し，充実を図る。

イ 日常実践活動を推進する。

(4) 根っこが育つ学校と家庭・地域の三者の連携（スリーハート運動）

ア 道徳授業公開を実施する。

イ 地域清掃（にしっこクリーンキャンペーン）を計画し，実施する。

ウ あいさつ運動に取り組む。

エ 相互理解を深める啓発活動を推進する。

オ 図書ボランティアと連携した読書活動の充実を図る。

研究主題
思いやりの心をもち，共に生きようとするにしっ子の育成

―道徳の授業や体験活動の工夫と家庭・地域との連携を通してー

目指す子どもの姿
・思いやりのある言動がとれる子
・きまりを大切にした生活ができる子

周りの人を大切にする

自分を大切にする（自尊感情）

モラルの

向 上

規範意識

の 醸 成

ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
の

大
切
さ
を
考
え
る
場

思
い
や
り
の
心
を

育
て
る
場

スリーハート運動
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カ モラル委員会を設置する。

４ 研究の内容

(1) 共感したり違いを認め合ったりする授業の工夫

ア 年間指導計画の作成

毎年，前年度の反省を基に，資料を見直し，体験活動や地域連携活動との関連を考え，指導計画を作

成している。指導内容の系統や発展を表した表や内容項目ごとの一覧表も併せて作り，他学年との関連

が分かるように，全学年分を冊子にして活用している。身近に置いて使いやすいように，各学年，学期

ごとに１枚にまとめ，資料や道徳プリントを計画的に作ることに役立てている。今年度は新学習指導要

領の指導内容に合わせて改訂した。

年間指導計画の一例（第３学年 １学期 ５月）

月 主 題 名 内 容 項 目 心 の ノ ー ト 体験活動 地域連携 目標

５

はくぶつかん
たんけん

4-(1)規則尊
重，公徳心

やくそくやきまりを
守るから仲良く生活
できる

校外学習

時
間
を
守
ろ
う

友だち屋 3-(2)自然愛・
動植物愛護

植物も動物もとも
に生きている

サツマイモ
の苗植え

こわされたタワー 2-(2)思いや
り・親切

やくそくやきまりを
守るから仲良く生活
できる

にしっこクリー
ンキャンペーン

イ 授業の組立て方の工夫

道徳の授業を下図のような組立てで実践している。ポイントを絞って話し合うことで，子どもたちは，

自分の気持ちを素直に話し，よりよく生きていくためにはどうするとよいか考えることができるように

なってきた。今年度は，子どもたちの考えを深める学び合いに重点を置いて取り組むことにした。また，

ゲストティーチャーを招いて，子どもたちの心に思いが響くような工夫もした。

導

入

気

付

く

○ねらいとする道徳的価値

への方向付けをする。

展

開

前

段

深

め

る

○資料提示

○資料の内容に浸り，登場

人物の気持ちを考えさせ

ることにより，道徳的価

値を追求し把握させる。

展

開

後

段

見

つ

め

る

○把握した道徳的価値に関

して，自分の経験を思い

起こし自分を見つめ，思

いを書き，他の児童との

「心のノート」との関連を明記 体験活動，地域連携，生活目標と関連付ける

＜児童の実態＞

ねらいとの関連で実態を把握する。

・資料への興味，動機付け

・ねらいとする価値への意識付け

・地域の人材（ゲストティーチャー）の活用

＜場面の焦点化＞
資料の内容を話の筋に従って順に進めてい

くのではなく，中心となる部分に絞って話し合
う場面を設定する。
＜切り込み発問＞→葛藤させ，心ゆさぶる発問

中心発問の効果を高めるために，その前段階
で，葛藤させ，心をゆさぶる発問を考える。
＜中心発問＞→価値をより確かにさせる発問

資料の内容に浸り，価値に迫る話合いをする
ために，まず中心発問を設定する。この時，話
合いの核となるような文章・言葉（キーワー
ド）・場面絵などをとらえて発問を考える。
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違いに気付く。

終

末

ひ

び

く

ねらいとする価値を子ども

たちの心にひびかせるよう

にまとめる。

ウ 授業実践（体験活動とのかかわりを考えた道徳の授業）

(ｱ)２年生「ぼくは二年生」（「明るい心」 ２－（２）思いやり・親切）

生活の中でよりよい人間関係を築くには，思いやりの心が不可欠である。そのためには，低学年のう

ちから身近な人に温かい心で接し，親切にする体験が必要である。２年生になって 1か月半ではあるが

「１年生おめでとう集会」「にしっこたんけん」「遠足」などの活動や学習を通して 1 年生と触れ合う

機会があった。その様子を見ていると，優しく声を掛け楽しそうに過ごしていた。しかし，「２年生同

士で遊びたい」などの声も聞かれた。主人公の様子に共感させ，思いやりの心の大切さに気付かせたい。

さらに，触れ合う体験を重ねることで，よりよいかかわり方に気付き，思いやりの心を育てたい。

気付く

２年生になり，集会や生活科の学習を通して１年生と触れ合う機会があった。それらの写真を見て，

どんな様子だったかを思い出すことで，触れ合いを通して得られた体験を，ねらいとする価値につなぐ

ことができた。

深める

主人公が，１年生の女の子に思いやりをもって接する態度や女の

子にお礼を言われたことに喜びを感じている様子に共感させること

で，主人公の気持ちの変化を感じ取らせることができた。さらに，

２年生としてしなくてはならないことを理解することができ，これ

からの自分の行動につなげたいという思いをもつことができた。

見つめる

ここでは，困っている子や友達にしてあげてよかったことを思い 【ゲストティーチャーより】

出した。友達の発表を聞くことで，弟や妹，さらに，おばあさんな

どへの思いやりにも触れることができた。また，学び合いをするこ

とで，今まで気付いていなかった人を思いやる心にも目を向けるこ

とができた。

ひびく

１年生の教師をゲストティーチャーとして迎え，１年生の子が２

年生との活動や学習の中で，どんなことを思っているかを話しても

らうことで２年生としての自覚をもち，次の体験でも思いやりをも 【振り返りカード】

って生活しようとする気持ちをもつことができた。当日行われた異学年交流活動の「わくわくタイム＆

＜「道徳プリント」＞の活用

①深める段階

中心発問を受け，登場人物の気持ちを想像し

て書く。

②見つめる段階

自分の経験を思い起こし，自分を見つめた思

いを書く。

＜本時のねらい＞

ねらいとする道徳的価値を焦点化し，

道徳的心情，判断力，意欲・態度を養う。

・ゲストティーチャーの活用

・心のノートの活用

・詩，新聞記事，手紙などの活用



甚西５

にこにこランチ」で，学んだことをすぐ体験活動に生かすことができ，振り返りカードには，実践でき

たことを書いていた。

(ｲ) ５年生の実践 ｢ナイスシュート｣ （「明るい心」 ２－(３)信頼・友情，男女の協力）

子どもたちは５年生になり，学級活動だけでなく，高学年とし

ての自覚をもって異学年交流にも積極的にかかわっている。しか

し，思春期にさしかかるこの時期に，素直に男女で仲良く活動す

ることができないときもある。

そこで，道徳の時間の中で，男女が協力して仲良く生活するこ

との素晴らしさを感じ取らせ，互いに尊敬し合える人間関係を築

き，５年生の大きな体験活動の一つである野外活動を，よりよい

ものにしていく気持ちを高めたいと考えた。

気付く 【道徳プリントに記述する子ども】

ぺープサートを使って簡単な劇を行い，同じような気持ちになったことはないかを話し合わせ，ねら

いとする価値への方向付けを図った。

深める

まず，主人公の気持ちに寄り添わせ，集会に

向けてのバスケットボールの練習試合に勝てな

いのは男子が悪いからと考えている主人公に共

感させることができた。さらに，主人公の心の

変化である「さわやかな気分」という言葉をキ

ーワードとして考えさせたことにより，より多

くの意見を引き出し，価値を高めることができ

た。また，男子と心が通い合い，試合後，さわ

やかな気持ちになった主人公の心情を考えるこ 【道徳プリントの例】

とにより，男女が協力することの素晴らしさに気付くことができた。

見つめる

毎日の生活を振り返り，男女で協力しながら活動する素

晴らしさを感じ取らせることができた。また，友達の意見

を聞き，学び合うことでつかんだ価値を今後の野外活動に

生かしていこうという気持ちにつながった。そして，野外

活動に向けて期待感をもつことができた。

ひびく

昨年度，野外活動で引率した教師をゲストティーチャー

として迎え，野外活動で行う飯ごう炊さんは，男女が協力

して作業を行うと早く上手にすることができることを聞

き，野外活動での協力の大切さを具体的に感じ取ることが

できた。

エ 伝え合う力の育成（話合いのスキルを高める時間の設定）

道徳の授業で「共感したり違いを認め合ったり」するた

めには，子どもたち一人一人の伝え合う力を育てなければ 【話合いスキルのプリント例】
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ならない。そこで，毎週火曜日の業前に５分間「話合いスキル」の時間を設定した。話合いの技能を鍛

える場として位置付け，「話し手」と「聞き手」の両面から，ねらいをもって取り組めるように，低・

中・高学年別に内容を工夫した。

（2） 心をたがやす豊かな体験活動の工夫

体験活動は，今まで気付かなかった自分のよさや友達のよさに気付かせてくれる大切な場である。人

とのつながりの大切さを体得させ，周りの人の気持ちを考えて行動できる優しい気持ち，思いやりの心

を育てることが規範意識を高めることにつながっていくと考え，実体験を中心とした活動を進めた。

ア 異学年交流活動（わくわく活動）

子どもたちの主体的な活動を目指し，また，児童相互のつながりを深め，学校生活をより楽しく豊な

ものにすることをねらいとした異学年交流活動を推進している。

推進に当たっては，低学年が高学年を慕い，また，高学年が低学年を思いやるなどの心の交流を深め

ることができるような異学年ならではの実体験の場を設定していく。そして，人とのかかわりの中で，

人のために尽くす喜びを感じることや，自分にできることは進んでしようとする心の動きを大切にしな

がら，活動を進めていく。その体験を通して，自他を大切にする気持ちをはぐくみ，自分たちで考えた

活動を推進する実践力を養い，いつも明るく笑顔で過ごす，優しく思いやりのある「にしっこ」の育成

を目指す。

全校児童を縦割り 12 班（各班約 30名）に分け，各班に６年生リ

ーダー１名，５年生サブリーダー１名を置く。高学年がリーダーシ

ップをとることができるよう，体制（話合いの場の確保，リーダー

会の設置，リーダー養成講座の開催）を整えていく。また，活動全

体を「わくわく活動」と名付け，より子どもたちが親しみをもてる

ように配慮した。

主な体験の場として，次のような活動を計画している。

・わくわくタイム（遊びやゲーム，創作活動，読み聞かせなど） 【わくわくタイム】

・わくわくタイム＆にこにこランチ（遊びやゲーム等と昼食）

・全校集会（入学おめでとう集会，収穫祭，６年生を送る会）

・スポーツフェスティバル

・芋の栽培（１班１畝の芋の畑の世話を担う。）

活動に当たっては，昨年度までの活動を継続することを基

本方針として，内容の見直しと充実を図っていく。計画を実

践するに当たっては，

目 標⇒啓 発⇒活動・体験⇒振り返り⇒学び合い

という流れで活動を進めている。

振り返りと学び合いの場を設定し，子どもたちの変容を探

っていく。振り返りの時間では，各自が振り返りカードに自

分の活動に対する感想や反省，また，活動の中で学んだこと

などを記述する。その後，各クラスで学び合いの時間をもち，

その時間に各自の振り返りを発表し合い，話合いをする。そ

うした交流の中で，自分自身の頑張りや，仲間のよさに気付

かせ，互いに認め合い，高め合うことを目指している。 【児童の振り返りカード】
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また，他の「学び」を実際に知ることで，班の中でさらに自分は何ができるかを考えさせたり，次の

活動への意欲を促したりできると考えている。振り返りカードは「にしっこファイル」として記録を残

し，自分自身の成長の証として認めていくことで，自尊感情を高めていくことにつなげていった。

(ｱ) わくわくタイム

縦割りの班を単位として，遊びやゲーム，創作活動，読み聞かせなどを行う時間を「わくわくタイム」

と名付け，活動を進めている。１年間を通しての活動計画を立て，

各学期の初めに実施計画を提示する。

１学期の初めには，発足会をもち，自己紹介や班の目当てを話

し合う中で，交流への期待感をもたせる。遊びやゲームは各班の

リーダーが中心となり，どんなことを実施するのかを立案するな

ど，自主性を尊重した運営を行う。毎週水曜日２時限後の休み時

間を「わくわくデー」と名付け，各班が考えた遊び（鬼ごっこ，

長縄，ボール遊びなど）を行っている。学期に１回は，４時限目

をわくわくタイムとし，その後，各班で選んだ場所で持参した 【にこにこランチ】

弁当を食べる「にこにこランチ」を設けている。

交流を重ねることで，高学年は主体的な活動運営がスムーズにできるようになり，低学年への思いや

りのある言動もみられるようになってきている。また，低学年は遊びやゲームのルールをきちんと守り，

高学年との心の触れ合いを喜びとしている様子がうかがえ，生き生きと活動する姿が見られる。

こうした年間を通しての活動を推進することで，様々な集会やスポーツフェスティバルも異学年交流

で運営できる力を育成できるものと考える。

(ｲ) リーダー会

わくわく活動の運営の中心として，様々な活動の企画や進行，低学年の世話などを担う。各班のリー

ダ ー（６年），サブリーダー（５年）各 1 名ずつ，12 班 24 名で構成する。活動実施日の前後に開催

し，活動内容の考案，準備，進行等の話合いの場とする。各々の意見や考えを出し合うことで，活動も

より主体的なものとなり，盛り上げていこうとする共通意識も高めることができると思われる。また，

朝礼時や校内放送などによる活動の目当てや活動内容の紹介などの啓発活動もリーダーが担っている。

それにより，さらにリーダーとしての自覚がもてるよう願っている。

(ｳ) リーダー養成講座

リーダー・サブリーダーだけでなく，高学年全員が自信をもっ

て協力し合いながら，低学年の世話をしたり，わくわく班の活動

を推進したりできるようにすることを目的とし，年間２回の講座

を開設した。

高学年がもつべき心構えとして，

【リーダー養成講座】

以上，大きく三点について，その大切さを学ぶ会とした。高学年の一人一人が，リーダーとしての自

覚を高め，資質の向上に向けての有意義な試みとなるよう，第１回の講座では，講義だけではなく「み

んなで楽しめるゲーム」体験も取り入れた。第２回の講座では，第１回で学んだことを基に，１・２年

①率先して行動する（どんなことも楽しむ）

②低学年への心配りをする（相手の立場に立って）

③小さなことにこだわらないおおらかな雰囲気づくりをする

（ミスをした人，遅い人にも優しく）
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「簡単カメラ」３・４年「びっくり六角」の創作活動（紙工作）のための講習会という形をとった。教

頭を講師とし，工作を教えるときのこつや作り方などを学んだ。「こんな時はこんな声かけをするとい

いよ」など，相手の立場に立った具体的で，適切なアドバイスの仕方を学ぶよい場となった。

(ｴ) スポーツフェスティバル

９月下旬に実施しているスポーツフェスティバルを「子どもた

ちの子どもたちによる会」と位置付け，実施している。

縦割りの班 12班を２班ずつ合同チームとし，赤，白，黄，緑，

青，橙の６色対抗とする。運動する楽しさや喜びを十分に味わう

ことはもとより，子どもたちの主体的，創造的な活動の仕方を大

切にし，４年生以上は一人一役を担い，応援，決勝審判，得点な

どの係を受け持つ。また，競争遊技の種目も各チームで考案し，

準備や進行も子どもたちの手によって行う。準備運動，整理運動

も運動委員会が考案している。全体の進行も児童会の役員が担う 【スポーツフェスティバル】

こととする。当日を迎えるに当たっては綿密な計画と時間が必要である。しかし，高学年がリーダーシ

ップを発揮して応援合戦を行ったり，だれもが喜んでくれる種目を考えたり，係の仕事もスムーズに進

めることができるようになったりしたのは，本校が数年間積み上げてきた異学年交流活動の成果である

と考えている。そこでは，互いに協力し合って助け合う姿が見られ，自分たちで創り上げたスポーツフ

ェスティバルならではの喜びを体得できたものと思われる。

当日は，地域の方々を招き，子どもたちの生き生きとした活動の様子を見ていただき，温かい交流

の場がもてた。

イ 児童会・委員会による全校集会活動(君がいてくれてう

れしい集会)

