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のびのびチャレンジ１年生プロジェクト 

Ⅰ．目的・概要 

〈目的〉・（児童）主体的に活動に取り組み、友達と楽しく活動できる子 

・（学生）課題解決能力、指導力の強化 

〈概要〉市内の小学校にて、「学ぶって楽しいよね！活動するのって楽しいよね！」をコン

セプトに放課後の時間を活用して、遊びを中心とした楽しい活動を提供するプロ

ジェクト 

〈対象児童〉小学校１年生 10名 

 

Ⅱ．年間スケジュール 

〈前期〉 内容 〈後期〉 内容 

６／３ 全体会 自己紹介 １０／２８ カルタ作り 

６／１０ 紙芝居 １１／４ カルタ作り２ 

６／１７ ワンバンドッジボール １１／１１ 楽器作り 

６／２４ 言葉遊び １１／１８ 風船遊び 

７／１ フラフープ遊び じゃんけん遊

び 

１１／２５ 楽器作り２ 楽器遊び 

７／８ 浮き出るお絵描き １２／２ 飾り作り 

  １２／１６ クリスマス会 

 

Ⅲ．活動のプロセスと成果 

１ 前期の活動 

（１）前期のテーマ 

教師に求められるものは、信頼され、憧れる存在であることと、それの裏付けとなる「で

きる達成感」を生み出す授業力と思われる。それらの力をつけるために、まずは児童との信

頼関係をつくる必要があると考えた。その実現のために、対象児童である１年生の発達段階

を理解し、それを踏まえて楽しい学びの提案・実践をすることが、信頼関係構築の第一歩と

設定した。したがって、私たちのグループは「子どもたちと心を通わす関係づくり」を活動

のテーマに据えた。 

（２）前期の活動から見出したこと 

①児童との距離感 

紙芝居の活動では紙芝居と児童との距離が離れていたことや紙芝居の難易度が１年生に

合っていなかったことにより、児童が集中力を持続できないという問題が生じた。児童との

距離感を縮めるためには、児童の興味関心を重視した児童理解の必要性があると気付いた。 

②児童の様相の把握と共有 

ドッジボールの活動では、ルールに納得できずに、ゲームに参加せず、拗ねてしまう児童



がいた。しかし、支援を要する児童へのサポート体制の不備から、他学年を担当する学生が

対応することとなってしまった。企画段階からの児童に関する情報収集・情報共有が必要で

あることが認識できた。 

③児童の実態に応じた学習内容の設定 

言葉遊びの活動では、積極的な子どもとそうでない子とが分かれてしまったり、ふざけて

しまったりする児童がいた。児童が魅力を感じられるようなプリントの作成や、児童のレベ

ルにあった学習内容の設定が必要だと分かった。 

④本時を見通した学習計画・準備 

活動案を綿密に立てたり、十分な準備をすることで、安全に、主体的に楽しく活動を展開

することができた。事前の本時の活動を見通した学習計画・準備の大切さが分かった。 

（３）前期のまとめ 

子どもとの信頼関係をより深くするには、距離感、児童の様相の把握・共有、実態に応じ

た学習内容の設定、本時を見通した学習計画・準備が重要だと分かった。しかし、信頼関係

の裏返しとして児童が学生に甘えてしまう場面が見られるようになった。したがって、「メ

リハリのある距離感づくり」が課題として残った。 

２ 後期の活動 

（１）後期のテーマ 

前期の反省から、後期のテーマを「児童との関係を指導者の視点から見直す」に設定し、

「人の話をよく聞いて、友達と楽しく活動できる子」という、目指す児童像をかかげた。 

その手立てとして「児童理解を深める」、「指導者としての接し方の工夫」、「活動内容の工

夫」を設定し、活動の企画・実践をした。 

児童理解については、前期で児童理解の目標は達成したが、後期で児童との関係を見直す

にあたり、一人一人の児童の性格や特徴に加え、さらに友達関係などの集団としての特性も

理解する必要があると考え、集団活動もその手立てに取り入れた。 

活動内容の工夫については、説明・指示・グループ活動・言葉がけの工夫、安心できる場

作り、この四つを主な手立てとして活動に取り入れた。 

（２）後期の成果 

①説明・指示 

 活動内容や活動時のルールなどの説明を画用紙に書き出し視覚的に分かりやすくした。

活動中も画用紙を持ちいつでも確認できるようにした。また、話を聞く姿勢・態度を身につ

けるため、話す時の声を小さくしたり、静かになるまで待ったりするなど指示の仕方も工夫

した。このような取り組みの結果、以前よりも話を聞く姿勢・態度ができ、活動にメリハリ

が出た。 

②グループ活動 

児童が自分勝手な行動をしないで互いに協力しあえるような活動にするため班を作り活

動した。各班の中でリーダーを決め、リーダーは他の班員の整列、聞く姿勢などの声かけを

するようにした。児童の中には、リーダーをすることが苦手な児童もいたが、班員が助言し

てお互い支え合いながら活動する姿も見受けられた。 



③言葉かけ 

絵を描く活動では、どのように表現すれば良いのか戸惑う児童に対し、のびのびと主体的

に自信を持って表現できるような声かけをした。また、児童に注意を促す場面においては、

叱るのではなく、暖かい声かけで適切な指示をすることで、素直に指示に従ってくれること

が増えた。 

④安全 

１年生の児童は、活発な児童が多いため、怪我をさせないように安全には十分に気をつけ 

た。外出時には、児童と手を繋いだり、目を離さないようにしたりした。また体育館でカル

タ取りをした際には、走らずに移動し、カルタはしゃがんで手をついて取るという明確なル

ールを設定し、画用紙に書き出し分かりやすく伝えた。こうした安全への配慮をすることに

よって、子供が怪我をすることなくすべての活動を終えることができた。 

（３）後期のまとめ 

 （児童）以前より話を聞き理解できるようなった。学生が画用紙を用いて説明したり、指

示の仕方を工夫することで、ルールを守って友達と活動できるようになった。 

（学生）以前は「お兄さん・お姉さん」と呼ばれていたのが、ほとんどの児童が「先生」

と呼んでくれるようになった。このことから、指導者として認められ、信頼関係

が深まったと考えられる。 

 

