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 広島県教育委員会 



平成26年度掲載校 

【課業月における体験活動の先進例】 

１ 広島市立みどり坂小学校・・・・・・・・・・・１ 

（国立三瓶青少年交流の家） 

 

２ 大崎上島町立大崎・東野・木江小学校・・・・・７ 

（北広島町・民泊） 

 

【持続可能な体験活動の先進例】 

３ 福山市立駅家西小学校・・・・・・・・・・・１５ 

（国立吉備青少年自然の家） 

 

４ 神石高原町立来見・三和・神石・油木・豊松 

小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

（国立吉備青少年自然の家） 

 

【地元施設を活用した体験活動の先進例】 

５ 安芸高田市立川根・来原・船佐小学校・・・・３１ 

（安芸高田市少年自然の家） 

 

６ 三次市立田幸小学校・・・・・・・・・・・・３９ 

（江の川カヌー公園さくぎ） 

 

【新たな体験先を開拓し成果を生んだ体験活動の先進例】 

７ 広島市立藤の木小学校・・・・・・・・・・・４７ 

（国立山口徳地青少年交流の家） 

 

８ 福山市立広瀬小学校・・・・・・・・・・・・５３ 

（岡山県青少年教育センター閑谷学校） 
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児童が「わかる」「できる」「やりきれる」児童が「わかる」「できる」「やりきれる」児童が「わかる」「できる」「やりきれる」児童が「わかる」「できる」「やりきれる」    

         広島市立みどり坂小学校  対象学年（５年）  

【体験活動場所・宿泊場所】 島根県・三瓶青少年交流の家 

           【実施期間】平成２６年９月２日（火）～９月５日（金） 

 

【学校紹介】  ○近況：本校は，広島市の中心部から約１３km 東に位置し，ＪＲ瀬野駅の北斜面に造成された「みどり坂」団地の中に平成２３年４月１日に広島市の第１４２番目の小学校として開校した。   本校の児童は，いろいろな活動に素直に取り組むことができる。しかし，自ら考えて活動し，継続する力をつけていくことに大きな課題がある。こうした児童の実態から，自己有用感や自尊感情の定着に向けて積極的な体験活動の実施を進めたり，児童の「アイデンティティ・自律・挑戦」を進めるため縦割り班の活動，多彩な学校行事を推進したりすることで，自主自律した児童の育成に努めている。５年生では，リーダーの育成を意識した諸活動への取組を中心に活動している。  ○校長名： 丹  雅祥  ○児童数（学級数）： １００６人（３４学級 特別支援学級３学級含む）  ○所在地： 広島市安芸区瀬野西一丁目 38 番 1号  ○電話番号： ０８２－８９４－９１１１ 
 

【体験活動のねらい】  ○日常とは異なる環境での生活を体験し，児童の自立心や主体性などを育てるとともに，コミュニケーション能力など人間関係を形成するための力を育てることにより，児童の豊かな心を育成する。  ○三瓶の雄大な自然を感じる中で，自然との共生の仕方について，理解を深める。    

課業月における体験活動の先進例課業月における体験活動の先進例課業月における体験活動の先進例課業月における体験活動の先進例    

大大大大規模校で規模校で規模校で規模校で    ９９９９月月月月((((秋秋秋秋季季季季))))に実に実に実に実施！施！施！施！    



2 

 

 
【日程（活動プログラム）】 

 

 

【参加児童の学年別，男女別数】 

学年 男子 女子 合計 

５学年 ７８ ７２ １５０ 

（特別支援学級） ２ ３ ５ 

総計 ８０ ７５ １５５ 

 

【課業月における体験活動を実施する上でのポイント】 ○授業時数を確保するために，年度当初に総合的な学習の時間の学習内容を見直し，野外活動で学ぶ内容について検討を行った。 ○夏休み後すぐに体験活動を行うため，事前準備の時間が限られている。そのために「活動を行う際に児童が困るかどうか」という判断基準で事前活動を行う時間の精選を行った。 ○極力教員が手を出さず，児童の様子を見守ることで，児童がすべき活動を児童自身が協力して進んで行うことができるように詳細な活動計画を立てた。 
 

【指導計画】 実施時期 活動内容 実施時間数 教育課程上の位置付け 実施場所 指導者 ６月 野外活動説明会（参観日） １ 特別活動 学校 担任 

第１日 室長会・振り返り第２日 夕べの集い 室長会・振り返り第３日 夕べの集い 室長会・振り返り第４日 振り返りの会 退所式 キャンプファイアカプラ起床朝のつどい清掃起床朝のつどい清掃
入浴入浴ＳＡＰサヒメル見学  ＳＡＰサヒメル見学 スタンツ練習 夕食・入浴

入所式 グループワーク 野外炊飯起床朝のつどい清掃 男三瓶山登山 野外炊飯片付け スタンツ練習
2110 11 12 13 14 16 19 2017 186 7 8 9

昼食
22朝の活動 朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食15 夜の活動

朝食 昼食
昼食朝食 夕食朝食
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７，８月 自然愛，動植物愛護 役割・責任  班決め・班長などの役割決め しおりづくり キャンプファイアでのスタンツ内容の決定 
４   ３ 道徳   学級活動 学校 担任 

９月 
集団宿泊活動（３泊４日） ○ワークショップ ～活動の目標の共有～ ○野外炊飯 ○男三瓶山登山 ○スタンツ練習 ○ＳＡＰ ○島根県立三瓶自然館見学 ○キャンプファイア ○カプラ ○ワークショップ  ～活動の振り返り～ 

２４ （４）    （２０） 
 特別活動    学校行事 

三瓶青少年交流の家  男三瓶山   島根県立三瓶自然館 
施設職員 ゲストティーチャー 教職員 

９月 事後活動 ○体験活動の振り返りと自己の成長と，今後の生活についての展望 ３ 学級活動  学校 担任 
 

【体験活動の概要】  ○ワークショップ形式の目標の共有とその振り返りを取り入れる。   ３泊４日の中で教育効果を高めるため，事前学習を減らし，目標の共有と，その目標に対する評価を行うためのワークショップを２回取り入れた。目標の共有の場面では，①プロジェクトアドベンチャーのアクティビティを取り入れることで，児童が３泊４日でどのように協力を行うべきなのかについて体験的に学ぶことができるようにした。②全員が何を学んで帰るのかについて共有化を図ることによって，３泊４日の中での教員がどんなことを評価するのか基準を明らかにし，児童一人一人が集団としてどのような行動をとるべきかについて明確にできるようにした。   また，振り返りの時間を帰校する前に取り入れることにより，３泊４日で何ができるようになったのか，児童自身が言葉にすることで児童の成長を自覚できるようにした。また，学校に戻った後に，どんな学習をするのかについて伝えることで，事後活動との関連をはかり，事後の学習についての見通しをもたせることができた。  ○野外炊飯   野外炊飯では，教員が極力手を出さずに児童集団で課題解決することを目標に活動を行った。児童同士が何をすべきか，「どうすればよいのか」を，相談しながら活動を進めようと計画を行った。しかしながら，活動日前日が悪天候であったため，薪に火が着かず，教員だけでは
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なく，施設職員の皆さんに協力を得て，なんとか野外炊飯を終えることができた。   炊飯の場面では児童だけで協力して活動を行うことができなかったが，片付けの場面では，班内で係分担をし，作戦を立ててどうすれば手際よく，そしてきれいに片付けができるかについて話し合いながら活動ができた。また，活動後には振り返りを行い，自分たちの良かったことを確認しあうことができた。 ○男三瓶山登山   安全面に配慮するために，登山の研修指導員を依頼した。研修指導員には，先頭で歩くペースを作っていただいた。全行程６時間程度の長丁場の中，各自とも力をふりしぼって登りきることができた。途中，足元が不安な細い道があったり，下り坂ではすべり転げてしまう児童がでてきたりすることもあったが，子どもたちは，友達と助け合いながら，楽しく活動することができた。  ○スタンツ練習・キャンプファイア   事前活動では，スタンツの内容や必要な物品を決めるにとどめ、練習は行わなかった。現地での２日目夜，３日目夕方の１時間ずつの練習時間で各クラスともスタンツを完成することができた。２日目の夜には発表するものが未完成で終わっていたり，対立が起こっていたりしたクラスもあったが，３日目のスタンツ練習では自分たちのクラスの発表に向けて心をひとつにして練習することができた。トラブルが起こったときは，トラブルの背景について聞きつつも，「目標を達成するためにはどのような態度で参加すべきなのか」についてのみ助言を行い，基本的には児童の話し合いに担任は参加しないようにした。   キャンプファイアでは，ファイヤーストームの指導員を依頼し，エールマスターをしていただいた。児童にとってはじめて出会う人が司会進行をするなか，自己開示することができ，楽しい時間を過ごすことができた。  ○ＳＡＰ   三瓶青少年交流の家の職員にファシリテーターを依頼した。他者と協力するためにはまず，自分が自己開示をし，そして自分が他人に「心を向ける」ことが大切であることを学ぶことができた。  
【体験活動の効果を高めるための取組みのポイント（事前・事後学習）】 

 ○事前学習は，子どもたちが集団で活動していくために必要なことのみに絞って行うようにした。特に，道徳の時間では，集団の中で，自分の役割を果たすこと，集団の中で協力することを学習した。 
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○事後学習では，３泊４日の振り返りを行う際に，当日の写真を提示したり，班で話し合う時間をもたせたりすることで，何を学んだかについて具体的に思い出すようにした。また，国語科で学習した意見文の書き方を活用し，３泊４日で成長したことについて，ひとつに絞り論述させた。  
【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮事項】  ○三瓶青少年交流の家主催の登山体験会に担任全員で参加した。登山中の安全面について全員で確認することができた。また，所内の生活や，活動プログラムについて打合せを行った。さらに，食物アレルギーのことなどわからないことについては，活動前日まで電話で打合せを行った。  ○ぜんそくをもつ児童，食物アレルギーをもつ児童については，保護者からどの薬をどのタイミングで飲むのかについて事前に確認し，養護教諭と全担任が共有を図った。  ○全日程を通して，余裕のあるプログラムを組むことで，教員自身に心の余裕をもてるようにした。  
【体験活動の成果と課題】  ＜成果＞  ○保護者アンケートを見ると，「協調性」の高まりを感じている保護者の割合が事前よりも高まった。また「子どもの成長」について問う項目で，9月の活動直後では 82％，12月には 89％の保護者が肯定的な評価をされていた。        
 ＜課題＞  ○体験活動で身に付けたことを日々の生活につなげ，子どもの成長につながるように，事前・事後活動も含めた年間を通じた学年の取組を改善する。  ○児童実態に合わせて，何を３泊４日で学ぶのか，そのためにどのような準備をするべきか，早めに体験活動への計画を立てる。 

  ６月実施 ９月実施 １２月実施 １ 自律性・責任感 93.4% 95.2% 93.0% ２ 自尊感情 99.2% 99.2% 98.3% ３ 思いやり 88.4% 88.9% 88.7% ４ 協調性 82.3% 88.9% 89.6% ５ コミュニケーション能力 63.6% 64.3% 64.3% ６ 子どもの成長   82.4% 88.7% 
～保護者アンケートより～～保護者アンケートより～～保護者アンケートより～～保護者アンケートより～    ・熱心にいろいろなことに興味を持ち，知った情報をきちんと教えてくれます。 ・自分のことだけでなく，周囲を見て周りに合わせて行動できるようになった。 ・自分がやらなければいけないことを自らできるようになってきたと思う。 

保護者アンケートの肯定的な回答率の変化保護者アンケートの肯定的な回答率の変化保護者アンケートの肯定的な回答率の変化保護者アンケートの肯定的な回答率の変化    
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大崎上島町小学校５年生「山・海・島」体験活動 

大崎上島町立大崎・東野・木江小学校 対象学年 ５年  

【体験活動場所・宿泊場所】北広島町 

          【実施期間】平成２７年１月２７日（火）～１月３０日（金） 

 【学校紹介】【学校紹介】【学校紹介】【学校紹介】     ○近況： 大崎小学校と東野小学校は２５年度まで夏季と冬季に１泊２日のキャンプやスキー体験を通じて北広島町の２小学校と交流活動を行ってきた。木江小学校は本年度（平成２６年度）夏まで同様に高野町と交流活動を行ってきた。また昨年度は夏季休業中に北広島町で３泊４日の体験活動を行っている。児童は山と島という環境や文化，生活様式の違いを実感するとともに，集団活動や民泊体験を通じて家族への感謝の気持ち・自主性やコミュニケーションの大切さを学んでいる。  ○校長名：大崎小学校長 谷川 敏樹       東野小学校長 宗本 祥子       木江小学校長 川口 耕治  ○児童数（学級数）：大崎小学校 ２２名（１学級）           ：東野小学校 １１名（１学級）           ：木江小学校   ６名（１学級）        ○所在地：大崎小学校（広島県豊田郡大崎上島町中野２０７８番地）      ：東野小学校（広島県豊田郡大崎上島町東野１８４５番地）      ：木江小学校（広島県豊田郡大崎上島町沖浦２４９番地）  ○電話番号：大崎小学校 ０８４６-６４-２００４       ：東野小学校 ０８４６-６５-２０２６       ：木江小学校 ０８４６-６３-０３０３ 【体験活動のねらい】【体験活動のねらい】【体験活動のねらい】【体験活動のねらい】    ①長期宿泊体験活動を通して,学校教育目標「自ら学び,心豊かで,たくましい子どもの育成」,めざす子ども像「自ら磨く子,人とつながる子,気力・体力のある子」の実現に向けて,主体的・自立的に活動する児童を育む。 ②自然にふれる体験を通して,身の回りの自然環境について学び,自然に親しみ自然を守っていこうとする態度を養う。 ③民泊の方との交流を通じて,山間部での暮らしを学ぶ。 ④大崎上島町では経験できないスキー体験を通して,基礎的なマナーと技術を習得する態度を育て,家族に対する感謝や思いやりの心を育む。  

課業月における体験活動の先進例課業月における体験活動の先進例課業月における体験活動の先進例課業月における体験活動の先進例    

小規模校合同で 

1 月（冬期）に実施！ 
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【日程【日程【日程【日程（活動プログラム）（活動プログラム）（活動プログラム）（活動プログラム）】】】】    第１日 振り返り第２日 振り返り第３日 現地へ移動 かんじき回収 振り返り第４日 奉仕活動 現地へ移動 出発式起床清掃朝のつどい まとめの会かんじき作り体験 アニマルトレッキング 田舎暮らし体験 田舎暮らし体験 入浴起床清掃朝のつどい起床清掃朝のつどい
田舎暮らし体験 入浴スキー体験現地へ移動 スキー体験 田舎暮らし体験 田舎暮らし体験 入浴

