
成果報告書 「アクティブコミュニケーションプロジェクト」 

 

１．プロジェクト全体の背景・目的・概要 

 私たちは、亀田小学校の学童ありんこクラブに通う１年生８人、２年生５人（男子 5 人、

女子 8 人）の児童を対象に活動を行った。活動を行うにあたって、函館市の学習意識調査

の結果と亀田小学校の校長先生のお話から児童の自己肯定感が低いという実態を知り、自

分の意見を相手に伝えることが苦手だということが課題であると考えた。 

 この課題を解決するために、「自信を持って相手に意見を伝えることができる。（前期）」

「相手の意見を受け入れることができる。（後期）」という２つの目的を立て、グループ内

で行われる話し合いの場で、自分の意見を相手に伝えることができるとともに、友達の意

見を聞き、受け入れることができるということを課題解決に近づいた姿とし、活動を計画

した。 

 

 

２．プロジェクト全体のスケジュール 

 活動日 活動場所 活動内容 

第１回 ５月１１日 体育館 ・英語でじゃんけん列車 

・おにごっこ 

第２回 ５月２５日 教室 ・玉入れゲーム 

第３回 ６月１５日 体育館 ・転がしドッジ 

第４回 ６月２９日 教室 ・ペットボトルボーリング 

第５回 ７月１３日 視聴覚室 ・ちぎり絵づくり 

第６回 １０月１９日 視聴覚室 ・○○で集まれ！ 

・コミュニケーショントレーニング 

第７回 １１月２日 図書室 ・紙コップロケット/紙コップお化けづくり 

第８回 １１月１６日 音楽室 ・ちぎり絵 

第９回 １２月７日 体育館 ・ボール当てゲーム 

・キャッチボールゲーム 

第１０回 １２月２１日 体育館 ・王様ドッジ 

 

 

３．プロセスと成果 

 前期の活動は、自分の意見を発表したり、相手の意見を聞くというコミュニケーション

をとったりする場をつくり、ゲームや工作などの活動を通してどうしたら上手くいくのか

など、児童どうしで話し合って作戦やプランを決めてもらうことを重視した活動を行った。



その結果、児童が自信を持って相手に自分の意見や考えを発表することができたというこ

とが成果として挙げられた。特に、第５回の活動において成果を実感することができた。

学生の工夫として、あえて簡単な質問を児童に投げかけ、全員が発表するという体験をさ

せることができた。反省点としては、話し合いをする場面で自分の意見がうまく通らない

ことに不満を持ったり、他の児童の意見を受け入れたりすることができない児童がいたこ

とが挙げられた。 

後期の活動は「相手の意見を受け入れることができるようになる」という目的を立て、

各活動の中に児童どうしが話し合う場面を設けた。その結果、「前期に比べて友達と積極的

にコミュニケーションをとりながら活動をしようとする児童が増え、また、学生の説明を

一回で聞いてくれるようになった」という成果を得ることができた。特に、第７回の活動

において成果を実感することができた。第７回の活動名は、「みんなで協力してひとつの作

品をつくろう」である。活動のねらいを「互いの意見を受け入れながら、協力することの

楽しさを知る」とし、概ね児童全員が達成できたように思う。具体的な活動として、紙コ

ップロケット・紙コップお化けづくりを行った。学生側の工夫として、作り方を口頭のみ

で説明し、敢えて文字に書いて掲示するのではなく、「１回しか説明しないからよく聞いて

ね」と言うことで児童にしっかりと話を聞くことを意識させた。実際の児童の様子として、

子どもたちどうしで褒め合う姿が多くみられたこと、子どもたちで話し合いながら道具の

貸し借りができていたこと、分からないことについて、児童たちどうしで教え合い、解決

しようとする姿がみられた。反省点としては、ほとんどの児童が友達とコミュニケーショ

ンをとることを意識しながら活動できていたが、中にはできていなかった児童もいて、全

員が達成できたとはいえなかった点、友達や学生の話を聞くことはできたが、肯定的な言

葉や相手を褒める姿勢があまり見られなかった点の２点が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．全体の総括と反省・今後の課題 

 前期は目的を達成することができたが、後期に設定した目的については児童全員が達成



できたわけではなかった。しかし、前期に比べて友達と積極的にコミュニケーションをと

りながら活動をしようとする児童が増え、また、学生の説明を一回で聞いてくれるように

なった、という成果を得ることができた。 

 今後の課題としては、児童と学生で以下のように挙げられた。 

＜児童＞ 

・相手の意見を聞くとともに、批判ばかりしないこと、意見をほめること。 

・楽しむことと、目的を持って活動することのメリハリが必要であるということ。 

＜学生＞ 

・子どもたちのレベルにあった活動を考えること。 

・楽しく活動しつつ目標に沿った活動を行うこと。 

 

 

５．地域からの評価 

「児童の具体的な課題解決に近づいた姿が分からない」という意見や「目標の達成度を

どのように評価するのか」という改善が必要となる意見をいただいた。また同時に、「ねら

いに沿った活動ができている」「児童の実際の様子が分かりやすかった」という意見をいた

だいた。 

 

 

６．メンバー一覧 

亀田小学校１班 

5442 根崎美穂 5443 森脇秀岳 5444 村上夕佳 5445 成田夏菜 5446 大友舞花 

担当教員 本田真大 

  

 

 

 

 





北海道教育大学函館校 地域プロジェクト 地域教育専攻 

チャレンジ二年生 

「メリハリをつけよう」プロジェクト 

成果報告書 
 

① 背景・目的・概要 

私たちは八幡小学校に二週間に一度、約一時間の活動を企画して訪問した。対象は小学二

年生の学童児童、男子八名女子六名、計十四名である。本プロジェクトでは、活動の中で子

どもと接し見えてきた問題をもとに目的を設定した。見えてきた問題点は以下の三点であ

る。 

１．集中するまでに時間がかかる 

２．話を聞くときと、活動のときの切り替えが難しい 

３．決まりごとがなく、けじめがつけられない 

以上の点を踏まえ、「メリハリをつける」という一つの大きな目的を設定した。この目的を

「話を聞く姿勢」を身につけること、「約束を守る姿勢」を身につけることの 2つの目標に

分割して活動に反映させている。 

  

② 年間スケジュール表 

 

 

