
亀田小学校１班 

＜前・後期：自分を表現しよう！プロジェクト＞ 

提出日：2 月 28 日（水） 

 

①背景・目的・概要 

・背景：亀田小学校の課題として、「自分の考えを話したり、書いたりすることが苦手」と

いうデータが示された。加えて、「読書時間が少ない」というデータがあった。そこで、遊

びを通して、自然と言葉に触れる機会をつくることで、本来、読書等によって得られる語彙

力、表現力を育もうと考えた。 

・目的：活動を通して、工作面や文章面で自分にできる表現方法を見つけ、身につける。 

・概要：前期は言葉を使ったゲームや体を動かしながらコミュニケーションをとるゲームを

行い、言語的･身体的な表現力を高めることを中心に活動を行った。後期は、クリスマスを

テーマに楽器やツリーの製作をした工作表現、台詞を言う言語表現、製作した楽器を使った

音表現を総合した劇創作及び発表の実践を行った。前・後期を通して、子どもたちが、自分

の考えや思いを表現する方法を学び、日常生活の中で活用できるように働きかけた。その結

果、プロジェクト開始当初に比べ、積極的に会話する姿や、発表しようとする姿が見られた

ため、目的はおおむね達成されたと考える。 

 

②年間スケジュール 

 

前

期 

5 月 10 日 第 1 回「はじめましてこんにちは」 

5 月 24 日 第 2 回「グループで協力しよう」 

6 月 7 日 第 3 回「体を動かして表現しよう」 

6 月 21 日 第 4 回「言語に触れよう」 

7 月 5 日 第 5 回「ミニ運動会をしよう！！」 

 

後

期 

10 月 25 日 第 1 回「自分の名前で自己紹介しよう」 

11 月 8 日 第 2 回「劇をつくろう Part1」 

11 月 22 日 第 3 回「劇をつくろう Part2」 

12 月 6 日 第 4 回「劇をつくろう  Part3」 

12 月 20 日 第 5 回「劇をつくろう Part4」 

 

③プロセスと成果 

 前期は言語を使ったゲームや体を動かしながらコミュニケーションをとるゲームを行い、

言語的･身体的な表現力を高めることを中心に活動を行った。言語を使ったゲームとして、

グループでの間違い探しや風船しりとり、小学校で習う難読漢字を使った仲間分け玉入れ

などを行った。体を動かしながらコミュニケーションをとるゲームとしては、ジェスチャー



ゲームや借り人競争などを行った。その結果、これらの活動を通して、グループ内で自分の

考えを伝えたり、意見を述べたりすることができた。また、グループで協力して活動するこ

とができるようになったと感じた。下級生は新しい言語に触れ、上級生は下級生にわかるよ

うに言語を説明する光景も見られた。しかし、言語活動に触れる時間が多かったため、他の

表現活動が少なかった。 

 そこで、後期は、言語表現以外の表現方法を身につけることを目的とした。そのために劇

創作という大きなテーマに沿って劇中に使う道具の作成を行い、子どもたちが作品作りを

通してそれぞれ持つイメージを他者に伝えることができるようにした。工作表現のほかに、

劇を行うことにより、人前で身振り手振りを加えて自己表現できるようにした。グループで

の活動の他、工作などの個人作業も多く取り入れたため、子どもの新しい一面を知ることが

できた。一方で、劇の練習・発表の際には、台詞がある役になった子どもは台詞を覚えるた

めに十分な時間をとれず、台詞を読むだけになってしまった子どもと身振り手振りまでつ

けてやってくれる子どもとがいた。楽器の担当になった子どもは自分で楽器を鳴らすタイ

ミングを見つけ、場面にふさわしくなるように鳴らし方を工夫している子どもが多かった。

作品を作っている際には、子どもたちが学生にどんなものを作っているのかを説明しなが

ら部品や音作りを楽しんでいる様子が見られ、劇中よりも子どもたちがイメージしている

ことや感じていることが表現できていた。 

 

 

 

 

 

④総括と反省・今後の課題 

 前期は、仲間分けゲームなどの活動を通して、グループ内で、自分の考えを伝えたり、意

見を述べたりすることができた。また、グループで協力して活動することができるようにな

ったと感じた。下級生は新しい言語に触れ、上級生は下級生にわかるように言語を説明する

光景も見られた。 

 後期は、工作活動を取り入れ、子どもたちそれぞれが持つイメージを表現しやすいように

した。中には、個性的な作品が見られたり、作品を子ども同士、あるいは子どもと学生で見

せ合ったりする様子も見られた。 



 前期の活動と比較して、グループでの活動の他、個人作業も多く取り入れたため、子ども

の新しい一面を知ることができた。一方で、劇の練習・発表の際には、台詞がある役になっ

た子どもと楽器の担当になった子どもとの間に、表現の度合いに差が表れてしまい、全員が

身につけた表現方法を生かしきれたとは言えなかった。 

 活動を通して、私たちの目的である「工作面や文章面で自分にできる表現方法を見つけ、

身につけること」はおおむね達成できた。前期の言語を使って体を動かす活動に比べて、後

期で行った工作活動の方が、子どもたちの意欲を引き出すことができているように感じた。

工作活動を取り入れたことによって、プロジェクトをさらに効果的なものにすることがで

きた。 

 今後の課題として、日常生活に生かすことができるような、実践的な活動を取り入れ、子

どもにとって学びを反映させやすいものにしていきたいと考える。 

 

⑤地域からの評価 

 ポスター発表やステージ発表を通して、地域の方々に私たちの活動を知ってもらえた。 

「語彙力というところに焦点を当てたところが面白いと感じた。語彙ということでも単に

座って勉強のようなことをするのではなく、運動を多く取り入れているところに良さを感

じた」「表現ということを重視した活動が多くあり、子どもたちの表現力に少なからず影響

を与えられたのではないかと思った。子供たちの声を聞いて活動を考えているように感じ

た。」「コミュニケーションゲームでは、子どもの活動に学年差があり苦労していたが、ジェ

スチャーゲームでは、他学年との協力があり、上手に表現活動が行えていた。」などの意見

があった。 

 ゲームと言語を取り入れた点について好評を多く得られた。その反面、遊びの定義と効果

について考慮していたらより深い学びのある活動ができたのではないかという意見もあっ

た。 

 