朝食 昼食
昼食 夕食朝食 昼食 夕食朝食

レンタルスキーウェア受け渡し 22朝の活動 朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食15 夜の活動186 7 8 9
昼食 夕食

雪中キャベツの収穫体験 対面式 田舎暮らし体験 2110 11 12 13 14 16 19 2017

     【参加児童の学年別，男女別数】【参加児童の学年別，男女別数】【参加児童の学年別，男女別数】【参加児童の学年別，男女別数】    学年 男子 女子 合計 大崎小学校 ５学年 11 11 22 東野小学校 ５学年 7 4 11 木江小学校 ５学年 4 2 6 （特別支援学級） 0 0 0 総計 22 17 39     【課業月（冬期）に，合同実施で体験活動を実施する上でのポイント】【課業月（冬期）に，合同実施で体験活動を実施する上でのポイント】【課業月（冬期）に，合同実施で体験活動を実施する上でのポイント】【課業月（冬期）に，合同実施で体験活動を実施する上でのポイント】    ＜冬季課業中に宿泊体験活動を実施することについて＞  ○ 児童は，島ではめったに降らない雪を体験することを何よりの楽しみにしていた。また，かんじき作りや雪中キャベツの収穫等，自分が生まれ育った環境とは異なる地域での体験や先人の知恵を知ることが大変よい学習となった。  ○ スキーをしたことがない児童が多いことから，スキー体験も大きな楽しみの一つとなっていた。島では野球，陸上，水泳，バレーは盛んに行われているが，その地域独特の運動やスポーツを体験することも児童にとっては大きな魅力である。  ● 宿泊体験を実施するに当たり，何よりも気を遣ったのが健康管理である。この時期は学校でもインフルエンザ等が流行しており，万全の状態で行けるように家庭の方へは何度も健康管理についてお願いをしていた。（途中参加はなし）  ● スキーウェアや手袋等を４日間レンタルするのに費用がかかる。  ● 緊急事態に対応するため学校からも車両を用意したが，豪雪等に対する専用の装備がされていない車両もあるため，搬送等が心配であった。  ● 複式学級の場合，もう一方の学年の４日間の学習の事前準備が大変である。  ● 課業日での実施であるため，職員の交代が難しい。 
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＜合同で宿泊体験を実施するにあたっての留意点＞  ・ 宿泊体験活動が課題発見・解決学習となるように，事前・事後学習のための合同での打ち合わせを綿密に行っておくことが必要である。そのためには現地視察も必要である。  ・ 合同オリエンテーションを設けたが，それまでにも合同行事や合同授業等を行い，児童の交流を日常的に深めておくことでより効果が高まると考える。     【【【【指導計画指導計画指導計画指導計画】】】】        実施時期 活動内容 実施時間数 教育課程上の位置付け 実施場所 指導者 
11月 

＜事前学習＞ ・北広島町について調べよう。 ・宿泊体験オリエンテーション ・「協力」「責任」について学習する。 

２ 

１ 

２ 

総合的な学習の時間 学級活動 道徳 

各校 各担任 
12月 

＜3 校児童顔合わせ＞ ・合同オリエンテーション ・結団式 ・親睦を図るための交流活動 

２ 学級活動 大崎小 各担任 
１月 

27日 

～ 

30日 

＜3 泊4 日体験活動＞ ・雪中キャベツの収穫 ・スキー体験 ・かんじき作り ・アニマルトレッキング ・田舎暮らし体験 ・奉仕活動 

２４ 

学校行事 総合的な学習の時間 図画工作 音楽 体育 家庭科 

北広島町 各担任 
２月 

＜事後学習＞ ・感想文，礼状の作成 ・集団活動の振り返り ・体験活動のまとめ 

１ 

３ 

国語 総合的な学習の時間 

各校 各担任     【体験活動の【体験活動の【体験活動の【体験活動の概要概要概要概要】】】】     ○自然体験（雪中キャベツの収穫・スキー体験・かんじき作り・アニマルトレッキング）    初日は芸北の広大なキャベツ畑で，雪に埋もれたキャベツを手やスコップを使って掘り出す体験をした。児童は辺り一面の雪の中から次々と現れるキャベツの数に驚くとともに，掘り出したばかりのキャベツをその場で食べて豊かな甘みを味わうことを通じて，農家の人々の作物づくりについての経験と知恵を学ぶことができた。 二日目はインストラクターの指導の下，スキー体験を行った。はじめはスキーを履いて歩くことも難しい状態だったが，厳しくも適切な指導のおかげで徐々に滑れるようになり，全員が斜面を滑ることができるようになった。最後は全員がリフトに乗って山頂に行き，気持ちよく滑り降りることができた。島しょ部では体験できないスポーツに全員が積極的に取り組み，スキーの爽快感を満喫した一日となった。 三日目は北広島町の多くの指導者の方々と一緒にかんじき作りを行った。自然木を輪のように丸め
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る技術や紐 1 本で足に履かせる網の部分を作り上げてしまう技に驚きながら熱心に作り方を教わっていた。工業製品としての多くの種類のスノーシューズと実物とを比較しながら，自然の素材で作れることや雪の上を足を取られずに歩くことができる昔の人の知恵を体験を通じて学ぶことができた。午後からは自分たちが作ったかんじきを履いてアニマルトレッキングを行った。どこまでも広がる雪原を，動物の足跡や木の実を探して歩きながら，自然の雄大さやたくましく生きる生き物の姿を想像し生命の尊さを体全体で感じることができた。  ○民泊体験（出会い・勤労・感謝）    ３９名の児童が８班に分かれ，３泊４日の民泊体験を行った。かまくらを作ったり，食事の手伝いをしたりしながら北広島町の「お父さん，お母さん」との生活を送った。なかにはおじいさんやおばあさんもおられ，大家族を体験するところもあった。    家の前の雪かきや布団の上げ下ろし，    食材からの食事つくり，部屋の掃除，食事後の大勢での団欒等，普段の生活では味わえない共同生活の中で言葉遣いやマナー，感謝の気持ちやコミュニケーションの大切さを実感を伴って学んでいくことができた。また，事前学習で「進んで行動しよう」ということを目標にしていたこともあって，自分から仕事を求めて積極的に行動していた。最終日では，お世話になった家庭に感謝する気持ちを伝えるために奉仕活動の時間を設定した。自分たちで何ができるかをグループで話し合い，民泊の家の人にも相談しながら決めたことを，グループ全員で感謝の気持ちを込めて一生懸命に行った。出発式ではお礼の歌やメッセージ，記念品等をお渡しして最後の別れを惜しんだ。明るく話しているうちに泣き出すグループもあった。「歌を歌っているとき，涙を我慢しました。」「言葉を伝えるとき，泣きそうになりました。」とお礼の手紙に書いていた。           
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【体験活動の効果を高めるための取組みのポイント（事前・事後学習）】【体験活動の効果を高めるための取組みのポイント（事前・事後学習）】【体験活動の効果を高めるための取組みのポイント（事前・事後学習）】【体験活動の効果を高めるための取組みのポイント（事前・事後学習）】     ○調べ学習・オリエンテーション    北広島町の自然環境や産業・文化について調べ学習を行い，共通点や相違点について学習した。また，初めての民泊ということで相手方に失礼のないように，また気持ちよく活動させていただくためにどんなことが必要かということを話し合い，「協力」「感謝」「挨拶」「言葉遣い」等を言葉や行動で表すことをこの活動のめあてとした。さらに「自分から」「進んで」を合言葉に行動しようということを互いに確認し合った。    この体験活動に参加するに当たり，３校で合同オリエンテーションを行い，「来年，リーダーとして学校を担い，みんなを導いていける力を付けること」と「参加する全員が一つになること」を目標とすることを全員で確認し，テーマを「円陣（エンジン，和）」とした。そして，学校という枠を超えて誰とでも仲間になれるよう集団行動，集団活動を行った。 ○礼状作成（国語科）    学校に帰ってきてから民泊先の方々への礼状作成に取り組んだ。４日間家族のように接し生活したことを思い出しながら，教えていただいたことや楽しかった思い出，感謝の気持ち，別れの悲しさ等が読み手にしっかりと伝わるように書くことを目標に指導した。 

（児童のお礼の手紙）  ○体験活動のまとめ（総合的な学習の時間）    体験活動の振り返りを基に感想等の交流を行い，まとめを行った。まとめた結果については参観日等を利用して発表を行うようにした。 
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【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮事項】事項】事項】事項】     ○事前      現地のコーディネーターの方を通じてねらいや活動内容，食事関係，活動場所の状況，児童一人一人の健康状態や実態等について確認を行い，民泊に関する児童の実態に応じた配慮事項についての共有化を図った。特に配慮の必要な児童を含むグループの人間関係やその担当者の配置，問題が起こった場合の指導体制について全体で確認を行った。また，緊急時対応連絡網を作成するとともに，緊急事態に対応可能な車両を２台用意して迅速に対応できるよう配慮した。  ○活動中    児童の体調管理や活動のためのグループ分け，担当者の人数や役割等について各活動の指導者や民泊先と緊密な連携を行った。体調の優れない児童が出たときは担任や養護教諭が民泊先に出向き，迅速に対応した。また，４日間を通してゆとりのある日程を組むことで，一つ一つの活動に集中して取り組めるようにした。  ○事後    各校で児童一人一人が礼状を作成し，送付した。また，学校に戻ってすぐにコーディネーターの方と連絡をとり，お礼を伝えるとともに気になる児童の様子について報告を行った。来年度の活動内容や日程についても要望等を伝えておいた。 
【体験活動の成果と課題】【体験活動の成果と課題】【体験活動の成果と課題】【体験活動の成果と課題】     ＜成果＞  ○ 児童アンケート結果から，「自分に割り当てられた仕事は，しっかりやる」「自分にはよいところがあると思う」「相手の立場に立って考えることができる」の項目について，事前と事後では肯定的な意識が高まるという大きな変容が見られた。これは，今回の活動のめあてとした「責任」「協力」「自主性」を常に意識し行動することで，児童も自身に備わる力を確認することができた結果であると考える。民泊においては，自分たちから行動しなければ何も始まらないという環境での生活を余儀なくされる。そこで受け入れ先の方々の気持ちを考えながら，仲間と協力して一つの目的を達成するという生活が，挨拶や言葉遣い，コミュニケーションを意識させることにつながっていったと考える。また，そうした行動を可能にしたのは，受け入れ先の方々が児童をお客扱いせず，家族の一員として迎え，温かく，時には厳しく接してくださったからである。民泊先での出会いは児童にとって非常に貴重な体験となった。また，活動において３校の児童が交流できるようなグループづくりにしたことが新たな人間関係づくりの中での自己の再発見に結びついていると考える。  ○ 民泊先で食事の支度や片付け，掃除，風呂洗い，家の前の雪かき等，様々な仕事を役割として行ったことは，家庭での日常生活を見直すよい機会ともなった。これまで自分たちがいかに家族に支えられていたかを体験を通じて実感し，家族への感謝の気持ちが高まったようである。家に帰ってからは進んでお手伝いをしたり，できることは自分でしたりしようとする意識が高まったことが保護者アンケートの記述等からも伺える。 
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【自分に割り当てられた仕事は，しっかりやる】   【自分にはよいところがあると思う】 

【相手の立場に立って考えることができる】 ＜出発式での民泊先の方＜出発式での民泊先の方＜出発式での民泊先の方＜出発式での民泊先の方々との最後の交流＞々との最後の交流＞々との最後の交流＞々との最後の交流＞                                 

・ この間は体験活動で大変お世話になりました。ありがとうございました。一日目は，コースターのつくり方を教えてもらいました。優しく作り方を教えてもらったので上手にできて，家でも使っています。とても気に入っています。二日目，三日目には，雪遊びをさせていただきました。大きなかまくらと雪だるまを作りました。最初は「できるのかなぁ」とドキドキ心配でしたが，おじちゃん，おばちゃんがコツを教えてくれて上手にできたのでとてもうれしかったです。島では雪があまり降らないのでまたいつか北広島に行ってやりたいです。今回，北広島に行けて本当に良かったです。本当にありがとうございました。 ・ 四日間ぼくたちを泊めて，本当に心からのおもてなしをしていただき本当にありがとうございました。  一日目の料理では，汁のかくし味を教えてもらいました。とてもおいしかったので今度家でも試してみたいと思います。二日目はソリやかまくらを体験させてもらってとてもいい経験ができました。ソリはぼくたちに体験させようとわざわざ買ってきてくれたので本当にうれしかったです。かまくらはみんなでスコップを使って協力して作ったけどとても疲れました。でも，できたときは本当にうれしかったです。三日目は，前の日に作ったかまくらにみんなで入って記念撮影をしました。こんなに大きなのを作ったなんて自分でもびっくりでした。夜ご飯の刺身は，今までのどの刺身よりもおいしかったです。ぼくたちは海の近くに住んでいて，北広島は山の中なのになぜなんだろうと思いました。四日目は，いよいよお別れの日でした。あっという間の四日間でした。出発式ではまだまだこの家に泊まりたいとずっと思っていました。ぼくはこの四日間本当に最高でした。お父さんやお母さんにお願いしてまた行きたいです。そして，２０歳になったらどぶろくを飲みに行きたいです。四日間本当にありがとうございました。（児童礼状より） 
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               ＜課題＞ ○ 児童アンケート結果で事前・事後を比較すると全体的に意識が高まったと言える。学校に帰ってからも児童会活動や６年生を送る会等にその変化がよく表れていた。しかし，３回目のアンケート結果でどの項目も減少傾向が見られることから，体験活動で得られた成果や学び，自己肯定感を持続させる工夫が必要である。 改善策として，事前学習において，めあてや目標を設定する際，児童自身が学んでこようと思うことや身に付けてこようと考えるもの等を明確にし，体験活動後にそれらを家庭や学校でどう生かしていくか，あるいは展開していくかを想定させておくような取組を加えていくことができるのではないかと考える。 ○ 体験活動そのものについては，現地のインストラクターの方々の指導に負うところが大きい。今回の体験活動の実施で現地の様子や体験活動の内容について把握することができたので，これらのデータを基に，体験活動について学校側の引率者に更にどんな支援ができるのかを，現地の方々と連携をとりながら考えていく。   