Ⅳ．総括と反省 

 後期に設定した目的をほぼ達成でき、児童も学生も１年間の活動で、今必要と思われる資

質や能力を向上させることができた。しかしながら、活動後帰り支度が遅れ、下校時間が遅

れてしまうという課題は最後まで改善するに至らなかった。このことから児童の「自分から

取り組もう」とする姿勢を引き出す教師力の強化が必要であると感じた。今回解決すること

ができなかった課題を、今後の教育実習や大学の学びの場で解決していきたいと考えてい

る。 

 

Ⅴ．地域からの評価（ポスター発表会場での感想から） 

・児童たちは地域プロジェクトを毎週楽しみにしていた。自分たちで主体的に活動する喜び

を感じているようだった。普段学校や家でも大きな声で歌うという機会は少ないので、ク

リスマス会の演奏会は貴重な時間だったのではないか。このプロジェクトで、児童たちは

集団としての力や社会性を養うことができただろう。（活動校 校長先生より） 

・「自分から取り組む姿勢」は、発達の最近接領域に注目し、適切な手立てをすることで促

すことができるのではないか。 

・小学生は関係が深まると友達のような関係になってしまいがちだが、説明・指示、安全管

理などの面から、メリハリのある距離感づくりを徹底しているところが良いと思った。 

 

Ⅵ．メンバー一覧 

4432伊藤愛理 4433博田祥代 4434菅祥子 4436藤田寛己 担当教員 橋本忠和 





成果報告書 

万年橋小学校２年生班 つくって学ぼうプロジェクト  

１．はじめに  

私たちが行った地域プロジェクトの活動報告をします。活動は学生７名、児童は男子９

名、 

女子 14 名の計 23 名で、１グループ３～４名の６グループに分かれて行いました。  

  

２．目的・概要  

まず、地域プロジェクトを始めるにあたって私たちが重要だと捉えたことは、大きく分け

て３つあります。１つ目は、「学びの楽しさ」です。みんなで行う学習活動に親しみを持っ

て，学びの楽しさを知ってほしいと思いました。２つ目は、北海道の全国学力・学習状況調

査から正答率が低い、「量と測定」についてです。量と測定を生活体験に基づいた活動に取り

いれて身近に感じながら学んでもらおうと考えました。３つ目は、「３年生から始まる学習へ

の興味関心を高めること」です。私たちはその中でも社会科に注目し、身近な地域を知る先

駆けとなる活動をしようと思いました。私たちはこれらを「買い物活動」と「立体地図作

り」を通して実践しようと考えました。  

 次に、「買い物活動」と「立体地図作りについて大まかに説明します。前期は量と測定に着

目し、日々の授業で学んでいる「足し算」、「引き算」が日常生活でいかに用いられているこ

とを児童に意識してもらうために「買い物活動」を行いました。後期は小学校３年生から始

まる社会の興味関心を高めるという目的で「立体地図作り」を行いました。小学校学習指導

要領解説社会編の第３学年及び第４学年の目標に「地域の地理的環境、人々の生活変化や地

域の発展に尽くした先人の働きについて理解できるようにし、地域社会に対する誇りと愛情

を育てるようにする」とあります。ここから前段階として地図作りをし、自分たちの住む町

に興味を持てるような活動をしました。また、この２つの活動を通してどちらも図画工作の

側面をもたせた「作る活動｣を行いました。  

  

３．年間スケジュール  

 
  

  

  



４．活動内容  

＜前期＞  

前期は児童自ら商品を作り、最終的にそれを販売・購入する買い物活動を３回に分けて行

いました。第１回はそれぞれの班で売りたい物のテーマを基に店名を決め、看板をデザイン

しました。第２回で各班の商品作りをしました。第３回で今までに作ったものを販売・購入

する活動を行い、日常生活と小学校で行う算数の勉強の関係性について体験してもらいまし

た。  

  

 ＜後期＞  

後期は函館を五稜郭タワーや函館山などの名所ごとにエリア分けし、各班でそれぞれのエ

リアを担当して作り、最後にそれを合体させて函館の立体地図を作るという活動を行いまし

た。エリアのイメージがわかない児童にはそのエリアの実物写真を見るなどしてサポートし

ました。地図を完成させる際に黒板に函館の大まかな地図を書いて見せ、それに対応した形

で方角を意識し、エリアを合わせていきました。地図は万年橋小学校を基準にして広がるよ

うにできており、地図に番号を載せて置く場所がある程度わかりやすいようにしました。地

図が完成したのち、旅行者が地図に載せた番号順にエリアを回るというストーリーを作り、

回ってきたエリアを作った班員に頑張った点、工夫した点等を聞くという形で感想を発表し

てもらいました。  

  
５．総括と反省  

１年間の活動を通して、私たちは買い物活動でも、立体地図作りでも、図工の学習要素を

盛り込んできました。児童たちは限られた材料の中で、私たちの想像を越える発想でユニー



クな作品をたくさん作ってくれました。買い物活動では、自分の持っているお金でどれだけ

のものが買えるかを考え、自分の班の売り上げの金額を数えるなど、計算に対しての興味を

引き出すことができました。  

 立体地図作りでは、観光地の建物の形を思いだし、方角を意識して地図を完成させること

で、地理的環境を身近に感じ、３年生で学習する社会科の先駆けとなりました。活動後は毎

回反省会を設け、活動の流れを振り返りながら、細かく改善点や課題を出し、次の活動へ繋

げました。  

最後に私たちが１年を通して、一貫した活動を行ってきたことで良かった点と留意点を述

べたいと思います。良かった点は３つあると考えられます。１つ目は、活動に一貫性があっ

たため、反省会で挙げた反省点をすぐ次の活動にいかせたことです。２つ目は児童も学生も

見通しをもって活動できたことです。あらかじめ、活動のスケジュールを児童に提示してい

たので、いつまでに何を完成させたら良いのかなどを児童が把握できていました。３つ目は

前期の買い物活動、後期の立体地図作りと１つの活動に時間をかけたので、活動がすべて終

わったときに、大きな達成感がありました。  

 また留意点は３つあります。１つ目は児童が活動に飽きてしまわないような工夫や配慮が必

要だったことです。２つ目は活動の途中で欠席した児童への配慮が必要なことです。３つめ

は入念な打ち合わせが必要なことです。この中で欠席した児童への配慮が課題となりまし

た。一貫した活動のなかでは児童が１度欠席してしまうと、進行状況にずれが生じてしまう

ので、どのような支援をしていけばよいかが課題となりました。これから私たちが教育 

実習など現場に出たときにどのように対応すればよいか考えていきたいと思います。  

  