③ プロセスと成果 

１．話を聞く姿勢 

前期の活動では企画した活動を行おうとしても、子どもたちに集中力や話を聞く力がな

かったため、説明が伝わらず途中で活動が切れてしまい、全うすることが難しかった。その

日 活動場所 内容

第一回 5月11日 音楽室 自己紹介、ミニゲーム「なんでもバスケット」

第ニ回 5月25日 家庭科室 遊び道具を自分で作ろう「かるた」の制作

第三回 6月15日 図書館 作ったもので遊ぼう「かるた大会」、ミニゲーム「リーダー探し」

第四回 6月29日 多目的ホール 身近なものを使って遊ぼう「新聞紙」

第五回 7月13日 空き教室 遊び道具を自分で作ろう「紙ロケット」

第六回 10月19日 多目的ホール ボールを使って友達と遊ぼう「ボール運びリレー」「転がしドッジ」

第七回 11月9日 図書館 昔遊びの世界へようこそ「けん玉」の製作、「福笑い」の製作

第八回 11月30日 空き教室 ○×クイズの世界へようこそ「○×クイズ」「実験」

第九回 12月7日 図書館 冬を楽しもう「ツリー用飾り」の製作

第十回 12月21日 空き教室 クリスマスファンタジーin八幡小学校「ツリー飾りつけ」「ミニゲーム」「サンタサプライズ」



ため、後期の活動では学生側で子どもたちが集中して話を聞く姿勢を身につけられるよう

な工夫を行い、話しを聞くということはどういうことなのかを学ばせようとした。 

実際に行った活動例としては、あえて静かな声で学生が説明するというものである。わざ

と聞こえない声で話すことによって子どもたちは聞き耳を立てて話を聞いていた。他にも

手だけを挙げ静かになるまで待ったり、カウントダウンをしてみたりなどの手立てを行っ

た。そのことによって子どもたちは聞くときの態度を意識できるようになり、興味をもって

話を聞けるようになるという成果を得た。 

２．約束を守る姿勢 

この目標は三つの内容で構成されている。 

（１） 挨拶をする…活動の始まりと終わりを意識させるため、「大学生と遊ぼうを始

めます（終わります）」という挨拶を行った。その結果、活動時間とそれ以外の

時間のメリハリがつき、活動に集中出来るようになったという成果を得た。 

（２） 活動ごとに一つルールを守る…ルールを視覚的に提示し決まったことを一貫

して守らせた。その結果、ルールを守るという姿勢が見られるという成果を得

た。 

（３） 敬称で呼ぶ…前期の活動では学生への呼び捨てが目立った。そこで後期の活動

では、名札を○○さんと敬称で表記し子どもたちの変化を促した。その結果、

呼び捨てから敬称に変わり、より適切な距離感を保つことができた。 

以上の三点を守らせた結果、子どもたちの最終的な自己評価において半分以上の子ども

が「約束を守ることができた」と答えており、本プロジェクトによって、おおむね身に付い

たといえる。 

 

 

 

④ 総括と反省・今後の課題 

全 10回の活動を通して、子どもたちは、学生から目標を提示された場合は、意識してそ

の目標を達成することができたが、子どもたち自身にメリハリをつけることの意味やよさ

について気づかせることは出来なかったように感じる。そこで今後は、子どもたちにメリハ

リがつけば活動がより楽しくなることや、話を集中して聞く姿勢、約束を守る姿勢を身に付



けることが自分のためになるということに気づかせることが課題である。大学生の取組の

よかった点としては、子どもを注目させながら話をする力が身に付き、子どもが納得できる

注意の仕方を学んだ点である。また、視覚的提示を心がけ教材作りを徹底することができた。

改善点としては子どもの行動を予測して、臨機応変に対応することや子どもたち自身が自

らの活動に意味を見出せるような促しや工夫をすることである。本プロジェクトを通して

地域に住む一員として地域や子どもにどのように支援・貢献していくかを考え続けていく

ことが大切であると感じた。 

 

⑤ 地域からの評価 

ポスターや活動の様子を多くの地域の方に見ていただくことができた。前期の発表では、

遊びの固定化（テレビゲームなど）が進んでいるため、自分たちで遊びを見つけ出して欲し

いというねらいについて、テレビゲームがなぜいけないのかという質問をいただいた。 

後期の発表では、八幡小学校に以前子どもが通っていたという保護者の方から「どのように

してメリハリを意識させたのか」や「活動時の子どもたちの様子はどうであったのか」など

の質問をいただき、具体的な活動の様子や地域プロジェクトの目的を知ってもらうことが

できた。その中で「小学校二年生にメリハリを求めることは難しいのではないか」というご

指摘をいただいた。子どもの発達段階を考慮すると後期全 5 回の活動のみで完全に達成す

ることは難しいが、今回のプロジェクトを通して、挨拶や話を聞くなどのメリハリをつける

姿勢は前期に比べるとついたといえる。その他、自然のものを使った松ぼっくりけん玉や福

笑いなどの作品や活動の写真を見た方からは「楽しそう」「面白そう」といった意見を聞く

ことができた。 

 

⑥ メンバー一覧 

北海道教育大学函館校 地域教育専攻 2年 

5401 森川佳奈  5402 香西優恵  5403 中野友李菜 

5405  亀田春花  5406 三浦詩乃   5413 藤山仁司 

指導教員 石井洋 

 





協力して楽しく学ぼうプロジェクト 

成果報告書 

1． はじめに 

 私たちの地域プロジェクトは、学生 7 名、対象児童は学童保育「風の子クラブ」に通う八

幡小学校・万年橋小学校の 4～6 年生の男子 11 名、女子 11 名の計 22 名で行った。 

 

2． 背景・目的・概要 

 地域プロジェクトを行うにあたって、私たちは、平成 27 年度全国学力・学習状況調査や

八幡小学校長の講話によって、函館市の小学生の実情を把握し、次の 2 点の課題に注目し

た。第 1 に勉強もゲームも好きであるという点、第 2 に勉強するための時間をゲームや TV

に使い過ぎてしまう傾向にあるという点である。 

 これらのことを受け、前期は電子機器を使わずに、それ以外の様々なものを使って遊ぶこ

とを通じ、学ぶ楽しさを感じてもらうことを目的として活動をした。 

 前期では、活動を通して大きく２つの反省点があった。1 つは、4～6 年混合グループで

あったため、内容の理解度、取り組み具合にバラつきがあったという点、もう１つは、協調

性が欠けまた、男女の距離感があったという点である。 

 そこで後期では、協調性を育むこと・友好的な言葉づかいを身につけさせることを目的と

して活動した。 

 

3． 年間スケジュール 

 

 