＜保護者の感想より＞ ・ このたびは三泊四日，大変お世話になりました。「すごく楽しかった！！」と，とても元気に帰ってきました。「民泊の方は，優しくて，おもしろい人で，毎日ごちそうだったよ！帰りたくなかったなぁ～，また行きたいよ～。」と言っていました。雪中キャベツがすごく甘くておいしかったこと，雪の中で思いっきり遊んだこと，スキーも滑れるようになって楽しかったこと，かんじきも上手に作れて，トレッキングをしたときに動物の足跡やフンを見つけたこと，民泊先でのみんなとの過ごし方，他の学校の友達とも仲良くなって話をしたこと，奉仕作業はトイレ掃除に決めてピカピカにみがいたことなど，たくさんたくさん話をしてくれました。初めての体験ばかりでいろいろと勉強になってとても楽しかったようです。 ・ 心の持ち方が変わった気がします。布団たたみを今までは，やったりやらなかったりでしたが，体験活動から帰ってきて毎日必ず行っています。意識づけされているように感じました。 ・ 進んで布団の上げ下ろしを行うようになりました。また，頼んだことを拒否せずやってくれるようにもなりました。 
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 【学校紹介】     ○近 況 ：本校では，地域の方々に理解・協力をいただきながらＥＳＤを柱とした教育研究を進め てきている。 自分たちが関わる人や自然・社会とのつながりに関心を持ち，豊かな感受性を育むため，地域・家庭・関係機関との連携を取りながら，環境教育をはじめとするさまざまな教育活動に取り組んできた。 ○ 学 校 長：松岡 誠治 ○ 児 童 数（学級数）：３４１名 １４学級 ○ 所 在 地：福山市駅家町近田２０５－１  ○電話番号：０８４－９７６－２７７８  【体験活動のねらい】 ①自然に関わる体験活動を通して，自然の大切さを実感し，自然を守ろうとする態度や畏敬の念を  育てると共に，働くことへの意義についての理解を深める。 ②他者と協働した集団宿泊活動を行うことにより，自主・自律心，思いやりや協調性，ルールやマナーを守ろうとする規範意識を高める。  【日程（活動プログラム）】 
天体観測出発式 移動（バス） 15 振り返り学習室３同上計画可能な時間帯 入　所　・　退　所　式清掃7

つどい 入　所　・　退　所　式 13 14起床洗面 9 10 206 7 8 11 12 21 2215 45 　15　　30 20      3516 17 18 19つどい 就寝レストラン食 点検 レストラン食 レストラン食直接（導入）指導が必要な活動 直接（導入）指導が必要な活動 入　浴入所手続き ・ 退所手続き（12：00～13：00は入所手続きのみ）内容 晴天 夕べのつどい 就寝月22 場所 朝のつどい起床・洗面 清掃日目 内容 荒天日（火） 場所１ 7２ 内容 晴天 起床・洗面月２３ 場所日目 就寝清掃 朝のつどい日（水） 場所 休憩館内内容 荒天 振り返り学習室３清掃 朝のつどい（木） 場所7 夕べのつどいカプラふれあいスコアＯＬＳＧラウンジ 同上学習のまとめ学習室３ 就寝月２４ 場所 晴天 起床・洗面 同上手紙を書こう学習室水辺の教室ツリーイングビオトープ周辺，森クライミングウォールツリーイングPH３ 内容４ 7 内容 晴天日目 内容 荒天日 起床・洗面 清掃日目 場所 朝のつどい 夕べのつどい昼食レストラン同上お礼の手紙・森のクラ フトチャレンジルーム同上 就寝月２５ 場所内容 荒天日（金） 点検宿泊棟同上
昼食「弁当持参」ラウンジ 同上同上 入所式（挨拶要）ＰＨ荷物整理宿泊棟 課題解決ゲームPH同上 同上夕食レストラン

移動（バス） 同上解散式 同上休憩館内 夕食レストラン 同上入浴浴室 同上就寝準備宿泊同上朝食レストラン スポーツ雪合戦　キンボールＰＨカッター４艇×１回鳴滝湖 同上昼食レストラン 入浴浴室朝食レストラン 水辺の教室ツリーイングビオトープ周辺，森同上 クライミングウォールツリーイングPH 昼食レストラン同上 同上入浴浴室夕べのつどい
同上清掃宿泊棟 同上退所式チャレンジルーム 同上 同上

同上 同上
同上 星座の学習学習室３しおり整理宿泊棟夕食レストラン同上 就寝準備宿泊棟同上朝食レストラン

代表者打合せ１６：３０～

 

持続可能な持続可能な持続可能な持続可能な体験活動の先進例体験活動の先進例体験活動の先進例体験活動の先進例    

1111 年生時からの計画的年生時からの計画的年生時からの計画的年生時からの計画的な積立による実施！な積立による実施！な積立による実施！な積立による実施！    
３泊４日３泊４日３泊４日３泊４日    宿泊体験学習宿泊体験学習宿泊体験学習宿泊体験学習    ～伝説の４年生を目指して～～伝説の４年生を目指して～～伝説の４年生を目指して～～伝説の４年生を目指して～    福山市立駅家西小学校 対象学年（４年） 【体験活動場所・宿泊場所】 岡山県吉備高原町・国立吉備青少年自然の家 【実施期間】平成２６年７月２２日（火）～２５日（金） 
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【参加児童の学年別，男女別数】 学年 男子 女子 合計 ４学年 ３０ ３３ ６３ （特別支援学級） ２  ２ 総計 ３２ ３３ ６５  【宿泊体験活動を実施する上でのポイント】 ○１年生時から経費の積立を毎月行うことで，一度に大きな保護者負担をかけない配慮をしている。また，３年生（１泊２日）や５年生（２泊３日）の活動も継続して実施することができている。 ○保護者に事前・事後の説明を行うことで，活動の意義を理解してもらい協力を得ることができている。 ○夏季休業中に実施することで，教職員の協力を得やすくしている。引率した職員も自ら活動を楽しみ，児童の成長を実感している。 ○施設と連携し，ねらいに沿った活動を意図的に仕組むことで，児童自身に大きな達成感と充実感を持たせることができている。また，スローガンや具体目標を設定させ，活動の度に振り返りをさせるなど，個や集団の高まりを自覚しやすい工夫をしている。  【指導計画】 実施時期 活動内容 実施時間数 教育課程上の位置付け 実施場所 指導者 ７月・８月  ７月  7 月 22 日～25 日   ８月 ９月 
体験から学ぼう 「人・自然・協力」 体験活動に向けて  課題解決ゲーム，カッター，創作活動 ウォークラリー，水辺活動，ツリーイング  体験活動の振り返り とべないホタル 「ありがとう」の言葉 

１０時間  １時間  24時間   １時間 １時間 １時間 

総合的な学習の時間  特別活動  学校行事，理科，図工 学活，国語  特別活動 道徳 道徳 

教室  教室  国立吉備青少年自然の家  教室 教室 教室 

学級担任  学級担任  学級担任，職員 施設職員，外部講師  学級担任 学級担任 学級担任  【体験活動の概要】 ○課題解決ゲーム 〈内容〉 ①学習のルール作り ②アイスブレイク（じゃんけんゲーム・パイプラインなど） ③ビーイング（振り返り）作成 〈留意点〉 ・少しずつ「ちょっと頑張れば達成できそう」な目標を設定する。 ・活動中の様々なトラブルに応じて振り返りをする。   ・トラブルが起きても児童同士で解決させるようにする。 
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②カッター訓練 〈内容〉 班ごとに操艇する。 〈留意点〉 ・担任は艇長になり，児童に操艇のための指示を出す。 ・児童を励まし，力を出し切っている児童をしっかりと認める。 ・活動中のことについて振り返りをさせる。   ③スコアオリエンテーリング 〈内容〉 班ごとに作戦を立て，ポイントを探したり課題に挑んだりする。 〈留意点〉 ・山に入るので，長袖・長ズボン・場合により長靴 ・全員でポイントを見つけて，全員揃ってゴールする。 ・３０分に１回はみんなで丸くなって座ってお茶を飲む。  ④水辺の教室 〈内容〉 加茂川とその周辺の水生昆虫や生き物の採集と観察 〈留意点〉 ・滑りやすいので，走らないなどの安全面の注意。 ・けが防止のための靴，ぬれてもいいように水着の着用。 ・採集した生き物の取り扱いの注意点確認。                                 （できるだけ体を触らないなど）                ・安全のため，２人以上で行動をする。                ・観察などが終わったら，生き物は逃がす。  ⑤ツリーイング 〈内容〉 未知へのものに挑戦するために，一人で木に登る。 〈留意点〉 ・活動前に注意点をしっかりと確認し，テストを行う。そのテストに  合格できなければ，活動が開始できないようにした。 ・注意点など責任を持って聞かせるため，友だちや担任の先生に聞いて  はならないと事前に指導した。  ※全ての活動に関して，活動前に目標を設定し，必ず振り返りをさせるようにした。  
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【体験活動の効果を高めるための取組のポイント（事前・事後学習）】 事前 ○実行委員を発足し，児童中心で結団式などを行った。 ○体験活動を終えて，どんな自分になっていたいかを考えさせ，教室に掲示した。そして，一日の終わりに，今日の行動はなりたい自分に近づけているか振り返りをさせることに活用した。 ○学年会や結団式を開き，スローガンを設定するなどし，共通の認識が持てるようにした。  事後 ○夏休みの宿題として，体験活動を通して考えたことについての作文を書かせた。その際に，単なる感想文にならないよう，体験活動のスローガンであった「協力しよう！伝説の４年生。」に基づいて，どんな行動や言葉が「伝説」につながったのか，協力できたことはどんなことか，またその時にどのように感じたかなど，書く視点を与え，体験活動から学んだことを具体的に書くよう指導した。 ○学習発表会で体験活動を通して学んだことについて発表をした。その際に，台詞を児童に考えさせ，自分の言葉で学びを表現するよう工夫した。 ○道徳「とべないホタル」「ありがとうの言葉」で，宿泊体験学習で学んだことと関連付け，宿泊体験学習のどんな場面で，友情の深まりを感じたか，その時どんな気持ちになったかと振り返りをさせたり，あいさつについて宿泊体験学習と前と後でどう変わったか，またそれはなぜかなどを考えさせたりした。 ○アンケートを実施し，定期的に宿泊体験学習で学んだことを振り返らせた。 ○感謝の気持ちを伝えるために，お礼の手紙を書かせた。  【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮事項】 ○事前に利用団体合同事前打ち合わせ会に参加し，施設内を見学したり，プログラムの打ち合わせをしたりした。 ○打ち合わせ会以外にも一度，事前に訪問し，施設内の写真を撮影したり，移動方法などを確認したりした。 ○不明な点がある時には，その都度メールや電話で連携を図った。 ○配慮が必要な児童に関しては，事前に文書にまとめ，メール等で送付した。 ○熱中症にならないよう，水分補給をこまめに行った。（朝は水筒にお茶を入れ，午後は一人一本スポーツドリンクを持たせた。） ○オリエンテーグでの安全を確保するために，長袖・長ズボンを着用させた。 ○健康調査の結果をまとめ，引率教員で結果を共有した。       
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４年宿泊体験学習における救急及び緊急連絡体制 福山市立駅家西小学校                                     

指示・指導 報告 

・発生した事態や状況の把握 ・近くの児童生徒等の安全確保 ・傷病者の症状の確認(意識,心拍,呼吸,出血等) ・心肺蘇生法などの応急手当(現場で直ちに) ・協力要請や指示 
他の児童生徒への対応 

《方針》 １.児童生徒等の安全確保，生命維持最優先 ２.冷静で的確な判断と指示 ３.適切な対処と迅速正確な連絡，通報 発見者 

通報 

救急看護・保健衛生担当 （徳重瑞重） 教職員 （相場明加） （井上稚菜） （村上克行） （乘藤靖子） 
 

指示 指示 報告 報告 

付添  搬送 医    療    機   関 (必要な場合) 急行 

緊急連絡先 電話番号 消防署 高梁市消防本部／消防署 0866 

21-0125 

 警察署 高梁警察署 津川駐在所 0866 

22-3864 保健所 備前保健所 086 

272-3950 病 院 吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 0866 

56-7141 学 校 駅家西小 084 

976-2778 教育委員会 福山市教委 084 

928-1112 

 

付添者は 逐次状況報告 

急行

 

＊必要と判断したら速＊必要と判断したら速＊必要と判断したら速＊必要と判断したら速やかにやかにやかにやかに 110110110110 番番番番,119,119,119,119 番番番番通報通報通報通報    
 急行

 

救急補助・連絡等 ・避難場所への誘導 ・安全確保 ・二次災害の危険性の把握 
負傷・病状に応じて病院搬送の場合 負傷・病状の程度にかかわらず 

保護者 電話 連絡 

近 く の 教 職 員 

電話 連絡 
教育委員会 学   校 

事故・傷病発生 

処 置 

責任者 （松岡誠治） 
 

警察や救急車の出動要請 
(110番)(119番) 
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【体験活動の成果と課題】  

 

     

事前 

事前 

事前 
83％ 



 

21 
 

 結果：児童アンケートに関して，すべの項目で「とてもよくあてはまる」と回答した児童が増えている。保護者アンケートでも，「周りの言葉を素直に聞き，気配りができるようになった。」「自分と違う意見を全く聞くことができなかったが，話を聞くようになった。」等の肯定的     な評価が多く見られた。  要因：児童一人一人に班での役割を与えることが，責任を持って仕事に取り組む姿勢につながった    のではないかと考える。また，活動の振り返りを行う際に，誰のどのような声かけがよかった か，協力につながったかをビーイングに書かせ，発表をさせたことが，自分にはよいところが あると感じることにつながったのではないだろうか。また，活動中に起きた問題に関して，必      ずその都度，振り返りをさせたことで，相手の立場に立って考え，自分と違う意見を受け入れ      る姿勢の育成につながったと考える。宿泊体験学習で，児童は仲間を受け入れたり，協力した りし，大きく成長をすることができた。  成果：・自然に関わる体験活動（水辺の教室・天体観測・ツリーイング）で，自然に触れることを通し     て自然の大切さを体感することができた。    ・他者と協働する体験活動（課題解決ゲーム・カッター活動など）で，協力の意味を体感し，集     団意識が高まっている。    ・思いやりや協調性の大切さを考える場を設け，実践に移すことができている。    ・学んだことを２学期からの行事に生かすことができた。（学習発表会など）  改善点 ：・吉備の天候は変わりやすく，夕立がよく降っていた．雨や雷の時の対応をしっかりと準備       しておく必要がある。       ・ふとんのたたみ方や片づけ方など，事前に家庭で十分練習させるなどし，徹底させる必要 がある。      ・他校や施設から情報収集を行い，より仲間との協力ができたり，自然の素晴らしさに触れ たりできるよう，活動プログラムを工夫する。             
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  １．【学校紹介】 学校名 来見小学校 三和小学校 神石小学校 学校の 概観    
校長名 上野 宏道 平元 清登 村上 俊二 児童数（学級数） ５５名 （６学級，１特別支援学級）      １２５名 （６学級，２特別支援学級）      ５１名 （４学級，２特別支援学級）  所在地 神石高原町井関 2696 神石高原町小畠 1370 神石高原町福永7798-2 電話番号 0847-85-2800 0847-85-2816 0847-87-0016 ＵＲＬ http://www.jinsekigun.jp/ja/ school/kurumisho/ http://www.jinsekigun.jp/ja/ school/sanwasho/ http://www.jinsekigun.jp/ja/ school/jinsekisho/ 学校名 油木小学校 豊松小学校 ＜ 概 要 ＞ 学校の 概観    神石高原町は広島県東部，福山市の北に位置した自然に恵まれた地域である。 町内５小学校の５年生は，それぞれの地域の産業（ぶどう，こんにゃく，トマトの栽培や和牛飼育など）を活用した地域学習に取り組んでいる。  
校長名 髙石 昭文 小田原 まゆみ 児童数 （学級数） ７６名 （６学級，１特別支援学級） ４９名 （５学級，１特別支援学級）  所在地 神石高原町油木乙１ 神石高原町下豊松 5323 電話番号 0847-82-0926 0847-84-2011 ＵＲＬ http://www.jinsekigun./jp/ja/ school/yukisho/ http://www.jinsekigun.jp/ja/ school/toyosho/  