⑥メンバー一覧 

 担当教員：長尾智絵 

6401 定永圭汰、6402 吉田悠花、6403 武内咲子、6404 長坂芽以子 

 6405 品田華余、6406 木村萌香 





「越えよう！学年の壁！」 

                     地域教育専攻  亀田小学校 3班 

① プロジェクトの背景・目的・概要 

 亀田小学校の子どもたちの現状として「読書時間が短い」ということが学校から

見せていただいた資料で分かった。そこで前期は文字によって場面を想像する力を

つけ、読書の楽しさに気付いてもらうことを目的として活動を行なった。活動とし

ては「きょだいな きょだいな」という絵本を題材に「きょだいな〇〇」を考えても

らい作った。 

 前期の活動の様子から「他学年との関わりが少ない」ことが課題として挙げられ

た。そのため、後期は他学年と関わるきっかけづくりをし、他学年とも上手にコミ

ュニケーションをとれるようにすることを目的として活動を行なった。活動として

は、全学年が楽しめるようなドッヂボールのルールを話し合って考えて、みんなで

ゲームをした。 

② 年間スケジュール表 

〈前期〉 

第 1回 導入‐アイスブレイクとしての簡単なゲーム・紙芝居の読み聞かせ 

第 2回 原案作り‐題材読み聞かせ・大学生による例示・作りたいものを考える 

第 3回 設計‐作るものを決定しグループに分かれる・設計図を書く 

第 4回 製作①‐設計図をもとに製作に取り組む 

第 5回 製作②‐設計図をもとに製作に取り組む 

 

〈後期〉 

第 1回 導入①‐普段話さない人とコミュニケーションをとる機会を増やすための

簡単なゲーム 

第 2回 導入②‐他学年との協調性を育むための簡単なゲーム 

第 3回 活動①‐大学生の例示によって活動のイメージをつかむ(ドッヂボール) 

第 4回 活動②‐実際に活動する(ドッヂボール) 

第 5回 まとめ‐活動を踏まえて振り返りをする 

 

 



③ プロセスと成果 

〈前期〉・第 1回 

     ねらい：顔合わせをして、互いの顔と名前を覚える。 

     活動：①簡単なゲーム ②紙芝居を読む 

     成果：①→顔と名前を覚えるきっかけとなった。 

②→紙芝居に興味を示し、きちんと聞いていた。 

・第 2回 

ねらい：想像力を高める。 

活動：①絵本「きょだいな きょだいな」の読み聞かせ 

②「きょだいな○○」を考え、考えを共有する。 

成果：①→読んでいる時に問いかけをし、次の展開を考えさせることで 

          想像力を高めることにつなげられた。 

        ②→あったらいいなと思う「きょだいな○○」を各自考えられ 

          ていた。自分の考えを具体的に表現できていた。 

・第 3回 

ねらい：想像したものを表現する。 

活動：「きょだいな○○」を製作するための設計図を描く。 

成果：自分たちの考えを具体的(色、大きさ、材料など)に表現できて 

         いた。 

・第 4回、第 5回 

        ねらい：想像したものを協力して、表現する。 

        活動：「きょだいな○○」を実際に製作する 

        成果：自分たちが考えたものに近づくように使う材料を工夫していた。 

           チームのなかで役割分担をして行なう姿が見られた。 

〈後期〉・第 1回 

ねらい：普段話さない人とコミュニケーションをとる機会を増やす。 

活動：人間知恵の輪、フルーツバスケット 

成果：前期よりも色々な人と話している姿が多く見られた。 

・第 2回 

        ねらい：一つのことにみんなで協力して取り組む。 

        活動：条件並べゲーム、新聞紙リレー 

        成果：上級生が中心となり、積極的に活動に取り組んでいた。 

・第 3回 

ねらい：今後の活動となるルール作りのイメージをつかむ。 

活動：ドッヂボールを通常のルールと大学生が考えたルールでそれぞれ 

                   行い、その違いを考える。 



成果：話し合いでもめてしまった時に折り合いを児童たちが大学生の 

サポートを受けながらつけていた。 

話し合いの結果を積極的に発表する姿が見られた。 

          ・第 4回 

ねらい：話し合ってみんなで楽しめるルールを考える。 

活動：チームごとに全学年が楽しめるようなルールを話し合う。 

成果：ルールをチームごとに話し合い、決めることができていた。 

          ・第 5回 

           ねらい：考えたルールでゲームをし、感想をチームで話し合う。 

           活動：4回目の活動で考えたルールでゲームを行ない、感想を各チーム 

             で話し合う。 

           成果：ゲームの際にボールを譲り合っている様子が見られた。 

              感想を話し合う時には、通常のルールと自分たちで考えたルー

ルを比べてどうだったかを話している児童がいた。 

④ 統括と反省・今後の課題 

   前期の活動においては絵本作家として想像力や表現力を高められるような活動 

  の企画ができた。また「きょだいな○○」の製作を通して本の世界に入り込むこと 

  ができていた。その反面、子どもたちがより興味を示すような活動内容や、活動中 

  の声掛けができなかったという反省が挙がった。後期への課題としては、柔軟性を 

  持ちつつ、子どもたちの予想外の反応を考えたうえで活動に臨むことであった。 

   後期の活動においては学年の壁を越えるきかっけづくりができ、体を一緒に動か 

  す中で他学年と関わり合う姿が見られた。また、話し合いの時に意見を交換し合う 

  ことができていた。反省としては前期の反省を生かして活動を行なったことで臨機

応変に対応することができた。毎回の活動の反省を踏まえて次の活動を考えられて

いたので内容の濃いものにすることができたという良かった点が挙げられた。改善

点としては参加を拒否していた子どもに対しての対応の選択肢が乏しいことがあ

った。 

⑤ 地域からの評価 

地域の方から「もう少し自由に子どもたちができるような、活動内容と学生の対 

  応について考えて欲しい」「絵本作家という子どもの興味を引き出すようなタイト 

  ルをつけるのは良い」という声をいただいた。 

⑥ メンバー一覧 

 6413 西崎さくら 6414 山端将司 6415 竹内彩夏 6416 附田真帆 

 6417 若林千裕  6418 三上真穂  

 担当教員 本田真大 





地域プロジェクト成果報告書 

 前期：自分たちで遊べるあそびを増やそう 

プロジェクト 

後期：思いやり育成プロジェクト 

対象：亀田小学校の学童クラブ 1～6 年生 19 名（男子 10 名、女子 9 名） 

 