4． 成果とプロセス 

活動日 活動名 活動内容
前期

1回目 5月11日 レクリエーション
・自己紹介
・バースデイトレイン
・言うこと一緒やること逆

2回目 5月25日 チームで戦おう∼国語編∼
・気持ち当てビンゴ
・答えを探せ！
・（気持ちの）ジェスチャー伝言ゲーム

3回目 6月15日 チームで戦おう∼理科編∼
・静電気クラゲ
・空気砲

4回目 6月29日 体で遊ぼう ・表現活動（童謡ジェスチャーゲーム）
5回目 7月13日 新聞で振り返りをしよう ・新聞づくり
後期
6回目 10月19日 みんなで工作ブースを作ろう 工作（紙コップ弓矢・マグネットカー・望遠鏡）
7回目 11月9日 みんなで工作ブースを作ろう ・作成した作品で遊ぶ
8回目 11月30日 みんなでゲームをしよう ・田オニ
9回目 12月7日 みんなでクリスマスツリーを作ろう ・ちぎり絵クリスマスツリー

10回目 12月21日 みんなでクリスマス会をしよう
・紙コップタワー
・イントロドン



<前期> 

 全国学力・学習状況調査結果(概要、2015）等から、市内の児童の国語や理科が苦手な傾

向が見られた。そのため前期の活動では、活動の目標を「家庭学習のきっかけをつくる」、

「学年の壁を越えた仲間づくりをしてもらう」にして、苦手な傾向がある国語や理科等の教

科と関連させた活動を行ってきた。例えば 2 回目の「チームで戦おう∼国語編∼」という活動

では、他者の気持ちを理解しながら話したり聞いたりすることをねらいとし、お題出題者の

気持ちを読み取る「気持ち当てビンゴ」、文章の中から答えを見つける「答えを探せ！」、自

分の気持ちをうまく伝える「（気持ちの）ジェスチャー伝言ゲーム」を行った。 

 このように、前期 5 回の活動では、学校で学習する教科を基にした遊びを計画し活動を

行った。その結果、以下のような成果が得られた。 

 

・活動回数を重ねる毎に、グループ内で協力する様子が少しずつ見られるようになった。 

 ・教科を基にした遊びを行うことで、家庭学習に向かうための様々なきっかけ与えること

ができた。 

 

しかし 4～6 年生が混在していたため発達段階にバラつきがあり、全体に合った活動を

行うのが難しかったことや活動の計画段階で学習に重点を置きすぎて、遊びから学習への

展開が不十分になってしまったことが課題として見えた。また男女間における協調性のな

さが目立っていたため、後期へ向けた課題であると考えた。 

そこで後期では前期の反省を活かし、「協調性を育むこと」「友好的な言葉づかいを身に

付けさえること」に重点を置き、活動を行った。 

  <後期> 

 後期は、前述した通り「協調性を育むこと」「友好的な言葉づかいを身に付けさえること」

を目標に活動を行った。例えば 1・2 回目の「みんなで工作ブースを作ろう」では、グルー

プ内で助け合って作品を作り、完成させ遊ぶという活動を行った。 

 後期 5 回の活動では、以下のような成果が得られた。 

 

・性別や学年の壁を越えて、児童同士が、協力しようとする姿が見られた。 

・役割分担のある活動では、周りの状況を見て役割を変えるという姿が見られた。 

 

また、「友好的な言葉づかいを身につけさせる」という目標に対しては、活動の冒頭で相

手を思いやる言葉を使用するよう促したり、不適切な言葉を使用した際には、随時注意した

りして対応してきた。その結果、以下のような成果と課題が得られた。 

 

 ・喧嘩口調になってしまったときに注意すると、多少は口調に気をつける姿が見られた。 

 ・言葉づかいを注意するとふざけた態度で注意を聞かない児童がおり、その態度を他の児

童が真似して、ふざけてしまうという状況が見られた。 



 

＜総括と反省・今後の課題＞ 

〇総括 

 一年間小学生と一緒に活動を行い、私たちは子どもの考え方、適切な活動の難易度、有効

な言葉がけ等、子どもと接する方法などを学ぶことができた。また新たな発見がある活動を

行うと子どもが楽しそうにするが、単調な活動が続くと興味がなくなる等、子どもの心情を

学ぶことができた。 

 また全 10 回の活動を通して児童にも変化が見られ、以前よりも協調性が一層見られるよ

うになった。しかし言葉づかいについては随時注意したが、あまり改善されなかった。 

〇今後の課題 

 上述したように、前・後期を通して活動した「地域プロジェクト」では、子どもとの接し

方や心情を学ぶことができたが、私たちには次のような課題が残った。 

 ・活動に子どもたちの意識や注意を向ける振る舞いや行動を、どのようにするとよいか。 

・他者を傷つけず、攻撃しないような、児童同士の関わり方の指導をどのようにするか。 

これらの課題は、班員との意見交換や関連する資料を読む等して対策や解決策を考え、今

後の教育実習や大学での学びに活かしたいと考えている。 

 

5． 地域からの評価 

 前期は、「勉強は好きだが、家庭学習の時間は短い」という背景を踏まえ、遊びながら学

習できるゲームを通して学ぶことの楽しさを知ってもらい、家庭学習のきっかけをつくる

活動を行った。これに対し中間発表会では、地域の方から次の意見があった。 

・活動の中でうまく家庭学習へのきっかけをつくれているがまだ不十分ではないか。 

・どのように家庭学習のきっかけをつくることができたかを判断し結果として出すのか。 

 後期の活動に対しては、次の評価や意見があった。 

・小学校高学年に対して、体を動かさない「ものづくり」のような活動はつまらないの

ではないか。 

・電子機器を使った勉強はだめなのか。 

・電子機器を使用した活動を行えば、ICT 教育により早く慣れることができるのではな

いか。 

  

6． メンバー一覧 

5404 小松明日香 5407 松永ゆうか 5408 岩本美沙希 5409 前川珠代 5410 菊地蘭 

5411 西田美朱 5415 布施澄也 

 

担当教員 木村育恵 





            地域プロジェクト成果報告書 

 

プロジェクト名：「作って学ぼうプロジェクト」 

対象児童：ありんこクラブという亀田小学校学童保育に所属する 3・4年生男子８名女子３

名の合計 11名の児童 

 

① 背景・目的・概要 

 前期の活動は、亀田小学校の校長先生から亀田小学校の児童の実態についてお話を伺い、

その中から「ゲームをしている時間が長い」「土日あまり外で遊ばない」「自分の考えを人前

で発表するのが苦手」という 3つの問題に焦点を当てました。そして、余暇時間を有効に使

ってもらうために子どもたちの知らない遊びを提供してきました。しかし、前期の活動から、

子どもたちの本当の課題は集中して活動に取り組むことではないかと考えました。そこで、

後期は活動時の約束事を必ず守ることによって、全員が集中して活動に取り組めるように

しようと考えました。 

 

② 年間スケジュール 

日付 活動名 

5月 11日 お互いを知ろう 

5月 25日 道具を使わない遊びを知ろう 

6月 15日 折り紙で動物園を作ろう 

6月 29日 他学年と一緒に遊ぼう 

7月 13日 昔の遊びを知ろう 

10月 19日 紙コップロケットを作ろう 

11月 2日 ペットボトルけん玉を作ろう 

11月 16日 何でも釣りをしよう 

12月 7日 輪投げ射的をしよう 

12月 21日 クリスマスカードを作ろう 

 