児童会役員と図書委員が運営委員となり，「みんなちがって

みんないい」をテーマに全校集会を企画した。７月の集会に向

けて，５月の半ばから目当てや内容などを検討し，協力して主

体的に話合いを進めてきた。

運営委員は，人とかかわることのよさや大切さを伝えていく

ことを目指して，集会の目標を， 【君がいてくれてうれしい集会】

と決め，「君がいてくれてうれしい集会」という名前に

した。

また，人権について考える「本の読み聞かせ」や思いや

りについて考える「君がいてくれてほっとタイム」（詩の

朗読），友達と触れ合う「仲間を集めようゲーム」を計画

した。

集会後，自分なりに気付いたことや感じたことを振り返

りカードに記入することにより，思いを温め，自分の生活

に結び付けて考えることができた。また，振り返りカード 【振り返りカード（４年生）】

・ 読み聞かせやゲームなどを通して，相手のよい

ところを認め合おう

・ 周りの人のことを思いやって行動しよう
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を道徳コーナーに掲示したり，放送で紹介したりして学び合いの場を広げた。

ウ 日常実践活動（児童委員会）

モラル向上につながる日常実践活動の推進を目指し，子どもたちの手による「児童委員会」の在り

方を探ってきた。

以上のことを基本的理念とし，朝礼時を利用したミニ集会での全校への呼び掛け，キャンペーン活

動，各クラスを訪問しての呼び掛けや集会の企画など，各委員会が様々な活動を進めてきた。

その中で，生活委員会は「きらりにしっこ」を紹介する活動を

定期的に行っている。「きらりにしっこ」は全校児童の目標とな

り，子どもたちは「きらりにしっこになりたい」と思い，努力す

るようになってきた。

【きらりにしっこの紹介】

こうした取組を続けたことにより，「きまりや約束を守る」そんな当たり前のことがきちんとできる

ことが，気持ちよく生活するためには必要なことであり，そして，そのことが，周りへの思いやりの心

につながっていることを子どもたちは理解してきている。きまりやマナーをきちんと守る自分自身に価

値を見いだし，さらに自分を磨いていこうとする意識の高まりもみられるようになってきた。

(3) 根っこが育つ家庭・地域との連携推進活動

子どもたちの規範意識を高め，モラルを向上させるためには，地域社会が道徳教育に果たす役割を十

分に認識し，学校が家庭・地域と連携し，地域全体で子どもたちの心に響く道徳教育を展開していくこ

とが大切である。そこで，学校・家庭・地域が一体となって，ゆるぎない心の根っこを育てる活動「ス

リーハート運動」を推進していくことにした。

ア 道徳授業公開

新学習指導要領の指導計画の作成と内容の取扱いには「道徳の授業を公開したり，家族学級等で全学

級道徳の授業をしたり，授業の実施や地域教材の開発や活動などに，保護者や地域の人々の積極的な参

加や協力を得たりするなど，家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図るよう配慮する必要

がある」と述べられている。

本校では，家族学級のときなどに，全学級で道徳の授業を公開している。そこでは，道徳教育の要で

ある道徳の時間の授業をどのようなねらいや内容，方法で展開しているか，また，子どもたちの考え方

等を保護者・地域に対して，広く情報発信する機会としている。そして，授業参観後の学級懇談会にお

いて，道徳について，担任と保護者が意見を交換するようにしている。

【家族学級のときの各学級の道徳の授業内容】

学級名 主題名 内容項目

１年１組 せいりせいとん １－（１）節度，自制，自立

・ みんなが気持ちよく，そして仲良く過ごすためには何が必要なのかを話し合い，

具体的に働き掛ける取組を考え，実践する。

・ 子どもたち自身が生活を見直し，改善すべきことは何なのかを考え，話し合う。

「きらりにしっこ」に選ばれた子どもの声

生活委員の人から，「トイレのスリッパをきれいにそろえ

ていた○○さん」とわたしの名前が呼ばれたとき，びっくり

したけどとてもうれしかったです。これからも，きまりを守

って生活しようと思いました。（３年女子）
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１年２組 はしのうえのおおかみ ２－（２）思いやり・親切

２年１組 たんじょう日 ３－（１）生命の尊重

２年２組 ぼくは二年生 ２－（２）思いやり・親切

３年１組 友だち屋 ２－（３）信頼・友情

３年２組 なかよしだから ２－（３）信頼・友情

４年１組 高橋尚子選手の走ってきた道 １－（３）不とう不屈，努力

４年２組 ぼくの部屋 １－（１）自立・節度

５年１組 宿題はありがとう ２－（１）礼儀

５年２組 キャプテン １－（２）希望・勇気・努力

６年１組 ぼくの仕事は便所そうじ ４－（４）勤労・社会奉仕

６年２組 どうすればいいの ４－（１）社会的役割の自覚と責任

ひまわり１ かぼちゃのつる １－（１）節度，自制，自立

ひまわり２ おばあちゃんのみかん ４－（３）家族愛

イ 地域清掃（にしっこクリーンキャンペーン）

子どもたちが地域の人々と触れ合い，共に地域社会に貢献する

ことで，進んで地域の人々のために役立つ喜びを体感させるとと

もに，地域の道徳力を学校教育に生かすことができるのではない

かと考えた。そこで，わくわく班ごとに保護者や地域の人と一緒

に，学校周辺の道路や公園などを清掃した。事前準備として，わ

くわく班でごみの多い場所や状況などについて話し合い，清掃区

域を決定したり，低学年に配慮して清掃の役割分担を話し合った

りした。また，道徳通信などを通して，地域の人へも参加を呼び 【にしっこクリーンキャンペーン】

掛け，保護者をはじめ多くの方に参加していただき，交流を図るようにした。地域の人と共に清掃をす

ることで，子どもたちに地域の一員としての自

覚をもたせ，協力することの素晴らしさを体得

させることができたと考えている。また，様々

な人とかかわり，協調する心や人への感謝の心，

思いやりの心などがはぐくまれたと言える。

【振り返りカードより】

ウ あいさつ運動

本校では，地域の人にも進んであいさつしようと「さきがけあ

いさつ」を励行している。あいさつは，生活の基本である。児童

会の活動としては，毎月第１週を「あいさつ運動週間」とし，登

校時に児童会役員が中心となってあいさつを呼び掛けている。生

活委員会の児童も朝礼などで積極的に働き掛け，あいさつへの意

欲化を図ることができた。学級委員や各委員会の委員長なども自

主的に参加するようになり，児童相互の心の交流の高まりがみら

れるようになってきている。 【あいさつ運動】

また，保護者や地域のボランティアで結成されている「にしっこを見守り隊」の人たちも，あいさつ
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運動に参加してもらっている。その中で，あいさつができるようになってきたという話を聞くことも多

くなってきた。

エ 相互理解を深める啓発活動

(ｱ) スリーハート運動の親子標語作成

学校・家庭・地域が協力し合ってモラル向上を図

る「スリーハート運動」への関心を高めるため，夏 【選ばれた親子標語】

休みに親子で一緒にスリーハ

ート運動の標語を作成した。

たくさんの応募の中から「あ

いさつ」「清掃と美化」「地

域」に関する標語を３点選び，

学校や地域に掲示し，地域の

モラル向上の啓発活動を行っ

ている。

掲示活動は児童会役員と６

年生児童が中心になって行い， 【スリーハートキャンペーン活動】 【消防署に掲示】

公共施設や地域の店など掲示してほしいところを話し合い，依頼に行った。標語は建物の入り口などに

掲示してもらい，子どもたちだけでなく，地域の人にもモラル向上を呼び掛けている。

ほかに，スリーハートキャンペーン活動として，親子標語の入ったティッシュを甚目寺駅やスーパー

マーケットで地域の人に配り，地域のモラル向上を呼び掛けることも行った。

(ｲ) 道徳通信「スリーハート」の発行

地域全体で子どもたちの道徳性を培うため，三者が互いに情報を

共有し，地域の道徳教育推進活動を啓発することをねらいとして，

月１回道徳通信を発行している。道徳通信などを通して，道徳教育

の意義やねらい，児童の実態や活動の様子を紹介することで，家庭

や地域の人々の理解を深められると考えている。また，学校からの

一方通行にならないように，保護者や地域の人々の考え等を掲載し

て交流を図り，子どもたちのモラル向上について，共に考えてもら

うように啓発している。

オ 図書ボランティアと連携した読書活動の充実 【道徳通信「スリーハート」】

本校では，保護者を中心とした地域の人が図書ボランティアとして，読み聞かせや図書館の整備など

の活動を行っている。本を通じて，子どもたちの想像力を伸ばし，豊かな心をはぐくむとともに，地域

の人が子どもたちと触れ合い，共感できる時間をつくりたいと考えている。毎月２回，「朝の読書タイ

ム」の時間に行われる読み聞かせも，活動が積極的になり，読み聞かせる本も，ねらいに応じて伝えた

い思いのはっきりしたものが選ばれるようになってきた。今年度は人権にかかわる内容の本を多く読み

あいさつは みんなの心 ひらくカギ

ごみ拾う 一人一人の 町づくり

助け合う 地域のみんなが 大きな家族

「スリーハート」に対する地域の人の声
毎月，スリーハートを楽しみにしています。学校の行事や

活動のことがよく分かり，とてもよいと思います。写真がカ
ラーなので，子どもたちの様子もよく伝わってきます。これ
からは，地域の声をもっとのせてもらえるといいかもしれま
せんね。
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聞かせてもらっている。また，本を通して一緒に感動したり共感

したりすることによって，心の交流を図るとともに豊かな心を培

うことをねらいとして，２学期の学校公開日には親子読書を実施

した。各教室で人権にかかわる内容の読み聞かせを行った後，通

学団ごとに分かれて親子で一緒に読書をした。

カ モラル委員会の設置

学校・家庭・地域の三者が一体となったモラル向上・規範意識

醸成のためにモラル委員会を設置した。教職員，児童，保護者， 【図書ボランティアによる読み聞かせ】

地域の代表で構成し，学期に１回開催する。道徳教育のねらいや児童の活動について報告をした後，今

後の地域連携活動の進め方について話合いをもつ。意見を交換す

ることで，道徳教育についての関心・理解を深めるとともに，保

護者や地域の人の思いや願いを理解し，その意見を反映させるこ

とで開かれた道徳教育を推進し，教育活動の成果が高められると

考えている。

平成 21年度第３回モラル委員会（平成 22年２月４日実施）で

は，次のようなことが話し合われた。内容は，あいさつのことが

中心に意見交換が行われた。 【モラル委員会の様子】

５ 研究のまとめと今後の課題

(1) 成果

これまでの研究を通して，子どもたちは，確実に成長してきている。これらの子どもの意識の変容や

成長の様子は，「明るいにしっこアンケート」の結果からも読み取ることができる。

道徳の授業を工夫し，「学び合い」を大切にしてきたことによって，子どもたちは，友達がもってい

○ 学校より

道徳の授業を教師が共有して進めてきた。また，話合い活動を中心に取り組んできた。体験活動で

は，異学年交流を中心に進めてきた。新しい親子標語の作成を行い，地域との連携を行った。

○ 児童より

児童会では，「さきがけあいさつ」の運動に取り組んだ。わくわく活動を通して，思いやりの心を

みんながもってくれると思う。

生活委員会では，「ありがとう運動」を行ったり，廊下を静かに歩くために「歩こうあなたから」

といったキャンペーン活動を実施した。

○ 保護者より

親子読書はよい取組だが，会の進行に一工夫ほしい。

通学団のみんなといると，あいさつできるが一人一人になると言わないときがある。

親としても，知っている子にはあいさつできるが知らない子にはなかなかあいさつできない。

○ 地域の人より

あいさつを家の中でしているか。まずは，そこが大切である。

自分の家の近くの子は，元気にあいさつしてくれてうれしい。

西小の児童はよくがんばっている。楽しいことばかりでないので，つらいことも乗り越えてほしい。

地域としても，「さきがけあいさつ」に協力していきたい。
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る様々な思いや考えを認め合い， 【明るいにしっこ：習慣や行為の変容 抜粋】

自己を深く見つめることができるよ

うになってきた。そして，よりよく

生きていこうとする気持ちを高め，

実践力へとつなげることができた。

心に触れる様々な体験を通して，

高学年は低学年に自然に手を差し伸

べ，低学年は高学年にあこがれ，自

分もそうなりたいと願うなど，子ど

もたちが互いを大切にし，優しく思

いやる場面を目にすることが多くな

っている。何より，子ども自身が体

験活動に主体的にかかわったり，楽

しく参加したりするようになったこ

とは，成長の一つとしてとらえるこ

とができる。

さらに，高学年の子どもたちにつ

いてみると，「約束やきまりを守る」

という意識が高まり，規範意識が少

しずつ育ってきている。これは，約

束やきまりの大切さに子ども自身が

気付き，実行していこうとする気持

ちが内面化してきていることの表れである。それが日々の生活での実践に結び付き，チャイムに合わせ

て行動したり静かに掃除に取り組んだりすることができるようになってきている。

家庭，地域との連携活動の推進によって，これまで以上に多くの協力が得られるようになり，子ども

たちを見守る地域の目がより温かいものになってきている。このことにより，子どもたちは，自分たち

は地域に守られている，自分たちも地域の一員であると実感できるようになった。そこからさらに，自

分も地域のために何かをしたいという声が聞かれるようにまでなってきている。様々な場面での家庭や

地域との連携は，子どもたちが安心して生活し，成長していくための支えになっていると言える。

(2) 課題

振り返りや学び合いを大切にした体験活動を繰り返すことで，子どもたちは，得たことを次の同様な

体験活動に生かすことができた。さらに，子どもたちが自己成長しようとするエネルギーにつながるよ

うに，心の動きと響き合う「学び合い」ができる体験活動の工夫を積み重ねていきたい。

また，活動を計画するときに，子どもを中心に据えて，道徳の時間，体験活動，地域との連携活動が

さらに深くかかわり合うことができるような内容や支援の在り方を工夫していくことも大切である。今

後もあらゆる場面で継続して子どもたちに働きかけ，子どもたちの心の成長していく過程や道徳的実践

力を身に付けていく過程を見守っていきたい。

特に，家庭・地域との連携では，地域からの声をもっと吸い上げることができるようなシステムを構

築し，相互連携を図っていかなければならない。

４ しっかりできる ３ まあまあできる

２ あまりできない

１ できない

約束やきまりを守る（高学年）

４ しっかりできる ３ まあまあできる ２ あまりできない １ できない

19
年
度

20
年
度

21
年
度

４ しっかりできる

３ まあまあできる

３ まあまあできる

３ まあまあできる

２ あまりできない

１ できない

２１年度

４月

２０年度

４月

１９年度

５月

友 だ ち に や さ し く、親 切 にする （全 校）

４ しっかりできる ３ まあまあできる ２ あまりできない １ できない

19
年
度

20
年
度

21
年
度
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・外国語を使ったコミュニケーションを体験する中で，
外国と日本の文化の違いに気付くことにより，我が国
の伝統や文化を尊重する態度を育てる。