 神石高原町小学校５年生「山・海・島」体験活動 

神石高原町立来見小学校・三和小学校・神石小学校 

油木小学校・豊松小学校  対象学年（５年） 【体験活動場所・宿泊場所】 岡山県加賀郡吉備中央町・国立吉備青少年自然の家 【実施期間】 平成２６年８月１７日（日）～８月２０日（水） 

持続可能な体験活動の先進例持続可能な体験活動の先進例持続可能な体験活動の先進例持続可能な体験活動の先進例    

小規模校による 

合同実施！ 
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２．【体験活動のねらい】 ① オリエンテーションや水辺の学習を行うことにより，森や川などに関する様々な理解を深め る。 ② 体験活動を通して，自立心・課題解決能力・コミュニケーション能力・協調性などを身につ ける。 ③ 集団行動の中で，公衆道徳や健康・安全などの実践力を養う。 ④ 団体生活を通して友情を深め，小学校生活の楽しい思い出を作る。 ３．【日程（活動プログラム）】 

 ４．【参加児童の学年別，男女別数】      （ ）特別支援学級在籍児童：内数 学校名（学年） 男 子 女 子 合 計 神石高原町立来見小学校（５年生） ８ ４ １２ 神石高原町立三和小学校（５年生）      ９（１）    ６（１）  １５（２） 神石高原町立神石小学校（５年生）      ４（１） ４      ８（１） 神石高原町立油木小学校（５年生） ４ ４ ８ 神石高原町立豊松小学校（５年生）  ３（１）  ５（１）      ８（２） 総 計 ２８ ２３ ５１ ５．【町内小学校合同体験活動を実施する上でのポイント】 ○ 仲間づくりができる活動を最初に行う。 ・ 他校の児童と初めて出会う場を，ゲーム等を取り入れ楽しい雰囲気で行う。 ・ お互いが声をかけ合える活動を仕組む。 ・ グループのメンバーが必然的に協力していく活動を仕組む。 

第１日 入所式 オリエンテーション 夕べのつどい 振り返り第２日 起床・清掃 朝のつどい 夕べのつどい 振り返り第３日 起床・清掃 朝のつどい 夕べのつどい 振り返り第４日 起床・清掃 朝のつどい 退所準備 点検 退所式

2110 11 12 138 9

焼き板川の生き物の学習 キャンドルの集い水の流れの学習 スタンツ練習野外炊事 夕食
14 16 19 2017 22朝の活動 朝食 午前の活動 昼食 午後の活動15 186 7 昼食朝食 昼食朝食

天体観測
夕食 スタンツ練習 入浴入浴

夜の活動夕食

朝食 昼食 入浴カッター活動 昼食
仲間作りゲーム 夕食スコアオリエンテーリング



 

25 

 

・ 活動中の児童の姿を肯定的に評価する機会を多くする。 ○ 宿泊体験活動中の役割分担（指導者・児童）を明確にする。   （指導者） ・ 指導者の役割分担は，複数で行う。 ・ 緊急時の対応について，個々の役割を全員で周知しておく。   （児童） ・ 担当する内容の理解と全体の中での位置づけを把握させ，主体的に活動できるようにす る。 ・ 活動後に自己評価をし，活動を振り返る。 ○ 各校の宿泊体験活動における課題や児童実態を事前に交流しておく。 ・ 支援が必要な児童への関わり方を参加指導者全員で確認し統一しておく。 ６．【指導計画】 実施 時期 活動内容 実施 時間数 教育課程上の 位置付け 実施場所 指導者 4 月～７月 事前学習 ・宿泊体験活動のねらい ・活動内容や活動場所に関わる調べ学習 ・ しおりを活用しての班メンバー等の把握 
 ５時間   ～ １５時間  総合的な学習 の時間 学級活動 ※道徳の時間 各小学校 ５年担任 

８月 宿泊体験活動（３泊４日） ＜吉備青少年自然の家＞ ２４時間 学校行事 総合的な学習の時間 理科 家庭科 国立吉備青少年自然の家 各校引率教職員 自然の家職員 ９月～ １２月 事後学習 ・体験活動のまとめ ・成果発表会（報告会）の準備 ・成果発表会（報告会） ５時間   ～ １５時間 総合的な学習の時間 学校行事 各小学校 ５年担任 ７．【体験活動の概要】 ＜１日目＞  ○仲間作りゲーム 初めて出会う町内５校の児童の不安感を取り除き，これからの活動への期待感を高めるために，ゲームを中心にした活動を行った。 ・ できる限り教職員は手助けをせずに見守る体制をとった。 ・ 指導員と連携を取り教職員の支援について確認して行った。   ○天体観測  宇宙の持つ神秘や星空の美しさを楽しもうと天体観察を行った。  ・ 理科で学習した星座を実際に見せたり，天体望遠鏡で土星の 
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  輪を見せたりした。  ・ 夜間飛行をしている航空機や人工衛星が放つ光の出し方や色の違いなども紹介し，夜空に 興味を持たせた。 ＜2 日目＞ ○カッター活動  ５校の児童が力を合わせて目標を達成する過程を通して，規律や協調性を学び，達成感を得るためにカッター活動を行った。  ・ 声をそろえることを大切にし，指導と評価を繰り返した。  ・ 安全面について，指導員から指導を受けて活動させた。  ・ 子どもたちに共通の目的（ポイント探し）を持たせた。  ○野外炊事  準備から片づけまでの作業を分担して野外炊事を行った。  ・ 自分の仕事だけでなく協力できることを自分で見つけさせた。  ・ 作業の分担をし，自分の仕事を明確にしてから作業をさせた。  ・ 教職員は安全面での配慮をしながらも，出来るだけ作業補助   はしないようにした。 ＜３日目＞ ○水の流れの学習  板の上に集めた砂で川の模型を作り，そこへ水を流して水の流れや川の状態の変化について学習した。  ・ 活動の目的を明確にしてから活動を開始させた。  ・ 実験の準備や実験結果の記録など，班ごとに役割分担をさせて   協力しながら活動を進めさせた。  ○キャンドルのつどい  屋内でキャンドルの火を囲んで，歌やゲーム，スタンツを通して交流を深めながら仲間との楽しい時間を過ごした。  ・ 輪になかなか入れない児童への誘い等，子ども同士での声か   けが多くなるように進めた。  ・ 肯定的な評価（声かけ）を多く行い，ゲームやスタンツに参                加する楽しさが味わえるような雰囲気を高めていった。 ＜４日目＞  ○焼き板作り  ３泊４日の体験活動を振り返り，心に思い描いたことを文字で焼き板に表した。  ・ 活動内容を想起させるために，ビーイング（ふり返り）やし おりの活用を助言した。  ・ ４日間の活動を通しての自分へのメッセージとして考えさせ                た。 
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８．【体験活動の効果を高めるための取組のポイント（事前・事後学習）】 ＜事前学習＞ ○ 体験活動を通して，身に付けたい力について考えさせ，目的を達成させるために必要なことについて考えさせた。 ○ 「集団生活のルールを守る」「みんなで力を合わせる」ことの大切さを意識させ，日常の行動から指導していった。 ○ 活動の見通しをもたせるため，活動内容についてグループで調べ学習を行わせた。 ○ 施設のホームページを活用し，施設や活動の概要を把握させることで，『「山・海・島」体験活動』への興味・関心が高まるように指導した。 ○ 広島県教育委員会のＨＰの資料を活用して『「山・海・島」体験活動』のねらいを知らせる ことで，児童には，「自分のことは自分でする」「自分一人で出来ないことはみんなで協力・ 工夫して活動・解決する」という目標を自分たちで設定させた。 ＜事後学習＞ ○ 体験活動発表会（成果発表会・報告会）   ３泊４日の体験活動で体験したこと学んだことを整理し，  保護者・地域の皆さんや４年生（下学年）を対象に伝えたい  ことが分かりやすく伝わるように表現方法を工夫して発表を 行った。   この活動を通して，次のことに取り組んだ。 ・ 体験活動で学んだビーイング（振り返り）  を学級会活動で活用した。（学級活動） ・ 体験活動の経験を想起させ，資料内の登場人  物等の心情や言動を深く考えさせた。（道徳） ・ 体験前の自分と比べながら，体験活動で身に  ついた力や考え方などの振り返りを行った。  （総合的な学習の時間）   また，「体験後のアンケート結果」を学級通信に載せたり体験発表会で紹介したりした。 ９．【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮事項】 交流先や施設等との連携の内容やポイント ○ 事前に施設の担当職員を招き，事前研修会を行った。施設利用や活動プログラムの内容に   ついて説明を聞いたりたずねたりすることで，参加する教職員の意識統一を行った。 ○ 状況に応じて，活動の開始時刻や終了時刻及び活動中の休憩について指導員と調整し，過 密なスケジュールにならないようにした。 ○ 医療施設の確認を行い，緊急な場合での対応に備えるようにした。 安全に実施するために留意したことや取り組んだこと ○ 体調が悪くなった時はすぐに近くの先生に伝えることと，指示された活動範囲からは絶対出ないことを事前学習でおさえた。 ○ 熱中症対策として，全ての食事の度に各自の水筒へ飲料水を用意し，活動中の水分補給を
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状況に合わせて行った。 ○ 所内スコアオリエンテーリングを行う際，危険箇所や活動範囲を示す位置には教職員を配置した。 ○ 各校の養護教諭が交代（前・後半）で引率し，常時２名以上の体制で健康管理を行った。 ○ 事前に教職員での打合せを密に行い，各活動における注意点を明確にした。基本的には見守るが，危険だと判断した場合は声かけや補助を行った。 ○ 施設のＨＰを見たり，担任が実際に現地に行ったりして，施設の概要を事前に把握した。 配慮の必要な児童への取組 ○ 教職員がいつでも支援できる位置にいて活動を見守った。 ○ 配慮が必要な児童について，各校で事前に連携をとり，共通理解を図った。必要な場合は，施設（レストラン等）関係者とも事前に協議を行った。 ○ 各班一人は教職員がついて，事前に配慮が必要な児童は注意深く見守るようにした。 ○ 配慮の必要な児童に対しては，どのような関わり方をすればよいか保護者と協議をし，参加する教職員間での共通理解が図られるように資料配布や協議を行った。 安全管理体制（指導体制） ○ プログラムごとに担当校を決め，該当校が全体指導をとり，その他の学校の教職員が児童の安全確認をした。 ○ 施設の指導員とも連携をして，常に複数の指導者で見守るようにした。 今後の改善点 ○ 教職員が途中交代する場合，児童の様子について引き継ぎをする時間をより確保する。 ○ 参加する教職員全員で，３泊４日の体験活動のシミュレーションを行うなどして，いろいろな場面での担当者の動きを確認することが必要である。 １０．【体験活動の成果と課題】 アンケートアンケートアンケートアンケート番号１「番号１「番号１「番号１「自分に割り当てられた仕事は，しっかりやる。自分に割り当てられた仕事は，しっかりやる。自分に割り当てられた仕事は，しっかりやる。自分に割り当てられた仕事は，しっかりやる。」」」」 
                                   児童アンケート結果 
                                  保護者アンケート結果 

１回目（体験活動前）２回目（体験活動後）３回目（11月～12月）
1 2 3 4 5 6とても まったくよくあてはまる あてはまらない

１回目（体験活動前）２回目（体験活動後）３回目（11月～12月）
1 2 3 4 5 6とても まったくよくあてはまる あてはまらない
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成果 ○ 自分のことは自分でやろうという意欲がでてきた。 ○ 責任感を持って取り組み，一人で出来ることが多くなった。  要因 ○ みんなで協力して活動しないと出来ないことや終わらないことを経験した。この経験を通し て，一人一人が自分のやることをしっかりやりきることの大切さ，そして，仲間と協力する ことの必要性を強く感じることができた。 ○ みんなで活動をやりきったり目標を達成したりすることで達成感を感じることができた。 ○ 活動や生活におけるリーダーを担ったことで責任感が育った。 アンケートアンケートアンケートアンケート番号番号番号番号５５５５「「「「相手が納得するように自分の気持ちを言葉で伝えている。相手が納得するように自分の気持ちを言葉で伝えている。相手が納得するように自分の気持ちを言葉で伝えている。相手が納得するように自分の気持ちを言葉で伝えている。」」」」 
                                   児童アンケート結果 
                                  保護者アンケート結果 成果  ○ 自分の言いたいことをはっきり言えるようになってきた。 ○ 進んでコミュニケーションがとれるようになってきた。 ○ 分からないことがあっても，そのままにせずに友だちに聞くなどの積極性がでてきた。  ○ 少しずつ周りの人を見ての言動が出来るようになり，自己中心的な行動が減ってきた。 要因 ○ 他校の児童と関わりをもつ機会（必然性のある）が多くあり，活動が自分の思いだけで出来 るものではないことを感じた。 ○ 多くの同級生と生活する中で，自分の考えや思いを伝えることの必要性と伝えたいことを理 解してもらいたいという気持ちが高まった。  改善点 ○ 事前研修では，参加教職員が活動プログラムの内容及び期間中の活動をシミュレーションし，必要な対応等については意識統一をする。 ○ 事前の研修時に，児童に考えさせ自己決定させる時間をどのように設定するかを参加教職

