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地域教育専攻

[学生]

[担当教員]

地域プロジェクト　（2018前期～2018後期）

【メンバー】

北海道教育大学函館校

チームすごろく

内山 真希/福士 美奈子/浅石 純希/久我 凌太/奥津 南/小川 真季

石井 洋

【背景】
コミュニケーション能力が不足している点・算数能力が低い点・自己肯定感が低い点・基本となる規範意識や倫理観が不足してい

る点・人の痛みが分からないことを課題として、示された。そこで、工作を通して算数能力のサポートをすることによって改善しよ

うと考えた。

【目的】
活動を通して、コミュニケーション能力の向上・算数能力の向上・自己肯定感の向上・基本となる倫理観を身につける。

【概要】
ゲームや工作の中に課題に対する様々なサポートを取り入れることによって、児童に楽しんでもらいながら理想の児童の姿に近づ

けられるよう活動した。前期では、コミュニケーション能力の向上を中心に、グループ活動を多く取り入れた工作やゲームを行い、5

回目の活動では1～4回目の活動で作った作品を使用したすごろくを行った。後期では、前期に行うことができなかった自己肯定感を

高めることと、前期に引き続き算数能力のサポートを中心に行った。図形や数字を利用した工作やゲームを行った。

【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、4～5人のグループを作って活動を行った。

第1回の活動では、大学生と児童の交流を深めるために自己紹介を兼ねたゲームを行った。さらに、一年を通した約束とし

て大学生の話を聞く姿勢をつくるために「0の声で話を聞く」、名前を呼ぶときには相互に「さんづけの徹底」を行った。

第2～4回の活動では、第5回のすごろくを見通して活動を行った。第2回では、すごろくで使う自分のマークを作った。第3

回では、画用紙に色を付けた洗剤を使用して自由に描かせた。第4回では、海をテーマとし、折り紙を使用してちぎり絵を

した。4回で作った作品はすごろくのマスとして使用した。第5回では、2、3、4回の活動の作品を使用して、すごろくを

行った。

＜後期＞

第6回の活動では、事前に学生が用意した○△□に切られた画用紙を使用して、ハロウィンをテーマとした図形の貼り絵

を行った。第7回では、6回で作った作品と前期の作品を使用することや、算数の足し算や引き算を前期に比べて難しくした。

第8回では9色の付箋を数字で振り分け、数字が書いてある模造紙にその番号の色の付箋を貼り、クリスマスツリーと雪だる

まの絵を完成させた。第9回は、児童に画用紙をはさみで切らせ、○△□の図形をつくった。それを使用して冬をテーマに

貼り絵を行った。第10回は、新聞紙を雪に見立てたものを使い、自分のチームの陣地から雪玉を転がし相手の陣地に入れ、

自分の陣地にある雪玉が少なかった方が勝ちというコロコロ雪合戦や玉入れ、自分のチームのビニール袋に雪玉をどちらが

多く入れられるか競う片付けゲームを行った。この回で1年間の活動で作った作品を掲示し鑑賞した。



 5月 9日

 5月30日

 6月13日

 7月 4日

 7月18日

10月17日

10月31日

11月 7日

11月14日

12月19日

第 1 回「大学生と仲良くなろう」

第 2 回「自分マークを作ろう」

第 3 回「シャボン玉お絵かきをしよう

第 4 回「ちぎってちぎってえをかこう」

第 5 回「すごろくをしよう」

　
前
期

　
後
期

第 1 回「○△□でなにつくる」

第 2 回「ハロウィンすごろく」

第 3 回「ふせんdeアート」

第 4 回「○△□でなにつくる」

第 5 回「冬の大運動会」

北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】
□前期ではグループ活動を多く取り入れたことで、自分の考えを伝えたり、意見を述べたりすることができ、コミュニケー

ション能力の向上がみられた。後期は自己肯定感の低さを課題として、図工を通した算数能力のサポートを中心に活動した。

活動においては、図工や身体を動かす活動と結びつけたことで、児童が楽しく参加する様子が見られた。前期の活動と比較

して、振り返りカードを導入したことで自己肯定感の向上を図ることができた。一方で、前期から行っていた「0の声」を継

続はしたが、そのルールに児童が慣れてしまったことや入学当初に比べて学校生活への慣れから、「0の声」に対する意識が

低下してしまい、落ち着いた活動ができたとは言えなかった。

□1年の活動を通して目的であるコミュニケーション能力の向上と自己肯定感の向上が達成できているように感じた。また、

児童と触れ合うことで、さまざまな児童がいることを知り、活動に余裕を持たせることや、時間の使い方、1人1人への対

応・支援の仕方を学ぶことができた。ゲームや工作の中で課題に対するサポートを入れる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、私たちは今後に控える教育実習や実際に教師として児童と関わる

際に、学校生活に慣れてきた時に児童を統率するためのアプローチ方法を学びたいと考える。

【地域からの評価】
成果発表会を通して、地域の方々に活動の内容を知ってもらい、

評価をしてもらえた。

コメントシートから、「振り返りカードが一人一人ごとにファイ

リングされてあって児童一人一人の分析がしやすくなっていてよ

かった。」、「全体の活動の後に個人の活動が用意されてあって

よかった。」、「0の声について実際にデータで見ることができ、

わかりやすかった。」などの意見があった。

一方で、「何を目的として活動を行っているのか児童にはわかり

にくい」という意見もあった。

【その他】
■年間スケジュール
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地域教育専攻

[学生]

[担当教員]

