
【学校紹介】○ 本校は，世羅町の中心部にあり，校区には町役場をはじめとする公的機関の他，病院や銀行，スーパーなどの商店が数多くある。また，昔からの農家も混在するなど多様な機能や生活環境を持つ地域である。さらに，古くから山陰山陽を結ぶ交通の要所としても栄え，歴史的にも，空海との縁の深い今高野山（いまこうやさん）をはじめとする史跡が数多く残っている。児童はこのような豊かな自然や文化を利用し，様々な体験活動を行っている。○校長名：間處泰子（ ） （ ）○児童数 学級数 ：１３９名 ８学級 特別支援学級を含む○所在地：世羅郡世羅町小世良６９－１http://www.edu.town.sera.hiroshima.jp/kouzan-es/○ＵＲＬ：
【体験活動のねらい】○ 宿泊とそれに伴う事前学習で行う様々な体験活動を通して，生きていることの楽しさ・厳しさ・美しさ・不思議さ・巧みさを五感で味わい，命の大切さを学ばせる。○ 様々な文化財に触れたり，人との出会いや交流を通して，先人の偉業に対する尊敬の心や，人に対する礼儀や感謝の心の大切さを学ばせる。○ 植物の栽培を通して生命を愛する心を養う。
【指導計画】実施時期 活動内容 実施場所 指導者実施 教育課程上の位置づけ時間数花の栽培活動４月～ ・土作り，種まき，苗の植え付け，水やり 総合的な学習 担任４ 学校11月 ・学校ボランティアやゲストティーチャー の時間 本校職員への花のプレゼント 総合的な学習事前学習 の時間 担任５月 学校・学習先，学習内容調べ，しおりづくり ６ 特別活動 本校職員・宿泊，健康と安全の心得 （ ）学級活動豊かな体験活動in吉備（２泊３日） 川崎医大現代医・命に関わる博物館見学 社会（人体のメカニズムや病気の予防） 理科 担任学教育博物館・里山体験，林業体験学習 総合的な学習 本校職員６月 （里山観察，樹木伐採体験） １７ の時間 施設職員岡山県２１世紀の森・野外体験 家庭 施設ボラ（野外炊事体験，カッター活動体験等） 特別活動 ンティア国立吉備青少年自然の家 等・歴史的な文化地域，文化遺産見学 学校行事（ ）（ ， ， ）備中高松城址 造山古墳 大原美術館
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担任６月～ 学習のまとめ（事後学習） 総合的な学習・作文，個人新聞づくり等 本校職員７月 ４ の時間 学校社会総合的な学習事前学習月～ の時間 担任10 ・学習先，学習内容調べ，しおりづくり ６ 学校月 特別活動 本校職員11 ・宿泊，健康と安全の心得 （ ）学級活動総合的な学習 担任豊かな体験活動in庄原(ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ) 広島県立庄原・農業体験活動先でのオリエンテーション の時間 本校職員実業高等学校月 （体験学習の内容，高校生との交流） ４ 社会 施設職員11 ・広島県立歴史民俗資料館見学 特別活動 高校職員広島県立歴史（特別展見学） 学校行事 高校生（ ） 民俗資料館広島県立庄原豊かな体験活動in庄原（２泊３日）・農業体験活動 担任実業高等学校（牛や鶏の世話，鶏の燻製づくり，白菜 社会 本校職員月 の漬け物づくり，搾乳体験等） 理科 広島県立歴史 施設職員11 ・地層観察と化石掘り体験 総合的な学習 民俗資料館 高校職員１７化石博物館見学 地層観察 化石掘り の時間 高校生（ ， ， ）・そば打ち体験 特別活動 庄原市西城川 地域おこし（手打ちそばづくり） 学校行事 一帯 グループ（ ）・古代体験活動 化石研究家里山総領（ ， ， ）勾玉づくり体験 古墳 古代住居見学 担任11月～ 学習のまとめ（事後学習） 総合的な学習 本校職員12月 ・作文，個人新聞づくり等 ４ の時間 学校・地層観察等のまとめ 理科
【事前指導】○ 共同生活（宿泊体験）や野外での各活動の目的，特色と危険回避のための留意点を指導した。その際，単に危険性ばかり強調すれば，活動自体が萎縮したものに陥りやすいと考え 「楽しく充実した活動にするために，このことだけは必ず守ろう」とい，う形で指導した。○ 目的意識を高めるためのしおりづくりを行った。○ 保護者に対して事前説明会を行い，宿泊体験活動の教育的意義や家庭で指導いただきたいことなどを話した。
【主な活動の展開】6月2日（　月　） 場所 学校6月3日（　火　） 場所6月4日（　水　） 場所 学校