１回目（体験活動前）２回目（体験活動後）３回目（11月～12月）
1 2 3 4 5 6とても まったくよくあてはまる あてはまらない

１回目（体験活動前）２回目（体験活動後）３回目（11月～12月）
1 2 3 4 5 6とても まったくよくあてはまる あてはまらない
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員で確認する。（声をかける場面と見守る場面などの意識統一も含める。） ○ 施設の指導員との連携を「いつ」「どのように」取るか明確にしておく。 ○ 児童及び教職員の怪我や病気に係る緊急時の対応がスムースに行えるよう，マニュアルをフローチャートにしておく。 ○ 体験活動で学んだことや経験したことを，以後の学校生活の中で活用できる場を意図的に設定していく。 
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きらり！いいとこ，自分発見！ふるさと感じ隊 
          安芸高田市立川根小学校 

安芸高田市立来原小学校 

安芸高田市立船佐小学校  対象学年（５年）  

【体験活動場所・宿泊場所】 安芸高田市・安芸高田少年自然の家・輝ら里 

           【実施期間】平成 26 年７月 29 日（火）～８月１日（金） 

 

【学校紹介】 

 ○近況：高宮中学校区にある３校は，平成 25・26・27 年度 文部科学省人権教育

総合推進地域事業の指定校を受け，学校教育目標を「夢と志をもち，自ら高め，みが

き合う児童の育成」とし，「自他のよさや違いを生かし，つながり合い，共に高め合

う児童の育成」を研究主題として共同研究を進めている。 

また，「川根小学校」といえば「自転車」と言われるほど，その歴史も古く，昭和

41 年から毎年，県の自転車大会へ参加・入賞をしており，記録によると昭和 43 年に

は国際大会への出場経験もある。 

「船佐小学校」は，130 年の歴史を重ねてきた学校で，平成４年から始まった「ふな

さっこ太鼓」が伝統として受け継がれ，船佐小教育とともに子供達にしっかりと根付

いている。 

「来原小学校」はいち早く器楽教育に取り組み，昭和 30 年，当時としてはめずらし

いラジオ放送に出演，さらに中国こども音楽会で「優秀賞」に輝くなど伝統ある「ブ

ラスバンド演奏」を行っている。 

 

 ○校長名：山根昌美 栗栖千賀子 中井純子 

 ○児童数（学級数）：26(3)，69(8)，49(6) 

 ○所在地： 

広島県安芸高田市高宮町川根 1920 

広島県安芸高田市高宮町原田 3375 

広島県安芸高田市高宮町佐々部 915-1  

 

 ○電話番号：0826 (58)0005 （57）1012 (57)0056 

地地地地元施設を活用した元施設を活用した元施設を活用した元施設を活用した体験活動の先進例体験活動の先進例体験活動の先進例体験活動の先進例    

３３３３校合同で校合同で校合同で校合同で地元施設を地元施設を地元施設を地元施設を    

利用利用利用利用してしてしてして実施！実施！実施！実施！    

川根小学校 来原小学校 船佐小学校 
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【体験活動のねらい】 
○共同生活を通して望ましい人間関係を形成し，集団への所属感や連帯感を深める

とともに，公共の精神を養い，協力してより良い学校生活を築こうとする態度を

養う。 

○家庭から離れて生活することにより，家族の大切さを再認識し，家族への感謝の

気持ちを養うとともに，自立した生活態度を育てる。 

○高宮町内の５年生が合同合宿を行うことで，中学校への滑らかな接続の一つの機

会とする。 

○安芸高田市の伝統や文化，歴史に触れ，郷土への理解と愛着をより深める。 

【日程（活動プログラム）】 第１日 入浴 振り返り第２日 起床清掃朝のつどい 掃除 活動準備 班別活動 入浴 お手紙 振り返り第３日 起床清掃朝のつどい 掃除 活動準備 入浴 振り返り第４日 起床清掃朝のつどい 掃除 退所準備 退所式 移動 各校へ 班別活動【キャンプファイヤー準備】 夕食 キャンプファイヤーハンドボール体験朝食朝食
活動準備 ウオークラリー 昼食自由時間 歴史民俗博物館見学・体験

入所式オリエンテーション 野外炊事 星空観察朝食 カヌー体験 昼食 陶芸・アイスクリーム作り 移動 夕食 班別活動
2110 11 12 13 14 16 19 2017 186 7 8 9 22朝の活動 朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食15 夜の活動

 

【参加児童の学年別，男女別数】 

学年 川根小 来原小 船佐小 合計 

５学年 男 女 男 女 男 女 男 女 

 ４ ２ ８ ５ ２ ２ 14141414    ９９９９    

総計 ６ 13 ４ 23232323    

【地元施設を活用した体験活動を実施する上でのポイント】 

○安芸高田市の伝統や文化，歴史に触れ，郷土への理解や愛着を深める活動にした。 

○各体験において，事前にプログラムのねらいを連絡して共有しておく。 

①八千代湖畔～カヌー体験 

八千代湖は湖面が広く水面も穏やかなことからカヌー競技の適地として，ア

ジアカヌー選手権大会やアジア競技大会広島大会など多くのカヌー競技が行

われている。地元のカヌー協会に講師依頼をし，当日までに準備することや活



 

33 

 

動内容を打ち合せた。活動場所の確認を念入りに行い，安全対策及び熱中症対

策など児童の健康管理を行った。土師ダムでカヌーを体験することを通して，

ふるさとで行われているスポーツに親しませる。 

②鶴学園八千代校舎～アイスクリーム作り，陶芸体験 

地元の八千代湖畔にある森の中の施設で，アスレチックや工芸の用途に合わ

せた活動ができる。今回の合宿では，安芸高田市の自然の中の植物をモチーフ

にしてお皿を作る体験と，牛乳を材料として協力してアイスクリームを作る体

験をする。本活動を通して，地元の自然や魅力を再発見させることができるよ

う，早めに活動内容の打ち合わせを行った。 

③安芸高田市歴史民俗博物館～民具体験 

安芸高田市歴史民俗博物館にある民具は，市内の民家や施設から集められた

ものである。当施設は，実際に地元で使われていた民具を使って体験すること

ができ，本市の暮らしのうつりかわりや先人の知恵が感じられる。 

児童が自ら体験し，現代の生活と比べたり，当時の便利さを感じたりできる

よう，当施設の学芸員と事前に目的を明確にして，所要時間や体験内容，準備

物等の打ち合わせを行って実施した。 

④湧永製薬ハンドボール部「レオリック」～ハンドボール体験 

本市には日本最高峰のハンドボール実業団チームの湧永製薬ハンドボール

部がある。地元の子どもたちとの交流も深く、部員直接の指導により、地元か

ら全国レベルの大会などへ多くの選手を送り出している。そのようなスポーツ

に親しみ，仲間とともにかかわりを深める活動と位置づけた。年度初めにはス

ケジュールの確認を行い，子供向けの説明とハンドボール体験において，直接

選手の指導を受けることができるよう連携をとり，本活動につなげた。 

○意欲と目標をもって合宿に参加するため，合宿の合言葉を決めた。 

○町内３校の児童の交流も目的とし，共同生活を通してグループ活動を積極的に取

り入れたり，協力して活動するための班編成を工夫したりした。 

【指導計画】 実施時期 活動内容 実施時間数 教育課程上の位置付け 実施場所 指導者 6 月 調理実習 ２ 家庭科 学校 担任 規範意識 資料名「星野君の二塁打」 １ 道徳の時間 学校 担任 
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７月 宿泊体験活動についてのオリエンテーション  ・目標設定  ・活動計画作成  ・活動時間表作成  ・役割分担・内容について細案作成  ・持参物の確認  ・安全に係る事前指導 
 学級活動 学校 担任 

７月  29 日～ 8 月 1 日 
宿泊体験活動  ・野外炊事  ・星空観察  ・カヌー体験  ・アイスクリーム作り  ・陶芸体験  ・手紙を書く  ・ウォークラリー  ・民具体験  ・キャンプファイヤー  ・ハンドボール体験 

 学校行事 安芸高田市少年自然の家   カヌー協会の指導員  鶴学園八千代校舎職員の方  安芸高田市立民俗博物館職員の方 湧永製薬の職員の方選手の皆さん 引率職員  
9 月 宿泊体験活動の振り返り  ・班ごとに目標の振り返りをする。  ・お世話になった人に手紙を書く。  合宿を俳句・短歌で表す。 思い出交流会 １   １ １ 学級活動   国語 学活 学校 担任   担任 担任 11 月  炭焼き体験合宿  ６  １ 総合的な学習の時間 家庭科 学校 担任 引率職員 地域の方 

【体験活動の概要】 

カヌー体験 

土師ダムでカヌー体験をした。カヌーの操作方法を教えて

もらい，早速こいでいた。初めて体験する児童がほとんどだ

ったが，グループごとにカヌーの先生にコツを教えていただ

き，みんな上手に進んだり曲がったりして，楽しんだ。 

 

陶芸体験 

施設の先生にご指導いただき，慎重に粘土の塊をこねて，

楕円形に伸ばしていった。思い思いのデザインで，世界でた

った一つの作品を作ることができた。 

最後に，自分が採った葉を使って大胆に型押しして，ふち

を起こして完成！思い出の詰まった一品を作った。焼き上が

りをとても楽しみにしていた。 



 

35 

 

野外炊飯 

 カレーと野菜サラダを作った。火を起こすところから，みん

なで力を合わせて，手際よく動いて作ったカレーは，おいしく

できた。飯盒にこびりついたご飯やすすを，グループのみんな

で協力して，後片付けをした。 

毎日ご飯を作ってくれる家の人に感謝の気持ちを伝えたいと強く感じている。 

 

【体験活動の効果を高めるための取組のポイント（事前・事後学習）】 

○国語「季節の言葉」 

 体験したことを基に，一番心に残ったことを川柳にした。体験し

なければわからない実感を言葉にすることで，改めて想起すること

ができた。 

○読書感想文「「男子弁当部」を読んで」 

 夏休みに読んだ本と自分の体験をつなげ，これからの生活につな

げようとしている。 

 

○総合的な学習の時間「炭博士になろう」～炭焼き合宿 

主なねらいは，地域の産業として受け継がれている炭

焼きを体験することにより，地域をより身近なものに感

じ，工夫や苦労を知ることで郷土を愛する心を育てるこ

とである。また，集団生活を通し，一人一人が力を出し

合い，ともに生活する中で仲間の良さに気付かせるため

に，15 年前より毎年行っている。 

今年度は，きらり合宿で学んだ，協力して働く，見通しをもって動く，自主的に行

炭焼きの話を聞きました。 

おふろばで ワイワイガヤガヤ はしゃいだぞ   

女神役 頭真っ白 火の前で            

あせかいて ゴールしたよ ウォークラリー   

カヌーこぎ 向こう岸まで うでいたし    

 

 

一部抜粋 私にも同じような経験があります。学校の合宿でウォークラリーをしたとき，地図の見方が分からなくて，班のみんなの意見がばらばらになったときがありました。私は班長だったので，みんなをまとめたかったけど，うまくできなくて，このままで大丈夫かなと感じていました。けれど，班のみんなで意見を少しずつ出し合うことで，地図の見方が分かってきました。その結果，最後はみんなでゴールすることができました。  もし一人だったら，自信がなくて前に進めませんでした。みんながいても，意見がばらばらのままだったら，きっとゴールできていませんでした。みんなが協力して地図の見方を話し合うことで，地図の見方を見つけることができたんだと思います。  この本を通して，チームに大切なのは友達のために協力することだと分かりました。男子弁当部のように，チームのみんなが，自分のことだけでなく，他の人のことを思って行動することが，チームであり仲間なのです。  私にもチームがあります。それは，自分の学級です。勉強やブラスバンド活動では，みんなで教え合っています。人はそれぞれ得意なことや苦手なことが違います。だからこそお互いに協力して助け合うのがチームなんだと思います。これからも，みんなで協力しあっていきたいです。  
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動する，地域の指導者の方へ感謝の心を持つことを本合宿に生かすようにした。地域

の方の想いを受け止め，協力して活動する姿が多く見られた。 

【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮事項】 

○交流先や施設等との連携 

 ・事前・・・ 施設使用にあたっての手続き・救急時の医療機関等についての連携。 

       体験する際の講師の紹介と体験内容や諸準備・アレルギー児童の確認

などの連携。 

 ・活動中・・熱中症対策。 

 ・事後・・・体験の感想とお礼の手紙送付。 

○体験活動を安全に実施するために特に留意したこと 

・児童の健康状況を把握するために「健康調査」を行い，食物アレルギー等，担任

と養護教諭が打合せ会にて児童一人一人の留意事項を確認した。 

・移動時の交通安全指導，調理時の火気の取扱い，宿舎での過ごし方について事前

指導を徹底した。また，水辺での活動もあるので濡れてもよい服装と履物を準備

することも含め，事前準備の確認をした。 

・緊急車両を準備したり，救急用品を持参したりした。 

・３校合同の緊急時の連絡網を作成し，児童の実態を含めて情報を共有できるよう

にした。 

・時期的に暑さ厳しい折で，温湿度計を使って現状把握を行い，水分補給を行うこ

とに留意した。 

○改善点 

・暑い時期での実施であったため，児童の健康管理が心配された。来年度も野外で

の活動では水分補給が十分できるよう予算や購入物品に配慮する。 

・指導体制を計画する際，３校の職員・養護教諭が交代で引率できるようにするこ

とと，各学校の職員が必ずいることを確認する。 

【体験活動の成果と課題】 

同じ中学校に進学する児童が今回の体験活動を通してお互いをよく知り合え

ただけでなく，自ら考え行動することを通して，班のメンバーで協力して何事も

行おうとする気持ちや連帯感が高まった。 

児童アンケートで３回目に肯定的回答

「1」が増えたのは「自分と違う意見や考

えを受け入れることができる」という項目
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である。合宿直後は肯定的回答が 100％であったのは，協同的なグループ活動を