① 背景・目的・概要 

前期では３つの地域課題に焦点を当てた。①スマホ・テレビ・ゲームなど、電子機器

に頼った遊びをしている子どもが多い、②自主的に読書に取り組む時間が減少している、

③自主的に身の回りの整理・整頓をする習慣がない子どもが多いの 3 点である。これら

の地域課題をもとに、プロジェクト目標を「活動を通していく中で、遊びの引き出しを

発見する」とした。この活動を通して、電子機器などに頼らず子ども達自身でもできる

遊びをこちらが提供し、その遊びの知識・理解を深めてもらうというねらいで設定した。 

後期の活動のテーマとしては、前期の活動から得られた地域課題を取り上げ、前期の

活動では、子ども同士で中傷し合う、注意する際に頭をたたくなどの不適切な行為が見

られた。このことより、子どもたちは思いやりをうまく活用できていないのではないか

という疑問から、地域課題を①思いやりの表現方法がうまくいかないこと、②社会性の

低下とした。これより、プロジェクト目標を「活動の中で相手の気持ちを考えて行動が

できるようになる」とした。 

 

② 年間スケジュール表 

第 1 回 4/26 手軽に遊んでお互いを知ろう 

第 2 回 5/17 どの学年でも楽しめるルールで、ゲームをしよう。 

第 3 回 6/7 どんなおはなし？ゲーム 

第 4 回 6/21 家にあるもので好きなものを作ろう！① 

第 5 回 7/5 家にあるもので好きなものを作ろう！② 

第 6 回 10/18 楽しい巨大地図を作ろう① 

第 7 回 11/8 楽しい巨大地図を作ろう② 

第 8 回 11/22 動物園を作ろう① 

第 9 回 11/29 動物園を作ろう② 

第 10 回 12/20 動物図鑑を作ろう 

 



③ プロセスと成果 

 手立てとしては、①コミュニケーションをとることを主とした活動を取り入れる②活

動のなかで互いの良いところを見付けあう時間を設ける。これにより、子どもが周りと

協力して活動を行い、活動の中で自然と思いやりのある関わり方ができるようになるの

ではないかと考えた。 

   前期の成果として、電子機器を使わない楽しい遊びの提供は出来た。また、前期の活

動のあとに子どもから「あの後絵本を読んだ」などの声があり、全員とは言えなかった

が読書することへのきっかけ作りは出来た。整理整頓の課題に対しては、毎回の活動で

守るべきルールを設け、その中に「みんなで後片付けをする」の項目を作った結果、学

年ごとに片付けの姿勢に差が見られた。しかしその都度その学年に対しての特別な対

処は出来なかった（時間がなかったなどそれ以外のことへの対処に追われていた）ので、

身についた学年とそうではない学年があった。 

後期の成果としては、活動中に別のことをしてしまう子どもがいなくなり、思いやり

のある言葉の例を模造紙で提示したことで、子どもがそれを意識し思いやりのある言

葉遣いができるようになった。そして MVP 制度を取り入れたことでそれが積極的に行

われるようになったのではないかと考える。また後期では協力して何かを作りあげる

という活動にしたことで、子どもたちの能力別に仕事を割り振ることができ、それぞれ

が活動に集中できていたのではないかと考える。 

 

④ 総括と反省 

   一年間の地域プロジェクトを通して、前期では子どもに振り回されることが多く、

活動よりも子どもの対処に手間取っていた場面が多くあった。また、子どもたちへのね

らいの提示を行わなかったため、子どもたちはただ言われた活動をするだけになってい

た。しかし、後期では子どもに動かされるのではなく、私たちが的確な指示を出せるよ

うになったことで活動が円滑に進み充実したものにできた。また、後期ではメンバー全

員に仕事を割り振ったことで無駄が少なく、活動の時間を多く確保することができた。

そして、ねらいの提示をしっかりと行ったことで、子どもたちが何を目標としているの

かを理解し、見通しを持って活動をすることができたのではないかと考える。 

⑤ 地域からの評価 

 中間発表の際、第４・５回の「家にあるもので好きなものをつくろう」の活動内容に

対して、教師というのはある程度児童に対して道筋を提供するのが役目であるから、「好

きなものをつくろう」だと指示があまりにも抽象的で何をすればよいのか分からないと

いうご指摘を頂きました。これを受けて後期では、「世界地図」や「動物園」といったテ

ーマを設定し、児童に対して見通しを持たせてから活動をすることができました。 

 

⑥ メンバー一覧 



担当教員：細谷 一博先生、坂本紀子先生 

6407 宮野 希          6408 中村 龍平 

6409 山田 真綸         6410 長谷川 朋美 

6411 鹿又 美優         6412 平  彩 

 

     

  第 3 回「どんなおはなし？ゲーム」   第 4 回｢家にあるもので好きなものを作ろう｣ 

     

 第 7 回「楽しい巨大地図を作ろう」     第 8 回「動物園を作ろう」 





「サイエンスエンジョイプロジェクト八幡小学校３年」成果報告書 

 

１、プロジェクト全体の背景・目的・概要 

私たちは、函館市立八幡小学校の 3 年生を対象に、２週間に１度の訪問をし、約１時間の

活動を行った。このプロジェクトに至った背景は２つあり、１つ目は、小学校３年生から生

活科から理科に変わること、２つ目は文部科学省平成 24 年度の「生活習慣や学習環境等に

関する調査」より、小学 6 年時に「理科の勉強が好き」と答えた割合が 82％から、中学 3

年時には 62％と大幅に減少していることが挙げられる。 

このような背景を踏まえ、遊びを通して理科に触れていくことで、少しでも理科を好きに

なってほしいということを活動の大きな目標とし、理想像として「探求心を持つ子ども」と

掲げ、そこにいきつくために達成されるべきねらいを「子どもたちが自ら気づき・発見する」

とした。 

 

２、プロジェクト全体のスケジュール 

 

 

 

 

３、プロセスと成果 

＜前期＞ 

前期の活動では、第１回目の交流活動を除き、化学・物理分野の活動を行った。また第２

回目の活動にて、走り回ることが大好きな学年であることがわかったので、後期も含め、ア

クティブな活動にすることを意識した。第２回目の活動のペットボトルと風船を使った空

気砲を作り、ストラックアウトや的を倒す遊びでは、「威力を強くするにはどうしたらよい

のか」というような理科的な疑問や興味を持つ子どもの様子が見られた。さらに第４回目で



は、画用紙やゴムを使ったスーパーカーをつくり、走らせる活動を行った。「ゴムを太くす

ると遠くに飛ぶかな」というような疑問を持ち、実践するといった様子も見られ、子ども自

ら理科的な気づきや発見をすることができた。 

しかし一つ一つの活動が個人作業だったことにより、全員で大切な理科的気づきを共有す

ることや、子ども同士による課題解決のための模索を促すことができなかったため、後期で

は全体で考える活動を増やし、理想像である「探求心をもつ子ども」に近づけるようにする

という課題が挙げられた。 

    