６．地域からの評価  

前期の中間報告会では「学びの定義」を問われたため、自分たちの「学びの定義」を後期

の活動を行う上で意識しました。後期では、明確な意図持った活動であったこと、学習のつ

ながりを意識できていたこと、そして一貫性をもった企画全体などを評価されました。地域

プロジェクトを通して、私たちはより良い活動をするための手立てを学ぶことができまし

た。  

  

  

4437 前多佳輔 4438 盛本将嗣 4439 佐藤秋杜 4440 川野葵 4441 中嶋芽生   

4442 平出彩  4443 奈良樹   

  

担当教員 木村育恵  





万年橋小学校 3年生班地域プロジェクト 

成果報告書 

～明るくニコニコ３年生プロジェクト～ 

担当学生 高橋美郷 木戸寿樹 園田龍玄 下屋有花 藤崎隼貴 

押山千夏 来田真 

担当教員 石井洋 

 

1） 目的・概要 

・学ぶ楽しさを実感してもらう 

・放課後の子どもたちの余暇活動の支援 

・児童の集中力の向上 

 

2） 年間スケジュール 

○前期 

6/3  自己紹介（家庭科室） 

6/10 漢字パネル（家庭科室） 

6/17 ワンバンドッチ（体育館） 

6/24 数遊び（図工室） 

7/1  体育館ゲーム（体育館） 

7/8  お絵かきリレー（図書室） 

7/15 体育館ゲーム（体育館） 

○後期  

10/28   折り紙でハロウィンの工作（家庭科室） 

11/4  体育館で何をするかについての話し合い、クイズ（図書室） 

11/11  しっぽとり、ドッジボール（体育館） 

11/18  クリスマスカード作り①（家庭科室） 

11/25  クリスマスカード作り②（家庭科室） 

12/2  大根ぬき、お題リレー（体育館） 

12/16  クリスマス会(家庭科室） 

 



3） プロセスと成果 

私たちは、活動を進める上で 3年生の課題として以下の三点を挙げました。 

① 話を最後まで聞かない。 

② 場面に合った行動ができない。 

③ 集団の一員であることを意識していない。 

これらの課題を解決するために、３年生を三つのグループに分け、集団の規模を小さくし

ました。それぞれのグループに学生を２～３人担当させることで、子どもたち一人ひとり

に目を配りやすくし、児童理解を深めようと考えました。 

そして、前期の反省として、起こり得る出来事への対応ができず、活動中慌てることが

あったこと、グループ内での情報共有が足りず、細かいところでの認識の差が出たことで、

円滑に進められない場面があったということが挙げられた。そこで、私たち学生が後期に

向けた課題は、 

① 考えられる児童の反応や行動を事前に推測し、対応できるように準備する。 

② 活動のルールなどの情報共有をグループ内で徹底する。 

③ 児童とのコミュニケーションを通して、深い児童理解を重視し、そこから興味関心

をひく題材を用意する。 

 でした。 

 

4） 総括と反省 

○総括 

これまでの活動を終えて、子どもたちの姿に前期の課題からの改善が見られました。前期

は話を最後まで聞くことができなかった児童が、学生の話し方次第で聞くことができるよ

うになりました。また、自分の興味がわかない活動に対して集中することができていなかっ

た児童が、興味を引く活動になるよう工夫した結果、集中して取り組むことができるように

なりました。そして自分が集団の一員であることを自覚していなかった児童たちが、時間や

ルール・友達の気持ちを考え行動する場面が見られました。 

○反省 

１年間の活動を通して、大学生の成果は、最初は児童を甘やかしていたが、 回数を重ね

るごとに「指導すること」への意識を自覚することができ、その立場を意識することができ

たことです。また、活動中に児童の行動を予想して、予想外の出来事などにも慌てずに対応

できるようになりました。 

課題点は、指示・説明の仕方がうまくいかず、児童にわかりやすく伝えることができない

ことがあったことです。その他にも、子供たちに対する広い視野をもつ、褒め方や注意の仕

方など、声掛けのバリエーションを増やす、より細かい情報交換の徹底を進めることで活動

を通しての課題をより活かすことなどが挙げられました。 

 



5） 地域からの評価 

 ポスター発表を通して、小学校の校長先生や他専攻の先生・学生に私たちの活動を知って

頂きました。 

 「挙げられている３年生の課題が小学校の課題と一緒で、よく児童を見抜くことができて

いる。課題をしっかりと把握することで、成果につなげることができている。」「課題と１つ

１つのスケジュールの内容が対応していてすごい。活動に対して積極的だったことがわか

る。」「これから児童はやりたくなくてもやらなくてはならない場面にたくさん遭遇するの

で、そのベースの学ぶ楽しさを児童に伝えてくれてうれしい。」 

 このほかにもゲームのルールや、学んだことをどう活かしたいかという質問を頂きまし

た。 

  

6） メンバー一覧 

 

担当学生 高橋美郷 木戸寿樹 園田龍玄 下屋有花 

藤崎隼貴 押山千夏 来田真 

担当教員 石井洋 

 

 

 

 





地域プロジェクトⅠ・Ⅱ 成果報告書 

「Enjoy Study プロジェクト」 万年橋小学校 高学年グループ 

“放課後チャレンジプロジェクト” 

 