・外国語を通じて，他者に対して自分の思いを伝えよう
とする態度を養う。

道徳教育全体計画

あま市立甚目寺西小学校

低学年 中学年 高学年

約束やきまりをきちんと守り，なかよく落ち着

いて生活する。

人とのかかわりを通して，思いやりのある温

かい心をもち，協力し合って生活する。

自分を支えてくれるものに感謝の気持ちをも

ち，よりよく生活するために進んで行動する。

授業研究部会 体験活動研究部会 連携推進研究部会

道徳の時間の「授業」において，共感したり違
いを認め合ったりする話合い活動を通して，自己
を見つめ道徳的価値を自覚することで実践力を
育てる。

○ 生活目標や行事，体験活動と関連付けた年
間指導計画の作成

○ 授業の組立て方の工夫
○ 読み物資料の発掘

体験活動を通して，人とのつながりの大切さ
を体得し，自他を大切にした行動ができる優し
い気持ちや思いやりの心を育てる。

○ 異学年交流活動の充実
○ 日常実践活動の推進
○ 主体的に生きる力をはぐくむ体験活動の

工夫
○ 児童委員会の取組

家庭・地域と連携し，体験活動や対話，広報
活動を通して，地域全体で子どもたちの心に響
く道徳教育を推進する。

○ モラル委員会の設置
○ 対話集会や地域清掃などの計画・実施
○ 地域の発信（道徳通信「スリーハート」の

発行）
○ 道徳授業公開

各教科の指導目標の達成を目ざす中で，道徳教育との関連をふ

まえ，道徳的心情を豊かにし，道徳的判断力を養い，道徳性にか

かわる実践的態度を養う。

国語

・互いの立場や考えを尊重しながら言葉で伝え合う力を高

め，豊かな心情を育てる。

・思考力や想像力及び言語感覚を養い，我が国の伝統と文

化を尊重する態度を育てる。

社会

・我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育てる。

・国際社会の一員としての役割を果たそうとする態度を養

う。

算数

・日常の事象に見通しをもち，筋道を立てて考え表現する

能力を育てる。

・目的意識を持って主体的に取り組む態度を育てる。

理科

・栽培や飼育などの体験活動を通して自然を愛する心情を

育てる。

・自然環境と人間との共生の手だてを考えながら自然を見

直し，生命を尊重しようとする態度を養う。

生活

・自分のよさや可能性に気付き，それらを育てようとする

心情を育てる。

・健康や安全，生活上のきまり，言葉遣いや振る舞いなど

生活上必要な習慣を身に付ける。

音楽

・音楽を愛好する心情や感性を育て，豊かな情操を養う。

・我が国の伝統や文化，自然や四季の美しさや夢や希望を

もって生きることの大切さなどの心情を育てる。

図工

・子供自身の「感性」を働かせながら，よりよいものを目

指そうとする態度を育てる。

・美術作品を鑑賞することにより，郷土や我が国の伝統と

文化を大切にする態度を育てる。

家庭

・生活習慣の大切さを知り，自分の生活を見直そうとする

態度を育てる。

・家庭生活を大切にする心情をはぐくむ。

体育

・友達との協力や公正な態度，安全への配慮などの態度を

育てる。

・生活習慣の大切さや自他の生命を尊重する態度を養う。

校訓「明るく やりぬく たくましい子」の下，児童一人一人のすぐれた
個性を伸ばし，心身ともに健やかで，知・徳・体の調和のとれた人間形成を
図り規則や規範を大切にし，共に生きようとする児童を育成する。

○に こにこ笑顔で生活する子

○し んけんに学び合う子

○つ よい心と体をもった子

○こ ころの豊かな子

学校教育目標
日本国憲法 教育基本法

学校教育法 学校教育法施行規則

学習指導要領 等

○児童の実態
・子どもらしく素直である。

・異学年の交流が深まりつつあ

る。

・言われたことはできるが，主体

性に欠ける。

・分かっているはずのきまりが守

れないことがある。

○保護者・地域の実態
・全体的に協力的であるが，価値

観の多様化による問題が起こ

ることがある。

・「人権のまち」として人権教育

に取り組んでいる。

○心に響く道徳教育
体験活動を生かした心に響く道徳教育の

実施
○開かれた道徳教育

家庭や地域の人々の協力による開かれた
道徳教育の充実
○未来を拓く道徳教育

未来へ向けて自らが課題に取り組み，共に
考える道徳教育
[愛知県教育委員会 教員研修の手引き]より

思いやりの心をもち，共に生きようとする児童の育成

・相手の立場に立って考え，思いやりのある言動がとれる心を育てる。
・自分を大切にし，よりよく生活しようとする態度を養う。
・きまりを守ることの大切さが分かり，落ち着いて生活する態度を養う。

道徳教育の目標

低･中･高学年別目標

各教科における道徳教育

・学級活動，児童会活動，クラブ活動，学校行事で「望

ましい集団活動」を展開し，豊かな学校生活を築く

とともに，公共の精神を養い，社会性を育成する。

・よりよい学級や学校の生活，人間関係を築く活動に

取り組み，その活動から道徳的価値が実感できるよ

うにする。

基本的な生活習慣の形成を中心とし
た実践的態度を養う。（朝の会・帰りの
会・掃除の時間・給食の時間など）

特別活動における道徳教育

生徒指導・日常実践活動

道徳的な雰囲気

・道徳コーナー，にしっこひろば
・学校図書館の整備，副読本・読み物資料の充実

学習環境の充実・整備

教育関係指針

研究内容

道徳教育の要として，全教育活動に

おける道徳教育と密接な関連を図り

ながら，計画的，発展的な指導によっ

てこれを補充，深化，統合し，道徳的

価値の自覚及び自己の生き方につい

ての考えを深め，道徳的実践力を育成

する。

体験活動を生かした心に響く道徳

教育の実施，家庭や地域の人々の協力

による拓かれた道徳教育の充実，未来

に向けて自らが課題に向けて実践し

ようとする人間の育成を目指し，その

基盤となる道徳性を養う。道徳的な心

情，判断力，意欲・態度の向上を図り，

道徳的実践力を育成する。

・自分自身の力で新しい課題に対応していこうとする
自立心を育成する。

・進んで人とかかわり，協力して課題に取り組む態度を
身に付ける。

・福祉の学習を通して，思いやりの態度を身に付ける。

総合的な学習の時間における道徳教育

道徳の時間

・ゲストティーチャー等による指導の工夫
・人材バンクの整備
・幼稚園との交流，中学校との連携

指導体制・学校間の連携

目指す子どもの姿 「きらりにしっこ」

○思いやりのある言動がとれる子 ○きまりを大切にした生活ができる子

外国語活動における道徳教育
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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】
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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
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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

自己と社会を見つめ，自律できる生徒の育成

－自分自身と身近な地域社会の規範意識を考える活動を通して－

武豊町立武豊中学校 岩橋 雅高

１ はじめに

わたしは，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の推進にあたっ

て，在外教育施設勤務の経験を思い出した。平成 17 年度から３年間，ミャンマー連邦にあるヤンゴ

ン日本人学校に勤務していたのだが，そこでの日常の中，ミャンマーの人たちは実に規範意識が高い

ことに気が付いたからである。街の治安もすこぶる良く，外務省「海外安全ホームページ安全の手引

き」によると，｢重要犯罪だけ見ても，ミャンマーは日本の

20 分の１程度（2006 年 10 月１日）｣とある。この要因を考え

てみると，彼らは，幼い時から｢僧・親・師の教え(ルールや

マナー)」を守り，それを他者に認められることで自信(自己

肯定感)を得るとともに，それらをより広い集団の中で実践す

ることのよさを実感していることがあるように思う。

昨年度は，ここから学校での教育活動の中で応用できるも

のを考え，規範意識の向上につながるように実践に取り組ん

できた。その実践から，以下のようなことが分かった。

・アンケートにより，自己肯定感が高い生徒ほど，規範意

識が高い傾向があることが分かった。それを受けて，自己肯定感を高められるように，「心の

ノート」を活用して行ったリフレーミング活動や他者から自分のよさを伝えてもらう活動，そ

して生徒の良さを認める日記指導を行った。自己肯定感を高める一助になったと考えられる。

・アンケートにより，集団への所属意識が高い生徒ほど，その集団の中での規範意識が高い傾向が

分かった。集団への所属意識向上のために行った「クラス全員での目標達成」や「日記を載せる

学級通信」により，考えの共有ができる場になり，所属意識が高まった。

２ 研究の目的

規範意識に関する自己と社会の現状を知り，自己肯定感を高める活動や規範意識にかかわる学級

活動や道徳の授業に取り組み，個々の規範意識向上を目指す。また，地域社会の規範意識を考える

活動を通して地域社会への所属意識を高め，より広い集団での実践力育成を目指す。

３ 研究の方法

(1) 学級の実態把握

今年度の４月，現在担任している１年生 33 人に対して，自己肯定感と規範意識とのかかわりを探る

アンケート行った。その結果を基にして，何に焦点を絞って実践すれば，規範意識が高められるかを

〈先生の話をきくときは腕を組む〉
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〈クラスアンケート結果 4 月〉

考察した。アンケートの質問項目は，以下のようである。

あなたには，｢良さ｣がありますか。(選択肢)ある 少しはある あまりない ない

学校のきまりを守るよう努力していますか。(選択肢)とても だいたい あまり ない

・その理由は何ですか。(記述)

社会のマナーを守るように努力していますか。(選択肢)とても だいたい あまり ない

・その理由は何ですか。（記述）

このアンケートの結果は，図１のようになった。

自分によさがあると感じて

いる自己肯定感が高い生徒が少

なく，40％に満たなかった。反

面，規範意識は高くほとんどの

生徒が守ろうとしていることが

分かる。しかし，守ろうとして

いる理由には，｢いい大人になる

ため｣｢良い生活を送れるように

なるため｣のように自己を向上

させるためのものは少なく，｢き

まりだから｣のように，守らなければいけないものと考えているものや「怒られる」｢お母さんに迷惑

をかける｣｢部活ができなくなる｣など自己の利害にかかわるものが多かった。規範意識の基になる道徳

的価値を考えるとすれば，全体的に低いものと考えられるのではないだろうか。

これを自分によさが｢とても｣ある，あるいは｢だいたい｣あると思っている生徒を｢自己肯定感が高

い｣とし，それ以外を｢肯定感が低い｣として，｢学校のきまりを守るよう努力している｣｢社会のマナー

を守るよう努力している｣の質問別にクロス集計してみると図２のようになった。

自己肯定感が高いグループは両方とも｢とても努力｣しているという割合が７割近くに達している。

あまり努力していないという生徒は見られない。傾向として，自己肯定感が高いグループの方が規範

意識も高い傾向があるといえる。

また，｢学校｣と｢社会｣で｢あまり｣と｢ない｣の合計数を比較すると，｢学校｣１人に対して｢社会｣４人

と，｢社会｣の方が守る意識が低い生徒が多いことが分かる。狭い範囲での集団よりも広い範囲の集団

の方が，ルールを守る意識が低くなる生徒がいるようである。

図 1

図 2

〈クラスアンケート結果 4 月クロス集計〉

(人)

(人) (人)
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〈「『心のノート』自分だけがよければいい…」のページ〉

(2) 実践の内容

この結果を基にして，次の２つに焦点を絞って実践することにした。

ア 規範意識そのものを高めるための活動

自己の規範意識の状態を知り，規範意識にかかわりの深いと考えられる自己肯定感を高める活動を

取り入れるとともに，道徳や学級活動で行動・判断の基準になる道徳的価値を高め，規範意識向上そ

のものを高める。

イ 規範意識を高くもつ範囲を広げるための活動

家庭や地域へのかかわりを実感できる活動を行い，より広い集団への所属意識を高め，高い規範意

識で行動できる実践力を付ける。

４ 研究の内容

(1) 規範意識そのものを高めるための活動

ア 規範意識を知り，現在の自分を考える活動

(ｱ)「心のノート」を使った規範意識を知る授業

自己の規範意識を知るために，心のノート「自分だけ

がよければいい…」を使い授業を行った。

まず，規範意識と強い関連のある｢公徳心｣について関

連ページの絵を見て考えた。｢公徳心のない人｣に続き，

｢公徳心のある人｣を見た経験を発表した。

その後，学校で気になる行動を発表するとともに，

それに対して自分がどういう行動をとるか尋ねた。結

果は表１の通りだった。

表 1

気になる行動 （単位 人） 必ず行う 自信がない 行わない

トイレの下駄をそろえる １８ １５ ０

正しい服装をする １６ １７ ０

借りたものを早く返す １５ １８ ０

机・ロッカーの整頓をする １５ １３ ５

静かにする場面で静かにする １４ １４ ５

落ちているごみを拾う ５ ２２ ６

消しゴムのかすを床に捨てない ２ ６ ２５

そして，自分の判断や行動を決めるものを規範といい，規範意識が高いと正しい行動・あるべき行

動がとれると考えられることを伝えた。授業後の生徒の感想には，次のようなものがあった。

規範意識という概念を知り，それを

高めることが，あるべき行動につなが

ると理解できたのではないだろうか。

今の自分のどういうところを変え

ていったらいいか考えているようだっ

た。

落ちているごみを拾う｢自信がない｣の理由

・急いでいるときは分からない

・ひとりでいると拾うけど，友達といると

拾わないかも

・面倒くさいと思うことが多いから

・なんだかいい子ぶっていると思われるの

が嫌だから

〈生徒の感想〉
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〈「『心のノート』あなたらしさがあなたの個性」〉

〈リフレーミング後の生徒感想〉

(ｲ)「心のノート」を使った規範意識のレベルを考える授業

また，規範意識の向上を自分自身でとらえ

やすくするために｢他律・社会律・自律｣を理

解させる活動をした。まず，掃除を例えにし

て，自分は｢なぜ掃除をしているか｣を考えさ

せた。掃除をしている行動は変わらなくて

も，掃除をしている理由が｢しかられるから｣

｢班のメンバーに文句を言われるから｣｢掃除

をする時間だから｣｢やった方が得する感じ

がするから｣｢きれいにしたいから｣などによって，規範意識の高さが変わってくることを伝えた。

イ 自己肯定感を高める活動

(ｱ)「心のノート」を使ったリフレーミングの授業

自己肯定感を高めるために，自己否定している部分を自己

肯定できる部分に変える考え方(リフレーミング)を伝える道

徳の実践をした。

リフレーミングとは，ある枠組みでとらえられている物事

の枠組みをはずして，違う枠組みで見ることを指す。同じ物

事でも，人によって見方や感じ方が異なり，ある角度で見た

ら長所になり，また短所にもなる。

導入にリフレーミング辞典から例をいくつか紹介した後，

「心のノート」の「あなたらしさがあなたの個性」を使い，

「自分のこんなところをこうしたい」ことを考えさせた。生

徒は，「三日坊主」を「切り替えが早い」というよさにした

いという意見や「すぐむきになる」を「人とちゃんと向き合

っている」というよさにしたいなどの意見が出された。

これにより自分の中の否定的な部分を減らすことから自己肯定感を高めるきっかけになったので

はないだろうか。授業後の感想には，以下のようなものがあった。

(ｲ)自己肯定感を高める｢良いところ発見シート｣

また，自分自身のよさをクラスの生徒全員に書いて

もらい，自己肯定感につなげる活動を行った。導入に

「心のノート」の「発見！友達のよさ」を使い，友達

のよさを書いてそれを発表してもらった。その後，ク

ラス全員のよさを書くことを伝え，「良いところ発見

シート」をつかって，全員のよさを一行ずつ書いた。

〈生徒の感想〉

〈良いところ発見シート〉
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〈「良いところ発見シート」後の生徒の日記〉