※写真左：第２回目のペットボトルで作った空気砲を使って実際に遊んでいる様子 

写真右：第５回目のシャボン玉をつくろうでの様子 

 

＜後期＞ 

 後期の活動では、前期の活動の反省に上がったように、全体での活動を意識した活動内容

を取り入れた。第６回目の活動では理科障害物リレーを行った。２チームに別れ、３つの理

科的障害物を行う中で、チームごとではあるが、「こうやるとうまくつかめるよ」「こうやる

と速くいくよ」というような言葉がけによって児童間の共有がなされ、前期の活動の反省を

生かすことができた。また、前期では主に理科の中でも化学分野や物理分野を取り入れた活

動を行ってきたため、多様な要素をより多く取り入れようと、後期の活動５回のうちに生物

分野も取り入れることを意識した。第 10 回目の活動では、クリスマスリースを作る活動を

行ったが、初めに植物を配布し、ビーズなどの他の装飾品を後から配布することによって、

植物に触れる機会を多くすることができた。しかし、理科的要素をより取り入れようと生物

分野を扱った工作の活動を増やしたことによって、作ることに夢中になってしまい、理科的

な発見や気づきを子どもに促すことができなかったという反省点も挙げられた。 

 



   
※写真左：第９回目で作ったプラネタリウムを実際に照らしている様子 

写真右：第９回目の活動の様子 

 

４、全体の総括と反省・今後の課題 

 前期では私たちが用意した物を使って遊ぶ中で、理科的な気づきや発見をしていたのに

対し、後期ではそれに加え、用意した物を自分なりに改造するなどの工夫が見られた。また、

プロジェクトの目標である「気づき・発見する」子どもの姿が 1 年間を通して多く見られ

た。しかし、生物分野では物理分野に比べて理科的な気づき・発見があまり多くは見られな

かったという課題も残った。 

 今後は、子どもの発想を引き出せるような力を教育実習などの実践的な場で身につけた

いと考える。 

 

５、地域からの評価 

地域の方々からは、「子どもと学生が一緒になって遊びながら楽しめる良い活動だなと思

いました」というコメントが多く寄せられた。また、「子どもたちにどうして？なんで？と

思わせることが、科学教育の魅力なので、良いと思いました」と子どもたちの発見や興味に

対してのコメントもいただくことができた。 

 一方で「子ども興味や関心をもって取り組めるような活動内容になっていたが、もう少し

理科の学習につながるような工夫があるとよりよかったと思います」といった助言もいた

だいた。 

 

６、メンバー一覧 

八幡小学校３年 

6419 木下千暖、6420 馬場海優、6421 関愛梨 

6422 細谷花歩、6423 菅原有紀、6425 遠藤史崇 

 