１）目的・概要 

 今回、放課後チャレンジプロジェクトを行うにあたって、函館の子どもたちの放課後の

現状がどうなっているかについて考えた。 

まずは、子どもの放課後という空間についてである。昔は遊ぶことができる場所がたく

さんあったが、高度経済成長によって子どもの放課後の居場所が少なくなった。そのため、

放課後の子どもの安全な活動場所の確保が求められる。 

函館市の実状としては、学童保育の数は少なく、放課後の子どもの居場所が少ないとい

う課題がある。わたしたちが小学校に訪問し、活動を提供することで地域貢献の一端を担

うことができると考えた。 

これらを踏まえて、今回のプロジェクトの前期の目的を「放課後の時間に、遊びを中心

とした楽しい活動を提供すること、現在の教育課題を発見すること」とした。また、前期

の体を動かす活動では、子どもたちの運動を楽しむ様子が見られたが、ルールを守るとい

うことに課題が残った。さらに、子どもたちから「家に帰ってから、テレビやゲームをす

ることが多い」という声も聞かれたので、後期の目的を「ルールを守ることを徹底した活

動を行う」「家庭でもできる活動を行う」「既習事項を活かした活動を行う」とした。 

 

２）年間スケジュール 

＜前期＞                       ＜後期＞ 

６月３日 

 

オリエンテーション 10月 28日 

体を動かす活動 

オリエンテーション…じゃんけん陣

地取り、フラフープ通しリレー 

６月 11日 

体を動かす活動 

言うこと一緒やること逆ゲー

ム、ボールバイキングゲーム 

11月４日 

社会科カルタ作り 

社会科カルタ作り① 

６月 17日 

教室での活動 

言葉当てゲーム 11月 11日 

社会科カルタ作り 

社会科カルタ作り②、カルタゲーム 

６月 24日 

体を動かす活動 

ねことねずみ、がっちゃん鬼 11月 18日 

社会科カルタ作り 

カルタゲーム、日本地図作り 

７月１日 

教室での活動 

浮き出る絵 11月 25日 

体を動かす活動 

新聞紙リレー、カラーバスケット 

７月８日 

体を動かす活動 

球技大会 12月２日 

今年の一文字ボードづくり 

今年の一文字ボード作り① 

７月 15日 

教室での活動 

大科学実験大会 12月 16日 

今年の一文字ボードづくり 

今年の一文字ボード作り②、発表会 



３）プロセスと成果 

①体を動かす活動 

６月 10日    言うこと一緒やること逆ゲーム、ボールポートゲーム 

６月 17日    ねことねずみ、がっちゃん鬼 

７月８日     球技大会 

10月 28日  オリエンテーション…じゃんけん陣地取り、フラフープ通しリレー 

11月 25日  新聞紙リレー、カラーバスケット 

・活動の目的…ルールを意識した活動を行う 

・活動の様子…学年を超えて協力してゲームに取り組む姿が見られ、ボールを使ったり、

体を動かしたりする遊びで、運動を楽しむ様子が見られた。しかし、前期ではあらかじめ

提示したルールを守らない子どももいたため、後期ではルールを守ることを意識させる活

動を行った。すると、後期では前期と比べ、指示も通るようになり、ルールを守ろうとす

る姿勢も見られ、注意をしなくても子どもたち同士で声をかけあう場面も見られた。 

②教室での活動（前期） 

６月 17日  言葉当てゲーム 

７月１日  浮き出る絵 

７月 15日  大科学実験大会 

・活動の目的…教科的要素を含めた活動を通して学習への興味を引き出す 

・活動の様子…都道府県がテーマのゲームでは、社会科の勉強にもなったようだった。 

グループでの活動では活発な話し合いの様子が見られたり、絵を描く楽しさを実感してい

たりしていた。また、子どもが自発的にメモをとったり、質問をしたりする様子も見られ、

実際に体験させる活動では、楽しんで活動に取り組んでいた。 

③社会科カルタ作り 

11月４日   社会科カルタ作り① 

11月 11日   社会科カルタ作り②、カルタゲーム 

11月 18日  カルタゲーム、日本地図作り 

・活動の目的…既習事項の活用、自分たちで作ったものを家でも遊ぶことができる活動 

・活動の様子…都道府県と地図記号カルタでは既習事項の確認・活用を行うことができ、

国旗カルタでは中学校での社会科へのつながりとしてきっかけを作ることができた。 

④今年の一文字ボード作り 

12月２日   今年の一文字ボード作り① 

12月 16日   今年の一文字ボード作り②、発表会 

・活動の目的…辞書を使って漢字を調べることにより、国語の学習を意識した活動を行

う。作ったものを持ち帰ってもらい、Enjoy Studyプロジェクトが終わった後でも活動を思

い出すことができる。 

・活動の様子…子どもたちそれぞれが自分で選んだ漢字をイラストで表現したり、自分



なりの装飾を施したりする様子が見られた。また、活動の中で、子ども同士で道具を譲り

合う場面や楽しく話しをする場面もあった。 

１年の活動を通しての成果として、以前は指示が通らなかったり、落ち着きがなかった

りしたが、指示が通るようになったことが挙げられる。また、前期では消極的だった子ど

もが進んで活動に参加できるような雰囲気作りができたり、前期では子どもたちが自らの

希望・願いを伝えるような姿勢があまり見られなかったが、後期では少しずつ自分たちが

どうしたいかを伝えてくれるようになったりした。かるたゲームの際に子どもたち自身で

ユニークなルール作りをする場面が見られ、活動を子どもたちに提供するだけではなくて、

私たちも子どもたちと一緒に活動を作り上げていくことができた。 

 

４）総括と反省 

 １年を通して子どもたちと一緒に様々な活動したことによって、時間をかけて子どもた

ち一人ひとりの特徴や性格を捉えることができた。それによって個人に合わせた指示や活

動を行うことができた。放課後の時間の使い方をより充実させる活動の提供ができ、それ

を通してテレビやゲームだけに偏らず、今回のかるた作りのように、子どもたち自身で遊

びを工夫していくこと、また学びやルールを工夫していくことが大切だとわかった。 

また、地域の学生や年配の方々との交流から、さまざまなことを自ら学ぼうとする姿勢

を持つことも大切だと感じた。これは、一文字ボード作りで「学ぶ」と書いてくれた子ど

もがいたことから、この活動きりではなく、今後も地域の学生や年配の方々と交流するこ

とで学び続ける意欲を持ち続けるようにしていくということである。最後に、子どもたち

がお互いに、良いことは吸収し、悪いことは注意し合える関係を築くということも今後の

課題と考える。 

 