       



 

③ プロセスと成果 

 前期の活動では、「余暇時間を有効に使おう」をプロジェクトのテーマとして活動を行い

ました。前期の課題は、「多くの遊びを知る」「自分の意見を人前で発表することができる」

の２つです。この課題を解決するために２つの方法をとりました。１つ目は子どもたちが知

らない活動を提案し、実際に活動してみることでゲーム以外の活動の魅力を知ってもらう

という方法です。２つ目は人前で意見を発表することに慣れてもらうために、活動の中に発

表の時間を設け、人前で話すことの抵抗感を少なくするという方法です。 

その方法をとった結果、子どもたちに多くの活動を知ってもらうことができた。さらに、

人前でも積極的に意見を発表する姿が多く見られるようになりました。 

 後期の課題は、「活動時の約束事を守る」ことです。課題解決の方法は３つあります。1つ

目は、子どもたちが集中できる環境で夢中になれる活動を行うことです。2つ目は、ポイン

ト制度の導入です。ポイント制度とは、約束事を守ったり、約束事を守らない友達を注意し

たりするなど、友達の見本となるような良い行動をした子どもたちに対して、ポイントを与

え、ポイントがたまった子どもたちにはメダルやシールを与えるという制度です。前期の活

動中に、子どもたちに注意を与えることが多く、子どもたちの良い部分を見つけることがで

きませんでした。そこで、学生が子どもたちの良い部分を見つけ、子どもたちをほめる機会

を増やすことで子どもたち自身がどのような行動をとるべきか理解できるのではないかと

考え、ポイント制度の導入に至りました。3つ目は、約束事を子どもたち自身に決めてもら

うことです。 

その方法をとった結果、活動しやすい環境を作ることで学生が提供した活動に子どもた

ち全員が集中して取り組むことができました。また、第 3回からは、約束事を子どもたちに

決めさせることで活動に対する子どもたちの意識を高めることができました。ポイント制

度の導入より、子どもたちが活動に真剣に取り組み活動時の約束事を守ろうとする姿が見

られました。 

 

④ 総括と反省・今後の課題 

＜総括と反省＞ 

 前期の子どもたちの様子から、「活動時の約束事を守る」という子どもたちの本当の課題

を見つけ出し、後期の活動に活かすことができました。そして前期後期共に課題を解決する

ことができました。 

また、「enjoy study プロジェクト」の観点としては、集中してみんなで活動するって楽

しいという気持ちを子どもたちに持ってもらうことができたので、概ね目的は達成するこ

とができました。 

 

＜課題＞ 



学生側の今後の課題は、子どもたちの良い面を見つけてほめることはできましたが、落ち

着きがなかった子どもたちばかりに注意を向けてしまい前期から落ち着いて活動ができて

いた子どもたちを褒め、他の子どもたちの見本にすることができれば良かったと思います。 

 子どもたちの課題は、前期の活動の様子から、後期はより集中して活動に取り組めるよう

に教室の活動場所を限定しましたが、今後は体育館等の広い場所でも自分たちの活動に取

り組めるようになることです。また、ポイント制度がなくても「活動時の約束事を守る」と

いうことを継続していくことです。 

 

⑤ 地域からの評価 

 地域の方から、子どもたちは自由でよいのではないかという意見をいただきました。日本

では、約束事を守り決まりに従うように教育されていますが、個が育たないという課題が生

じてきます。一方、中国や韓国では、集団の力は弱いですが、個が育っており、個の力が強

いそうです。そこで、教育の場においてこれらの比較点に対してどのように考えていくかが

重要になってくるとおっしゃっていました。 

  

あるものに自分たちで工夫を加え、遊ぶという内容の私たちの活動に対して、遊びを通じ

て学ぶことが大事だとおっしゃる方から評価していただきました。このような活動を行う

ことで、電子機器を使ったゲームと違って、紙コップなどのものを工夫して新たなものに変

え、意味付けする力を身に付けることができたことに対して良い評価をしていただきまし

た。 

 

 

⑥ メンバー一覧 

５４２７ 本田凪子 

５４２８ 村松春菜 

５４２９ 砂庭玲奈 

５４３０ 北山澄佳 

５４３１ 大津駿介 

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 

亀田小学校第４グループ 

＜前期：体を動かして楽しくコミュニケーションをとろうプロジェクト＞ 

＜後期：新聞記者になろう！プロジェクト＞ 

 

⑴ 背景・目的・概要 

函館市学習意識調査の結果より、亀田小学校の児童の「自分の意見を発表することが苦手

である」という課題に焦点をあてた。また、運動習慣調査の結果より 9割以上の児童が、運

動が好きだということがわかった。そこで前期では、自分の意見を積極的に言える姿を目指

し、課題解決の手段として運動や体を動かすゲームを選択した。実際の活動ではボール運び

リレーやボール集めゲームをするなかで、チームで作戦をたて、ルールを決める機会を設け、

その度にコミュニケーションを取り、意見を伝えるあうことに重点を置いた。その結果、概

ね目指す姿に近づくことができた。 

しかし前期第５回目の活動で児童が作成したミニ新聞の内容を見ると、「楽しかった」、

「面白かった」などの一言で終わる感想が目立ち、児童は具体的な文章を書くことが苦手で

ある、と感じた。そこで後期では、自分の考えを整理し、具体的な文章が書けるという姿を

目指し、新聞をつくる活動を課題解決の手段として選択した。実際の活動では、新聞の記事

になる楽しい活動を行い、振り返りシートを用いて、具体的な文章を引き出していった。そ

の結果、後期の目指す姿に近づけた。 

 

⑵ 年間スケジュール表 

回 日付 場所 活動内容 

前期第１回 5/11 音楽室 自己紹介、なんでもバスケット 

第２回 5/25 体育館 ボール運びリレー、人間知恵の輪 

第３回 5/15 体育館 新聞乗り、新聞玉合戦 

第４回 6/29 体育館 しまおに、バイキング 

第５回 7/13 音楽室 ミニ新聞つくり、感想発表 

後期第１回 10/19 音楽室 連想ゲーム   振り返りシート記入 

第２回 11/2 音楽室 カップス 

第３回 11/16 体育館 ドッジボール 

第４回 12/2 音楽室 新聞作り① 

第５回 12/21 音楽室 新聞作り②  
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⑶ プロセスと成果 