担当教員  石井 洋 





地域プロジェクト 成果報告書 

①背景・目的・概要 

まず前期での活動の背景としては、近年の小学生の特徴について、八幡小学校の校長先生

にお話をいただいた点から、私達は、特に「人間関係をつくることが苦手・偏った人間観を

もっている」という点を重視していくべきであるという結論に至った。これは、私達が対象

とする小学 1年生にとって、人との関わりは今後重要となってくるということからである。

またこれは、自己肯定感の低下にもつながる点であり、そのことについても注意して取り組

んでいくべきであると考えた。また、児童と関わっていくうちに児童の創造力が乏しいとい

う点も挙げられ、それも課題として設定した。よって前期活動の目的としては「児童が対人

関係を築き、仲間と協力して物事ができるようになること・創造力を高めること」である。

この目的から、活動としては、児童が他の人と協力し合い、みんなで何かを作り上げること

を中心として行った。 

 後期では、前期に行った活動から「思いやりにかける・言葉遣いが良くない・勝ち負け

へのこだわりが強い」という点が挙げられた。前期に引き続いて、対人関係の課題が挙げら

れたが、特に後期からは思いやりを重視することとした。よって後期活動の目的としては

「児童の協力性を養い、他人を思いやること・勝負事に前向きに取り組むこと」である。ま

た、前期では思いやりにかける言葉遣いが見られたことから、優しい言葉遣いをすることも

重視して行った。この目的から、活動としては前期に行ったように、みんなで何かを作り上

げることを中心として行った。また前期活動に加えて、２つの活動を毎回の活動に取り入れ

た。１つ目は、活動前に「おやくそく」の確認を行うことである。おやくそくの内容として

は「みんなできょうりょく・やさしくはなしかけよう・ともだちのよいところをみつけよう」

である。２つ目は、活動の最後に友達の良いところ発表をし、発表した子、された子のネー

ムにシールを貼ってあげるということである。これは、活動の目的である児童の変化のため

に、児童自身が良いこと・ダメなことを意識するように明確化のために行った。 

②年間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 活動内容

１回目 5月10日 自己紹介（ネームづくり）

２回目 5月24日 さあ・う・た・い・ま・しょ～♪（歌詞づくり）

３回目 6月7日 ツリゲーム

４回目 6月21日 ジェスチャーかるた

５回目 7月5日 みんなでプレゼントBOXを作ろう

６回目 10月18日 言うこと一緒、やること逆/ボールわたしリレー

７回目 11月8日 ゆうびん屋さん（荷物運びリレー）

８回目 11月29日 くりひろいゲーム

９回目 12月8日 おせんべいめくり

１０回目 12月20日 クリスマスツリーづくり



③プロセスと成果 

 第一回目では友達の作品を真似て作品に個性が見られなかったが、児童の創造力の把握

ができた。通院・習い事などにより活動の途中で帰ってしまう児童がいたため、次回以降の

活動に支障が出ない活動を計画することにした。第二回目は、替え歌をつくることによる創

造を楽しむ様子が見られた。自ら意見を出すだけでなく、相手の意見を尊重し協力性も見受

けられた。人前での発言が苦手な児童もいるため、大学生によるサポートが必要であった。

第三回目では初めてチームで勝敗の付くゲームを行ったが、「負けると悲しいから」という

理由でゲームに参加したくないと泣き出す児童がいた。第四回目でも同じように勝負をい

やがり、チームでの応援する様子は見られたものの、児童の間でやや乱暴な言動が見られた。

第五回目では折り紙やイラストの好きな方を選択し、楽しく制作していた。作業の終わる時

間に個人差が出てしまい、暇をもてあます児童がいた。机の上にでていたはさみが見つかり、

歩きながらはさみを使ってしまう児童がいたため、児童から目を離さないことと道具の管

理を徹底することにした。 

第六回目の活動では、やはり勝敗のつくゲームとなると嫌がる児童が複数名見られたこと

から、今後は「勝負」や「競争」という言葉を使わないことにした。第七回目以降は積極的

にゲームに参加する様子が見られた。勝手に活動外の作品を作って遊んでしまう児童がい

たため、必ず大学生が対応するようにした。第八回目には、友達の良いところを主体的に見

つけることができていた。教材の破損があったため、教材の強化をはかる、予備を作ってお

くなど対策を立てることにした。また、第八回目からチームの境界線やスタート地点・ゴー

ル地点の目印を設置した。このことによりチーム内での整列もスムーズになり、ゲームもよ

りフェアに行われるようになった。第九回目ではゲームに負け、悔しがっていた児童に対し、

他の児童が優しい声がけをする様子が見られた。また、ものの貸し借りの際にもきちんと声

がけをしていた。ゲームのルールが曖昧だったため、児童を混乱させてしまう場面があった

ため、準備段階で細かいルールを決めておくようにした。第十回目では、集合時はざわつき

があったがお約束の確認時には意識して真面目に取り組んでいた。第九回目の反省からゲ

ームのルールを明確にしていったが、説明が複雑になってしまい、再び児童を混乱させてし

まう場面があった。 

④総括と反省・今後の課題 

  1年間の総括として、前期は言葉遣いが悪かったり、暴力をしたりしてしまう児童がお

り、他人を大切にしようとする姿勢があまり見られなかった。従って後期の活動では、言葉

遣いに気をつけ、暴力的な行為をしないよう、思いやりの心を育むプロジェクトを行うこと

を課題に設定した。そして後期の活動を終えて行ったアンケート調査の結果、おやくそくの

「優しく話しかけよう」ができたと答えた児童 16 人中 13 人いた。活動の中での声がけの

様子から、「おやくそく」に対する意識があったと思われる。また「みんなで協力」「友達の

良いところを見つけよう」の項目に関しては児童全員ができたと回答した。従って目指す児

童の姿に伴った活動ができたと考えられる。それに加えて、友達の良いところを発表するこ



とによって自分のことだけではなく、周りの状況や友達の活動を見ていた場面が多く見ら

れた。今後の課題としては、児童に落ち着きがない時が多々あったため、声の大きさを変え

る、静かになるまで話さないなど大学生の対応が必要である。地域プロジェクトの経験は教

育実習など今後の活動で活かしていきたい。 

⑤地域からの評価 

 ・ものづくりで創造性を育てることを目標としたプロジェクトだが、騒ぎ出す子に学生が

気を取られ、真面目な子が疎かになったという反省点もあったようだ。協調性をどのように 

形成するかが大きな課題である。特に横入りをしたりマナーを守らない子、勝負事に執着す

る子どもの対応に工夫を。思いやりを後期の目標とすることはいいと思う。 

 ・「他者への配慮が欠けている」「思いやりがない」というのは、年齢による行動の特徴等 

も視野に入れて考察しなければいけないと思った。 

 ・さまざまな視点から活動に取り組めていたようでよかったと思う。創造性の成長は毎回

作品作りをしているからだと思う。他に成長した部分はなかったのか、気になる。 

 ・教育の中で課題となっている単語や用語が多くみられ、たくさんの課題を一気に解決し

ようとしていると感じた。しかし、用語が多いからか、活動の目標がうすくなっていると感

じたので、つきつめていってほしい。 

 ・想像力をつけることは大切だと思うので、それを歌などで楽しく高めていけて良い活動

だと思った。どうしても騒がしい子についてしまいがちだが、真面目にやっている子への配

慮もきちんとするという意識は大事だと思った。きちんと活動をしている子が損をしない

活動をするよう心掛けてほしい。 

 ・様々な活動を行っていて楽しそうだと感じた。ねらいに対する成果をしっかりと見極め

られているところに好感を持った。 

 ・活動内容がおもしろそうで、子どもたちも楽しんで活動できたのではないかと感じた。

作品を多く作り、子どもたちの想像力が豊かになっていくというのはとても良いことだと

思った。参考にしたい。 

⑥メンバー一覧 

 6424 杵渕亜弓 6426 大沼那菜子 6427 櫻庭莉那 6428 野原楓 6429 藤澤美瑞紀 

6431濱島瑶 

 担当教員 木村育恵 

⑦最後に 

 私たちの活動を成功することができたのは、担当していただいた木村先生の熱心なご指

導や八幡小学校の先生方、風の子クラブの児童たちに貴重な時間を割いていただき活動

に協力していただいたおかげです。協力していただいた皆様へ心から感謝の気持ちと御

礼を申し上げたく、謝辞にかえさせていただきます。 





北海道教育大学函館校 地域プロジェクト 地域教育専攻 

体を使って遊ぼうプロジェクト 

～話を上手に聞く力を身に付ける～ 

成果報告書 

１． はじめに 

 私達のプロジェクトは、学生６名により八幡小学校「風の子クラブ」という学童保育に通う小学２年

生 20 名を対象に活動を行った。 

 

２． 背景・目的・概要 

 地域プロジェクトを行うにあたって、私たちは八幡小学校の校長先生と市の教育委員会の方の講話に

より函館市の小学生の実状を把握し、次の点に着目した。生活が便利になったことによって、子どもが

日常的に体を動かすことが減少する方向に変化したという点である。また、私達が担当する児童の実態

として、「話を聞く能力が身についていない」「集中力が足りない」という 2 つの点が、活動を通して見

えてきた。以上の点を踏まえ、“体を使って遊ぼうプロジェクト～話を上手に聞く力を身に付ける～”と

テーマを設定し、運動を通して①「話を聞く力を身に付ける」②「集中力を身に付ける」という 2 つを

ねらいとして計 10 回の活動に取り組んだ。 

 

３． 年間スケジュール 

 活動日 活動場所 活動内容 

第一回 5 月 10 日 八幡ホール 誕生日ゲーム 

第二回 5 月 24 日 プレイルーム スプーンリレー 

第三回 6 月 7 日 プレイルーム前の廊下 なぞなぞゲーム 

第四回 6 月 21 日 家庭科室前の廊下 聖徳太子ゲーム 

第五回 7 月 5 日 プレイルーム前の廊下 紙コップおに 

第六回 10 月 18 日 プレイルーム 体ほぐし運動 

第七回 11 月 8 日 音楽室前の廊下 連想ゲーム 

第八回 11 月 29 日 プレイルーム 縁日（準備） 

第九回 12 月 6 日 八幡ホール 縁日（遊び） 

第十回 12 月 20 日 音楽室前の廊下 運命リレー 

 