バス移動出発式  備中高松城昼食
帰校式

里山観察林業体験 移動 昼食岡山県２１世紀の森山陽自動車道 岡山市
国立吉備青少年自然の家 川崎医大現代医学博物館 昼食バス移動退所式 倉敷市 山陽自動車道大原美術館美観地区 バス移動国立吉備青少年自然の家３日目 内容 バス移動朝食 退所準備 移動

学習整理移動 カッター活動 移動 野外炊事２日目 内容 朝食 吉備中央町 国立吉備青少年自然の家総社市 天体観察備中国分寺 バス移動 荷物整理 移動 夕食つどい20      35
点検

１日目 内容
宿泊地国立吉備青少年自然の家

入所式 移動バス移動 造山古墳 学習整理16 17 18 1912 13 14 158 9 10 11 20



６月事業『豊かな体験活動in吉備』○児童の感想（１）林業体験では，命の大切さを知りました。そしてわたしたちはその日，木の大切さも知りました。木は昔，わたしたちの祖先の時代から使われて，わたしたち日本人に欠かせないものだったということや，いろんな花の名前などを教えてもらいました。わたしたちは，林業体験で木の生命や木の大切さなどを知りました。木を切ったときに木の皮をはいだらツルツルだったので，木もちゃんと生きているんだなあと思いました。それと，木には年輪などがありました。木も一年一年ちゃんと生きていることが分かりました。○児童の感想（２）この豊かな体験活動で学んだことは，協力の大切さと命の大切さです。協力することの大切さは，カッター活動と野外炊事で学びました。協力し合うことで一人じゃあできないこともできるということを学びました。命の大切さは，林業体験と医学病院で学びました。命はどんなものにもあり，すぐにこわれてしまうことがわかりました。１１月事業『豊かな体験in庄原』

○児童の感想（１）庄原実業高校で，にわとりのくん製づくりをした。。 ，ぼくはする前はこわくてしかたがなかった それでも友達には 「楽しみだなあ 」と言ってまぎらわしてい， 。た。にわとりをつかまえて，くん製をつくる建物に移った。ぼくは，にわとりに手を合わせ 「ありがとう，ございます 」と言った。にわとりの首を切るところ。にきた。ぼくは顔に手をあて指の間からみていた。先生がにわとりの頭を下に向け首に包丁をあてた。そして，左右に動かした。にわとりがやがて静かになり，首から血が流れていた。ぼくは，胸がいっぱいになった。ぼくは，にわとりのくん製を作るところを見て，命をいただくことはこんな背景があるんだなと思った。そして，食べ物のありがたさを知った。これからは，いつも。食事をするときには 「いただきます 。と，食べ物一つ一つに感謝して食べたい， 」

〈林業体験〉

〈医学博物館見学〉

〈くん製づくり〉

１日目11月19日(水)２日目11月20日(木）３日目11月21日(金)

21学習整理 天体観察
学習整理
バス移動 夕食庄原市（県立庄原実業高校） 学習整理庄原市（ふるさとセンター田総）内容場所

農業体験（鶏の燻製づくり）（家畜の世話） 入浴農業体験（燻製づくり）（家畜の世話）昼食弁当古代住居・古墳見学勾玉づくり
内容場所 昼食弁当
場所 地層観察化石堀り内容 バス移動 地層観察化石堀り 荷物整理 うどんづくり体験12 13 19 2015 16 1714 188 9