行ったことにより，日々の振り返り設定したことにより子供たちがより実感でき

た結果からと考えられる。 

また，合宿での体験を通して，人との付

き合い方を学ぶことができた結果と思われ

る。 

保護者アンケートでは，「自分の気持ち

を伝えることができる」の項目において，

合宿直後，「２」が 41％と増え，肯定的回

答は 68％である。体験を通して感じたこと

を話す機会も含めて，家庭での会話も増え

たと考えられる。 

 「体験活動を通して子どもが成長した」 

  の項目では肯定的回答が 90％で，「１」 

から「３」の割合に変動があるものの，合宿を通しての成長を感じておられるこ

とが分かる。 

  ○改善点 

・４年，５年，６年と町内三小学校合同で行う活動のねらいを明確にして，計

画的，系統的に行うことが必要である。 

・星空観察は施設の立地条件から考えて適切でないため，交流親睦を目的とし

た活動を仕組む方がよい。 

・アンケート結果より意識が向上している項目については，その高まりを持続

させるための学校での教育活動を関連させて行く必要がある。 

・ふるさと安芸高田にある施設を利用した公共の精神を育む活動として，地域

へのボランティア体験等を取り入れることにより，自己有用感や自己肯定感

を高めていきたい。 

～保護者のコメントより～ ○ 以前よりもまたさらに，自分のことをやり，決められたことを自分から実行しようとすることができるようになったから。 ○ 他校の友達とも仲良くなり，気の合う仲間ができ，自信を持ったように思います。 ○ 合宿から帰って来た時，生き生きしていた。もらった手紙の内容などから，集団（人との  関わり）について，「協力する」ということなど，考えるようになってきつつあるのかなと感じる。 ○ 体験してみなければわからないこと，感じられないことがあると思う。体験したことによって感じたこと，わかったことは子どもにとって大きな収穫であり，成長していると思うから。家で自分とちがう意見や考えが出たとき，相手の気持ちを考えながら自分の気持ちも話せるように少しできるようになったと思うから。 
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江の川カヌー探検隊！ 

         三次市立田幸小学校  対象学年（５年）  

【体験活動場所・宿泊場所】 三次市・カヌー公園さくぎ 

【実施期間】平成２６年７月２５日（金）～７月２８日（月） 【学校紹介】  ○ 本校は学校教育目標を，「ふるさとに学び心豊かにたくましく生きるポプラっ子の育成」と設定し，地域の方々の協力を得ながら「ひと・もの・こと・自然」とのかかわり合いを大切にした多様な体験活動を展開している。そして，その体験を通して自分のよさや可能性に気づき，自己肯定感を高めながら自分の描いた夢に向かって意欲的に学ぶ姿を大切にし，「田幸で学んでよかった」と思える教育内容の創造に努めている。校区は，梨やぶどうの生産等農業が盛んな地域で世羅台地から流れ出た美波羅川には，メジロやカワセミのほか，タゲリ等の珍しい野鳥も多く生息している。こうした豊かな自然に恵まれながらも高齢化や少子化等の課題を抱える中で，誰もが安心して幸せに暮らせる住みよい地域社会づくりに向け，地域住民による積極的な取組が行われている。本校では，ふるさと田幸での体験を基盤に研究主題を「いのちを大切にし，主体的に生きる力を育む道徳教育の創造～家庭，地域との連携を通して～」とし，道徳教育を柱とした研究を続けている。  ○ 校長名：深田 真規子  ○ 児童数（学級数）：５９名（６学級）  ○ 所在地：三次市大田幸町１６００番地  ○ 電話番号：０８２４－６６－１１６０ 【体験活動のねらい】 ○ 地元施設を利用して，ふるさと三次の自然や文化，産業等にかかる体験活動を通して，自然のすばらしさと大切さ，自然に対する畏敬の念を育むとともに，自然を生かし，自然とともに生活していくことの楽しさや意義を理解する。 ○ 集団宿泊活動を通して，自主・自律，思いやり，協調性，規範意識等の道徳性を高める。 ○ 地域に暮らす人々との体験活動による交流を通して，人々が協力して自然や伝統的な文化・産業を守り，努力や工夫を重ねて生活している思いを感じ取り，地域社会の一員とし

地元施設を活用した地元施設を活用した地元施設を活用した地元施設を活用した体験活動の先進例体験活動の先進例体験活動の先進例体験活動の先進例    

地元施設を利地元施設を利地元施設を利地元施設を利用して用して用して用して実実実実施！施！施！施！    
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てよりよく生きていこうとする態度を養う。 【日程（活動プログラム）】         
 

 

 

 

  【参加児童の学年別，男女別数】 学年 男子 女子 合計 ５学年 ５ ６ １１ 総計 ５ ６ １１  【地元施設を活用した体験活動を実施する上でのポイント】 ○ 事前に現地に何度も足を運び，下見を行った。安全確認，児童の動線の確認，事前学習での施設の活用等，下見を行うことで分かってきたことがあり，重要な点であった。また，現地スタッフの方と実際会って打ち合わせを進める事で信頼関係を構築できた。 ○ 作木地域の方とつながりのある職員がおり，つながりを生かしたプログラムを作成することができた。「ふるさと田幸」から「ふるさと三次」へと子どもたちの視野を広げさせるためにも，活動する地元の方とのつながりを生かすことは重要である。 ○ 本校から車で３０分という距離なので，職員全員が活動に関わり，協力して目の行き届いた指導を行うことができた。安全面においても多くの人数での指導は効果的であった。 ○ 成果発表会には，お世話になった施設の所長さんが来て下さった。体験活動で学んだことをお世話になった方の前で発表できることが，児童の発表への意欲を上げ，充実した成果発表会となった。後日，感想を送って下さり，児童の活動を評価していただいた。現地の方に成長を認めていただいたことは，児童にとって大きな自信となった。 ○ 体験活動後にもカヌー公園へ足を運ぶ児童がいる。学校で学習したことを家族や友人の前で自慢し，「ふるさと三次」を愛する心が育っている。地元施設活用ならではの取組の成果である。  

第１日第２日 活動準備 夕食 振返り第３日 洗濯第４日 昼食 アダプト活動

昼食朝食 昼食 活動準備
夜の活動午後の活動

中国電力発電所見学 カヌー体験②

22朝の活動 朝食 午前の活動 昼食 夕食15 2017 186 7 8 9 野外炊事① 夕食 2110 11 12 13 14 16 19
朝食 夕食沢登り体験 入浴

退所式荷物整理

振返り
振返り

起床清掃朝のつどい 洗濯起床清掃朝のつどい 野外炊事②
入所式オリエンテーション 入浴敷地内散策 カヌー体験①

起床清掃朝のつどい
星の観察江の川の漁体験昼食作木ツアー（常清滝，シイタケ栽培見学） 作木ツアー（殿敷，ブッポウソウ） 入浴朝食 施設清掃 川遊び



 

41 

 

【指導計画】 実施 時期 活動内容 実施時間数 教育課程上の位置付け 実施場所 指導者 
６月 

【環境学習】 ・ 課題設定 作木の町の特色について，カヌー公園についてそれぞれ調べ，活動計画を考える。  
・ 課題別調査 課題別に分かれ，その活動を通してどのような力をつけたいか，ねらいを設定する。  

４  総合的な 学習の時間  教室  担任  

７月 
【道徳】１－（２） 「よいあいさつがよい出会いをつくる」  １   道徳   教室   担任   【調理実習】 サラダ作り  １ 家庭科  家庭科室  担任  【事前活動】 班作り，役割分担，目標設定  ２ 学級 教室 担任 

7月25日  ～  7月28日 
【野外活動及び見学】 ・ カヌー体験２回 ・ 野外炊事 ２回 ・ 沢登り ・ 江の川の漁体験 ・ 星の観察 ・ 作木ツアー （常清滝，椎茸農園，殿敷，ブッポウソウ小屋） ・ 中国電力熊見発電所見学 ・ 川遊び 

２４ 学校行事 江の川 カヌー公園さくぎ 担任 全職員 現地スタッフ  インストラクター  江の川漁師 の方  椎茸農園 の方 ９月   ～   １０月 
【事後学習】 ・ お礼状の作成 ・ 活動のまとめ ・ 活動報告書を作ろう。   ２   ２ 総合的な 学習の時間  国語 教室    担任    【道徳】３－（２） 「台湾からの転入生」  １  道徳  教室  担任 【成果発表会】 ・ スライドショーを作ろう。 ・ 発表方法を工夫しよう。 ・ 発表しよう。  ８ 総合的な 学習の時間 教室 体育館 担任 
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【体験活動の概要】 ○カヌー体験   インストラクターの指導のもと，カヌーに乗って江の川を往来する活動を行った。まず，川に対する知識，緊急時の対応等を学んだ後，陸上で前漕ぎ，後ろ漕ぎ等，実際にパドルを持ち操作した。  一通り学んだ後，カヌーに乗って本流に出発し,   雄大な自然の中を進んでいった。 児童は自ら目標を設定し自分がどういう力をつけたいのか確認した上で，その目標に向かって活動した。また「関わり合い」の中で学ぶというねらいにおいて，インストラクターの方と積極的に関わろうとした。教師は言われたことを繰り返し言わない，活動のリーダーに進行を任せる等，児童が主体性を持って取り組むように留意した。  ○沢登り体験（シャワークライミング） インストラクターの指導のもと，流れに逆らって川を上っていくダイナミックな活動を行った。まず陸上で安全装備を装着し川に入る時の危険について学んだ。川に入り自分の足で進んでいくと，最初はすねほどの水位も次第に胸ほどに達するような場所もあった。上流に進むほど流れは速くなり次第に体力も奪われ，皆のペースについていけない児童も出てきた。今回の活動のねらいである「協力する」「最後までやりぬく」を指導者が意識して声掛けを行った。すると，ゴールするころには，お互いに声を掛け合って手を差しのべたり，おくれた友達を待ったりする等，自然に仲間の事を思いやる姿が見られるようになった。ゴールの滝にたどり着いた時，子どもたちは大きな歓声をあげ，最後までやりぬいた自分たちのことを喜び合っていた。  ○江の川の漁体験 地元漁師の方に，江の川に生息している 魚や漁についてのお話を聞いた。その後， 投網体験，アユのつかみ取り体験を行った。   
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本校では道徳において「いのち育みプログラム」を作成して， 道徳の時間と他の教科，活動との関連を図っている。アユのつ かみ取りを行って自ら調理をし，「命をいただく」体験から，命 のつながりを実感することができた。さらに，自他の命のみなら ず，動植物の命も大切にしようとする心情が深まった。  ○作木ツアー   広島県の名勝である「常清滝」では，自然の雄大さに触れることができ，椎茸の農園では，ふるさとでこだわりをもっておいしい椎茸を栽培されている農家の方に生椎茸をいただいた。また，絶滅危惧種である「ブッポウソウ」の保護運動について話を聞いたり，「殿敷」では，作木でもっとも古い民家でお弁当を食べ，むかしの家での暮らしを想像したりした。大イチョウの木，蓮の池等，ふるさとの「ひと・もの・自然・文化」を知る一日体験ツアーを楽しむことができた。  【体験活動の効果を高めるための取組みのポイント（事前・事後学習）】 事前活動 ○（道徳）「よいあいさつがよい出会いをつくる」 １－（２）    多くの人と関わる本体験活動において基本であるあいさつについて，原点に立ち返り，あいさつの持つ力，なぜあいさつをするのか等，教材を通じて考えを深めた。児童の感想から「あいさつって心と心をつなぐきっかけになるんだね。」「相手の心も自分の心も開く秘密のカギみたい。自分も気持ちのいいあいさつを心がけよう。」等，気持ちのよいあいさつをしようという気持ちの高まりが感じられた。  事後活動 ○（総合的な学習の時間，学校行事）工夫して発表しよう。 「江の川カヌー探検隊」 学習発表会で体験活動のまとめを発表した。「作木の素晴らしさと自分たちの成長。これら２点が伝わる発表をしよう！」を目標にクラスで協力して取り組んだ。「成長した姿を見せる
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ことがお世話になった方への恩返しになる。」と児童が主体的に取り組み始めた。スライドを作成したり，発表の構成や表現方法を工夫したりし，発表会に向けて一つになっていった。地域，保護者の方からも良い評価を頂き，それが児童の自信につながった。宿泊施設の所長さんが発表会を見に来てくださり，発表に対する評価と激励の手紙をくださった。クラスの宝物として大切に掲示している。  【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮事項】 ○ 事前に現地に下見に行き，施設の様子や活動場所の確認を行った。 ○ 下見の際に危険場所の確認をし，現地スタッフの話を参考にリスクマネジメントを行った。 ○ 活動プログラムの作成にあたって，学校，施設，指導者で直接会って協議し，調整を図った。 ○ 川での活動ということで，増水時の対応，雨天時の対応，蜂等の害虫への対応等，現地スタッフと協議した。 ○ 熱中症対策としてスポーツドリンクの準備，お茶の準備をした。また，事前の打ち合わせで給水のタイミングを養護教諭と確認し，担任以外の教員で適宜児童に給水した。 ○ 活動ごとに健康観察を行い，児童の体調の変化に留意した。  【体験活動の成果と課題】 ＜成果＞  ○ ３回のアンケートの平均値の推移において分析を行った結果，全ての項目において，向上していることが分かった。「みんなで頑張ったからできた。」「帰宅した時の顔がイキイキして，自信がある強さが出ていたように見えました。」「手伝いをよくし，自分から気づくようになりました。」等と児童も保護者も体験活動や成果発表を通して成長を感じられる有意義な活動であったことがうかがえる。 ○ 本学級は，かねてから「自分の意思を言葉で伝えること」を苦手としている児童が多かった。これまで，このことに重点を置いて指導してきたが，中々向上してこなかった。ところが，体験活動や成果発表後のアンケートでは「相手が納得するように自分の気持ちを言葉で伝えている」の項目が一番大きく伸びていた。その要因として，教室で自信を持てなかった児童が体験を通じてやりきった満足感や達成感から自信を持ち，「活動したことをお家の人や 他学年に伝えたい。」と意欲を持って主体的に取り組むようになったことが挙げられる。このことが学びを大きくしたものと考えられる。 
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           ○ 本校では学校外での３泊４日の宿泊体験活動は初めての取組であった。そのため，児童はもちろん，保護者も長期の宿泊に対する不安が多かった。そこで，長期の宿泊体験だからこそできる「家庭と体験学習をつなぐ取組」を考えた。３日目の夜，振り返りの時間にそれぞれの保護者にあらかじめ書いておいてもらった手紙をサプライズで児童一人一人に手渡した。渡した瞬間，じっと手紙を見つめる児童，うれしくて泣き出してしまう児童，感謝の気持ちを口にする児童等，様々な様子が見られた。そして，手紙を読んだ後，自分の親に向けて活動の様子を伝える手紙を書いたが，どの子も真剣な眼差しで感謝の気持ちを綴っていた。その時の思いを後日振り返らせると，「あの時は，驚いた。」「いつもは当たり前のようにいてくれるけど，当たり前じゃないんだ。」「たくさん思ってくれていることが分かってうれしかった。」等，児童はまたうれしそうな笑顔になっていた。 ＜課題＞  ● 体験活動で身に付けた力を継続させていくことが必要である。そのためには，体験活動で学んだ事をキーワードとして残し，学級での学習や生活の中でフィードバックできるよう工夫していき，さらに学びを深めていくことが重要である。 ● 「今度は自分たちの暮らしている地域のことをもっと知りたい。」「地域のためにできることはないか考え，役立つことを何かをしたい。」「地域の良さを発信していきたい。」等,体験活動をして感じたことを児童なりに実行していけるようなプログラムを仕組んでいくことが重要である。       