 



４． 成果とプロセス 

第一回目は、「誕生日ゲーム」を行った。内容は、子どもたちが誕生日を聞き合い、誕生日順に輪にな

って並び、自己紹介をしてもらうというものである。ねらいは、ゲームのルールを理解し、協力し合って

正しく整列し、自己紹介をしたりそれを静かに集中して聞いたりすることとした。活動の反省として、ゲ

ームには取り組んでおり、並ぶところまではできたが、集中力が続かず自己紹介が始まるとそれを聞か

ずに個々で遊びだしてしまったことが挙げられた。 

第二回目は、「スプーンリレー」を行った。ねらいは、ゲームのルールを理解するために学生の説明を

しっかり聞き、集中して活動に取り組むこととした。活動の反省として、チームによって勝ち負けの差が

出てしまい、途中からあきらめている子どももいたことと、何人かの子どもは説明を聞いておらず、ルー

ル違反が目立ったことが挙げられた。 

第三回目は、「なぞなぞゲーム」を行った。ねらいは、なぞなぞを出題する学生の話を集中して聞き、

チームで協力して答えを導き出すこととした。活動の反省として、積極的にゲームに取り組み、チームで

きちんと話し合っていたことと、間違えると機嫌を損ねてゲームに参加しなくなる子どもがいたことが

挙げられた。 

第四回目は、「聖徳太子ゲーム」を行った。学生側が一斉に発した言葉を聞き取ってもらうという内容

である。ねらいは、集中して学生側の話を聞き、どのように工夫をすると上手く言葉が聞き取れるのか考

え、話の聞き方を身に付けることとした。活動の反省として、チームで協力する様子や、集中して言葉を

聞き取ろうとする様子が見受けられたことが挙げられた。 

第五回目は、「紙コップおに」を行った。活動の初めに子どもたちに紙コップロケットを作ってもら

い、それを使っておにごっこをするという内容である。ねらいは、集中して工作やゲームに取り組むこ

と、複雑なルールのため、学生側の説明をよく聞き、ルールをしっかり理解することとした。活動の反

省として、集中して工作をしていたこと、ルール説明をしっかり聞かず、ルールを理解していない様子

が見受けられたことが挙げられた。 

<前期の活動の総括> 

子どもたちは回を重ねるごとに学生の話を聞くようになってきたが、まだ話を聞く姿勢がしっかりと

身についているとは言えなかった。また、活動中に周りに気を取られてしまい活動内容に集中すること

ができていない様子が多く見られた。そのため後期では、子どもたちが主体的に話を聞くことができ、

活動に集中できるような更なる工夫が必要だと考えた。 

 

第六回目は、「体ほぐし運動」と題し、人間知恵の輪とフラフープくぐりを行った。ねらいは、チー

ムの仲間と協力し、メンバー全員が最後まで集中して活動に参加することとした。活動の反省として、

同じチームの友だちを仲間はずれにしていたこと、話を最後まで集中して聞くことができず、ルールを

破ってしまっていたことが挙げられた。 

第七回目は、「連想ゲーム」を行った。ねらいは、チームの仲間と協力して楽しんで活動すること、

周りに気を取られずに、集中してゲームに取り組むこととした。活動の反省として、喧嘩して泣いてし

まった子どもがいたが、自主的に仲直りができていたこと、ルールを理解しているにも関わらず、ふざ

けて守らない子どもがいたことが挙げられた。 



第八回目は、「縁日（準備）」を行った。次の活動で使うための射的、釣り、ボーリングの道具を工作

した。ねらいは、一人一人が集中して作業に取り組むこと、グループで活動する態度を養うこと、縁日

の道具を自分で作るという楽しさを知ることとした。活動の反省として、他のグループに気を取られな

いように各グループの間隔を離してそれぞれの活動に集中させたため、スムーズに進んだこと、各グル

ープで学生の説明をしっかりと聞き、素敵な作品を完成させていたことが挙げられた。 

第九回目は、前回工作した道具を使用し「縁日（遊び）」を行った。ねらいは、自分達で作った道具

で友達と一緒に楽しむこと、周りに気を取られずに集中して活動に専念することとした。活動の反省と

して、グループで協力する様子が見受けられたこと、落ち着きがなく、学生側が黙ることで静かになり

話を聞く体勢が出来た。そのあと、なぜ黙っていたか説明することで学生の話を静かに聞けていたこと

が挙げられた。 

第十回目は、「運命リレー」を行った。走者がくじを引き、書かれた種目（紙コップを頭に乗せる、

はしでスーパーボールをつかむ、缶を３つ積む、紙皿の上にピンポン玉を乗せる）を行い、リレーをす

るという内容である。ねらいは、学生側のルール説明をよく聞くこと、一人一人が集中してゲームに取

り組むこと、集団意識を持ち、チームメイトを応援することとした。活動の反省として、自分のチーム

が勝つように、チームメイトを応援する声が聞こえたので、集団意識が少し高まったように感じられる

こと、最後、片付けをせずに学生からの一言に移ってしまったので、物の取り合いになり、話を聞いて

くれるまでに時間がかかったことが挙げられた。 

<後期の活動の総括> 

前期の反省を活かし、手短にわかりやすく説明することを心がけ、子どもの興味を引くために声のボ

リュームを変えて話してみるなどの工夫をした。その結果、子どもたちは前期に比べて話を聞くように

なった。また、少人数グループをいくつか作り、グループごとの間隔を空けることで、周りに気をとら

れずにグループ内で活動に集中する様子が見られた。 

 

５． 地域からの評価  

前期の成果発表会において、活動の内容が体を動かすことが好きな子どもたちにとって楽しめるもの

だという評価を受けた。また、工作もしたいという子どもたちのために５回の活動のうち１回は工作の

時間を取り入れていることも好評であった。一方で、子どもたちが喧嘩をしてしまう場面で、どうして

いけないのかという理由を明確にして、楽しく活動ができるように促すことが必要だという指摘をうけ

た。また、後期の成果発表会においては、子どもたちの「これがしたい！」「やってみたい！」という

意見が随所で取り入れられた活動だという評価をいただいた。他にも、活動に用いられた道具が安全面

に配慮されており、難易度も子どもたちのレベルに合わせられたものであるという意見も聞くことが出

来た。 

 

６． メンバー一覧 

 6430 古川原綾乃 6432 戸松さりな 6433 根布皓介  6434 佐々木慎吾 

6435 松浦佑香  6436 寺嶋星礼奈 担当指導員 吉村功 





地域プロジェクト成果報告書 

 