宿泊地ふるさとセンター田総
学習整理

朝食 バス移動

10 11 昼食弁当(持参)庄原市（西城川）朝食
出発式バス移動
三次市(県立歴史民俗資料館) バス移動 帰校式 学校

庄原市（ふるさとセンター田総）バス移動 荷物整理



○児童の感想（２）私達はこの体験をとおして，いろいろなことを学びました。例えば，命を頂いて生きていることや，昔の人は動物のツメやキバでまが玉を作っていることです。本当にすごいなあと思いました。私達は「豊かな体験ｉｎ吉備」へも行きましたが，命については「豊かな体験ｉｎ庄原」の方がずっとよく分かりました。今まで私は，スーパーで鶏肉を買ったりしてきましたが，今までの私とは何かがちがいます 「命を頂いて食べるんだ」という。ことを忘れずにいたいと思います。私達は本当にいい体験をしました。命と命の関係ってすごいなあと思いました。
【事後指導】○ ２回の事業終了後には，作文・新聞づくりを行った。その際，単に楽しかったことではなく 「命の大切さ」を中心に据え，感じたことや考えたことを書かせるように，した。 ， 。 ，○ 保護者に対して 写真や児童の感想をもとに事業の様子について説明をした 特に１１月事業後には，鶏の燻製づくりの際の児童の様子を説明するとともに，家庭に帰って話した感想を聞くなどして，児童一人一人の心情面を把握し，その後の指導に役立てた。
【体験活動の支援体制】

【実施時における評価・指導の工夫】○ 活動中の評価にあたっては 「目的を持った意欲的，態度 「協力的態度 「知識の活用」を中心にした評」 」価項目を設け，職員で児童の担当を決め観察した。観察した結果は，活動後に情報交換し，翌日以降の指導に生かすようにした。○ 体験活動のよさの一つは 「本物」を五感を使って，感じることができる点であり，それを引き出すための講師も，その道に長けた人にお願いした。○ 本活動と教科学習・道徳の時間との関わりを持たせた。特に，道徳の時間における「内容項目」と本体験活動がリンクするよう年間計画の配列を工夫した。

学校支援委員会世羅町教育委員会６月事業関係機関
保 護 者

１１月事業関係機関
事業への助言・承認 事業への助言・協力

校内委員会・ねらいの決定・プログラムの決定 ・活動場所の決定・保護者説明会開催 ・関係諸機関連携 事業のねらいに沿った協力事業のねらいに沿った協力

事業への理解・協力

〈家畜の世話〉

〈家畜の世話〉



】【今後に向けての改善点○ 児童に４段階評定尺度法による意識（情意面）調査を行った。結果は，表のとおりである。(一部掲載) この結果を見ると，体験活動を行うことによって，命に対する意識の向上がみられた。また 「その他」の項目においても意識の向上がみられた。，

○ 文化遺産等の見学や体験活動では，当時の人々の生き方を知るとともに，人の命の重みや苦悩・集団としてのエネルギーを学ぶことができた。○ 集団宿泊体験活動を行ったことによって，人に対する優しさ・いたわりを持った行動が増えた。集団としての団結力が高まった。○ 集団宿泊体験の教育的効果を保護者も認めることができた。○ 宿泊体験であるため，食費を中心とした保護者負担の軽減が必要である。○ 体験活動先の訪問調査・打合せ等にかなり時間が必要となる。

Pre t-test 有意水準４段階評定尺度法での調査結果 PostN=23 N=23 ***＜0.1%４････そう思う ３････まあまあ思う **＜1%２････あまり思わない １････全く思わない mean mean *＜5%
**教室で学習するよりも，健康や命について学ぶことができると思います。 3.4 3.7 0.002395
*しんどいことをすることは，心や体を鍛えるために必要なことだと思います。 3.4 3.6 0.029028
**自分の健康や自分の体のことについてくわしく知ることは大切だと思います。 3.4 3.6 0.002395
**自分の命は，他の命とつながっていると思います。 3.4 3.7 0.001548
*命を大切にするために自分でできることがあります。 3.4 3.6 0.016275
***自然の中で活動することは好きです。 3.4 3.7 0.000615
***分からないとき，すぐに先生に聞かず，自分で調べようとします。 2.7 3.4 0.000002
**友だちの活動についてよい所を見つけ，自分の活動にも生かすようにし 3.2 3.5 0.005116ています。※用語説明・ｔｔ ｓｔ… ２つのグループの平均点に有意差があるかどうかを判断するときな- e どに用いられる統計法の一つ・ｐｒ ，ｐ ｓｔ… 事前，事後e o ， （ ，・有意水準… 検定では その判断の確かさを危険率 差があったと判断した場合誤る確率 ・有意水準で表し，一般に％で記述する。ふつう５％を基準）とし，それ以下であった場合には差があったと判断する。・ｍｅａｎ… 平均

命に関わる項目その他

〈里山観察〉