５）地域からの評価 

「各学年にあわせた学習内容を提供してほしかった、何年生で何を学習するか把握して

おくべきだった」という要望があった。一方、「子ども同士のトラブルで次の日に気まずく

なるのではないかと危惧していたが、そのようなことが実際にはなくて、とても安心した」

「子どもたちは本当に学生が来るのを楽しみにしていた」「子どもたちの活動が主体性を持

ったもので、子ども自ら積極的に活動しているのが素晴らしかった」などの評価もいただ

いた。また、「思春期の子どもの扱い方が難しいとは思うが、大学生が間に入るなどして、

対応していってほしい」という期待の声もあった。 

 この声を参考にして、今後子どもと接するときの対応の仕方について工夫したい。 

 

６）メンバー一覧 

4424 土岐静香 4425 渡辺柚 4426 小野寺燈 4427 北島紗羅 4428 能登花織  

4430 武井奈歩 4431 百鳥真弥 指導教員：吉村功 





地域プロジェクト成果報告書 

亀田小学校 Aグループ 
 

１）目的・概要 

〈 対象児童 〉 

学年 人数 

1年生 2人 

2年生 2人 

3年生 1人 

4年生 3人 

5年生 1人 

6年生 1人 

（男子 4人、女子 6人の合計 10人） 

Aグループの児童の実態として「何事にも興味を持って取り組む」、「おとなしく、静

かな子が多い」ということが活動前の状況としてみられた。 

 

〈 プロジェクトの目的 〉 

このプロジェクトだからこそできる活動を通して、児童の積極性・協調性を伸ばす。 

 

２）年間スケジュール 

日 付 活動内容 

4月 30日 顔合わせ・自己紹介 

5月 27日 体を使った運動活動 

6月 3日 うちわ作り 

6月 10日 新聞紙活動 

6月 17日 紙コップ活動（全グループ共通） 

6月 24日 押し花作り 

7月 1日 しおり作り 

7月 8日 運動会（全グループ共通） 

7月 15日 水ロケット 

10月 28日 ハロウィンゲーム 

11月 4日 ことわざを学ぶ（劇） 

11月 11日 かるた下書き 

Hosoya_Lab
テキストボックス
 ＜亀田小学校Ａグループ＞

Hosoya_Lab
テキストボックス
　　　プロジェクトA



11月 18日 色作りコンテスト 

11月 25日 かるた色塗り 

12月 2日 静電気教室 

12月 9日 かるた大会（全グループ共通） 

12月 16日 氷のふしぎ 

 

３）プロセスと成果 

前期の活動では、「楽しむ」をコンセプトに活動を行った。A グループの子どもたち

は、話をしっかりと聞ける子ばかりで、学生の指示が通らないという場面はほとんど無

かった。このことを考慮し、後期では前期よりもレベルアップした活動になるよう以下

2つの課題を掲げ活動した。1つ目は「除々に学びへと移行する」ことである。単に楽

しい活動ではなく、知的好奇心を刺激するような学びのある活動へと発展させていく

という目的があった。そのプロセスとして、活動にクイズを取り入れ、子ども自身に考

えさせられる活動を行った。また身の回りのものを教材に取り入れ、知的好奇心が生ま

れるきっかけを作った。2つ目は「時間を守って活動する」ことである。学生が子ども

に対して時間の意識を促し、集団行動を意識して行動できるようにすることが目的で

あった。後期では作業ごとに時間を指定し、集団行動を意識できるような声がけを学生

で工夫をした。その成果として後期の活動では、子どもが互いに注意し合う場面などが

見られ、集団行動を意識している子が見られた。 

 

 

 

４）総括と反省 

〈子ども〉 

回を重ねるごとに、集団行動を意識できているように感じられる場面が多く見るこ

とができた。子ども同士の声かけや、時間を意識した発言が増えたことが成果だと私た

ちは感じている。また、おとなしかった子が、積極的に活動に参加するように変わった

ことも大きな変化だ。 



〈大学生〉 

楽しい活動だけでなく学びのある活動を行い、知識習得を目指した活動ができた。時

間をしっかりと決める、学びある活動を行うなどの、課題に沿った活動を毎回行うこと

ができた。しかし、余った時間、早く活動が終わった子への準備が不十分ということを、

最後まで改善することが出来なかったため、今後の課題として考えていきたい。 

 

５）地域からの評価 

  地域の方に、「面白い活動が多い」「他の子にもやってあげて欲しい」との嬉しい評価を

頂いた。様々な活動内容について詳しく説明する部分が多かった。その中で「何が一番難

しかったのか。」という質問をされた。その時に、全ての学年の子が楽しめる企画を作り

上げることよりも、全ての子どもが楽しめる活動を作り上げることの方が、難しいという

ことに気づくことができた。また、地域の方々にビデオなどで記録を撮ったらどうかと教

えていただいた。ビデオとしてデータを残しておくと、次の年度からの活動に生かすこと

が出来ると感じたので、今後検討していきたい。 

 

６）メンバー一覧 

北海道教育大学函館キャンパス 地域教育専攻 

4401藤原汰一  4402根本佳奈  4403堀井遥花 4404古明地篤史  

4405宿野部惇平 4406小野恵美里 4407伊藤華奈江 

担当教員 坂本紀子 
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地域プロジェクト成果報告書 

亀田小学校 Bグループ「みんなで楽しくＢっ子プロジェクト」 

１) 目的・概要 

亀田小学校の児童の課題として、「テレビ・ゲームの時間が長くなった」「学年が異な

ると、子どもたちの交流・会話があまり見られない」などがあげられた。この課題を

解決するために、以下の二つを目的として、プロジェクトを行った。 

1.限られた場所で、身近にあるものを使って遊ぶ工夫の仕方やその楽しさを知っても

らう。 

2.子どもたち同士で協力し、学年を超えて声を掛け合い、団結する力を高める。 

 