〈ＳＴの話の感想を書いた生徒の日記〉

集中力を切らすことなく，クラスメイトのよさを書くことができた。人のよさを探すということは，

それだけで自分自身にもよい影響があるようである。ほとんどの子が集中してよい表情で書いていた

ことが印象的であった。

この日の日記にクラスの半分以上の生徒が

「良いところ発見シート」について書いており，

その日記の内容から自己肯定感が強くなったこ

とを感じた。

また，この後，欠席した給食当番の代わりを

進んでしてあげた生徒に気付いて日記に書いて

きたり，日直の忘れられていた仕事をしてあげ

ていた生徒のことを教師に報告したりすること

が多くなった。意識が人の良いところに向けら

れており，それを認めてくれる仲間がいる場所

として，学級への所属意識も高まったのではな

いだろうか。

これをきっかけにして，帰りの会でその日に見付けた友達の良い行いを紹介する時間をつくった。

普段，大人しく目立たない子も，その行いをこの時間にたくさん紹介してもらっており，うれしそう

にしている姿が印象的である。

(ｳ)教師に認められていることを知る毎日の日記指導

学年当初から，毎日全員の日記(知多地方には，「若あゆ日記」という日記帳があり，毎学期生徒全

員に配布される)を読み，コメントを返すことを続けている。

学級全員の生徒と毎日必ず言葉のやり取りをすることができ，その時々の一人一人の考えを知るこ

とができる。その中で，生徒のよさ，良い考え方を認め，自己肯定感に結び付ける言葉を書くように

意識している。毎日続けることで，一人一人にあった考え方を伝えられ，日常の会話だけでは伝えら

れない生徒のよさも伝えられる。自分からなかなか教師に話し掛けられない生徒も，日記帳の中で次

第に心を開き，心の葛藤を書くことができるようになる。その中で，良い考え方を伝えられる場にな

っている。

ウ 規範意識の基となる道徳的価値向上のための活動

普段の道徳の授業に加え，朝の会で，規範意識にかかわる事例を紹介して，生徒に考えさせる時間

を取るようにした。

長浜市立浅井中学校のギネス記録への挑戦

で，270 人 271 脚に挑戦した後，正直に紐がほ

どけたことを申し出たニュースなど，全国的に

報道されたものから，教師の学生時代やミャン

マーでの体験談，校内での出来事などの話をし

た。日記の中に，その感想が出てくることもあ

り，自分自身に当てはめて考えられている。

右は，かつての経験から，しかられているの

に逆切れする生徒について話をした日の生徒の

日記である。
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｢必ず行う｣については，家庭での人数が増えた場合に｢△｣，減った場合に｢▼｣，｢行わない｣については，家庭での

人数が増えた場合に｢▼｣，減った場合に｢△｣をつけた。

(2) 規範意識を高くもつ範囲を広げるための活動

ア 規範意識を学校から家庭へ広げる

学校と家での規範意識の差を知るために，前述の｢学校生活で気になる行動｣と同じ項目を家庭で行

っているかどうかを聞き，話合いをした。この結果は，表２のようになった。

表２

気になる行動 （単位 人）

必ず行う 自信がない 行わない

学校 家庭 学校 家庭 学校 家庭

トイレの下駄をそろえる １８ １０▼ １５ １４ ０ ７▼

正しい服装をする １６ １７ ０

借りたものを早く返す １５ ６▼ １８ ２６ ０ １▼

机・ロッカーの整頓をする １５ ８▼ １３ １７ ５ ８▼

静かにする場面で静かにする １４ １４ ５

落ちているごみを拾う ５ ４▼ ２２ ２１ ６ ８▼

消しゴムのかすを床に捨てない ２ ８△ ６ １３ ２５ １２△

この結果から１項目を除いては，学校での行動よりも家庭での行動の方が規範意識の低い状態であ

ることが分かる。

その後，この結果から，｢なぜ家では，規範意識が低くなるだろうか｣について，意見を出し合った。

生徒の意見には，以下のようなものがあった。

家だとしかられない。親もそうしているから。家族だから，やらなくてもいい。お母さんが掃除し

てくれる。トイレのスリッパが逆向きでも，みんな逆を向いて履いているからいい。借りていても，

家の中にあるから，勝手に持っていけるから。気を使わないのが，家族のよさだから。何も言われな

いから，甘えている。

次に，｢消しゴムのかすを床に捨てない｣だけが，家での方がよくできている理由を考え，意見を出

し合った。生徒の意見には，以下のようなものがあった。

自分の部屋が汚れると嫌だから。じゅうたんに，かすは落としにくい。学校だとしかられないけど，

家だと親にしかられるから。床は，上靴をはいているから，外のような気がする。床には，座ったり，

寝そべったりしないけど，家の机の周りでは，そうするかもしれないから。毎日掃除するから。自分

の場所じゃないような気がしている。

最後に，どうしていくと｢自律｣になるかを話し合った。｢家でも，学校でも，叱られるからやるので

はなく，先のことを考えてやればよい｣という結論になった。

この話合いで，｢消しゴムのかすを床に捨てない｣だけ，家と学校の結果が他の項目と違ったのは，｢自

分の領域｣という観点で考えれば，学校では自分の机が自分の領域であり，家では自分の机だけではな

く，その部屋や家全体が自分の領域という意識の差が要因かもしれない。

言語活動の中で，生徒自身の中にある行動の判断基準が変化したように感じる。学校と家では「別

もの」という意識が強かったようだが，自身の成長のためにその意識自体に目を向け，家での行動を

考えるようになった生徒が出てきた。

・｢正しい服装｣

｢ 静 か に す る ｣

については，調

査せず。

・トイレの下駄

については，２

人使ってないと

いう返答。
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〈調査のまとめ〉

〈展示の様子〉

〈幸福度向上のための方法〉

イ 規範意識を学校から地域社会へつなげる

総合的な学習の時間「わが町武豊を知る」におい

て，「わたしたちの町『武豊』～幸福度を知る～」

をテーマに調査活動を行った(次頁に活動内容)。

幸福である要素として「施設の充実」「交通の便」

「自然環境」などとともに「マナー」や「犯罪率」

など規範意識にかかわる内容を意図的に入れて調査

した。生徒たちは交通ルールを守れているかを町の

人々にインタビューしたり，マナー向上のために必

要なことを考えたりして，他の調査結果とともに公

開日に展示した。福祉の充実や町のイベントのほか，

過去に武豊町で起きた事件や犯罪発生率などの展示

を熱心に見てくださる姿を生徒たちも喜んでいた。

これらの展示を見ていただいた方に，武豊町の幸

福度を 100 点満点で考えてもらい，随時平均値を表

示していった。展示を見たり，生徒の説明を聞いた

りしてじっくり考えてくれた方が多かった。結果は，

平均値 61 だった。

それと同時に，生徒自身が考える幸福度向上のた

めの方法を考えて掲示し，見てくださった方々にも

同様に考えていただき，掲示した。｢レジャー施設を

つくる｣｢交流活動をする｣などのほかに｢ごみをポイ

捨てしない｣｢犯罪をなくす｣｢交通ルールを守る｣な

どの意見があった。

この活動後に行ったアンケートは，以下のような

意見があった。

Ｑ「武豊町の幸福度が 61 だったことについてどう

思いますか」

意外に低かった。半分より上だったと考えれば，よい方に取れますが，もっとできることはたくさ

んあると思うので，ゴミ拾いや交通ルールを守るなど，自分自身も気を付けたいと思いました。まだ

まだだと思う。もっと人々が意識しなければと思う。一人一人が思いやりをもって，行動してほしい。

いろんなキャンペーンなどをしてほしい。もっと幸福度が上がるように，武中から変えていきたいで

す。逆に，不幸が 39 だったと考えてみると，まだ足りないと思う。

Ｑ「幸福度を上げるためにわたしたちにできることはどんなことだと思いますか」

お金をかけなくても人が変われば，幸福度が上がるので，歩くときの気を配りみんなで少しずつい

い街にしたい。自己や犯罪を少なくすれば，平和ですごしやすい武豊町になればいいと思います。朝

のあいさつ，身近なボランティアをする。思いやりをもって行動。町のイベントに積極的に参加する。

人が交流する場を設ける。しっかりと町のルールを守ることを一人一人が意識する。一日一善。ちゃ

んとマナーを守る。お年寄りのために，何かすること。
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総合的な学習「武豊を知ろう」活動内容(15 時間)

活 動 内 容 生 徒 の 様 子

テーマ決め(１時間)

・武豊について知っていることを発表

・｢武豊｣についてウェビング

・学級としての調査テーマを話し合う

・共通のキーワードでテーマを絞る

・｢みそ，たまりが有名｣｢武豊線は日本で３番目にでき

た鉄道｣｢浦島太郎の伝説がある｣「小学校が４つあ

る」などの意見が出た。

・「壱町田湿地」や武豊に生息する動植物の名前，衣

浦港，地元の企業や特産品，過去の事件に広がった。

・特産品や企業，自然，交通事故のことで調べたいと

いう意見が多く出た。

・前出のものは町の人の「幸せ」につながるという意

見から，町の施設や自然，事故などを調べて「町の

幸福度」を探りたいという意見に皆が賛成した。

計画(２時間)

・班ごとに「幸福度」を考える資料にする

ために，何について調べるか話し合う

・具体的に個人と班で何をどのように調査

するのか話し合う(校外学習２時間含

む)

・班での話し合いの結果，｢武豊の事故｣｢武豊の施設｣

｢武豊の自然｣｢武豊の交通状況｣｢武豊町のデータラ

ンキング｣｢武豊の福祉｣のテーマになった。

・インターネット，図書館のほか，街頭インタビュー

や交番での聞き取り調査，施設訪問，街で交通状況

を調べるなどが意見としてあげられた。

調査(７時間)

・各自テーマにそって個人の調査活動に取

り組む(３時間)

・班ごとに個人のレポートを見せ合い，班

で何を調査するか，まとめにどう使って

いくか話し合う(１時間)

・校外調査の活動計画を立てる(１時間)

・アポとり(班長)

・校外調査活動(２時間：時間割変更をし

て午後に時間帯を使って実施)

・まず個人レポートにまとめるので，やることがない

という状態はなく，意欲的に取り組めた。

・個人の調査結果があるので，話合いが活発に行われ

た。班の調査でも，幸福度を計る目標があるので客

観的な内容が増えた。

・どこに行くと効果的な調査ができるか考えていた。

・アポとりの方法を指導してあったが，臨機応変に対

応できないことが多かった。

・計画に沿って，意欲的に調査していた。

まとめ(４時間)

・調査内容を模造紙にまとめる ・調査項目に関する安全度を信号で表現したり，具体

的な数字を並べたりして，客観的な資料にすること

ができた。

学校祭でクラス展示

振り返り(１時間)

・幸福度の結果について話し合う ・地域の一員という立場で，人の行動に目を向けて考

えた意見が多くなった。
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〈｢つながり｣を実感するためのシート〉

〈相手を思いやる使い方が大切だと気付く〉

ウ 規範意識を学校からネット社会へ広げる

１年生の生徒とその保護者を対象に，携帯会社の方に講師を依頼して「携帯安全教室」を開いた。

相手を傷つけてしまう可能性のあるチェーンメールや出会い系サイトおよびプロフにおいて実際に中

学生をだます詐欺の手口などを教えてもらった。携帯電話の使用についても，規範意識を高くもって

おかないと，知らずに相手にいやな思いをさせていたり，自分自身が犯罪に巻き込まれる可能性があ

ったりすることを感じていたようだ。

エ 他者とのかかわりに気付き，かかわりを強める活動

集団への所属意識を高めて｢自分の領域｣と感じる範囲を広げ，自分がいろいろな人に支えられてい

ることを実感できるように，今の「自分」とかかわっている人たちを考える活動を行った。最初に，｢知

多武豊駅から隣の上ゲ駅まで電車に乗って移動することを可能にしてくれている人たちはだれです

か」と問い掛け，発表させた。「本当にそれだけですか」と問い掛け直すと，次のような意見が出さ

れた。

運転士さん，車掌さん，駅員さん，切符の機械を作る人，線路の整備の人，線路作る人，電車をつ

くる人，シートをつくる人，電気をつくる人，時刻表をつくる人，電気を運ぶ人，発電の原料を取っ

てくる人，原料を運ぶ人，その入れ物をつくる人，切符の紙をつくる人，切符代を稼いでくれた親

このようにかかわってくれている人がどんどん広がっていった。自分が行う一つの行動に対して，

多くの人がかかわっていることを実感していた。

その後，「では，今の自分がここにこうしていられることにかかわってくれている人について考え

てみよう」と話し，数人に意見を聞いて

から，右のようなワークシートに取り組

んだ。

真ん中の楕円の中には，今の自分の内

面に関係あることを書き，外には直接で

はないが今の自分がいられることに関係

あることを書いた。それぞれ関係が深い

ものは，線で結ばせていろいろなものが

かかわっていることを感じられるように

した。中には，内面の全てが｢親｣と結び

ついていることを驚いている生徒やかか

わりのあることがあまりに多すぎて驚い

ている生徒がいた。
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〈アンケート結果 ４月・１１月の比較〉

生徒の｢自分の領域｣が広く，かつ鮮明になってきたのではないだろうか。

その日の日記には，以下のようなものがあった。

道徳でやった「つながりの紙」がすごく楽しかったです。わたしは，なかなか「自分」の枠の

中に書くことがなくて，外ばかりに書いていました。でも，Ａ君は親につながることばかり書け

て凄いなと思いました。Ｂさんの自分の中には，先生の名前がたくさんでした。まだ，今は全然

「自分の中」が書けないけど，これからどんどん人とのかかわりを見つけて増やしていけるよう

にしたいです。それから，人に感謝の気持ちを忘れずに生きたいです。

また，数日後に，このシートを見直して日記を書いてきた生徒もいた。

今日，「つながり」の紙を久しぶりに見たときに，そこに「ありがとう」という言葉を書いた自

分に気付いた。その時考えたのは，例えば一人の人に何かをしてもらって｢ありがとう｣と言って

いるのなら，その人を産んでくれた親やその前の親，それからずっと続く親以外の人にも関係す

る。なんか，自分たちが意識せずに使っている「ありがとう」という言葉は，その人以外にも関

係する大切な言葉だと思った。これからは，一つ一つの「ありがとう」に心を込めて伝えたい。

５ 成果と課題

４月に行ったアンケートと同じ項目で，11 月に行ったアンケートの結果は図３のようになった。

｢自分に良さがありますか｣で自己肯定感の変化を見てみると，｢とても｣｢だいたい｣が 13 人だったが

27 人へと増加している。｢とても｣と答えている生徒は，９％から 27.3％へ増加，「だいたい」と答え

ている生徒も 30.3％から 54.5％へ増加している。自己肯定感の向上については，一定の成果が見られ

る。半年間の学校生活の中で，中学生としてできることが増えたことや自己肯定感を高める活動の成

果である。

｢学校のきまり｣については，｢とても｣の人数は増加したが，反面｢あまり｣｢ない｣の生徒が増えてい

る。４月に｢だいたい｣と答えた生徒の半数が｢とても｣になったのだが，｢あまり｣と答えた生徒も２人

いた。全体的には，向上していると捉えられるが，個々にみると中学校生活に慣れ，守る必要性より

も，面倒くささを優先してしまっている生徒もいることが分かる。

図 3 (人)
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｢社会のマナー｣については，社会のマナーを｢とても｣守ろうとしている生徒が増え，学級全体で見