① 前期 

「人前で自分の意見を積極的に言えるようになる」と

いう課題を設定した。実際の様子では、コミュニケーシ

ョンは積極的にとれていたが、大人数の前で発表するこ

とには抵抗があるようだった。初回から比較すると人前

で意見を発表することに慣れた様子だったので、全体の

目標を概ね達成することができた。  

運動や体を動かすゲームを選択した結果、児童との信頼関係を築くことに役立ち、コミュ

ニケーションを促す点、人前で意見を述べる点において適切だったといえる。学生は自分た

ちの働きかけ次第で、さらに児童が人前で意見を発表することができるのではないか、と感

じた。 

② 後期 

「自分の考えを整理し、具体的な文章を書けるようになる」という課題を設定した。実際

の様子では、回を重ねるにつれて文章量が増え、具体的なことを書くようになった。また、

５W1Hを意識して書くようになった。前期のミニ新聞と比較すると、目指す姿に近づいた

といえる。以下の表は、課題と目標に対して、選択した方法は適切であったかを考察したも

のである。 

 

表 選択した方法と評価 

選択した方法 評価 

連想ゲーム 

マインドマップ 

連想ゲームをゲームとして楽しむことはできたが、そこからマイン

ドマップにつなげることができず適切ではなかった。 

振り返りシート 箇条書き形式（第１・２回）より、アンケート形式（第３回）の方が、

児童に 5W1Hを意識させることができ、具体的な内容を引き出すこ

とができた点で適切だった。 

新聞作り ・ 自分の意見を整理するという点、具体的に文章を書くという点で

適切だった。 

・ グループで作成することで、自分の意見と仲間の意見を上手に整

理できた点で適切だった。 

・ 課題に対して児童がどの程度目標に近づけたのかが分かり適切

だった。 

後期のプロジェクトを終え、今後の課題として挙げられることは、継続して具体的に５W

１H を意識して書くことである。また学生側は、文章を書くことを通して表現することの

楽しさを伝えられるような指導法を考えていく必要がある。 
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⑷ 総括と反省 

良かった点の１つ目は様々な児童がいる中で一人ひとりの個性を把握し、全員が楽しめ

るような活動ができるよう計画したことである。もう１つは、児童の課題解決にむけた活動

を適切に行うことができたことである。地域教育専攻では「学ぶって楽しい！」をコンセプ

トである『Enjoy Studyプロジェクト』を念頭において 1年間活動していた。『Enjoy Study

プロジェクト』の観点からこのグループの活動を振り返ると、上記の良かった点２つをふま

え、Enjoy と Study の双方の要素がある活動は行うことができたといえる。しかし、それ

ぞれが分離してしまっていたことも否めない。そこで、児童が「学ぶって楽しい！」と感じ、

自発的に学ぶ姿勢が育つよう工夫することが今後の課題である。 

 

⑸ 地域からの評価 

・ 普段から児童が新聞を読んでいないと、どのように書いてよいのかがわかりにくいので

はないか、という意見をいただいた。確かに、新聞をとらない家庭も増えているため、

活動の最初に「新聞を読んでみよう」というような活動をし、新聞を書く、というイメ

ージを持たせることが必要だったのではないかと思った。 

・ 様々な制約の範囲内で、新聞の記事になるような活動を工夫して行っているのがよい、

と褒めていただいたことは、大きな励みになった。 

・ Enjoyと Studyが分離してしまっていたことについて、自分たちで反省できていたこと

がよい、と評価していただいた。これからの教育実習などでも自分たちの指導をしっか

り振り返ることを心掛けていきたい。 

・ どのような言葉を選べばよりよい文章になるか児童に提示するとさらによい、という助

言をいただいた。今後、文章指導をする場面で参考にしたいと考える。 

 

⑹ メンバー一覧 

5437 米田真緒       

5438 竹節美貴        

5439 長谷川桃子       

5440 小池葉月 

5441 成田航太 

担当教員 新開谷央・長尾智絵 

 





地域プロジェクト成果報告書 

〜前期：地域すごろくプロジェクト 

後期：函館マスタープロジェクト〜 

 

 

対象：亀田小学校の学童クラブ「ありんこ」所属の 1年生 9名、2年生 4名、計 13名 

 

① 背景・目的・概要 

亀田小学校の校長先生より児童の現状と課題についてお話を伺いました。「学力学習状況

調査」の結果から、亀田小学校で課題としてあげられていたのは、①友達の前で自分の考え

や意見を発表することが苦手、②地域の行事に参加していない、③一日のゲーム時間が長い、

の 3点でした。そこで、私たち 2班は、第一に、児童が今住んでいる地域に興味を持つよう

になること、第二に、人前で発表するのに慣れることの 2点を目標にして、一年間活動を行

いました。全 10回の活動で、「地域すごろく」や「函館ジオラマ」を作ったり、地域への関

心が高まるようなクイズやゲームを企画したりし、地域について興味を持たせる活動と、製

作やゲームの感想発表会を企画して、自分の考えを人前で自信をもって発表できるような

機会を組み合わせて実施しました。 

 

② 年間スケジュール（第 1〜5回：前期、第 6〜10回：後期） 

日付 活動回数 場所 活動内容 

5/11 第 1回 図書室 自己紹介と活動の説明 

5/25 第 2回 図書室 函館にはどんな名所、施設があるのか考えてみよう 

6/15 第 3回 図書室 函館の名所、施設を絵でまとめて、マスを作ろう 

6/29 第 4回 図書室 地域すごろくのマスの内容を考えよう 

7/13 第 5回 ステップジャンプ室 地域すごろくで遊んでみよう 

10/19 第 6回 図書室 海の生き物を知ろう 

11/2 第 7回 図書室 函館の建物を作ろう 

11/16 第 8回 図書室 函館の乗り物を作ろう 

12/7 第 9回 図書室 函館○×ゲーム 

12/21 第 10回 図書室 ゆるキャラゲーム 

 

 



③ プロセスと成果 

 前期は、第 1回から第 4回まで「地域すごろく」を作り、第 5回で作ったすごろくで遊ぶ

というように、活動に一連の流れを持たせました。函館の名所や施設を取り上げ、絵を描い

たり、マスの内容を考えたりする中で、地域の特徴をつかませるようにしました。第 5回目

の活動では、すごろくをしながら児童に「ここはどんなところ？」などと問いかけ、遊びな

がらも、函館について知ることができるように工夫しました。毎回の活動で「この建物の名

前は？」、「ここはどういうところ？」などと学生が質問し、児童は地域のことについて学び

ながら活動を行いました。また、各回で発表する機会を設けることにより人前で話すことに

対する抵抗感が少なくなってきた様子が見られました。 

       

  第 2回：絵を描いているところ      第 5回：すごろくで遊んでいるところ 

 