２）年間スケジュール 

 

３）プロセスと成果 

 前期は、お絵描きや新聞紙で遊ぶなど身近なものを利用した創作活動を中心に行った。

また、運動が好きな子が多いため、ゲームや外遊びなど体を動かす活動を行い子どもたち

と仲良くなることや体力を向上させるきっかけとなるような活動を考えた。 

これらの活動による成果は以下の 3点である。 

・お絵描き活動、新聞紙活動など自分たちの感じたことを自由に表現できる活動によっ

て、個性を引き出すことができた。 

・新聞紙や紙コップ、自分たちで作れるシャボン玉など身近なものを使って遊ぶ楽しさ

を伝えることができた。 

・後半になるにつれて、片づけを積極的に手伝ってくれるようになった。 

一方、反省点は以下の 4点があげられた。 

・個人の苦手分野や、学年の差がある点の改善が出来なかった。 

・単独行動が目立ったり、学生が持ってきた備品に勝手に触ってしまったり、行き帰り

の移動や活動中のルールの守らせ方の指導がうまくいかなかった。 

・活動中に起こりうる危険を予測できず、安全に考慮した場所選びが出来なかった。 

 前期 内容 

① 5.27 『お絵かきの日』 

② 6.3 『ゲームの日』 

③ 6.10 『外遊びの日』 

④ 6.17 『わっしょい！紙コップ』（全チーム合同） 

⑤ 6.24 『運動の日』（Cチームと合同） 

⑥ 7.1 『新聞紙で作って遊ぼうの日』 

⑦ 7.8 『大運動会』（全チーム合同） 

⑧ 7.15 『シャボン玉の日』 

 後期 内容 

① 10.28 『団結ゲーム』 

② 11.4 『地図パズル⑴』 

③ 11.11 『地図パズル⑵』 

④ 11.18 『空気砲を作ろう』 

⑤ 11.25 『かるたのことわざ調べ』 

⑥ 12.2 『かるたの絵を描こう』 

⑦ 12.9 『巨大かるたで遊ぼう』 

⑧ 12.16 『気化熱ツリー』 
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・毎回の反省を怠ったため、活動を改善していくことができなかった。 

 前期 8回の活動をともにして見えてきた子どもたちの特徴としては、個々で活動しがち

な点や、指示が通らないことが多いこと、活動によって参加度にばらつきがあることがあ

げられた。以上の子どもたちの特徴と前期の反省を受けて後期の活動では以下の 3点の課

題を解決するための活動を行った。 

・より学年を超えた協調性を高めることを目的とした活動を考える。 

・子どもたちの注意を引く指示の工夫をする。 

・活動計画を立てて、事前の準備と活動後の反省を怠らず、反省を活かした活動を考え

る。 

後期は毎回必ず活動後に反省会を設け、次回につながる改善点を話し合った。また、子

どもたちにも活動の最後に振り返りカードを書いてもらうように徹底した。 

後期の活動は、全ての活動で協調性を高めることを目標にしていたため、学年を超えて

交流できるようなゲームや学習活動を行うようにした。ここでの学習活動とは、学習の動

機づけとなるような遊びを交えた活動のことである。例えば、地図パズルのようなゲーム

を通して、低学年は都道府県に触れることができ、高学年はより知識を深められるような

機会を設けた。空気砲や気化熱などの理科の実験を通して、理科の面白さを伝え、ゲーム

を交えながら協調性を育んだ。 

 

 

 

 

後期の活動の成果は以下の５点である。 

・学年を問わずみんなで協力している姿が多くみられた。 

・子どもの活動への参加度が上がった。 

・ただ楽しいと思う活動より、考えたり、わかって楽しいと思えたりできる「学び」

を意識した活動ができた。 

・振り返りカードを毎回記入してもらったことで、子どもの反応を確かめることがで

きた。 

・子ども同士の会話も増え、学年を超えた交流が見られた。 

《地図パズルの様子》 《空気砲の様子》 
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後期の反省点は以下の２点である。 

・子どもとの適切な距離感をとること。 

・それぞれの子に合った指示や注意の仕方を工夫すること。 

 

４）総括と今後の課題 

 一年間を通しての総括は以下の３点である。 

・前期の活動で課題を見出し、後期はその課題解決を目的とした活動ができた。 

・学年を超えて協力する活動を通して、高学年が低学年の面倒を見るなど、様々な場面で

上級生としての自覚が見られるようになった。 

・より子ども主体の活動を目指し、計画し達成できた。 

今後の課題としては、より子どもの注意のひきつけ方や約束を守ってもらう方法の工夫が

必要であると考えた。 

 

５）地域からの評価 

 ・学年がばらばらのグループで活動を考えるのは難しかっただろうが、面白い活動がで

きたのではないか。 

 ・高学年の指導には工夫が必要。 

 ・運動の活動と学習の活動がバランスよく行えていてよかった。 

  

６）メンバー一覧 

４４０８ 伊藤雪花 

４４０９ 五十嵐寿代 

４４１０ 三浦ゆりえ 

４４１１ 中山遥 

４４１２ 吉松知花 

４４１３ 水見野乃香 

担当教員 田中邦明 





地域プロジェクト成果報告書 

亀田小学校 C班 プロジェクト名「にょきにょき伸ばそう自分の力」 

1.目的・概要 

 私たちは子どもたちと触れ合う中で地域の中に見られる教育課題を見つけ、一年間を通

して見つけた課題を、亀田小学校の学童クラブ「ありんこ」の子どもたちと一緒に活動する

中で解決していくという目的のもと活動を行った。 

 活動を行うにあたっては、子どもたちは放課後の時間を使って私たちの活動に参加して

くれているので、活動はあくまで遊びを軸にするということを念頭に置くようにした。また、

北海道の教育の課題として北海道の小学生の運動能力は全国的に見てかなり低いこと、放

課後にあまり運動をしない子どもが多いことが事前の学習で分かった。一方で、亀田小学校

は運動の好きな子どもが多いということも分かった。以上を踏まえ、私たちは前期・後期で

以下の目標を立てて活動を行った。 

（１）前期の目標 

・家に帰った後でも運動がしたいと思ってもらう 

・活動の中に学びの要素を取り入れ、楽しく遊び、楽しく学んでもらう 

（２）後期の目標 

・活動を通して少しでもいいので運動能力（コーディネーション能力）の向上を目指す 

 