れば，その規範意識の範囲も拡大したと言える。

「きまり」や「マナー」を守る理由については，自己の利害関係にかかわるものから，｢マナーを守

らないと，他の人に迷惑がかかるから｣や｢相手が嫌な思いをしてしまうから｣｢皆のためだから｣という

広い範囲を見るようになったと考えられるものが多くなった。これは，｢自己｣のとらえる範囲が，｢自

分だけ｣あるいは｢身内を含めた自分｣から｢自分にかかわる他人を含めた自己｣へと大きくなったので

はないだろうか。教室の床が自分とはかかわりのない場所から，自分とかかわりのある場所へと認識

が変われば，ごみを捨てることはなくなるはずである。個人差はあるが，同様の変化がさまざまな活

動の中から出てきているのだろう。

また，道徳の授業で「法の遵守・規則尊重」の内容を行ったとき，この取り組みがあったからこそ

出てくる意見が多数あり，成果を感じられた。

今回の研究を通して，現代社会で子どもたちに規範意識の低下があるとすれば，それは｢自分｣と｢他

人｣の間にある｢自分にかかわりのある集団｣が時代の流れとともに縮小していることが大きな要因で

あることが分かった。地域社会の中で，知った大人がたくさんいて，周りの人が良いことも悪いこと

も見ていて声を掛けてくれる。こういう環境の中で育った子どもは，安心しながら，ごく自然に自分

とかかわりがあると思う範囲を広げていけるのではないだろうか。同時に規範意識についても家庭を

中心とした，自己にかかわりの深い人々との生活の中で高めていくことができれば，規範意識の高い

判断での行動を社会という広い範囲でも実践できるはずである。

学校は，規範意識の向上とともに，規範意識の対象を，家族や仲のいい友達という｢甘えが効く集団｣

から，学級や学校そして地域社会という様々な人たちの集団，いわゆる甘えの効かない｢世間｣への橋

渡しをしていく役割を担っている。

今後も，「学校」｢身近な地域｣から，より広い｢社会｣へ出ていく生徒たちが高い規範意識をもち，

広い範囲で正しい行動ができること目標に教育活動に取り組んでいきたい。

６ おわりに

｢はじめに｣でも述べた，ミャンマーでの規範意識の高さは，こうした規範意識そのものを高めてく

れる大人たち｢僧・師・親｣がはっきりと存在していることに加え，地域の人たちと協力し合って生活

する｢自分とかかわりのある集団｣を認めやすい環境から生まれるものだろう。考えてみれば「僧」は，

地域の尊敬の対象，｢親｣は家庭の尊敬の対象，｢師｣は学校の尊敬の対象である。それぞれにその規範

の規準となる尊敬すべき大人がいるのである。

また，自己肯定感が規範意識の高さに関係が深いのは，自分を認めてくれていると感じる集団の中

では，その集団内の人々に対して好意をもち，感謝の気持ちがもてるからであるように思う。そうい

った人々に対しては，自然に｢皆のため｣という思いが生じ，規範意識の向上につながるのではないだ

ろうか。ミャンマーでは，地域の子どもという感覚が強く，本当に子どもをかわいがっていた。

家庭・地域・学校は，｢無縁社会｣といわれる現代日本の中でも，人と人との絆が自然にできるよう

な状態に変わるべきであろう。三者全てが，別々にとらえられるのではなく，｢人を育てる集団｣とな

り，そこにいる大人がお互いを認め合い，規範の規準となるべく尊敬の対象になることを願っている。
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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

まごころをもち心身ともに健全で，地域から愛される生徒の育成

－学校・家庭・地域の触れ合いを大切にしながら－

刈谷市立朝日中学校 吉田 幸和

１ はじめに

本校は，刈谷市の南部に位置し，生徒数 860 名，開校 23 年目を迎えた比較的新しい学校である。

学区には，ＪＲ東海道本線と国道 23 号線バイパス，そして国道 419 号線が通っている。保護者は，他

の地域から移り住み，新しく住民になった人たちが多い。こうした地域事情を考慮し，人の気持ちの

分かる人間，人のために行動できる人間に育ってほしいと願い，ＰＴＡや生徒，職員の意見をもとに，

平成５年３月に校訓を「まごころ」に決定した。そして，現在もこの校訓を核にし，「まごころをもち，

心身ともに健全な生徒を育成する」ために，毎日の教育活動に取り組んでいる。

昨年度から，「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」を進めている。

その結果，生徒は，クラスの中に自分を見いだすことができ，落ち着いて学校生活が送れるようにな

ってきた。また，自分のとるべき行動を振り返り，正しい行動をイメージできるようになってきた。

しかし，まだ生徒同士の小さなトラブルが原因で不登校傾向になる生徒がいたり，学校でおとなしい

子と思われている生徒が問題を起こしたりしている。また，自分に対して自信のもてない生徒がいて，

学校では自分からあいさつをしても，地域ではなかなかできない生徒がいる。

このような生徒の実態から，目指す生徒「まごころをもち心身ともに健全で，地域から愛される生

徒」を育てるためには，学校・家庭・地域が協力して互いに共通理解をしながら指導をしていくこと

が重要である。そのために，昨年度の指導の在り方を見直したり，新たな学校と家庭や地域との触れ

合い方を探ったりして，目指す生徒を育てるための具体的な方法や内容を明らかにする必要がある。

そして，日々実践していくことで，その手だてを明らかにしていきたいと考えている。

２ 研究の目的

生徒の生きる力となる豊かな人間性と社会性を育成するために，家庭や地域と共に道徳教育を進め

る。例えば，学校・家庭・地域が一体となる体験活動を行ったり，学校生活全体に渡り，自他共に大

切にすることを意識付けたりすることで，道徳教育の一層の充実・推進を図り，まごころをもち心身

ともに健全で，地域から愛される生徒を育成する。

３ 研究の方法

(1) 研究の仮説

道徳の時間の学習内容を見直したり，体験活動とのかかわりで道徳教育を進めたりする。また，学

校・家庭・地域が連携し，自己肯定感をもたせながら道徳教育を進めていけば，規範意識が高まり，

目指す生徒像「まごころをもち心身ともに健全で，地域から愛される生徒」を育成することができる。

(2) 研究の内容

ア 年間指導計画を見直し，かかわり合いを大切にした道徳の時間を計画的に実施する。

イ 豊かな心を育てる体験活動を実施し，道徳の時間との関連をもたせる。
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刈谷市立朝日中学校

基本的生活習
慣を身に付ける

自主的、自律
的態度や連帯感
の育成

家庭・地域の
実態

学習のしつけ

各教科におけ
る道徳の目標設
定と道徳的指導
内容の明確化

健全な自主
性・社会性・個
性の伸長

その他の
教育活動

特別活動 道徳の時間 総合的な学習各教科

共通理解と連携

道徳的実践力
への支援と指導

自然体験，観
察，実験，見
学，調査などの
体験活動

生活・清掃

給食・保健

交通・部活動

補充・深化・

学習意欲を高
める分かる授業
の実践（かかわ
り合いを大切に
する）

学校行事

生徒会活動

学級活動

・学校・家庭・地域の連携により，地域から愛される生徒を育成する。

＜学校経営方針＞
・学校生活全般において，何事にも本気で取り組もうとする生徒を育てる。

家庭・地域
との協力

・教職員の共通理解を図り，家庭・地域・関係諸機関との連携を密にして，生
徒一人一人に校訓「まごころ」の浸透を図る。

１ 年 ２ 年

道徳教育の重点目標

・自分を様々な集団や社会とのかかわりにおいてとらえ、その一
員として必要な道徳性の育成を図る。

生徒の実態

・ルールを守り，集団生活がで
きる生徒

・互いに尊重し，だれとでも協
調していける生徒

・正しい判断力をもち，落ち着
いた生活ができる生徒

・互いに尊重し，思いやる心を
もって生活できる生徒

・自覚と責任をもち，自ら判断
や行動ができる生徒

・心豊かな思いやりのある生徒

３ 年

学校の教育目標

統合

感動と心情に
支えられた道徳
的判断力と実践
力の育成（かか
わり合いを大切
にする）

まごころをもち心身ともに健全で，地域から愛される生徒を育成する

ものの見方や
考え方の習得

自分らしい生
き方の支援

保護者・教師
の願い

・自らを見つめ，自らに問い掛けることを通して，自立的な生徒
の育成に努める。

・自らを他の人とのかかわりにおいてとらえ，望ましい人間関係
を育成できる態度を養う。

・自らを自然や崇高なものとのかかわりにおいてとらえ、人間と
しての自覚を深める態度を養う。

学年別指導・重点

ウ 学校・家庭・地域との触れ合いを深める活動を実施する。

４ 研究の実際

(1) 年間指導計画を見直し，かかわり合いを大切にした道徳の時間を計画的に実施する。

ア 道徳の指導計画

イ 道徳年間計画（２年生を例にして 次頁参照）

ウ 学校公開日に全校一斉道徳

本年度も，「まごころをもち，心身ともに健全であり，地域から愛される生徒を育成する」を道徳

の目標とし，毎週の道徳の時間にこの達成を目指している。また，道徳教育推進教師を軸にして道徳

の全体計画を見直し，各学年の道徳担当者が中心となり道徳の時間の年間指導計画を見直した。そし
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＜２年生の道徳年間指導計画＞

て，生徒の抱える問題を解決するために，生徒の実態に合った資料を選択したり，指導過程の工夫を

したりし，この時間の指導を進めている。毎週の道徳の時間は，各学年の道徳担当者が中心となり生

徒の実態を基に，年間計画を決定する。各担任が指導案を作成し，学年会にて指導案を検討している。

１学期の学校公開日の６校時に全校一斉道徳を行った。１年の主題は「友情信頼」，２年は「個性

尊重」，３年は「生命の尊重」であった。その時の２年生の指導案は次頁のとおりである。４人で一

つのグループになり，二つの場面でロールプレイを行い，自分の気持ちがしっかり伝えられ，しかも

相手が素直に分かってくれるにはどんなタイプが適しているのかを考えさせた。その後，自分も相手

も尊重できる「自己主張」の練習を同じグループで行わせた。生徒は，ロールプレイの進め方を理解

すると本気でそれに取り組み，友達の発言のよさを見付けていた。生徒の感想は「最初は恥ずかしか

ったけど，友達に自分の気持ちを聞いてもらえてうれしかった」や「互いに認め合うことでクラスが

良くなっていくことを感じた」「自分と相手の両方を尊重しないといけない。どちらも上下はないこ

とが分かった」などであった。友達との触れ合いを通して，自分たちがとるべき正しい言動をはっき

りさせることができ，クラスの中での適切なコミュニケーションの仕方を理解させることができた。

今後は，家族や地域，社会人になってからのコミュニケーションのとり方にも目を向けさせる予定

である。多数の保護者の参加の下，保護者にも適切なコミュニケーションについて考えてもらいなが

月 週 主 題 名 時 ね ら い 指導内容 学校行事等

４

月

１ うちの総理ちゃん １ ・かけがえのない生命を大切にし，どんな

状況でも精いっぱい生き抜こうとする気

持ちを高める。

3-(1)生命の尊重 始業式・入学式2-(1)

避難訓練3-(1)

２ 一人じゃないよ １ ・人間としての誇りをもって，自ら誠実に

考え行動して，その結果に責任をもとうと

する気持ちを高める。

1-(3) 自律の精神，自主，

誠実，責任
授業参観日 4-(4)

３ ガランチード １ ・わが国の文化を愛し，日本人としての誇

りをもって生きていこうとする気持ちを

高める。

4-(9)愛国心 家庭訪問2-(6) 4-(6)

５

月

１ 開拓者の決心 １ ・他の人に対して深い理解と思いやりの心

をもち，温かい心で接しようとする気持ち

を高める。

2-(2)人間愛，思いやり

２ プレーボール １ ・相手の個性や立場を尊重し，いろいろな

ものの見方や考え方があることを理解し

て，謙虚に他に学ぼうとする気持ちを高め

る。

2-(5)個性尊重，寛容・謙

虚

観劇会4-(9)

学校公開日2-(6)

３ 温かい笑顔を忘れずに １ ・社会への奉仕と，進んで多くの人々に役

立ちたいとするボランティアの精神を大

切にする気持ちを高める。

4-(5)勤労，社会奉仕，公

共心

生徒総会1-(3)4-(1)

4-(7)

１,３年ＰＴＡ

学年総会2-(6)

６

月

１ トランペット １ ・身の回りを整えることの必要性を理解

し，節度や調和を保って生活しようとする

気持ちを高める。

1-(1) 望ましい生活習

慣，心身の健康，節度と

調和

２ 母の反撃 １ ・家族の中での自分の役割を自覚し，互い

に助け合い，明るい家庭を築いていこうと

する気持ちを高める。

4-(6)家族愛

３

・

４

Ｖサイン ２ ・礼儀の意義を理解し，他の人に対して思

いやりの心を表現しようとする気持ちを

高める。

2-(1)礼儀 授業参観日1-(5)4-(1)

２年ＰＴＡ学年総会

2-(6)

７

月

１

・

２

林間学校を成功させよ

う

２ ・林間学校という目標を目指し，自分なら

何ができるのかを考え，それに向かってや

り抜く強い意志をもつ。

1-(2)希望・勇気，強い意

志

ＰＴＡ学校保健委員会

2-(3)

３ 天井が明るい １ ・生きることの大切さを自覚して，生命を

尊び困難に負けることなく，強く生きよう

とする気持ちを高める。

3-(1)生命の尊重 ３年保育実習

1-(2)1-(5)2-(1)2-(2)
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ら，どの学級も落ち着いた雰囲気の中で授業が進められた。保護者から「家庭でも触れ合いを大切に

しないといけませんね」と感想をいただいた。道徳の時間を公開したことの一つのメリットを感じた。

＜２年「自己主張」指導案＞

主な発問と生徒の心の動き 指導上の留意点

１ 「中止になった家族旅行」を読み，自分ならこの後どう

言うのかを考える。

・参加できないことを非難する。

・絶対に許せないから

２ 自己表現の仕方には，３つのタイプがあることを知る。

・ひっそり型 ・ずけずけ型 ・さわやか型

・時間を守る。 ・不要物を持ってこない。

３ どのタイプがよいかを考え，なぜそう思ったのかを発表

する。

４ さわやかな自己主張ができるための練習をする。

・４人グループで取り組む。

・進め方を理解する。

・シート２を使って二つの場面を読む。

・発言者のよかったところを評価する。

５ 全体で活動の振り返りをする。

・友達のよかったところを発表する。

・演じてみた感想を話す。

６ 自分の思いや考えを伝える時に，大切なことをまとめ発

表する。

・自分の考えを発表し合う。

・机を出しておいた方が活動しやすい。

・この部分はあまり時間を使わないようにする。

・シート１（自己表現の仕方）を活用して読み合わせ，

自分がどの型のタイプに近いかを考えさせる。

・「さわやか型」がなぜよいのか，その理由を大切にし

ながら発表させる。

・自分の思いや考えをもたせる時間を十分設定する。

・教師と生徒の練習している様子を見せてからロール

プレイに取り組ませる。

・シート２（テスト前に電話をかけてきた友達，掃除

をさぼるＢさんへの忠告）の場面を一度範読する。

・机間指導をし，それぞれのよい点を評価する。

・座席を一重円で作らせる。

・時間があれば記入させてからそれぞれの意見を発表

させる。

・一人一人の発表内容のよい点を褒める。

・机間指導をして，発表する生徒を決定しておく。

エ 情報モラルの指導の充実

本校では，情報モラル教育を「自分や友達などの個人情報を大切にする」や「相手への影響を考え

た行動をする」「自他の個人情報を，第三者にもらさない」などを育てることを重点として進めてい

る。そして，道徳教育推進教師や道徳主任，情

報教育主任と話し合いながら，指導計画を立案

し，各学年の実態に合わせながら指導内容を決

め，道徳の時間や学級活動を中心に指導してい

る。指導内容については，「情報社会における

正しい判断や望ましい態度を育てること」と「情

報社会で安全に生活していくための危険回避の

方法の理解」の二つを踏まえながら設定してい

る。

２年「携帯（メール）の正しい使い方」では，

コミュニケーションをとる方法のそれぞれの利

＜コンピュータ室での授業の様子＞ 点を発表させた後，送る相手の気持ちを思いや
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るメールの送り方について考えさせた。生徒には，まず主人公が好きな女の子にメールを使ってデー