 後期は、第 6 回から第 8 回までは函館の海の生き物を折り紙で折ったり、ペーパークラ

フトで函館を走っている乗り物を作ったりしながら「函館ジオラマ」を作成しました。第 9

回と第 10回ではクイズやゲームを通して函館に関する知識を増やす活動を行いました。前

期では、比較的学びの要素が強い活動が多かったため、後期では折り紙やペーパークラフト

等のものづくりと、◯×クイズなどのゲーム性の高い活動を取り入れました。 

 児童の様子としては、全員とはいえませんが、前期よりも積極的に活動に参加する様子が

観察され、地域について知ろうとする意欲が感じられました。また、第 10回に行ったアン

ケートでも、「自分の住む地域について知ることができましたか。」という質問に対して、多

くの児童が「知ることができた。」と回答していました。 

 

 

 

 

 

 

 

      ↑函館ジオラマ          ↑海の生き物を作っているところ 



④ 総括と反省、今後の課題 

1年を通して、「地域を知る」、「自分の考えを人前で発表する」という 2つの目標を掲げ、

「地域すごろく」や「函館ジオラマ」を作るなど、様々な活動を実践することができ、この

2つの目標を児童は達成することができたと思います。 

しかし、学生側の反省として、全体を通して、とくに前期は遊びの要素よりも学びの要素

が多い活動になってしまい、児童が活動に飽きてしまう場面があったことから、遊びと学び

のバランスがよい「Enjoy Study」の視点を取り入れた活動をいかに児童に提供していくか

が今後の課題であると考えます。 

 

⑤ 地域からの評価 

地域プロジェクト成果発表会に参加してくれた小学校教員から、「子ども向けの活動内容

を踏まえたプロジェクトの名前を用意すると児童がより活動しやすくなるのではないか」、

「関連教科をはっきりさせ、学校の先生と協力できるようにするとよいのではないか」、「1，

2年生の学習内容に合わせた発問にする」というコメントをいただきました。 

この評価を受けて、児童にも馴染みやすいようなプロジェクト名を別に考えて活動に取

り組むことで、児童自身も活動に見通しを持って取り組むことができると考えました。地域

プロジェクトの活動において、小学校の先生と協力するのは難しいですが、学童保育所の担

当保育士から積極的に児童の様子を伺うべきであったことが、反省点として挙げられます。 

 

⑥ メンバー一覧 

担当教員：田中邦明 

学生  ：5432立花優香 5433岩淵真樹 5434小橋香菜子  

5435佐々木大知 5436竹田康輝 

 

  

   ↑ゆるキャラゲームの様子           ↑函館◯×ゲームの様子 
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つくって遊んで発見プロジェクト～主体性・協調性を育む～ 

〈背景〉 

このプロジェクトの対象児童の実態として、今回着目したのは次の 2点である。1点目は、学童の先生

の「製作活動の際に、児童が学童の上級生や先生に頼りがち」という話から、製作に対して非主体的であ

るという実態である。2点目は、活動の中での児童の自己中心的な態度や自分のことで精一杯という姿か

ら、協力することが困難であるという実態があったことである。以上の 2 点を課題として設定し、プロ

ジェクトを行ってきた。 

 

〈目的・概要〉 

 このプロジェクトの目的は、背景で挙げられた 2 点の課題を改善、解決していくこととした。製作に

対して非主体的という課題にはついては、小学校 1 年生相応の製作活動を行い「発見の手助け」をする

ことで、“自分で作るって楽しい”という発見をしてもらい主体性を育んでいこうと考えた。協力するこ

とが困難であるという課題に対しては、“グループ活動や集団遊びを通して協力することって楽しい”と

いう発見をしてもらい、協調性を育んでいこうと考えた。尚、このプロジェクトでの“つくる”とは、製

作のつくるに限定せず、“関係をつくる”など様々な意味を含むこととした。 

 

〈活動スケジュール〉 

 日付 活動場所 活動内容 

第 1回 5/11 プレイルーム（空き教室） 自己紹介ゲーム/なんでもバスケット 

第 2回 5/25 図工室 紙コップロケットをつくろう 

第 3回 6/5 多目的ホール ふくろおばけであそぼう 

第 4回 6/29 理科室 いろいろなコマであそぼう 

第 5回 7/13 音楽室 力をあわせてあそぼう 

第 6回 10/19 プレイルーム（空き教室） わくわくハロウィン 

第 7回 11/9 図工室 あきであそぼう 

第 8回 11/30 理科室 ふしぎなさかなづくり 

第 9回 12/7 多目的ホール さかなつり大会・ふうせんリレー 

第 10回 12/21 図工室 ○○トンネルをつくってあそぼう 

 

〈プロセスと成果〉 

 まずは、前期の活動のプロセスと成果について書いていく。 

 第 1回は、「自己紹介ゲーム/なんでもバスケット」を行った。オリエンテーションとしての役割を持た

せ、ねらいは、自分のことを伝え相手のことを知り、交流を深めることとした。この時点では、主体性や

協調性に重きを置いた活動とはなっておらず、児童たちの実態把握に努めた。活動の反省として、 

自己紹介カードにペンで文字が書けず、自分のことを上手く相手に伝えられない児童がいたが、交流を

深めるという点では十分に達成することができた、と言える。 

 第 2回は、「紙コップロケットをつくろう」を行った。主体性を育む第一歩として、ねらいは、つくる
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楽しさを知ってもらうこととした。しかし、紙コップが脆いために上手く作ることができないといった