2.年間スケジュール（毎週水曜日） 

前期 内容 後期 内容 

4月 15日 前期の活動説明 10月 7日 後期の活動説明 

4月 22日 函館市の教育課題の把握 10月 14～21日 前期の活動の反省 

後期の活動準備 

4月 30日 亀田小学校訪問 

→学校の現状と課題の把握 

10月 28日～ 

12月 16日 

活動⑨～⑬ 

5月 13～20日 活動準備 1月 6～20日 最終報告会の準備 

5月 27日～ 

7月 15日 

活動①～⑧ 1月 24日 最終報告会 

7月 22日 中間報告会の準備   

7月 29日 中間報告会   

 

 

3.プロセスと成果 

私たちは主に体育館を使った運動活動と教室を使った学習活動の二種類を計画した。ま

た、前期の活動④⑦、後期の活動⑫は４つ全てのグループによる合同の活動であった。 



（１）前期 

前期の目標に基づき、漢字クイズや人間知恵の輪といった頭を使う活動を多く取り入れ

ることで、楽しく遊びながら頭を鍛えることを目指した。活動内容は以下の通りである。 

日時 内容 活動内容 場所 

５月２７日 活動① 言うこと一緒、やること逆ゲーム、反応ゲーム 体育館 

６月３日 活動② お絵描きリレ―、ジェスチャーゲーム 体育館 

６月１０日 活動③ 漢字クイズ 教室 

６月１７日 活動④ 紙コップ遊び 体育館 

６月２４日 活動⑤ 人間知恵の輪、ボール運びリレー 体育館 

７月１日 活動⑥ 紙コップで楽器作り 教室 

７月８日 活動⑦ バイキング、ポイズンリムーバー 体育館 

７月１５日 活動⑧ ドッジボール 体育館 

成果として、活動の当初は近い学年同士でしか子どもの交流がなかったが、回を重ねるご

とに学年を越えた交流が多く見られるようになった。さらに、頭を使う活動の際には、分か

らない子に上の学年の子がアドバイスして助けてあげるなど協調性が見られた。 

 

（２）後期 

  前期の活動を通して、子どもたちの課題として、最初よりは子どもたちの中に学年を越え

た交流が見られるようになったが、まだ子どものグループが固定されていると考えた。さら

に、今の子どもたちは運動の中で複数の動作を組み合わせて使う能力（コーディネーション

能力）が弱いという実態があると事前の調べで分かったので、後期は各回の活動の中にいく

つかの能力を使う運動を取り入れることで、コーディネーション能力の向上を目指した。な

お、コーディネーション能力とは以下の７つのことである。（※） 

 ・定位能力 ・バランス能力 ・識別能力  ・連結能力 

 ・反応能力 ・変換能力   ・リズム能力 

日時 内容 活動内容 場所 

１０月２８日 活動⑨ ポートボール 体育館 

１１月４日 活動⑩ スポーツ鬼ごっこ 体育館 

１１月１１日 活動⑪ カルタづくり （その１） 教室 

１１月１８日 活動⑫ キックベース 体育館 

１１月２５日 活動⑬ カルタづくり（その２） 教室 

１２月２日 活動⑭ ドッジボール 体育館 

１２月９日 活動⑮ 猛獣狩りに行こう！、カルタ大会 体育館 

１２月１６日 活動⑯ 折り紙 deクリスマス 教室 

成果として、まず、運動が苦手な子もいたが最後の方には運動が好きになってもらえた。

次に、前期は高学年の子が主に下の学年の子をまとめていたが、後期の活動は高学年の子が



あまり活動に参加できなかった。そのため、代わりに今までリーダーをやっていなっかった

子がリーダーとなってみんなをまとめる場面が多く見られた。そして、最後の活動での感想

発表の際に子どもたちから、「体育の授業で今まで出来なかったことが出来るようになった」

という感想を聞くことが出来た。 

 

4.総括と反省 

 初めは活動に対して積極的でない子どもが何人かおり、その子どもたちだけ別の活動を

する場面があった。しかし、最後の方にはどの子どもも毎回の活動を待ち望んでくれ、仲間

と一緒に楽しく活動に取り組んでもらえた。よって、私たちは地域プロジェクトの活動を通

して私たちは子どもたちに楽しい時間を提供できたと考える。 

 また、私たち学生も大きく成長できた。特に子どもを見る時の視点が変わった。最初は特

定の子どもにしか注意がいっていなかったが、活動を重ねるごとに全体の動きを見たり、子

ども同士の関係にも目を向けることが出来たりと子どもに対する視野を広げることが出来

た。 

 しかし、反省点もあった。大きな反省点としては活動の計画性の不十分さである。私たち

は事前に活動計画は立てていたがリハーサルや事前のトラブルの予測などはあまり行って

いなかった。そのため、活動の際に学生間で連携がうまく取れなかったり、トラブルの際に

焦ってしまったりするという場面があった。 

 来年度には私たちは教育実習があり、今度は子どもたちに授業も教えることになるので、

この活動で得た事や反省を活かしていきたい。 

 

5.地域からの評価 

・学年縦割りの活動を立てるのは難しそう。横割りの方がよかったと思う。 

・小学生に慣用句は難しいのではないか。 

・小学生一人一人に合わせた活動を考えているように見え素晴らしいと感じた。 

・コーディネーション能力が身についたかどうかというのはすぐには分からず、長い期間を

経て分かるものである。ゆえに半年間という短い期間でしか活動を行うことが出来ない

地域プロジェクトにおいてはこのテーマは合ってないと感じた。 

〔引用文献〕 

※webサイト「SPOMEMO」http://sportsmemories.jp（2月 8日閲覧） 

 