トに誘うという内容のＤＶＤを視聴させた。ＤＶＤは生徒たちにとって身近な内容であったので，集

中して視聴できた。その後，生徒たちは，相手の気持ちを考え，手紙を書くように丁寧にメールを作

ることが大切であることを理解した。最後に，よくないメールの使い方を考えさせた。生徒からは，

「チェーンメール」や「迷惑メール」「自転車に乗りながらのメール」など，自分の経験談を踏まえ

ながらたくさんの意見が発表された。また，生徒はそれぞれよくない理由を知ってはいるが，分かっ

ていてもそうしてしまったことを後悔している意見もたくさん出てきた。

今回の授業では，保護者の参観はなかったので，授業の様子や生徒の感想を学級通信に載せて家庭

に伝えることにした。保護者からは，「ぜひこのような指導をどんどんしてほしい」や「携帯電話に

ついての勉強がしたい」などの感想がいただけた。

そのために，電話会社に依頼して 11月に，「２年携帯教室」を開催することになり，生徒と保護者

が参加することになっている。今後も，「心」と「知恵」の育成を意識しながら，全職員が共通理解

しながら，この教育の指導を展開していきたい。

(2) 豊かな心を育てる体験活動を実施し，道徳の時間との関連をもたせる。

今年度も，１年生は「福祉実践教室」，２年生は「職場体験学習」，３年生は「保育体験学習」を

主な体験活動として位置付け，道徳の時間との関連をもたせながら，道徳性の育成を図っている。

ア ２年－自分を見つめ，働くことを考える「職場体験学習」－（平成 21年度の実践）

生徒に職業観や勤労観を身に付けさせ，自らが望ましい進路選択ができるようにキャリア教育を推進

している。職業に関する諸能力やコミュニケーシ

ョン能力の育成，未来設計の資質向上を目指して

職場体験学習を実施した。

(ｱ) 働くことを問い，マナーを磨く「事前

学習」

事前学習として，自分の夢や願いを書かせ，働

くことの意義や苦労，そして喜びを考えさせる学

習を行った。職場体験学習に向けて，ビジネスマ

ナー講師の落合先生を迎えマナー講座を行った。

おしゃれは自己満足であり，身だしなみは相手満

足であることを教えていただいた。また，清潔感

＜マナー講座の様子＞ のある身だしなみや笑顔の作り方，あいさつの仕

方などを実践的に学ぶことができた。今回のマナー講座では，人に接するマナーを学んでおくことは，

未来の自分を見据えるよい機会となった。さらに，教えていただいたことは，その後の学校生活や授業

の中で定着を図っていった。お世話になる事業者には，今回は生徒が中心となり依頼の電話をした。結

果 100 箇所以上の事業所が依頼を受けてくださり，その後，履歴書や依頼状を書き，事前打合わせに向

けた準備を進めた。

(ｲ) 職場体験学習

ほとんどの事業所で５日間の職場体験学習を行うことができた。この体験学習では，働くことの大変

さや難しさ，あいさつや言葉遣い，身だしなみなど，基本的な事柄の大切さを学ぶことができた。

事業所からは，「事前の研修を受けてきたので，礼儀やマナーについては，何も教えることがありませ

んでした」や「３日目が過ぎた頃から，進んで仕事をやってくれた」などの感想をいただいた。反面，
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「積極的にやってくれる子とそうでない子の差があった」や「一生懸命やっているが，返事やあいさつ

の声が小さかった」などの，貴重な意見もいただいた。

(ｳ) 振り返りの活動で心を磨く「事後指導」

体験して学んだことを，それぞれがレポートにまとめ，振り返り活動を行った。レポートの項目は，

「テーマ」や「仕事の内容」「職場の人から学んだこと」や「感想」の四つであった。12月に入り報告

会行うために，その準備を計画的に実施した。そして，完成した学年テーマ「未来の“自分”を切り拓

く職場体験学習」のレポート集を持参し，各事業所にお礼訪問に出掛けた。各事業所からは，「丁寧な

反省文をいただきじっくり読ませてもらいます」との感想をいただいた。生徒は，それぞれにやり遂げ

た達成感や成就感を得ることができた。この訪問後に，担当者で反省会を開いた。課題としては，職場

体験学習が５日間であり，受入れの事業所を探すのが大変であったことや生徒の希望する職種に偏りが

あったり，希望する職種の受入先がなかったりしたことなどであった。事業所と学校との連携をさらに

密にする必要性を感じた。

生徒の体験を参考にしながら，主題名「本当のボランティア」と「社会への奉仕」「人を思いやる心」

の三つについての資料を作成した。そして，３学期に，この資料を基に「社会への奉仕」をテーマにし

た道徳の時間を実施した。この資料を使ったことで，生徒は，自ら考える意欲を高め，進んで社会のた

めに尽くし，よりよい社会を築いていこうとする気持ちを高めることができた。

イ ３年－幼児と触れ合い，自分を見つめる保育学習－

家庭科の「家族と家庭生活」の単元と総合的な学習の時間及び道徳の時間を関連付けて実践している。

幼児との触れ合いを通して，人と触れ合うことの大切さや子どもが育つ環境としての家庭や地域の役割

に気付くとともに，現在の自分を見つめ，これからの自分の生き方を考えるきっかけとすることをねら

っている。

（ｱ）１学期【幼児と楽しく遊ぼう ２時間実習】

まず，「自分を見つめよう」ということで，詩「いの

ちのバトン」や絵本「赤ちゃんてね」などから赤ちゃん

の不思議さを学んだ。その後，自分の幼い頃の様子を調

べそれを発表し，マイブックにまとめさせた。次に，幼

児の体や運動機能の発達を考えるために赤ちゃん人形

を抱っこしたり，資料で調べたりした。マイブック作り

では，自分の保護者に熱心にいろいろなことを尋ねて調

査し，だれもが丁寧に作ることができた。第１回目の保 ＜幼児と楽しく遊ぶ様子＞

育実習の計画では，生徒一人一人がマイテーマを決めてから実習に参加した。そして，学校に戻ってか

ら，保育実習で見付けたことをまとめさせた。

ここでは，幼児と遊ぶ中で幼児の姿や遊びの様子をはっきりとらえさせ，幼児は遊びの中でいろいろ

な学習をしていき，幼児にとって遊びは大切であることを気付かせるようにした。

（ｲ）２学期【幼児と触れ合おう 半日実習】

幼児の生活習慣について考えさせ，第２回目の保育実習の計画を立てさせた。幼児のよりよい成長を

キーワードに，学習を進めた。それぞれが，自分の課題をもち，幼児の成長を重点にした触れ合い方を

考えさせた。保育実習後は，前回と同様に保育実習で見付けたことをまとめさせた。生徒は，「幼児は，

周りのいろいろな人とのかかわりの中で育つこと」や「幼児であっても相手のことを思いやる優しい心

をもっていること」「まじめに話を聴いてくれる人を好きなること」など，幼児と真摯に触れ合った結
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果いろいろなことに気付くことができた。実習後に，幼児の成長にとってよりよいかかわり方について，

クラスで話合い活動をさせた。幼児と実際に触れ合った後なので，それぞれ自分の担当した幼児を思い

出しながら，真剣に自分の意見を言ったり，友達の話を聞いたりしていた。その後，子どもを取り巻く

環境や子育て支援制度，子どもの虐待について，ビデオを視聴させたり，調べ学習をさせたりした。

（ｳ）３学期【幼児の心をつかもう １日実習】

３学期に入り，第３回目の保育実習計画を立てさせる予定である。生徒一人一人が明確な計画を立て，

幼児の心をつかめるように支援したい。そして，実習に行く前に，絵本の魅力を知らせるために，すべ

てのクラスに読み聞かせの会を設定し，地域の講師から，絵本の魅力をどう幼児に伝えるのかを教えて

いただく予定にしている。

この一連の体験を通して自分と向き合うことができたり，今まで自分の成長を支えてくれた人たちへ

の感謝の思いをもったりすることを期待している。そして，規範意識を高めながら，今後の自分の人と

しての生き方や在り方を見つめるきっかけとなるように指導していきたい。

(3) 学校・家庭・地域との触れ合いを深める活動を実施する。

ア 「課外授業」について（平成 21 年度の実践）

生徒と地域の人々との触れ合いを通して，地域の力を学校に取り入れたいと考え，以下の２点をね

らいとした。一つ目は，学区及び学区近隣の地域に住み，それぞれの分野で優れた技能をもっている

方たちを地域の先生（講師）として招き，「課外授業」を設定する。そして，生徒は自分の取り組み

たい教室に参加し，地域の先生と触れ合う中で，その人の心と技や生き方を学ぶ。二つ目は，保護者

にも，協力と参加を呼び掛け，家庭・地域・学校の連携を図ることである。

(ｱ) 講座と地域の先生の決定

「課外事業」がスタートした頃は，１学期からＰ

ＴＡ役員や職員が中心となり，課外授業の講師を探

していた。しかし，現在は，課外授業が地域に浸透

してきたこともあり，おおむね昨年度の実施案を基

に講師を決定することができている。そのため，学

年の実態に合っていない講座は他の学年と入れ替

えをしたり，講座そのものを新しくしたりするよう

にしている。本年度も，１学期より電話で講師依頼

を始めた。昨年度講座をもっていただいた先生方

は，だれもが快く引き受けてくださった。先生によ

っては，「電話を待っていました」という方もいて ＜講座「礼法」の様子＞

「昨年楽しくやらせていただいたので，今年もぜひお願いします」という声が聞かれた。今まで，この

「課外授業」を積み重ねてきた結果だとうれしく思った。

(ｲ) 「課外授業」当日の様子

例年各講座が始まるまで慌ただしいが，本年度は，受付や荷物の運搬などＰＴＡの地区委員や学年

委員が中心となり活動し，スムーズに行うことができた。また，講座ごとに，ＰＴＡ担当者と教師の

打合せも十分に行うことができた。時間前に，各学年の打合せ会場には，代表生徒が地域の先生を迎

えに来ていて，生徒のやる気を十分に感じた。

生徒は自分たちの取り組みたい講座を選択したこともあり，この授業を毎年１学期からとても楽し

みにしている。折り紙の講座では，講師の先生が，「作品の内容が例年より難しく，生徒が最後
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まであきらめないで作品を作ってくれるか心配であった。しかし，時間を延長しても生徒は集中して

取り組んでくれた」と，生徒の活動の様子を褒めていただいた。また，講師さんとＰＴＡの担当者が，

講座が終わっても作品について楽しそうに話している姿を見かけた。その他の講座でも，「生徒さん

がこんなに一生懸命やってくださるとは思わなかった。来年もぜひやりたい」と感想を述べていた。

ＰＴＡ担当者の感想では，「こんなに素直に生徒さんが活動してくれて，うれしかった。担当者をや

って生徒や学校のことがよく分かった」という好感的な感想をいただいた。

(ｳ) 成果

講師さんは地域の方が中心であり，生徒は，それぞれの講座の中で講師さんと心の交流を深めるこ

とができていた。また，講師の先生と共に真剣に活動する中で，講師の先生の技や生き方を感じ取る

ことができ，地域の人たちと心を通わせる活動ができていた。そして，さらに今後この「課外授業」

が，生徒にとって，触れ合うことの大切さを学ぶ機会になればと考えている。

昨年度も講座の運営をＰＴＡ講座担当者にやってもらった。職員からは，「今年も，講座の司会も

保護者がやってくれた。とても助かった」という，感想が出てきた。また，保護者に，生徒と一緒に

講座に参加してもらう中で，生徒と触れ合い，本校の生徒を理解してもらうよい機会になった。今後は，

さらにＰＴＡ担当者の役割を見直し，この「課外授業」の運営の仕方を改善していきたい。

イ 「おやじの会」の充実

平成 21 年度に，元ＰＴＡ会長の発案により，過去

２～３年のＰＴＡ役員が賛同し「おやじの会」を立

ち上げることになった。設立の趣旨は，「学校・家

庭・地域の連携を深める機会，地域の方々と接する

機会，親同士の交流する機会づくりをし，生徒の規

範意識を向上させるため」である。保護者たちが中

心となり，学校活動や地域活動の支援を行い，生徒

が安全で安心に過ごせる地域づくりに少しでも役に

立てばと考えている。

１学期当初より運営に関するアンケートを実施し，

「おやじの会」の設立準備を始めた。その結果，10 月に「第１回おやじの会総会」を開催することが

でき，本格的に活動を始めることとなった。最初は，「課外授業」の駐車場係としてのボランティア

活動を行った。12月の土曜日に，「おやじの会」主催

第１回学区清掃を行った。参加者は「おやじの会」の

メンバー14 名，ボランティアの生徒 35名だった。

参加者は，事前に三つの班に分かれて活動した。第

１班は，ＪＲ東刈谷駅から出発して学校まで，第２班

は，ＪＲ野田新町駅から学校まで歩く班だった。第３

班は，ミササガパークから学校までで，どの班も「お

やじの会」のメンバーと生徒が３，４人で一つのグル

ープをつくりながら，燃えるごみや燃えないごみ，金

属類のごみを拾いながら学校までの道のりを１時間か

けて歩いた。

＜「おやじの会」総会の様子＞

＜清掃活動の様子＞
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生徒からは，「参加してよかった。やると気持ちがいい」「道路にこんなにたくさんごみが落ちて

いるなんて。マナーの悪い人が多い」との感想があった。おやじの会のあるメンバーは，「子どもた

ちがこんなにたくさん参加してくれるとは思わなかった。今後も定期的に行いたい」との感想であっ

た。地域の方から「頑張ってね」や「お疲れ様」と声を掛けられ，生徒は笑顔になり，自分たちの行

った活動の価値を体で感じることができていた。

平成 22 年度からは，他の地域の「おやじの会」

と連携したり，定期的に校内環境の美化活動を

行ったりしている。今年度は，特に東三河の山

に間伐材をもらいに行き，それを使ってベンチ

を作り，校内の環境を整える活動をしている。

特に木の皮をはぐ作業は大変なので，生徒のボ

ランティアも参加して作業を進めた。

また，地区の道路清掃ボランティアに生徒と

一緒に「おやじの会」のメンバーも参加した。

共に汗を流しながら，地域をきれいにすること

や地域を大切にすることの大切さを伝え，このよ

うな体験活動を通して，生徒の規範意識を高めていこうと考えている。

ウ 地域へ出掛ける生徒ボランティア

校長の「中学生の力はすごい。地域の活動に中学生を参加させることで生徒を理解してもらえる」

という方針の下に，昨年度から生徒には地域に出掛け「自分の力を試すこと」を奨励してきた。また，

このことについて，教育懇談会やＰＴＡの会合など，地域の方々が集まる場所で説明し，中学生を派

遣することを理解していただいた。本年度は，教頭が窓口になり，生徒に，地域の行事や幼稚園・小

学校の運動会のボランティアを呼び掛けた。前日には，活動内容やその態度について簡単なオリエン

テーションを実施している。

10 月の土曜日に，本校に隣接している朝日

小学校の運動会に，３年生９名が運動会ボラ

ンティアとして参加した。活動内容は，各種

目の器具を出したり片付けたりが主な活動で

あり，その活動の中で児童と自然な形で触れ

合っていた。生徒の感想は，「最初はよく分

からなかったけど，一生懸命仕事をするとこ

ろを児童に見せることができてよかった」や

「次の事，次の事を考えて仕事をすることの

大切さを学んだ」「別の視点で運動会を見る

ことができた。よい経験ができた」などであ

った。ある生徒は，「綱引きの場面では，勝ち負けを決めるので，不正がないように慎重に綱を置く

位置を決めた」と感想を述べていた。どの生徒もボランティア活動に本気で取り組むことで，参加し

たことのよさを感じていた。そして，参加した生徒は，また自分の力を地域で発揮してみたいという

気持ちをもつことができた。

＜進んで道具を運んでいる様子＞

＜生徒と一緒に作業する様子＞
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エ 家庭や地域との連携を深める