問題が生じ、子どもたちにつくる楽しさを十分に味わってもらうことはできなかった。また、活動を通し

て、道具の貸し借りが上手くできないなど、協力の必要性を感じる場面が多々見受けられた。そのため、

協調性を育むことも、課題の 2つ目として設定することとした。 

 第 3回は、「ふくろおばけであそぼう」を行った。製作活動の中で協調性を育んでもらうために、ねら

いは、協力して製作し遊ぶ楽しさを知ってもらうこととした。活動の反省としては、自分勝手な行動が目

立ち、協力して製作活動に取り組むことはできなかったことがあげられる。そこで、主体的につくること

と、協力して活動することの 2つを合わせた活動は、現時点では難しいと判断した。そして、最終目的を

共同製作ができることとし、まずは、主体性と協調性を別々に育ませることとした。 

 第 4回は、「いろいろなコマであそぼう」を行った。主体的に製作活動ができるようになるために、ね

らいは、工夫して、ルールを守って遊ぶ楽しさを知ってもらうこととした。活動の反省としては、遊ぶ場

所として「ステージ」を用意する等の工夫をした結果、遊んで楽しむという段階まで児童たちを誘導する

ことができたと言える。 

 第 5回は、「力をあわせてあそぼう」を行った。活動内容は、聞いて探して集まれゲームや神になりた

いゲームといった集団遊びとした。協調性を育むために、ねらいを、友達と協力して遊ぶ楽しさをもって

もらうこととし、この回では製作活動は行わなかった。活動の反省としては、ゲームのルールを自分たち

でつくるなど、活動に主体的に取り組む姿が見られた。しかし、一部の児童たちは協調性に欠ける行動も

目立った。 

 第 6回は、「わくわくハロウィン」を行った。活動内容は、お面製作とストップゲームである。自分か

ら積極的に活動に参加してもらうために、ねらいを、主体的に活動することとした。活動の反省として

は、子どもたちは自分なりに工夫しお面を製作したり、ストップゲームでのポーズを自分で考えて表現

したりすることができていたことがあげられる。 

 第 7回は、「あきであそぼう」を行った。活動内容は、落ち葉アートとまつぼっくりけん玉である。つ

くる楽しさや、工夫する楽しさを知ってもらうために、ねらいを想像力＆創造力をはたらかせて製作す

ることとした。活動の反省としては、子どもたちはテーマをもとに自由に製作したり、けん玉の技を考え

たりするなど、主体的に活動に取り組んでいた。 

 第 8回は、「ふしぎなさかなづくり」である。活動内容は、スパッタリングという技法を用いたさかな

づくりである。協調性を育むために、ねらいを、ルールを守って皆で楽しく活動することとした。活動の

最初に、「お話をよくきこう」というやくそくを提示し、さらに声掛けの仕方を工夫することで、子ども

たちはルールを守ることができ、皆で楽しく活動することができていた。 

 第 9回は、「さかなつり大会・ふうせんリレー」である。協調性を育むために、ねらいを、団結力を深

めることとし、それを達成するために、チーム戦での活動を行った。活動の反省としては、協力して活動

をする姿、応援をする姿、作戦タイムの様子などから、協力して活動する姿を見ることができたことがあ

げられる。 

 第 10 回は、「○○トンネルをつくってあそぼう」である。これまでの集大成として、主体性と協調性

の 2 つの課題を盛り込んだトンネルの飾りつけという活動を設定し、ねらいを、みんなで工夫して楽し

みながら製作することとした。活動の反省としては、工夫して楽しむ場面が見られ、これまでの活動と比

べて、他の子どもと協力して製作に取り組む姿が見られたことがあげられる。 
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〈総括と反省〉 

一つ目の主体性の課題について、後期では１年生相応の制作活動にレベルを工夫することを意識して

行った結果、活動前より児童が主体的に制作に取り組めるようになったと言える。  

二つ目の協調性の課題については、後期で「協力＝楽しい」という発見を経験してもらえるような活動

を用意し実践したところ、成果として協力する姿勢を見ることができた。  

 

〈今後の課題〉 

 主体性に関しては、十分に育むことができた。今後ステップアップするには、子どもに役割を与えるこ

とが考えられる。そのことによって、「責任感」を持ちながら、より一層主体的に活動するようになるの

ではないかと思われる。 

 協調性に関しては、協力する姿勢を見ることができるようにはなったが、まだ十分とは言えない。その

ため、「協力＝楽しい」という経験を伴う活動を引き続き行い、“みんなと協力して遊ぶって楽しい”、“ル

ールを互いが守ることでみんなが楽しく活動できる”という発見に導いていくことで、協調性を育むこ

とができるのではないかと考える。 

 

〈地域からの評価〉 

 前期の成果発表会において、製作では楽しめるような工夫をしていると講評を受けた。また、「協調」

という目標に対して、1年生の発達段階では難しいのではないかという意見もあった。課題のひとつであ

る「創造性」について、学習指導要領や生徒指導提要にある文言であるため、内容を確認して教科指導と

のつながりを持つようにという指摘を受けた。  

  後期の成果発表会においては、第 10回の活動で用いた段ボール教具は、多数の教員から高評価をいた

だいた。また、地域の人々からは、各活動の取り組みがユニークであり、一年生が飽きない工夫ができて

いるのではないか等の肯定的な意見をもらった。 

 

〈メンバー一覧〉 

5420梅木舞  5422小野禎典  5423渡邉優希  5424村田幸恵 

5425岩橋彩香 5426板谷美貴子 5447佐々木諒平 

担当教員：吉村功 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上：第 6回 ストップゲームの様子        上：第 10回 トンネル製作の様子 





2016年度「地域プロジェクト」（地域教育専攻）成果報告書 2017年 2月 25日 

報告：八幡小学校 3年生グループ 

「3年生児童はどのような協力ができるのか －ゲームや製作活動の中での話し合い支援－」 

（1） プロジェクトの背景と活動の目的 

中学年児童は、よく「ギャングエイジ」と呼ばれる。仲間意識が発達し、閉鎖的な小集団（ギャング）を形成

して遊んだり、大人の干渉を嫌うといった特徴があるとされる。われわれの班では、市教委の現況報告や協力

校校長の談話、学童保育支援員の助言を得ながら、そうした 3年生との交流を手探りで重ねてきた。 

前期では、小学生に馴染みの深いゲームや製作を通して児童の観察に努めることとした。その結果、男女

間のコミュニケーションや他者との話し合いに未熟な面があるとわかった。そこで後期には、3 年生児童が他

者と協力しやすい活動を考案して、支援のあり方を検討した。対象は、学童保育「風の子クラブ」への通所児

童 18名である（内訳：八幡小 15名、万年橋小 3名。うち 1名が年度途中で転校）。 

 