八幡小学校一年 Aグループ 

 

 このプロジェクトの概要は、学童保育に通う小学一年生 15人のグループを対象としたも

のである。二週に一度訪問し、対象グループの児童と一緒に活動する。 

 活動の中で、児童が楽しく遊べるように学生がサポートしていくのが目的である。遊びを

通して、背景で挙げる問題が改善すれば望ましいと考えた。 

前期に行った地域プロジェクトの背景は三つあった。一つ目は、児童が人間関係を築くの

が苦手なことである。このことから、児童同士、児童対学生のコミュニケーションが取れる

活動が良いと考えた。二つ目は、他者の気持ちを考えることが苦手なことである。すでに構

築されている児童同士の関係性が、どのように活動に影響するのかを考慮した内容にして

いくのが重要だった。三つ目に、集中が続かず、自己をコントロールするのが苦手なことが

挙げられた。児童が楽しみながら、考えられる活動を企画することが必要とされた。 

 前期の活動は上記の三つの背景をもとに、活動内容を計画した。しかし、実際に対象の児

童と活動するとほかの特徴も見えてきた。勝敗が関わる遊びをしたときには、負けた悔しさ

から楽しくない素振りを見せる児童が多かった。それに比べて、工作活動では興味を示して

集中した活動につながっていた。 

 後期の地域プロジェクトは、勝敗がなく身体能力の差があまり出ない工作活動を中心に

した活動を行った。その活動を通して、児童同士がより良い関係を築くことにつながればよ

いと考えた。 

 地域プロジェクトの年間スケジュールは、以下の表の通りである。 

 

日程 活動名 

第１回（５月 10日） 自己紹介で仲良くなろう 

第２回（５月 24日） 高く飛ぶロケットはどっちかな 

第３回（６月７日） みんなで協力してボールを運ぼう 

第４回（６月 21日） むくむくおばけでじゃんけんぽん 

第５回（７月６日） なぞなぞかるたパズル 

第６回（10月 18日） 聞いて話してひとつになろう 

第７回（11月８日） くだもの図鑑を作ろう 

第８回（11月 29日） 自分だけの魚を作ろう 

第９回（12月６日） クリスマスカードを作ろう 

第 10回（12月 20日） サンタさんのおてつだい 

 

 各回の活動のプロセスと成果について説明する。第 1 回の活動では、ゲームを交えた自
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＜仲良く作ろうプロジェクト＞



己紹介を行った。児童の活動への緊張をほぐすのがねらいにあったが、児童間ですでにグル

ープが形成されていた。そのため児童同士の関わりに緊張はなく、学生との関わりにも緊張

は見られなかった。この回の活動の遊び要素が少なく、児童が飽きてしまう場面があった。

よりたくさんの遊び要素を取り入れることが、反省として挙げられた。 

 第２回の活動では、工作活動を取り入れた。はさみを使うための約束を提示すると、しっ

かりと活動の最中に守れていた。全体に指示を出し、グループで作業をするような形でこの

回は進行した。しかし、グループ作業では進度に差が出てしまった。このことから、工作活

動等でグループを分ける場合には、グループごとで指示を出すのが児童の集中も続きやす

いと考えた。 

 第３回の活動では、児童が協力するきっかけとなるような遊びを用意した。勝敗が関わる

遊びだったので協力する姿勢は見られた。遊びの試行回数が少なく、勝敗を分散させられな

かったのが反省として挙がった。 

 第４回の活動では、児童からの要望も多かった工作活動を行った。グループごとに指示を

出すと、第２回の全体から出す指示に比べてどれだけ集中が続くかを見た。結果として、こ

の回の進行では第２回よりも集中が続いた。材料の配布に時間がかかったため、グループの

人数分を予め用意するようにした。 

 第５回の活動では、かるたとパズルを組み合わせた遊びを行った。かるたを取れなかった

児童に分ける姿や、パネル作成を協力して行う姿勢が見られた。 

 第６回の活動では、相手の話を聞くのを促す遊びの内容にした。最初のうちは興味がほか

に向いていた児童も、遊びが進むにつれて興味が向いていった。活動時間をより確保するた

めに、わかりやすく簡潔な説明をすることにした。 

 第７回の活動では、普段あまり使わない道具や技法を使った工作活動を行った。数の限ら

れた道具を、児童同士で譲り合いながら使っていた。ゴミ袋の設置で、出たゴミの後始末も

スムーズにできていた。この回から、工作活動を主とした内容に移した。 

 第８回の活動では、手に入りやすいものを使っての工作活動だった。児童は工作に集中し

て取り組み、一人一人の作品にそれぞれ個性が見られた。お互いに作品を褒め合う姿もあっ

た。 

 第９回の活動では、クリスマスをイメージしたカードを作成した。グループごとに自分の

思うクリスマスを話しながら、表現することができていた。 

 第 10回の活動では、細かい作業も取り入れての工作活動を行った。穴に糸を通す作業だ

ったが、自分で最後までやっていた。糸の結び方にも挑戦したり、自分で工夫したりしてい

た。 

 活動の総括として、児童の興味関心をひく題材を取り入れることで活動により集中して

取り組む姿が見られた。道具を使う機会を多く設けたが、共用のものでも取り合いの喧嘩を

しなかった。児童同士で、貸し借りの声かけが自然とできていた。今後、共用の道具はみん

なで使うということが意識できれば、グループでの良い関係の構築につながると考えた。学



生は、児童が切り替えやすい効果的な方法を考えるべきである。 

 ほかに、クリスマスなどのイベントを扱うときには児童一人一人の状況に注意が必要だ

と指摘をいただいた。その点に配慮した上で、今後は活動を計画することが課題として残っ

た。 

 今回の地域プロジェクトで学生の受け入れをしていただいた、学童保育、小学校の諸先生

方、誠にありがとうございました。 
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担当教員 新開谷 央 
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       北海道教育大学函館校地域教育専攻２年 

   「自分を大好きになろうプロジェクト」成果報告書 

 

① 「背景・目的・概要」 

 対象児童は、八幡・万年橋小学校４～６年生が所属する風の子クラブの 27名。児童の

問題として、自己有用感の低さと人間関係をつくるのが苦手という 2点を取り上げた。根

拠として、全国学力・学習状況調査における「自分には良いところがあると思いますか」

の項目において平成 19年度から 10年間で「当てはまる」と答えた子どもが 1度も 40％

に達していないことから自己有用感の低さがわかる。また、八幡小学校校長から人間関係

をつくるのが苦手である、人の痛みがわかってない、自己有用感・肯定感が低いのでうん

と褒めてあげてほしいというお話をいただいた。以上の課題を取り上げ、これらの課題が

解決されたとき「自分が大好きになっている」という状態を理想の姿として、自己有用感

を高めつつ良い人間関係を築くことができるようにプロジェクトを計画した。 

 