学校での様子を家庭や地域に伝え，共に指導していき，生徒を育てていくことは重要である。そこ

で，学校だよりや学年だよりなどを家庭に配付するだけでなく，各学年の様子をまとめた地域広報版

を作成し，地域の郵便局やＪＡの支店，銀行などに掲示している。また，学校のホームページを使っ

て，最新の学校の情報を保護者に知らせている。ホームページは，毎日更新することで，本校への１

日のアクセス数は，現在 120 以上である。

このようにして生徒のよさや活動内容を家庭や地域に紹介することで，本校の生徒の規範意識を高

める教育に対して，さらに理解や協力をいただくことができている。今年度も，授業参観ごとに保護

者にアンケートを実施している。そのアンケートには，生徒の規範意識について触れている。そして，

その折々のアンケート結果を比較することで，規範意識の向上への取組の成果を把握したいと考えて

いる。

５ 研究のまとめと今後の課題

(1) 成果

ア かかわり合いを大切にしながら道徳の時間を実施したことで，生徒は，クラスの中で自分の

思いや考えを意欲的に発言したり，友達の話をじっくり聞いたりすることができるようになっ

てきた。また，生徒は，クラスの中で自分を見いだすことができ，落ち着いて学校生活が送れ

るようになってきた。そして，生徒は，学校や社会のルールを守ることで，安心して生活でき

ることを理解し，規範意識を高めようとする姿勢が見られるようになった。

イ 豊かな心を育てる体験活動を実施し，道徳の時間との関連をもたせることで，生徒は，実際

に体験したことを基に自分のとるべき行動を振り返り，正しい行動を強くイメージでき，それ

を実践できるようになってきた。そして，自分の周りの人に感謝する気持ちが育ち，相手を思

いやる行動が取れるようになってきた。

ウ 学校・家庭・地域との触れ合いを深める活動を実施したことで，保護者や地域の方が，今ま

で以上に本校の生徒を見守ってくださるようになり，生徒の様子を教えてくださる方が増えた。

保護者のアンケート結果から，合唱コンクールでは，「みんなが真剣に聞いていて感動しまし

た」の感想をいただいた。また，ＰＴＡの地区委員に朝の交通立ち番指導をお願いしている。

その感想に「あいさつがよくできるようになった」や「横断歩道の渡り方もよくなってきた」

が増えてきた。地域に愛される生徒，規範意識をもった生徒が育ちつつあることが実感できた。

(2) 今後の課題

今後の課題については，以下の３点である。

ア 体験活動と道徳の時間のかかわりをさらに密にした，道徳の時間を計画し実践する。

イ 保護者の思いや考えを大切にし，生徒の規範意識を高めるような「おやじの会」の運営の仕

方を構築する。

ウ 生徒が地域の行事へ主体的に参加するための運営の仕方を工夫する。

６ おわりに

目指す生徒を育てるために，平成 21・22 年度とこれまで本校で行ってきた教育活動の質を高めなが

ら，無理のない範囲で少しずつ新しい活動を行ってきた。本年度は，生徒が地域に出かけてボランテ

ィアをする活動が本格的にスタートし，地域に貢献する生徒が少しずつ増えてきた。生徒の様子を見

ていると，一つ一つの手だてが，生徒の規範意識を高めることに有効に働いていることが分かり，生

徒の成長をうれしく思っている。今後も継続研究していく中で，生徒の規範意識を高めていきたい。
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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

礼節を重んじ，地域社会で活躍する生徒の育成

－地域と連携し，体験活動を重視した道徳教育の実践－

愛知県立守山高等学校 鈴木 宏伸

１ はじめに

本校は地域の強い要請にこたえ，昭和49年に東谷山麓の志段味の里に産声を上げて以来，本年度で

開校37年目になる。開校当初は地元の生徒が多く集まり，地域の発展とともに地域に根ざした学校と

いう目標を掲げ，進学実績も高く部活動も盛んであった。

しかし，開校20年を過ぎるころから，生徒の状況に少しずつ変化が生じ，問題行動が多くなってき

た。その原因として，入試制度の変更（複合選抜制度の導入）や，生徒数の増大に伴う新設校の開校，

それによって本校生徒の通学地域拡大など，本校を取り巻く様々な状況の変化が挙げられるが，これ

らのことは一つの要因に過ぎない。そこで，再度「地域に根ざした特色ある普通科高校を目指す」の

目標のもと，平成12年度より全教職員，ＰＴＡそして生徒が一丸となって学校改革に取り組み，現在

ではかなり落ち着きを取り戻しつつある。

最近では，特別指導件数は減ったものの，ルール・マナーを守らない生徒や，特に目立たない生徒

が問題を起こしたり，経済不況で親の所得が低下するなど，家庭環境の変化から精神的に不安定にな

ったりする生徒もいる。そこで，道徳の授業のない高等学校では，道徳性の育成のために地域で様々

な体験をする機会や，地域社会と触れ合う機会を積極的につくり，生徒の健全育成に向けた学校の体

制づくりと，社会の変化に対応した学校づくりを課題とした多様な体験を設定することが望ましいと

考えた。生徒の実態から何が必要か，また，その要因は何か，考え方を整理し生徒の実態に即した理

想的なカリキュラムをつくり，家庭や地域との円滑な連携を図る等，様々な観点から実践可能な具体

的な方法や内容とその対応の在り方を考えることで，規範意識の醸成に努めようとしている。

２ 研究の目的

規範意識は，社会のルールや校則，礼儀作法について言われたことを守るだけでは身に付くもので

はなく，あらゆる教育活動，あらゆる体験を通じて自ら気付き，高めていくものだと考えた。そこで，

社会のルールや人前での態度，言葉遣いを自ら考え，実践する力を養うことを目的とし，地域と連携

した体験学習や地域社会との協力関係に根ざした活動を推進し，生徒が地域社会で活躍する機会を増

やすことにした。また，地域貢献によって感謝され，認められるという経験を通して，自己と社会の

関わりについて深く考えさせ，自己有用感や自己肯定感，自己存在感が育つことを期待した。

３ 研究の方法

本校生徒の規範意識を育成するため，以下の２点を中心に研究した。

(1) 心を育てる道徳教育の全体指導計画

(2) 校内の指導体制の充実と異校種，家庭・地域との連携の在り方
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(1) 心を育てる道徳教育の全体指導計画
平成２２年度 守山高校「道徳教育全体計画」

生徒の実態 教育目標 教育関係法規
遅刻防止に努めたことで「時間を守る」，「約束 「歴史を創造し，社会の発展に寄与するたくましい人間をはぐくむ」 ○ 日本国憲法 ○ 教育基本法

を守る」等，基本的生活態度の改善はみられた。 ○ 学校教育法 ○ 学習指導要領

一方で，身だしなみ不備，身勝手な言動による 校 訓
迷惑行為，登下校のマナーの欠如等，集団の一員 「今，ここを生かす」 本校道徳教育の推進
としての自覚，責任感が乏しい生徒が一部みられ ○ 人間としての在り方生き方を考えさせる教育

る。 基本方針 を推進する。

「人として，高校生としての基礎・基本を身に付けさせる」 ○ 花づくり等，異校種交流を通して，地域貢献

保護者・地域の実態 →「明るく，元気で，爽やかに，当たり前のことができる生徒の育成」 活動を推進する。

本校は，地域貢献・社会奉仕活動を推進してい ○ 地域での交通安全啓発活動やお年寄り向けパ

るため，教育活動に対して好意的な印象をもって ソコン教室，子ども走り方教室を通して，地域

いる保護者，地域住民が多い。 学習指導 生徒指導 進路指導 貢献・社会奉仕活動を推進する。

しかし，一部の生徒による登下校のマナーの悪 ○ 学習習慣の育成 ○ 基本的生活習慣の育成 ○ キャリア教育の推進

さから，苦情を寄せられることがある。 ○ 基礎学力の定着 ○ 身だしなみ指導の徹底 学 習
苦痛な学習から分かる学習へ

実践目標 →社会で必要な最低限の知識・技能の習得

リセット！ゼロからのスタート
学校生活の道徳教育 ◯ 中学生活をリセットして，新たに守高生活をスタート 生 活
○ 時間を守る，約束を守る ◯ 頭を鍛え，体を鍛え，心を鍛え，３年間で自分をリフォームし，ニューキャリア マナーとコミュニケーション

○ 集団の一員としての自覚を育てる で卒業 →人間関係形成能力の育成，仲間づくり

○ 自主的・主体的に行動する態度を養う

○ 身だしなみを整える 本校道徳教育の重点目標 進 路
○ 挨拶，礼儀，マナー 将来，有為な社会人として，活躍するのにふさわしい道徳性の育成と実践力を養う。 自己理解，自己実現

○ 健康で明るい生徒を育てる →社会への出発準備

各学年のねらい「守高生の規範意識を育てる」

１学年「自覚と責任」 ２学年「信頼と協同」 ３学年「誇りと自己実現」
○ 総合的な学習の時間による「仲間づくり」を通して，他者 ○ 修学旅行を通じて，心身の調和のとれた発達を目指し，集 ○ キャリア教育の推進の一環として，総合的な学習の時間

とのかかわり方を学び，望ましい人間関係の構築を目指す。 団や社会の一員として望ましい人格の形成を目指す。 を有効活用し自己実現を目指す。

○ オリエンテーション活動や日々の生活，授業，集会の中で ○ 「ものづくり」の総合的な学習の時間を通して，物事へ創 ○ 学年集会を利用した道徳教育の実践（学年団による啓蒙

規則を守る重要性を学び，社会で必要とされる規範意識を身 造的かつ主体的に取り組む態度を育て，自己を生かす能力を 活動）と身だしなみ，言葉遣いなど，社会人として必要な

に付ける。 養う。 能力や態度を身に付けさせる。

○ 進路意識をもたせることで，自分の在り方を深く考えさせ， ○ 夏休みの学年出校日に，全員参加の清掃活動（校外）を

物事に取り組む態度，姿勢を自ら改めようとする力を育てる。 実施し，奉仕の心を育てる。

総合的な学習の時間「Growing Up」

１学年「仲間づくり」 ２学年「ものづくり」 ３学年「夢づくり」

人間関係形成能力の育成 情報活用能力と将来設計能力の育成 意思決定能力の育成
生徒一人一人が自分の問題を自分で解決できる力を身に付け， ものを作ることを通して，仲間と協力することの大切さを知 生徒一人一人が，進路の実現に向けて何が必要かを考え実

「自尊心」「他人を尊重すること」「コミュニケーション」「問題 る。９講座の中から，自分が関心をもった課題を選択し，情報 践する。社会人として通用する教養とマナーを身に付け，自

を解決する技能」をテーマに取り組む。言葉・態度・文字を使 の集め方や調べ方などの学び方やものの考え方，様々な機関と 己の向上を図る。

った人間関係の在り方について学ぶ。 積極的にコミュニケーションを行う姿勢を身に付ける。 ＜就職＞

＜ＦＳＳ（フレンドシップシミュレーション）＞ ○ 俳句づくり ○ 働くことを考える

○ 相互理解のトレーニング ○ ダンスづくり ○ 正社員を考える

○ 怒りをコントロールする ○ 折り紙縁起物づくり ○ 講話「働くとは」(ハローワーク)
○ トラブル解決法 ○ 水切り絵づくり ○ 講話「マナー指導」キャリアサポーター

○ トラブル解決スキルの実際 ○ お裁縫 ＜専門学校＞

＜態度・言葉＞ ○ 体づくり ○ 講話「専門学校選びのポイント」

○ 客と店員の言葉遣いと態度 ○ 〈守山いろは〉かるたづくり ○ 専門学校の実際（ＯＢによる）

○ 電話のかけ方，手紙の書き方 ○ 図書館づくり ○ 一般教養

○ インターンシップ ＜大学・短大＞

○ 大学とは

○ 学部・学科の選定

○ 費用について

○ 小論文実践，面接実践

各教科のねらい

国語科 数学科 英語科 地歴科 公民科 理科
○ 小説教材を通して登場人 ○ 数学的活動をする中で， ○ 外国語（英語）学習を通 ○ 歴史的過程と生活・文化 ○ 現代社会の諸問題を取り上 ○ 自然と人間生活とのかかわ

物の心情を読みとる。強い 筋道を立てて表現する能力 じて，我が国や外国の言語 の地域的特色についての理 げて考察させる中で，理解を りを理解させ，その認識を深

ては相手の気持ちを理解す を高めることが必要となる や文化に対する理解を深め 解と認識を深め，変化して 深めさせるとともに，社会の める。

る力を高める。 が，同時に判断力を育成す る。 いく現代社会で主体的に生 変化に主体的に対応して生き ○ 事物の現象に関する観察・

○ 古典教材を通して日本文 る。 ○ 様々な価値観の違いを知 きる人間を育成する。 ていける人間を育成する。 実験を行い，その本質を理解

化に触れ，日本人の心の機 ○ 数学を学ぶ中で，工夫し りそれを尊重する態度の育 ○ 社会と自分のかかわりを ○ 社会と自分とのかかわりを させ，判断力を身に付ける。

微を理解するとともに規範 て生活や学習しようとする 成を図る。 考察させることを通して， 考察させることを通して生き ○ 科学的な自然観を育成し道

意識を身に付ける。 態度を育てる。 生きる主体としての自己を る主体としての自己を形成さ 徳的判断力を身に付けさる。

○ 評論，随筆を通して人権 ○ 論理的思考を育む中で， 形成させる。 せる。

や平和について取り上げら 相手の考えや行動を理解す

れるよう工夫する。 る力を育てる。

保健体育科 家庭科 芸術（音楽） 芸術（美術） 芸術（書道） 情報科
○ 運動を実践することによ ○ 家族の一員としての役割 ○ 音楽の幅広い活動を通し ○ 美術の幅広い活動を通し ○ 書道の幅広い活動を通して ○ 情報化がもたらす利便性と

り自己の責任を果たし，チ を果たし行動することを認 て，生涯にわたり音楽を愛 て，美的体験を豊かにし， 生涯にわたり書を愛好する心 それが悪用されたときの危険

ームに貢献しようとする公 識させる。 好する心情と音楽文化を尊 生涯にわたり美術を愛好す 情と書の伝統と文化を尊重す 性や，危険を防止するための

正，協力の態度を育成する。 ○ 地域社会の一員として， 重する態度を育てるととも る心情と美術文化を尊重す る態度を育てるとともに，書 法律による規制や保護及び情

○ 集団行動を通して時間を 共に支え合う重要性を認識 に，音楽文化についての理 る態度を育てるとともに， の伝統と文化について理解を 報技術によるセキュリティ対

守る，ルールを守る，集団 させる。 解を深め，豊かな情操を養 美術文化についての理解を 深め，豊かな情操を養う。 策を理解させるとともに，望

に参加し協力するといった ○ 生涯を見通した自分の生 う。 深め，豊かな情操を養う。 ましい情報化社会のために必

態度を養う。 活について主体的に考える 要なことを学ばせる。

ことができるようにする。

ホームルーム活動・学校行事 地域と連携した体験活動

＜１学年＞ ＜２学年＞ ＜３学年＞ ＜平成22年度地域とあゆむ学校づくり推進事業＞
○ オリエンテーション ○ インターンシップ ○ 高大連携授業（大同大学） １ 「地域合同交通安全プロジェクト」生徒が交通安全指導高校生として，地域での交通安全の啓

○ 進路セミナー（中京大学） ○ 進路別ガイダンス ○ プレドライバーズセミナー 発活動を行い，異世代間の交流を通して次世代の人間を育てる。

○ 進路別ガイダンス ○ 講話「社会人に求められること」 ２ 「地域住民対象初心者向けパソコン教室，キッズスプリント講習会（子どもランニング教室）」

生徒が講師となって地域社会に貢献することで，自己肯定感や自己存在感を育てる。

３ 「めざせ！ホタルの里」地域の方々と一緒に，人と自然の共生を目指す教育活動を行う。
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(2) 校内の指導体制の充実と異校種，家庭・地域との連携の在り方