項目ごとの平均値の推移（児童） 項目ごとの平均値の推移（保護者） 
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    「心たくましく「心たくましく「心たくましく「心たくましく    学びたしかに」学びたしかに」学びたしかに」学びたしかに」        

～成長を実感できる～成長を実感できる～成長を実感できる～成長を実感できる野外活動野外活動野外活動野外活動～～～～    

         広島市立藤の木小学校  対象学年（５年）  

【体験活動場所・宿泊場所】国立山口徳地青少年自然の家 

          【実施期間】平成２６年７月２２日（火）～７月２５日（金） 

 

【学校紹介】  ○近況：本校は，平成２年に開校し，今年で開校２５年を迎える。広島市佐伯区の北西，名山「窓が山」のふもとに開かれた藤の木団地に位置し，平成８年に児童数８４８名とそのピークを迎えて以降，児童数は少しずつ減少し，現在，児童数２１８名の小規模の学校である。 平成２２～２４年度までの３年間に総務省の「フューチャースクール推進事業」，平成２３～２５年度までの３年間に文部科学省の「学びのイノベーション事業」の研究指定校として，電子黒板や実物投影機，児童一人一台のタブレットＰＣを使った授業に取り組んできた。電子黒板に転送された自分のパソコンの画面を指し示しながら，自分の意見を友達に分かりやすく伝えたり，プレゼンソフトや自分たちが撮った写真などを使って，活動の様子を分かりやすく整理したりするなど，最先端の情報技術を使った授業に取り組む一方，校訓「心たくましく 学びたしかに」のもと，知・徳・体の教育をバランスよく実践する取組も行っている。 知を育むための実践では，自主勉強を積極的に行い，自ら学ぶ姿勢を育てている。徳を耕すための実践では，表彰制度を設け，大会に参加した児童や，学校の取組でがんばった児童を学校朝会で表彰している。体を鍛える実践では，年間を通じて，学校全体で，ドッジボール大会，単縄大会などのスポーツ大会を行っている。  ○校長名：森川康男  ○児童数（学級数）：２１８名（９学級）  ○所在地：広島市佐伯区藤の木２丁目２－１  ○電話番号：０８２－９２７－４５４５ 

新たな体験先を開拓し，成果を生んだ体験活動の先進例新たな体験先を開拓し，成果を生んだ体験活動の先進例新たな体験先を開拓し，成果を生んだ体験活動の先進例新たな体験先を開拓し，成果を生んだ体験活動の先進例    

本事業初めての 

体験先での実施！ 
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【体験活動のねらい】 

 ○豊かな自然の中での活動や体験を通して，自覚ある態度をもってみんなで協力し，楽しく規律ある生活を送る。 
 

【日程（活動プログラム）】 

 

 

【参加児童の学年別，男女別数】 

学年 男子 女子 合計 

５学年 ２３ ２６ ４９ 

（特別支援学級） １  １ 

総計 ２４ ２６ ５０ 

 

【新たな体験先を開拓し，成果を生む体験活動を実施する上でのポイント】  ○体験活動を実施する活動場所を実際に下見し，その特徴を把握する。  ○体験活動を実施する活動場所が行っているプログラムを確認し，その特徴を把握する。  ○利用する施設の職員の方と事前に打ち合わせをする際，活動のねらいを十分に説明し，ねらいを達成するために可能な活動やプログラムの組み立て方など，専門家の視点からのアドバイスを聞く。  ○事前に立てた計画と異なる流れになることも想定し，その場合の教職員の動きや児童への指示の出し方などについても計画を立てておく。  ○施設の利用の仕方について不明な点があったり，プログラムの内容について変更があったりしたときなど，できるだけこまめに施設の職員と連絡を取り，連携を図る。 
 

第１日 登校・健康観察 出発式学校出発 入所式 夕べのつどい 入浴第２日 早朝登山 夕べのつどい 入浴第３日 起床清掃朝のつどい 夕べのつどい 入浴第４日 起床清掃朝のつどい 退所式

移動 身辺整理身辺整理ファイヤー準備
片づけ片づけ朝食 昼食

昼食 夕食朝食（パン弁当） 昼食 夕食朝食
22朝の活動 朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食15 夜の活動17 186 7 8 9

TAP

2110 11 12 13 14 16 19 20天体観測ナイトウォークキャンプファイヤー
野外炊飯

オオオオリリリリエエエエンンンンテテテテーーーーリリリリンンンンググググ野外炊飯
マウンテンバイクスタンツ練習昼食 夕食
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【指導計画】 実施時期 活動内容 実施時間数 教育課程上の位置付け 実施場所 指導者 ６月 ・オリエンテーション １ 学活 学校 担任 ７月 事前学習 ・集団行動に関する指導 ・役割分担 ・係打ち合わせ ・野外炊飯，スタンツの練習 体験活動と関連させた内容項目の学習 
３     ２ 

学活     道徳 
学校 担任 

７月 集団宿泊活動 ・オリエンテーリング ・天体観測 ・登山 ・野外炊飯 ・マウンテンバイク ・ナイトウォーク ・キャンプファイヤー ・ＴＡＰ 
２４ 学校行事 国立山口徳地青少年自然の家 学校職員 施設職員 

９月 事後学習 ・体験活動のふり返り １ 学活 学校 担任 
【体験活動の概要】  ○野外炊飯   今回のプログラムでは，野外炊飯を２日目の午前中と３日目の午前中に実施した。２回実施した理由は，施設で行うことのできる野外炊飯プログラムが充実していること，３泊４日の期間中に同じプログラムを行うことで，１度目の活動の反省を生かした２度目の活動を行うことの２点である。   １回目の野外炊飯では，焼きそばを作った。３人１グループの生活班を２班合わせて，６人１グループで活動を行った。調理に使う道具の使い方や火の起こし方，調理の手順など，施設職員が丁寧に説明してくださった。野菜の切り方や材料を炒めるタイミングなども詳しく説明していただき，子どもたちも，具体的に自分の担当の仕事をイメージすることができたようであった。焼きそば作りは，前半は，切る作業，火をおこす作業，後半は，炒める作業，火を管理する作業と，作業内容がシンプルな上，６人で活動を行うにはちょうどよい作業量で，子どもたちは，とても充実した野外炊飯活動を体験することができた。   ２回目の野外炊飯では，ピザづくりに挑戦した。他の施設にはあまりないプログラムで，ぜひ子どもたちに体験させたいと思う活動であった。この活動でも，施設の職員が調理の手順
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を説明してくださり，特に，焼きリンゴ作りと平行して行う調理であったため，時間配分についての助言などは大変参考になった。子どもたちは，ほとんどが初めて行う作業ばかりであったが，自分たちでドラム缶に火をおこしたり，リンゴの芯をくりぬいたり，焼き色加減を見ながら生地を釜から取り出すタイミングを伺ったりしながら，とても集中して活動に取り組んでいた。また，1 回目の反省を生かし，役割分担を変えたり，片付けの効率を考えたりするなど，1 回目には見られなかった主体的な工夫や行動が見られた。なお，ピザづくりでは，学校の教職員で事前に材料を分けておく必要があるため，教職員の中で担当や時間を確保しておくことを忘れないことがポイントである。  ○マウンテンバイク   山口徳地青少年自然の家では，様々な施設独自の活動を行っているが，その 1 つにマウンテンバイクがある。施設の中にある，約１kmの起伏に富んだ専用のコースを，一人一台マウンテンバイクに乗って，走行する活動である。  活動前に，施設の職員から，自転車の乗り方，安全に走行するためのコース上のルールなどの説明を聞き，約２時間活動した。マウンテンバイクに乗っての活動なので，ほどよく体を動かす割には，疲れが少なく，長時間活動を楽しむことができた。また，木々に囲まれたコースのため，疲れたら木陰で休むことができ，何度もコースを回って走行を楽しむ子もいれば，休み休みマウンテンバイクに乗る子もおり，各自のペースで楽しむことができた。  ○ＴＡＰ   マウンテンバイク同様，山口徳地青少年自然の家で行っている独自の活動で，グループワークを通して，協調性や信頼感を高めることをねらいとしている。専用のコースを使って，１グループ１２，３人程度で行う活動であり，各グループに専門的なトレーニングを受けた指導員がつき，指導をしてくださった。教職員は，グループの様子を観察する形で参加する。 子どもたちは，グループごとに，いかにボールを早く回すかを考えたり，細い綱の上にぶら下がっているロープを使いながら，全員が綱を渡りきる
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方法を考えたりするなどの活動を行った。話し合う活動と体験活動を通して，一緒に過ごしてきた友達のことを改めて考え直したり，自分一人のことではなくグループ全体のために動いたりするなど，宿泊活動のまとめの活動として，ちょうどよい活動となった。 この活動では，教職員はアドバイスをしたり指導したりせず、担当の指導員が活動を進行する。普段は，一歩引いた立場で子どもたちを見る機会がほとんどないため，教職員も指導員の介入の仕方や子どもの様子を見ることでき，児童理解を深めるプログラムでもあったといえる。 
【体験活動の効果を高めるための取組みのポイント（事後学習）】  ・校外学習を行う際，野外活動で身に付けた習慣を意識して，行動するよう指導した。  ・進んで活動する楽しさを意識し，学校行事で６年生を補佐し，中心となって取り組ませた。  ・担任が全体に指示を出すのではなく，班長に指示を出し，班長がその他の児童に指示を伝達する体制をとった。例えば，野外活動と同じように班長を中心とした，整列隊形をとった。また，集合の際には班長が班の人数を確認し，その後担任に報告するようにした。 
【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮事項】  ○交流先や施設等との連携  ・初めて活用する施設のため，下見で多くのことを確認できるよう，事前に打ち合わせの内容を整理していった。  ・活動の変更や内容についての質問があるたびに，こまめに施設の職員と連絡を取り，確認をした。  ・何度も連絡を取り合ったため，その中で行き違いのないよう，打ち合わせた内容は全てメモに残すようにした。  ・毎日行われる施設での代表者会の担当者を決めることで，他の団体の様子や施設からの要望などを把握する教職員を１本化し，それに応じて活動を適時変更できるようにした。  ○安全面の配慮事項  ・施設が広大なため，移動の際は，必ず全体で集合してから移動した。  ・プログラム後や食事後など，児童が待機する場所が複数に分かれる場合は，児童だけを移動させるのではなく，必ず教職員が児童と一緒に移動して児童の様子を把握するようにした。  ・夏の暑い時期の活動だったため，児童が水筒に入れるお茶以外に，２L のペットボトルを大量に購入し，水分が足りなくなった児童には，随時補給できるよう，教職員が持ち歩いた。  ・水分補給については，施設の職員にお願いして，食堂が空いている時間帯以外にも必要に応じて補給できるようにしていただいた。 
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【体験活動の成果と課題】  ○児童に実施したアンケート調査において，全ての項目で，事前調査より事後調査の方が，肯定的な回答を示す児童が多かった。特に，「自分にはよいところがあると思う」「相手の立場に立って考えることができる」の項目については，９割以上の児童が，肯定的な回答を示していた。   要因としては，   ①今回実施したプログラムには，野外炊飯やマウンテンバイクなど，一人一人が活躍できる場が多く設けられており，自分の努力によって楽しく活動できる経験を，多く積むことができたこと。   ②今回の宿泊活動では，３泊４日という長い間，学年の友達と過ごすことで，自分一人が勝手な行動をすることで人に迷惑をかけてしまうこと，自分のペースだけでなく，班の友達の様子も見ながら活動する必要があったこと，TAP という人間関係づくりに重点を置いたプログラムを実施したことなどにより，相手の立場を考えながら行動する場面が多くあったこと。   ③３泊４日間，大きな事故もなく，普段経験することのできない活動を体験し，充実した活動であったという実感が大きかったこと。 などが考えられる。  ○保護者に実施したアンケート調査において，全ての項目で事前調査より事後調査の方が，肯定的な回答を示す保護者が多かった。特に，「相手の立場に立って考えることができる」「自分とちがう意見や考えを受け入れることができる」の２つの項目については，事前事後での増加率が高い上に，９割以上の保護者が，肯定的評価をした。また，「相手が納得するように自分の気持ちを言葉で伝えている」については，否定的な評価が，３割から１割に減少した。   要因としては，   ①家族の中での会話や友達との接している場面から子どもに見られる変化を感じることが多かったこと。 が考えられる。  ○児童についても保護者についても，事後アンケート調査での結果に向上は見られたものの，追跡調査の段階では，いくつかの項目において，肯定的な評価が減少しているものが見られた。活動の成果は，活動を行うだけでなく，その後の継続した指導により，初めて定着するものであると考える。   よって，事後学習を含めて，学校での教育活動の中に，宿泊学習をしっかりと位置づけ，計画的に取組を行っていく必要があると考える。 
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 協力！自律 ！友情！～感動体験～ 

         福山市立広瀬小学校  対象学年（５・６年）  

【体験活動場所・宿泊場所】岡山県備前市・閑谷学校 

           【実施期間】平成２６年８月５日（火）～８月８日（金） 【学校紹介】   ○近況：本校は，福山市の北部（標高 400m）の山あいに位置 し，豊かな自然に恵まれ四季折々の美しさを呈している。 準へき地に指定され小規模校のよさや特性を生かし，保育所 ・中学校との連携教育を中心に，地域とのかかわりを大切に しながら，“感謝・感動・感性”をキーワードに取り組んできた。   少人数のためにきめ細かい指導ができるが，一方で大人が手をかけすぎる面がある。そのことが，児童の自立をはばむ要因にもなっている。児童は，新しいことに挑戦することへのためらいや不安があったり，周りからの援助を待つ傾向にあったりする。そのため，この３泊４日の宿泊体験活動では，やればできるという自信をつけさせ，失敗を恐れずに主体的に活動しようとする意欲や実践力を育てていきたいと考えている。  ○校長名：河野 由美子  ○児童数（学級数）：２５名（４学級）  ○所在地：福山市加茂町北山７１４番地２  ○電話番号：（０８４）９７２－２１７３  ○Ｅメール：shou-hirose@edu.city.fukuyama.hiroshima.jp 【体験活動のねらい】  ○本活動を通して，共同生活の楽しさとルールを守ることの大切さを学び，社会性・協調性を育成する。  ○本活動を通して，自主自立の精神や創意工夫の意欲を高め，生きる力を育成する。  ○本活動を通して，互いのよさに気付き，人間関係を深める力を育成する。 【日程（活動プログラム）】 
 

 

 

 

 

 

 