6.メンバー一覧 

地域教育専攻 ２年生 

・永浦愛（4414）  ・渋谷慶介（4415） ・佐々木瑞姫（4416） 

・柿崎健吾（4417） ・伊藤学美（4418） ・六川浩之（4419） 

担当教員：本田真大 





亀田小学校 Ｄグループ 元気いっぱいプロジェクト報告書 

１．目的・概要 

 前期は、遊びを中心とした楽しい活動をする中で、亀田小学校の現状を知り、コミュ

ニケーションを通し、大学生と子どもの互いの成長につなげることを目的とした。しか

し、仲を深めることに重点を置きすぎて、子どもたちとの関係が友達のようになり、活

動の中の学習の意味づけが薄くなってしまった。Ｄグループの子どもたちは、元気があ

り活発で、毎週の活動を楽しく行っていたが、落ち着きがなく、切り替えができない場

面が見られたため、「全員が集中して満足できる活動を行う。そのなかで落ち着きのな

い行動が見られたら、真剣な顔つきで注意する。」ということを後期の課題とした。 

 

２．年間スケジュール 

前期                   後期 

５月  

   ２７日 運動（体育館） 

６月  

    ３日 クイズ大会（体育館） 

   １０日 スライムづくり（理科室） 

   １７日 紙コップ活動(全体)（体育館） 

   ２４日 浮き出る絵（教室） 

７月 

    １日 運動（体育館） 

    ８日 運動会(全体)（体育館） 

   １５日 マラカス作り、演奏（音楽室） 

 

主な活動 

前期第２回 クイズ大会 

目標 チームのみんなと協力して、仲を深める。 

 チームのみんなの意見を聞き、一つにまとめる。 

内容 ○×ゲーム・聖徳太子ゲーム・ジェスチャーゲーム 

反省 目標はどちらも達成。約束を提示したが、守れていなかった。 

 子どもたちのゲーム中に待つ時間が長く、飽きてしまっていた。 

 

後期 

すごろく活動(1回～3回) 

目的 ・高学年がリーダーとなり、チームで協力し行う。 

１０月 

    ２８日 すごろく準備①(体育館) 

１１月 

     ４日 すごろく準備②(体育館) 

    １１日 すごろく本番(体育館) 

    １８日 カルタ準備①(教室) 

    ２５日 カルタ準備②(教室) 

１２月 

     ２日 運動(体育館) 

     ９日 カルタ本番(全体)(体育館) 

    １６日 お楽しみ会(体育館) 

 



   ・子どもが主体となって行う。 

   ・自分たちで制作したものを使って活動する。 

<第 1回 マスの中身を決める> 

反省 ・高学年が中心に活動を進めていた。 

    ・低学年は活動に飽きてしまっていた。 

<第 2回 すごろくの装飾> 

反省  ・高学年の活動への積極的な姿勢が引き続き見られた。 

    ・低学年も活動に積極的であった。 

<第 3回 すごろく活動> 

反省  ・高学年、低学年とも集中して活動に取り組んでいた。 

    ・活動以外の面が目立った。 

    ・注意事項の説明を大学生の方を向いて話を聞いていた。 

 

 

 

↑前期 第８回 マラカスづくり 

 

                     ↑後期 第３回 すごろく活動 

 

３．プロセスと成果 

後期は、「様々なことに関心が向き、切り替えることが難しい」という前期で分かっ

た子どもたちの特徴を踏まえて活動を計画した。全員が集中して満足できる活動を行う

ことを課題に、毎時間３つの約束（大学生が迎えに行くまで学童で待っている・話して

いる人の目を見て話を聞く・移動中は静かに歩いて移動する）を確認した。 

その結果、前期よりも児童は活動に集中できていた。しかし、活動が終わった後の時間

に自由な行動をしている場面が目立っていた。３つの約束を決めたことにより、指示が

出しやすくなり、活動がスムーズに行えた。また、一つ一つの活動に対して学習の意味

づけをすることができた。 

 



４．総括と反省 

後期は、子どもと大学生との関係をメリハリあるものにしようと全員で意識して子ども

達と接していた結果、前期に比べると子どもたちの大学生への態度や姿勢に変化が感じら

れた。すごろく活動では計算・漢字を取り入れ、カルタ活動では辞書の引き方、ことわざ・

慣用句の意味調べ等を取り入れて、一つ一つの活動に対して学習の意味づけをすることが

できた。前期の課題を踏まえて、後期は、制作活動を中心に活動を行い、活動自体はしっか

りできていた。しかし、活動が終わった後の時間に自由な行動をしている場面が目立ってい

た。 

一年間を通して、子どもたちの活動に集中できない、目を離すとすぐに自由に遊んでしま

うという課題が浮かび上がってきたが、これは大学生の配慮によって改善できると考えた。

具体的な大学生の配慮として、空白の時間をなくし、その間の指示を出すことや、臨機応変

な対応をすること、活動ばかりでなく、活動の準備や順番、道具管理、環境設定、などの配

慮が挙げられる。 

 

５．地域からの評価 

地域や学生の方から、活動に対しては楽しそうという評価が多かった。また、目的にあっ

た活動をしている、反省を生かして次の活動につなぐことができているという声があった。

さらに、かるたやすごろくの教材を実際に見ていただき、子どもたちの興味関心を引くもの

であるという言葉や、楽しさが伝わってくるという言葉をいただいた。 

改善点としては、子どもたちが教材に書き込んだ不適切な言葉に対してどのようなアプ

ローチをしていくかが課題として挙げられた。 

 

６．メンバー一覧 

亀田小学校 Ｄグループ 

地域教育専攻 

4420殿山真吾 

4421相澤琢郎 

4422及川琴美 

4423大友香奈 

4429風晴翔太 

4435佐藤寛太 

 

７．担当教員 

地域教育専攻 坂本紀子 
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