学校で学び，家庭ではぐくみ，地域で育つという教育の機能分担は失われつつある。生徒たちに社

会や地域の人々とかかわる場を提供し，地域への帰属意識を高めることは大切なことである。総合的

な学習の時間や体験活動を更に充実させることによって，道徳性，社会性の育成につながる学習を展

開することも可能である。そのために，地域を舞台にした体験学習や地域住民との触れ合う活動など，

地域との協力関係に根ざした活動を行っていくことが必要である。

そこで，平成22年度地域貢献・社会奉仕活動と愛知県教育委員会指定事業「地域とあゆむ学校づく

り推進事業『守山・地域貢献プロジェクト』」を活用した。

ア 平成22年度 地域貢献・社会奉仕活動

校 長

教 頭

校長，教頭，区政協力委員，ＰＴＡ代表

地域貢献・社会奉仕活動委員会（学校支援） 学校関係代表，本校職員代表

運 営 委 員 会 ＰＴＡ常任委員会

職 員 会 議

各 教 科 各 分 掌

各生徒委員会

１ 守山・地域貢献プロジェクト

(1) ICT地域貢献プロジェクト－お年寄りのパソコン教室

(2) 環境保全プロジェクト

(3) キッズスプリント講習会（子どもランニング教室）

(4) 花さか守山プロジェクト

２ 社会奉仕活動

(1) 交通安全啓発活動（県内一斉ライド&ライト関所）

守山警察署，守山区役所，交通安全協会

(2) 通学路清掃

３ 豊かな体験活動推進事業

(1) プレドライバーズセミナー

(2) 仲間づくり・ものづくり・夢づくり（総合的な学習の時間）

(3) 守山高校・大学・専門学校連携授業

(4) インターンシップ
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イ 平成22年度 地域との協力関係に根ざした体験活動年間指導計画

４ 研究の内容（研究実践）

(1) 地域合同交通安全プロジェクト（社会奉仕活動）

平成20年度文部科学省委託「地域合同交通安全プロジェクト」を発足させてから３年目になる。平

成21年度から愛知県教育委員会指定事業「地域とあゆむ学校づくり推進事業『守山・地域貢献プロジ

ェクト』」として活動を引き継ぎ，地域の小中学生や地域住民に対し，交通安全キャンペーンや交通

安全教室を行った。

また，平成21年度は，「高校生防災セミナー」において学習した生徒が，「交通安全・防災キャン

ペーン」や「交通安全教室」に参加し，地域の小中学生，住民に対して防災啓発活動を行った。

ア 交通安全・防災キャンペーン

平成21年10月に，本校交通安全指導高校生が，「しだみ芸能と文化のつどい」において交通安全啓

発活動に参加し，地域貢献・社会奉仕活動として本校オリジナルＤＶＤを使った交通安全教室を実施

した。会場には多くの小学生が集まり，交通安全について学習した。

最初のうちはどうやって声掛けをしたらいいか分からなかった生徒たちも徐々に積極的になり，近

くで交通安全を呼び掛けている警察官の態度や言葉遣いを参考にして，たくさんの人に交通安全を呼

び掛けることができた。コンピュータを担当した生徒たちは，子どもたちの様子をよく見てアドバイ

スをし，交通安全の学習が円滑に進むように，気を配って活動することができた。また，ＤＶＤを視

聴された地域の方からは，たくさんのお褒めの言葉をいただいた。

月 活動内容 活動場所 項目 備考

４ ○総合学習（仲間づくり・ものづくり・夢づくり） 各クラス及び特別教室 総合学習 全学年通年

５
○環境保全プロジェクト（ホタルの里計画）

○第１回通学路清掃

才井戸流れ周辺

本校通学路

地域貢献活動

社会奉仕活動

２年生物

ボランティア

６
○守山高校・大学連携授業

○花さか守山プロジェクト①

名古屋市内私立大学

近隣幼稚園，保育園，小学校

豊かな体験活動

地域貢献活動

３年生情報活用コース

３年ライフスキル

７ ○進路セミナー 名古屋市内私立大学 進路行事 全学年希望者

８

○地域のお年寄り向けパソコン教室

○ランニング講習会（子どもランニング教室）

○インターンシップ

本校パソコン教室

本校グラウンド

各事業所

地域貢献活動

地域貢献活動

豊かな体験活動

情報活用コース生徒

陸上部

希望者

９
○ライド＆ライト関所（前照灯早め点灯運動）

○花さか守山プロジェクト②

上志段味交差点

近隣幼稚園，保育園，小学校

社会奉仕活動

社会貢献活動

交通安全指導高校生

３年ライフスキル

10

○ＡＥＤ講習会

○キャリアサポーターによる就職希望者の個別面談

○外部講師による２年生総合学習（ものづくり）

○第２回通学路清掃

本校武道場

小会議室

特別教室（講座ごと）

本校通学路

豊かな体験活動

進路行事

豊かな体験活動

社会奉仕活動

３年生

３年生就職希望者

２年生

ボランティア

11
○プレドライバーズセミナー

○小学生及び地域住民向け交通安全教室

春日井自動車学校

志段味地区会館

豊かな体験活動

社会奉仕活動

３年生

交通安全指導高校生

12 ○学校安全大会 本校体育館 学校行事 全校生徒

１
○守山高校・専門学校連携授業

○進路別ガイダンス

名古屋市内専門学校

各クラス

豊かな体験活動

豊かな体験活動

２年生情報活用コース

１年生

２
○守山高校・専門学校連携授業

○異世代コミュニケーション

名古屋市内専門学校

近隣幼稚園，保育園，小学校

豊かな体験活動

社会貢献活動

１年生情報活用コース

３年ライフスキル

３
○花さか守山プロジェクト③

○進路別ガイダンス

近隣幼稚園，保育園，小学校

各クラス

社会貢献活動

豊かな体験活動

３年ライフスキル

１・２年生
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〈交通安全教室〉 〈防災啓発活動〉

イ 平成21年度地域合同学校安全大会

１年間の交通安全推進事業の集大成として，平

成21年12月に守山警察署，守山区役所まちづくり

推進室と合同で学校安全大会を実施した。本校生

徒が交通安全と防災について発表し，交通安全や

防災に対する本校の取組を全校生徒で共有すると

ともに，愛知県交通安全教育ボランティア「かけ

橋」にも参加していただき，マジックによる交通

安全教室を行った。

交通安全指導高校生として活動に参加した生徒の 〈生徒による実践報告〉

アンケートには，「交通安全指導高校生として地域

のために貢献できてよかった」「交通安全を訴える

ことで，自分自身の中に交通安全を守ろうという

意識が強くなった」という意見が多数あり，大変

有意義な活動となった。また，地域住民向けのア

ンケートの中にも本校の活動に対して温かい言葉

があり，次年度以降の交通安全啓発活動に対して

自信と意欲をもつことができた。 〈地域住民の感想〉

ウ 平成22年度ライド&ライト関所（夕暮れ時の前照灯早め点灯運動）

平成22年９月に，運転者の視認性の向上を図り，歩行者や自転車，対向車に自車の存在をいち早く

知らせるために，早めにライトを点灯することを

推進する「ライド&ライト運動」に参加した。守山

区役所と守山警察署，地域住民と協力して街頭で

サインボードを掲出し，ドライバーに対して交通

安全と前照灯の早めの点灯を呼び掛けた。交通安

全に対する今までの取組は，本校が地域に呼び掛

けて実現したものであるが，今回の活動は地域か

らの依頼によるものである。本校のこれまでの交

通安全に対する取組が評価された結果と言える。

〈真剣に説明を聞く生徒〉
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エ 平成22年度自転車安全利用講習会

平成22年12月に，自転車運転時のマナーや

危険性を学習するために守山警察署，守山区

役所まちづくり推進室と協力して自転車安全

利用講習会を開催した。この講習会では，ス

タントマンが実際に起きる可能性の高い事故

の状況を再現し，自分たちの自転車の利用状

況を振り返りながら，事故の生々しさを疑似

体験した。生徒の感想には，「事故になった

ときの悲惨さが分かった」「どんな時に事故

が起こりやすいか分かったので，これから事

故に巻き込まれないように気を付ける」とい 〈スタントマンによる再現事故の様子〉

った意見があり，自転車運転時の交通安全に対する意識を高めることができた。

オ 成果

地域合同交通安全プロジェクトは，地域と連携した体験学習や地域社会との協力関係に根ざした活

動をする中で，生徒自ら規範意識を高めていく目的で始まった。その意味で，交通規則を学んだ生徒

が，地域の方々に交通安全を呼び掛ける際に，自分たちの態度や言葉遣いに気を配れたことは大きな

成果であり，社会奉仕体験が効果的に規範意識に作用したと言える。新聞で本校の交通安全に対する

取組が紹介された際，生徒が「有意義だった」と感想を述べていたのがとても印象的で，継続して交

通安全啓発活動をしていこうという意欲にもつながった。また，このような活動を地域で継続するこ

とで本校に対する評価が高まり，「守山高校頑張っているね」と声を掛けていただけるようになった

ことも大きな成果である。

(2) 地域住民対象初心者向けパソコン教室（地域貢献活動）

平成22年８月に地域の高齢者向け初心者パソコン教室を行った。本校情報科の教員と生徒が講師と

なり，パソコンの基本的な操作方法の説明や実演を行った。熱心な参加者が多く，講師として参加し

た生徒には貴重な体験となった。

〈参加者の様子〉 〈講座内容を説明する生徒〉
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講座が始まる前に，お年寄りの方々に失礼のな

いようにするにはどうしたらよいかを生徒たちに

考えさせた。生徒たちは，「言葉遣いに気を配る」

「お年寄りと同じ目線になるようにかがむ」など，

自分たちで注意すべきことを確認し合っていた。

実際の講座の中でも，お年寄りの質問に対して

真剣に耳を傾け，分かりやすく説明している生徒

の姿が随所で見られ，意識の高さを感じることが

できた。

参加者の感想には，「守山高校の生徒さんがとて 〈お年寄りに説明している生徒〉

も礼儀正しく，丁寧に説明してくれたので分かりやすかった」「今度もこういった講座を開いてほし

い」という意見があった。生徒たちはその感想を読んで，人前での礼儀の大切さと社会貢献活動の意

義を再認識することができた。

(3) キッズスプリント講習会（地域貢献活動）

平成22年８月に本校グラウンドにおいてキッズスプリント講習会（子どもランニング教室）を行っ

た。陸上部顧問と生徒が地域の園児，児童（低学年）を招き，短距離走の走り方を指導した。秋の運

動会に向け，多くの親子に参加していただいた。講師として参加した生徒たちは，自分たちが手本だ

という意識をもち，普段以上に真剣な面持ちで活動していた。

〈参加者の活動の様子〉 〈手本を見せる生徒〉

キッズスプリント講習会後，自分たちの取組について振り返

り用紙に記入させ，人と接することの難しさや，地域の方と交

流することの大切さをもう一度考えさせた。振り返り用紙から

は，「言葉遣い」や「教え方の工夫」「次回の目標」など，多く

の反省と意見があり，生徒の向上心の高まりを感じることがで

きた。

また，「園児，児童に教えていくうちに，分かっていても教え

るのは難しいということに気が付いた」や「人に教えることが

自分の成長につながった」という感想も多くあった。この活動

を通して生徒が得たことは精神的にも技術的にもたくさんあり，

とても有意義な活動となった。特に，地域に貢献することで自

分たちが感謝され，認められるという経験は大きく，自己有用感 〈生徒の振り返り用紙〉
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や自己肯定感，自己存在感といった自己の意識の高まりを感じることができた。

５ 研究のまとめと今後の課題

本校は平成17年度より地域と連携した様々な活動を実施している。その中で，この３年間で特に力

を入れてきたのが「地域合同交通安全プロジェクト」である。生徒が地域で交通安全啓発活動を行う

ことで，自らの交通安全の意識の低さに改めて気付くことができた。「しだみの芸能と文化のつどい」

では，「最近の守山高校は昔とずいぶん変わってきましたね」という意見を地域住民の方より多くい

ただき，生徒の活躍の場の提供だけでなく，守山高校を地域の一員として見守っていただいているこ

とが強く感じられた。このような地域との協力と連携がなければ，今日の守山高校，そして生徒の成

長は成し得なかったと言える。

初心者向けパソコン教室やキッズスプリント講習会では，参加希望者が予想をはるかに超えるほど

の人気であった。これは，今までの地域貢献・社会奉仕活動により，守山高校のイメージが改善され

てきた一つの証拠である。参加者の感想には守山高校や生徒の取組に対して肯定的な意見が多く，地

域や家庭で守山高校の話をしていただければ，更なるイメージアップにもつながる。これらの地域貢

献・社会奉仕活動から生徒が学ぶことも多かった。参加者が増えた分，それだけ言葉遣いや気遣いの

苦労も増えたが，生徒たちが失礼のないように自ら礼儀や作法に気を配って活動できたことは大きな

成果であり，そのような生徒を育てることで道徳教育の意識をもった教師の割合が確実に増えている。

これは，地域への貢献と生徒の成長，そして教師の願いがうまく作用した例である。

今年度の地域連携計画は終盤まできた。今後は，１・２年生の総合的な学習の時間で外部講師を招

き，キャリア教育の一環として「進路ガイダンス」に取り組んでいく予定である。また，情報活用コ

ースの生徒は大学との連携授業を計画している。道徳の時間が設けられていない高等学校では，この

ような活動で地域の方と触れ合い，普段の学校生活では体験できない活動を生徒だけでなく，教師に

も増やすことが必要である。地域貢献・社会奉仕活動の反省を集約し，守山高校の教師・生徒全員が

かかわることができる道徳教育を確立していくことが今後の課題である。

６ おわりに

高等学校は，小・中学校と違い，一度確立されてしまった評判や評価を改善することは難しい。１

年間教育活動に専念しても，なかなか結果の出ないことも多々ある。しかし，我々教師の目指す生徒

像には一点の曇りもなく，常に全力で生徒と学び合っている。地域との連携は確実に成果を実感でき，

地域の評価も上がっている。今後も活動の質を高めながら実践と研究を重ね，地域に根ざした学校を

目指していきたい。



資料
平成２２年度愛知県立守山高等学校「地域開放講座」（県教育委員会指定「地域とあゆむ学校づくり推進事業」）

「走ること」はすべてのスポーツの基本です。守山高校では、県教育委員会が行う「地域とあゆ

む学校づくり推進事業」の指定を受け、今年度の地域開放講座として、下記のような園児・児童（４

才児から小学校２年生程度）を対象に、正しいランニングフォームを無理なく身に付ける「キッズ

スプリント講習会」を実施します。秋の運動会シーズンに備えて、夏休み最後の土曜日、いい汗流

してみませんか。皆さんの御参加をお待ちしています。

１ 日時・内容など

平成２２年８月２８日（土） ９時３０分～１１時３０分

９：００～ 受付（体育器具庫前（グラウンド東側・家庭科室北側））

＊校内の案内板を設置します。

９：３０～１１：３０ 講習会（グラウンド）

①準備体操（ストレッチなど） ④正しいスタートダッシュとは？

②すばやい動きを体験しよう ⑤走ってみよう

③正しいフォームを身に付けよう ⑥整理体操（ストレッチ）

２ 場所

守山高校グラウンド

〒463-8503 名古屋市守山区中志段味字元屋敷１２６７

３ 講 師

本校の陸上競技部顧問（愛知陸上競技協会主催の愛知陸上教室コーチ）が指導し、陸上競技部生徒が補

助員を務めます。

４ 参加者の募集について

(1) 地域の園児・児童（４才児から小学校２年生程度）を対象とします。行き帰りの交通安全に気をつけ、

保護者同伴でおこしください。また、ぜひ保護者の方も一緒に御参加ください。

(2) 募集人員は２０名（２０組）です。

(3) 傷害保険に加入していただくために、事前にファクシミリ（住所、氏名、生年月日、電話番号）にて

本校にお申し込みください。参加希望多数の場合は先着順とさせていただきますので御了承ください。

定員を超えた場合は折り返し御連絡いたします。

５ 募集〆切 ８月２３日（月）

６ その他

(1) 参加費無料ですが、当日の保険料として一人１５０円（予定）を集めさせていただきます。

(2) 運動靴等、運動のできる服装でおいでください。更衣室は用意しますが、貴重品は各自で管理をお願

いします。

(3) 水分補給が必要ですので、各自で御持参ください。

(4) 雨天等でグラウンドを使用できない場合は体育館で実施します。

＊天候不良等が予想される場合は体育館シューズ等を御持参ください。

ラダーやミニハードル お問い合わせ先

を使ってフォームを 愛知県立守山高等学校

作ります。 電話 (052)736-3500

ＦＡＸ (052)736-3320