② 「年間スケジュール表」（第 1～5回：前期活動、第 6～10回：後期活動） 

 日付 活動場所 内容 

第１回 5月 10日 図工室 絵を使った自己紹介 

第２回 5月 24日 八幡ホール・グラウンド 紙飛行機づくり 

第３回 6月 7日 音楽室 魚釣り・漢字当てゲーム 

第４回 6月 21日 図工室・体育館 凧づくり 

第５回 7月 5日 理科室 新聞紙を使って自分を装飾する。 

第６回 10月 18日 図工室 お絵かきリレー 

第７回 11月 8日 八幡ホール コロコロドッチボール 

第８回 11月 29日 家庭科室 紙コップ装飾 

第９回 12月 6日 プレイルーム クリスマスツリーづくり・その他ゲーム 

第 10回 12月 20日 図工室 新聞紙を使ったゲーム 

 

③ 「プロセスと成果」 

〈前期〉 

 前期は全 5回の活動の中に、児童が「自分を大好きになる」ために重視したいポイント

を設定した。それらに則した内容を展開できるように意識して活動に取り組んだ。各活動

で重視したポイントは、「自己理解」「達成感」「思いやり」「他者意識」「自己表現」の 5

つである。例えば、第 1回活動の『絵を使って自分を紹介しよう』（活動名）は、初回と

いうこともあり、学生と児童が交流する意味も含めて自己紹介が出来る活動を紙にあるお



題（△、□など）に沿って自由に絵を描くことで行った。自分について紹介するためには

自分のことがある程度わかっている必要がある。そのため、自分の好きなこと、好きなも

のについて絵をもとに考え、紹介することで自己理解を促すことをねらいとしたが、自分

を紹介することには抵抗があるようだった。しかし、彼らが絵を描くことに大きく関心を

示すといった児童の実態を知ることができたのは、私たちにとって収穫であり、以後の活

動で児童の興味を引いて円滑に計画を進める一つの手段として絵を描いたり工作をしたり

する時間を取り入れる契機となった。これも含め、前期 5 回の活動では、絵を描いたり

工作をする活動を中心に自分を表現したり、集団の中の自分について考えたりすることを

目標に活動を行った。以下は前期活動の成果と課題である。 

○成果 

・絵や工作を通して自分を表現することのできた子が多かった。 

・班編成によって他者意識を持って活動することができた。 

・学生側からの評価によって自己有用感を高めることができた児童もいた。 

○課題 

・児童同士での自己有用感の高め合いはできなかった。 

・失敗に対する恐怖心や羞恥心から思い切って行動することができない児童が多かった。 

 これらの点を踏まえ、後期活動では、児童同士が互いに褒め合うこと、勇気をもって一

歩を踏み出すことを目標とし、そのために温かい言葉がけの提示や発表する場の増加を行

うこととした。 

〈後期〉 

 後期は前述の通り、児童同士の褒め合いによる自己有用感の高まりと失敗を恐れずに発

表したり活動に取り組んだりすることを目標に活動を行った。そのために、1・2 回目の

『お絵かきリレー』『ボールは友達！コロコロドッチ！』（活動名）ではあたたかい言葉の

モデリングを提示し、3回目の活動『紙コップを変身させよう』（活動名）でコメントシー

トを導入した褒め言葉の掛け合いを行うなど、系統的な内容を展開した。後期活動は学生

が児童と競争したり、一緒に行う活動を多く取り入れたりすることで、そこから達成感や

他者からの評価による自己有用感の高まりを期待した。第 10回に児童向けに実施したア

ンケートも踏まえた後期活動の成果と課題は以下の通りである。 

○成果 

・今までの人間関係が改善したり、新たな関係を構築できたりした児童がいた。 

・前期に比べ、積極的に活動に参加していた。 

・大学生の声掛けによって、児童同士で褒め合うことができていた。 

○課題 

・褒め言葉が増える一方で不適切な発言をする児童もいた。 

・恥ずかしさから自己主張・自己表現に抵抗のある児童が多かった。 

 



④ 「総括と反省・今後の課題」 

計 10回の活動を通して、私たちは児童が自分たちの活動を自分たちで有意義にしてい

こうとする姿勢を目の当たりにした。回を重ねるごとに活動に対する満足度が高まってい

ったり、男女という関係性を越えて新たな人間関係を構築できた児童がいたりしたことも

当然の結果だったのかもしれない。しかし、自分を大好きだということを周りに発信する

ことはまだ恥ずかしさを持っているようだ。それでも自分の気持ちを言葉で伝えたり、自

己分析をしたりする子が増えたことは事実である。このプロジェクトを通して、開始時よ

り自己有用感の高まった児童が多くなったと感じている。 

 一年間の活動を終えて、私たち学生側の課題と児童の課題が挙げられた。まず、学生の

課題として挙げられたのは以下の 2点である。 

・場を落ち着かせるための行動に多様な選択肢を持つこと。 

・不測の事態にも臨機応変な対応をすること。 

 これらの課題は、学生間の意見交換や関連する資料・文献から対策や解決策を考えた

り、児童とコミュニケーションを取る場を積極的に求め、実際にその場で行動したりする

ことで改善していきたい。そして、今後の教育実習や大学での学びに活かすことができる

ように各々が努力する必要がある。 児童の課題は、 

・行動の切り替えを素早く行うこと。 

・自分の良いところを認めること。 

の 2点である。進級・進学と新たなステージでの改善と活躍を期待するとともに、このプ

ロジェクトを通して築いた人間関係をさらに発展させてほしい。 

 

⑤ 「地域からの評価」  

「なぜ自己有用感なのか、自己肯定感や効力感ではだめなのか。」「そもそもその違いは

何なのか。」というご指摘・ご質問をいただいた。 

 また「自己有用感を高めることと、この活動にはどのようなつながりがあるのか。」と

いう意見をいただいた。これに関しては活動のねらいにあたたかい言葉がけや友達を褒め

ることを設定するなど、楽しく活動を行う中で自己有用感の高まりを実感できるように活

動を計画・実行した。 

 

⑥ メンバー一覧 

指導教員：田中邦明 

学生：6443新屋夢 6444山邉瑞穂 6445水口史菜  

6446池田茉央 6447鈴木まりん 6448峯田盛史 
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