新たな体験先を開拓し新たな体験先を開拓し新たな体験先を開拓し新たな体験先を開拓し,,,,成果を生んだ成果を生んだ成果を生んだ成果を生んだ体験活動の先進例体験活動の先進例体験活動の先進例体験活動の先進例    

歴史と伝統を学ぶ施設を活用して実施！ 

第１日 入所式 入室 入浴 反省 就寝準備第２日 起床 朝のつどい 清掃 朝食 学習 準備 移動 移動 準備 入浴 反省 就寝準備第３日 起床 朝のつどい 清掃 朝食 学習 準備 移動 移動 準備 準備 移動 移動 反省 入浴第４日 起床 朝のつどい 清掃 朝食 退室準備 点検 準備 昼食 退所式
スコアオリエンテーリング 備前焼体験夕食カヌー体験 木工キュービック作り

12 13 14 16 19 20176 7 8 9
うどん打ち体験（うどん昼食）

2110 11 22朝の活動 朝食 午前の活動 昼食 午後の活動 夕食15 夜の活動18夕食
ニュースポーツ（ドッジビー） 夕食 キャンプファイヤーブラインドツアーアドベンチャー体験野外炊さん（カレー作り） まが玉作り

昼食 講堂学習史跡見学
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【参加児童の学年別，男女別数】 学年 男子 女子 合計 ５学年 ４ ３ ７ ６学年  ２ ２ （特別支援学級）  １ １ 総計 ４ ６ １０  【歴史と伝統に学ぶ施設を活用した体験活動を実施する上でのポイント】 ＜工夫点や留意点＞ ○事前に閑谷学校の歴史を学習し，児童にその地で学ぶことへの高揚感をもたせる。 ○教師は，事前に現地の下見をし，写真等でプレゼンを行いより現地を具体的にイメージさせる。 ○重要文化財に立ち入るマナーや作法を学び，日本文化のよさや誇りを体感させる活動を仕組む。 ○児童の達成感や自立を図るために，教師は，児童が自ら動けるように活動の前後に打ち合わせ会を持ち，待ちの姿勢で見守る。児童が，相手意識と目的意識と安全面をいつも意識しながら行動できるように指導していく。 【指導計画】 実施時期 活動内容 実施時間数 教育課程上の位置付け 実施場所 指導者 ６月～ ７月  事前 学習 ○自律的な生活１－（３） ○男女の友情と協力２－（３） ２ 道徳 学校 担任 ○下調べ ２ 総合的な学習の時間 学校 担任 ○めあて・役割分担 ２ 学級活動 学校 担任 
８月 ５日  ～ ８日 

    集団 宿泊 活動 
＜宿泊体験活動＞ ○講堂学習 ○スコアオリエンテーリング ○備前焼体験 ○うどん打ち体験 ○カヌー体験 ○創作活動 （木工キュービック・まが玉） ○ニュースポーツ体験  （ドッジビー・ペタンク） ○野外炊飯 ○キャンプファイヤー ○ブラインドツアー ○アドベンチャー体験 

      ２４ 
      学校行事 

    岡山県青少年教育センター 閑谷学校 （カヌー体験のみ：吉永海洋センター） 
    担任 本校職員 閑谷学校指導員  吉永海洋センター 指導員 

９月  事後 学習 ○活動のまとめ  １ 総合的な学習の時間 学校 担任 ○体験活動作文 ２ 国語 学校 担任 ○お礼の手紙 １ 学級活動 学校 担任 
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○全校へニュースポーツの紹介 ０．５ 業 間 （ わ くわくタイム） 学校 担任 ○みんなの中の自分４－（３） １ 道徳 学校 担任  【体験活動の概要】  ○身がひきしまった講堂学習！ ～論語の朗誦～ 

  備前藩主池田光政が，人づくり・国づくりのために儒学を学ぶ必要性をとき，武士だけでなく庶民の子どもたちを育てる場として築いた閑谷学校。その３４０年の歴史と伝統を持つ漆塗りの講堂で，昔ながらの学習や作法を体験した。学習体験では，論語の朗誦をし，その意味するところを解説してもらいながら学びを深めた。３泊４日のスタートにふさわしい緊張感のある学習ができ，これからの活動への期待感が高まった。   指導に当たっては，事前に伝統ある建物を守り受け継ぐことの素晴らしさや大変さを話し，学習に対する構えを指導した。       
○こしがあり絶賛したうどんの味！ ～うどん打ち体験～  初めてうどん打ちに挑戦する。粉からうどんの形にする調理法を熱心に聴き，力を入れてこねあげていく。友だちと協力しながら進めていく。どのグループも，念には念を入れてていねいに作業をこなしていく。そして，手順を守り，美味しい手作りうどんが完成した。その出来栄えに児童たちは大満足だった。  指導に当たっては，食品を扱う上での衛生面（手洗い・清潔な服装等）に気をつけるとともに，協力して美味しいうどんをつくることをめざして取り組ませた。        
○水の上をいざ滑走！ ～カヌー体験～  吉永海洋センターにおいて，カヌー体験を行った。初めは怖がっていた児童たちだが，カヌー操作に慣れるにつれて，意欲的に漕ぎ始めた。水の上をスイスイ漕いで行く。友だちと競ったり，
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並んで漕いだりしてカヌーの楽しさを満喫した。体験後，まだやりたいという声がたくさん聞かれた。初めての体験に挑戦する楽しさを感じ，うまくできるこつを各自学んだ。  指導に当たっては，水の事故を防ぎ，カヌー操作を確実に覚えるために指導員の方の説明をよく聞き，安全な操作を心掛けるよう事前指導した。        
○プロから学ぶ焼き物体験！ ～備前焼～  地元の備前焼作家を講師に招き，直接指導を受けながら作品づくりに取り組んだ。講師の実演では，１つの塊の粘土があっという間に花瓶や茶器に変わる手さばきに見とれていた児童たち。いざ，自分たちがやってみると思うようにいかず，何度も作り直してやっと完成することができた。粘土を無心にこねる児童たちの姿や創作意欲に，新たな発見をした。  指導に当たっては，作業で使用する道具でけがをしないように注意を促すとともに，この地域のよさを生かした伝統工芸に触れる貴重な体験の意義について指導し取り組ませた。         
○かっこいいニュースポーツ体験！ ～ドッジビー～  閑谷学校の指導員の方にニュースポーツ（ドッジビー）を教えて頂いた。このスポーツは，フリスビーとドッジボールを合わせたスポーツである。柔らかいフリスビーを１～３枚使ってドッジボールを行う。初めは，フリスビーが思うようにコントロールできず悪戦苦闘していた児童たちであったが，慣れてくると白熱のゲームを演じるようになった。 初めは１枚だったフリスビーが４枚まで増えていった。前や後 ろや右や左，どこからやってくるかわからないひやひや感。作 戦を立てながらスピードが増していくわくわく感。球に当たっ ても「しまった！次はあたらないぞ！」とすぐ切り替えができ るスポーツ。歓声を出しながら動き回った。  学校に帰ってから，高学年がリードした仲間づくりを目的に ドッチビーを購入した。あの楽しさが忘れられずにいる児童たちは，声をあげて喜んだ。手取り足取り低学年に説明した。見本を示しながら教えてくれる高学年の姿が，かっこよく頼もしく見
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えた。全校遊びをするわくわくタイムもドッチビー！雨の日の体育館での遊びも，もちろんドッチビー！体育の時間，５分のドッチビータイムに歓声をあげる児童たち。今では，全校で遊ぶ本校の人気スポーツの一つになった。  【体験活動の効果を高めるための取組のポイント（事後学習）】 ○体験活動作文（国語科）  『活動のしおり』を見ながら，活動や生活のようすを振り返り，宿泊体験活動で学んだことを 感想文に書いた。全員で協力することの楽しさ，自分たちで考え学び思考錯誤しながら実践する ことの大切さ，友情が深まった友だちの新たなよさなどを生き生きと作文に表現することができ た。 ○お礼の手紙の作成（学級会活動）   閑谷学校でお世話になった指導員や施設の方にお礼の手紙を書いた。手紙の書き方について再確認するとともに，心に残ったことや自分が学んだこと，感謝の気持ち等を心を込めて書いた。書いた手紙は，模造紙に張り，１枚の掲示物として閑谷学校に贈った。 ○わくわくタイム（業間遊び）  児童会が中心となって遊びに取り組む月１回のわくわくタイムで，体験活動で教えてもらったニュースポーツのドッチビーを全校に紹介した。児童会でやり方やルールを説明し，取り組んだ。初めは，難しさを感じていた低学年の児童たちも，慣れてくると声を掛け合ってきた。チームで作戦を立てて全員で楽しむようになってきた。高学年が低学年に優しく教える姿も事あるごとに見られた。  【交流先や施設等との連携及び安全面の配慮事項】   ＜交流先や施設等との連携＞ 事前 ○電話での連絡で，打ち合わせ日時の調整を行った。 ○現地視察を２回行い，研修日程の調整及び施設の見学を行った。 ○利用前日まで，電話で人数変更・食事変更の調整を行った。 活動中 ○常に児童の体調面と安全面に配慮しながら，指導員と打ち合わせを密にして活動を実施した。 事後 ○お礼の電話をし，感謝の手紙を送付した。 ＜安全面の配慮事項＞ 児童の体調面 ○事前の健康診断の実施 ○お茶・飴等で水分・塩分の確保（熱中症対策） ○長袖・長ズボン等準備（けが・虫さされ対策） ○食事等の確認・打ち合わせ（アレルギー対策） 管理・運営面 ○保護者への事前説明会の実施 ○引率教員同士の情報の共有（配慮が必要な児童への取組等） ○無理のないスケジュールの作成 ○閑谷学校指導員との事前打ち合わせ 児童への指導面 ○体験活動における相手意識と目的意識と安全意識の醸成 ○共同生活のマナーの確認と徹底 ○活動中には教師は口を出さず，児童が考え行動できるように指導  
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【体験活動の成果と課題】 ○成果  ４日間という十分な活動時間が確保された中で，児童は主体的に考え行動することができた。 「協力・自律・友情」をキーワードに自分を見つめ直し，友だちとの関係を深めることができた。  参加児童に対して実施したアンケート調査を分析すると，「自分にはよいところがあると思 う。」という「自尊感情」を表す項目や「相手の立場に立って考えることができる。」という「思 いやり」を表す項目が，事前アンケートでは４０％の児童が「あてはまらない」と回答していた が，事後アンケートでは全ての児童が「あてはまる」と回答した。これは，宿泊体験活動におい て他者との共同生活や多くの体験をし，相手の立場になって考え行動することの大切さを学んだ りいろいろなことができる自分を再認識し自信を深めたりした結果であると考えられる。         ＜児童の感想＞ ○ぼくは，この３泊４日の野外活動を通して３つの目標（自律・協力・友情）は守れたと思います。協力は，みんなで話し合いながら進めることができたので守れたと思います。自律は，みんなで工夫しながら乗り越えられたと思います。友情は，みんなと話したりして前よりか深まったと思います。ぼくは，このことからみんなで協力すれば何でも乗り越えられるなと思いました。 ○私は，この４日間を振り返って，できないことができるようになったのでよかったと思います。それと，「協力・自律・友情」の目標も守れたと思います。「協力」は，みんなで山を目かくししながら下りたりして深まったと思いました。特に，キャンプファイヤーのスタンツの練習をよくがんばったと思います。「自律」は，まが玉や木工キュービックなど自分で工夫し，気にいったものができるまでがんばりました。「友情」は，みんなで一緒に食事の用意や部屋での話し合いや掃除をすることで，今まで以上に友達のことが分かったと思います。私は，この３つの目標が守れて，本当にうれしかったです。 ○私は，「協力・自律・友情」のすべてが深まったと思います。「協力」は，ブラインドツアーなどで「ここに～があるよ。気をつけて。」や「順番に後ろに言った方がいい。」など意見を言い合って，どうすれば後ろの人たちにまで情報を伝えられるか，どうすれば効率よく下ることができるかなどしっかり考えることができたと思います。「自律」は，特にオリエンテーリングで
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一番元気な人が一番疲れている人の荷物を持つとか，少しペースを上げながら一定のスピードで行った方が疲れないなど話し合って行動することができたと思います。「友情」は，うどん打ち体験などで深まったと思います。理由は，「～さん，洗い物をしているから手伝おう」とか「うどんの足ふみかわろうか」というような声がたくさん出ていて，すごくみんな「誰かのために」という気持ちを持っているんだなと改めて分かりました。これからは，みんなに負けないように，もっとみんなのことを考えた行動をとっていきたいと思います。 ○カヌー体験では，友情が深まったと思います。初めてのカヌー体験で，慣れるまで難しくてぶつかりそうになりました。その時，友達が気を使って，近づいてきて教えてくれました。ぼくには，そのやさしさが心に残りました。うどん作りでは，協力が深まったと思います。理由は，みんなで役割を分担して，交代しながら作り上げたからです。本当に美味しいかったです。 ○ぼくは，飯盒炊さんで，みんなで分担して協力してできたのでよかったと思います。ドッチビーでは，チームで作戦を考えながら楽しむことができました。まが玉づくりでは，自分で工夫してねばり強くみがいていき，最後に完成した時はすごくうれしかったです。お母さんへのよいプレゼントになりました。 また，保護者にアンケート調査を行った結果，今回の体験活動を通して子どもが成長したと感 じる保護者の声が多く聞かれた。 ＜保護者の声＞ ○いろいろな体験があり，困ったことなどを乗り越えて力をつけ，力を合わせることを知り，自信が付いて強くなったと思います。 ○自らが進んで挑戦する姿が見受けられ，又，仲間との会話を通して家庭でも学校生活の話をする機会が増えました。 ○言われなくても進んでできるようになったことや兄とのけんかが少なくなったことが成果だと思います。 ○成長という言葉で当てはまるか分かりませんが，２学期からは，学校生活又家での役割分担の仕事について積極的に活動しているように思います。野外活動がとても心に残る夏休みだったようです。 ○野外活動で料理をすることも多かったせいか，夕食作りの手伝いを今まで以上にしてくれるようになりました。 ○今までにない経験をしたと思うので，よかったと思います。  
 ○課題  児童たちは，宿泊体験活動を通して新たなものへ主体的に挑戦する心地よさを会得した。そのことから自分のよさや友達のよさを見つけることができたり，積極的な行動が見られたりした。しかし，１１月のアンケート結果では，「とてもよくあてはまる」と回答した児童の割合が下回った。これは，宿泊体験学習で身につけた力を継続していく取組が不十分であったためと考える。宿泊学習で培った力を 日々の生活と関連付けて意味づけたり価値づけたりしていく必要がある。  児童が主体的に自分を成長させ，自分のよさを発揮できるような取組を今後も進めていきたい。 
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