（2） 活動のあしあと 

初回は児童理解に努めるため、3種類のゲームを用意した。2回目から 4回目までは、材料や製作方法の

バリエーションを変えながら、学童保育支援員の助言をもとに、手先を使って工夫を重ねるための制作活動

を準備した。5回目は、製作が苦手な児童もいたために、協力して楽しめるようなゲームを 2種目準備した。 

後期の活動（6～10 回）では、かるた遊びとクリスマス会を主なイベントとして、それに向けた準備を行った。

お互いに円滑な協力ができるように、製作やゲームの活動中に話し合いの場面を設けた。 

具体的な活動の履歴は、以下のとおりである（括弧内は各訪問日を示す）。 

・1回目 (5/11) 『体と頭を使ってお互いを知ろう！』……自己紹介やボールを使った簡単なゲーム活動

を通して、和やかな雰囲気づくりを目指した。また撮影機材を利用して、児童の把握に努めた。 

・2回目 (5/25) 『プラスチックコップでうまく作れるかな？』……プラスチックコップ・粘土・輪ゴムを使って、

ゴムの弾力によるおもちゃを製作した。走行距離を測り、グループ内の協力をうながした。 

・3回目 (6/15) 『紙スビーを作ろう！』……紙コップをはさみで切り開き、「フリスビー」上のおもちゃを製作

した。模造紙やフープで的を作り、全員で楽しめるようにした。 

・4回目 (6/29) 『自分の力でどこまでできるかな？～段ボールぽっくりを作ろう～』……段ボール紙を丸

めて、「缶ぽっくり」を模した遊具を作った。工程内で、電動ドリルによる穴あけに挑戦した。 

・5回目 (7/13) 『チームで協力しよう！～風船リレーと風船バレー～』……チームに分かれて、風船を使

ったミニゲーム（うちわで扇ぐバレー、二人一組で背中に挟んでのリレー）を行った。 

・6回目 (10/19) 『巨大スリーヒントカルタで遊ぼう ①製作と準備』……八つ切り画用紙に描画、着色し

て、カルタを製作した。各自で 3つのヒントを考案して、クイズ形式の読み札を作った。 

・7回目 (11/9) 『巨大スリーヒントカルタで遊ぼう ②遊び方の協力と工夫』……前回製作のカルタを使

い、2人 1組で動くなど、チームで協力して遊べるような独自ルールを考案した。 

・8回目 (11/30) 『クリスマス会の飾りを作ろう』……個々の関心を生かしながら、身近な素材（毛糸や空き

容器、まつぼっくり等）を利用して、クリスマス会向けの装飾を製作した。 

・9回目 (12/7) 『身近な素材で協力してクリスマスツリーづくり』……前回よりも材料を増やして、3グルー



プに分かれ、班内で相談・協力をしながらクリスマスツリーを製作できる環境を用意した。 

・10回目 (12/21) 『クリスマス会をしよう！』……3チームに分かれて、裏表異なる色の画用紙を同一に揃

える「ひっくり返しゲーム」と、ペットボトルをピンに見立てたボーリングを行った。 

 

（3） 活動プロセスでの意図と成果の概略 

前期の 5回の活動では、児童が親しみやすいボールや風船を使ったゲームと、紙皿、段ボール箱などを

用いた製作活動とを通して、3年生児童の様子を観察した。その結果、手先の器用、不器用の個人差が大き

いこと、男女間の円滑なコミュニケーション、他者との話し合い場面にまだ未熟な面があることが分かった。 

後期の 5回の活動では、前期に観察された児童の様子から、他者との「協力」を促す支援の在り方を検討

した。このため、各活動に次の２点を意図的に導入した。1点目は、制作活動とゲームの中に、相談の機会を

毎時間設定することである。前期の偶発的な児童のやりとりをふまえて、例えば相談時間や「作戦タイム」等

を設けるものである。2点目は、各回にグループ活動を入れ、さらにメンバー構成に細心の注意を払うことで

ある。つまり、前期に観察された児童の人間関係と男女の組み合わせに留意したグループを編成することで

ある。具体的な活動は、手造りの「スリーヒントカルタ」製作と遊び、最終回「クリスマス会」にむけた準備製作と

本番でのゲーム活動などであった。 

私たちがプロジェクト活動を通じて得られた気づきは、およそ以下の通りである。 

・前期の活動で目立った、男女間のコミュニケーションが円滑でない、他の児童の話しを最後まで聞けな

い、活動中によく喧嘩が起こるといった状況は、後期では幾分緩和された。 

1回目：ボールを使ってゲームで交流を図る 3回目：紙コップを使ってフリスビー作り 

10回目：3チーム対抗でひっくり返しゲーム 7回目：身近な素材でクリスマス会向けの製作 



・相談タイムを活用せずに、製作にとりかかる、材料を使って活動と無関係に遊ぶ、後に使用予定の道具で

先に遊ぶなどの問題行動も見られ、より児童の実態に即した支援の手立ての必要性を認識できた。 

・今回われわれが「準備」として行っていたのは、専ら材料の収集であったが、児童たちが遊びながら学ぶ

環境を作るには、具体的な場面をイメージして試行を重ねる必要があることも、グループ内で了解できた。 

 

（4） 活動の総括と今後の課題 

通年の活動を通じてわれわれの班が獲得できた「3年生像」は、平たく言えば、非常に活発で、集中力が

続かず、自己中心的な言動を取ることがしばしばあるということである。今後の教育実習等での実践活動で、

今回の経験を存分に活かしたい。今後の課題としては、次のような点が挙げられる。 

・例えば、後期の 2回目の巨大カルタゲームの実施前の学生間でのリハーサルができなかったために、実施

のときに円滑な進行ができなかった。このように、活動全体を通して、製作活動に使う材料の事前確認、ゲー

ムのリハーサルなどが不足していた。 

・小学校への訪問までに、原則として 1週間の振り返りと活動準備の期間があった。基本的に学生間で分担し

て行ったが、作業進度を適切に共有できないことがままあり、当日に余裕を持って臨めなかった。 

・活動終了後、活動の振り返りに時間をかけ過ぎたため、次回の活動を考案する時間を十分に取れなかった

回があった。 

 ・自由課題ではなく、例えば、身近な素材から切り絵や貼り絵で文房具や日用品を表現する、影絵から想像

するゲームなど、取り組みやすい活動の文脈づくりが大事だと考えられる。 

・ほぼ全ての児童が製作自体への関心は強く持っており、目的的な工作はできそうである。例えばメンバーで

分担した部品を組み合わせて、大きな工作物が完成するなどのテーマを作れば、班での協同性を支援でき

る可能性も広がるのではないか。 

・特に前期の活動において、材料調達などについて指導教員に頼り過ぎたことがあった。 

これらをまとめてみると、事前の準備（フィードバック、活動計画、情報共有など）、当日の児童との関わり

方、児童の実態といった点に留意しながら、より一層自分たちの実践的知識を増やす必要が示唆された。 

 

（5） 地域からの評価 

2016年 7月に実施の中間報告会では、「3年生児童は、発達段階からみて接し方に工夫が必要」などの

励ましの声や、我々の掲げた「協力」という課題が、そもそも 3 年生児童の発達課題であるから難しいといっ

た指摘を、他専攻教員や学生から受けた。2017 年 1 月の成果発表会では、3 年生の発達実態をより丁寧

にふまえた課題設定が必要なことや、3 年生児童の実態がよくわかったといったコメントが地域の参観者か

ら寄せられた。これらの指摘も、メンバー間の振り返りにとって大きな示唆を得ることができた。末尾ながら、

活動に際して協力いただいた関係諸氏に、深く感謝申し上げたい。 

 

（6） メンバー一覧 

北海道教育大学函館校 国際地域学科 地域教育専攻 2年生 

5412小木田美咲 5414清水野朱 5416志田愛絵 5417岩﨑大地 5418長谷川沙緒 

5419五十嵐柚季 5421澤田祐輝   （指導教員：山口好和 橋本忠和） 
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