地域プロジェクト　（2018前期～2018後期）

【メンバー】

北海道教育大学函館校

作って遊んでワクワクサイエンス！プロジェクト

上出 佳奈/工藤 澪/横山 好/大塚 樹/田代 香帆/金村 悠里

木村 育恵
【背景】
本プロジェクトでは、「学ぶって楽しいよね！活動するのって楽しいよね！」をコンセプトにした『Enjoy Studyプロジェクト』の

一つとして、学童保育所「風の子クラブ」の3年生の児童を対象に、放課後の時間を活用した遊びを中心とする学習等の活動を、前

期・後期の1年間、全10回行った。

風の子クラブには函館市立八幡小学校の児童が多く所属している。八幡小学校の校長先生からうかがった児童の実態によると、

「人間関係の構築が困難」、「相手の気持ちを考えることが苦手」、「自己肯定感が低い」という傾向がみられるようであった。こ

れらを課題として、3年生は新たに「理科」を学習しはじめる学年であることも踏まえ、本プロジェクトでは、理科と関連させた活動

を通じて、これらを改善しようと考えた。

【目的】
私たちは上記の課題を解決するために、目指す子どもの姿として、具体的な目標を全10回の活動の中に位置づけた。それは、「一

人一人が相手の気持ちを理解できるようになる」、「自分に自信を持てるようになる」、「団結力を高める」、「理科に触れること

で苦手意識を持たないようにする」の4点である。

【概要】
前期中（第1回から5回）は、『理科を通して良好な人間関係を高める』というテーマを設定して活動に取り組んだ。後期（第6回か

ら10回）では、前期の活動を踏まえ、「相手を思いやる言動ができるようになる」、「誰とでも仲良くする」、「理科への興味を深

める」の3点を中心として、『理科を通して仲間との人間関係を深めよう』というテーマを設定して活動を行った。

【プロセスと成果】
前期は全5回の活動を行った。第1回は割り箸を使ってゴム鉄砲を作り、ゴムの性質についての意見共有や準備・片付けに

協力的な姿勢が見られた。第2回では磁石を使った釣りを行い、集中して活動に取り組み、磁石の性質について理解を深め

る様子が見られた。第3回では児童が自分なりの方法で紙飛行機を作成し、袋でキャッチする活動をした。第4回ではチーム

ごとに空気砲で的を倒す対決をし、互いに応援しあうことで団結力が高められていた。第5回では季節の生物についての一

つのパズルを全員で完成させる活動をし、自らの理科の知識を活用し、協力してパズルを完成させる姿が見られた。

他方、一つ一つの活動で相手の気持ちを考えない言動をする児童がいるという問題点も見受けられた。

後期も全5回（第6回〜10回）にわたる活動を行った。第6回は牛乳パック等を使用して車を作成後、うちわで風を起こし

リレーで競い合う活動を行い、風の動きをうまく活用する方法を自ら考え取り組んでいた。第7回では秋の植物を使ってか

ぼちゃやお面を装飾し、自分の作品に自信を持つことができた。第8回は、ペアでプラネタリウムを作り、宇宙・天文への

関心を高めていた。また、児童同士で教え合う様子が見られた。第9回では、糸でんわを作成して伝言ゲームを行い、音の

性質を自ら探求・理解できていた。第10回は、フエルトで作った的を使用してストローの吹き矢を行った。エネルギーと空

気の圧力を利用できたことや、大学生との対決で作戦を児童同士で考え共有する姿から団結力が高まったという成果が得ら

れた。

←第1回

「どんどんたおして

びょんびょんでっぽう」

の活動の様子

←第2回

「Enjoy Fishing!」の活動の様子

←第7回

「お化けでハロウィン！

落ちばージョン」の活動の様子

←第10回

「どんどん当てよう

フーフー吹き矢」の活動の様子



 5月  9日

 5月 30日

 6月 13日

 7月  4日

 7月 18日

10月 17日

10月 31日

11月  7日

11月 14日

12月 19日

　
後
期

第 6 回「レッツ！パタパタレース」

第 7 回「お化けでハロウィン！
　　　　　～落ちばージョン～」

第 8 回「風の子３年プラネタリウム」

第 9 回「糸でんでん言ゲーム」

第 10 回「どんどん当てよう！フーフー吹き矢」

　
前
期

第 1 回「どんどんたおしてびょんびょんでっぽう」

第 2 回「Enjoy Fishing!」

第 3 回「飛ばしてキャッチ！」

第 4 回「それいけ空気砲マン」

第 5 回「春夏秋冬パズル」

北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】
前期の活動では、物作りから得られる達成感から児童の自己肯定感が高められ、互いに応援し教え合う姿や団結している

様子が見られた。また、後期では糸が振動して音が伝わる性質や星座を自ら見つける姿勢などから、理科への興味が前期よ

りもさらに深まり、児童同士で作戦を立てて協力して物を作成する姿など、団体にすることで一層仲が深められていったよ

うに推察できた。

この地域プロジェクトで学んだ星座・秋の植物の名前や音の性質等学んだことを日常生活に生かすことができていた。理

科への興味が深められている様子が見られた。またゲームの取り組みから、団体での仲の良さが深められていた。しかし、

自分の思い通りにならない際に相手を思いやる言動ができない児童がいるという課題も残った。

今後は、児童一人一人への対応や様々な場面を想定した計画などを身に付け、学んだことを教育現場に生かしていきたい

と考える。

【地域からの評価】
「児童自身が楽しめる活動が多くあったことが良かった。」、

「作成しながら学ぶことのできる道具が用意されていたことから、

理科を身近に感じることが良い。」、「教材が面白い」、「学生

が楽しそうな題材を設定したことで、児童も楽しそうだ。」と

いった評価を受けた。展示したものを実際に体験して、地域や外

部の方々に私たちの活動を知ってもらい称賛を得ることができた。

【その他】
■年間スケジュール

←第6回

「レッツ！パタパタレース」

の活動の様子

←第9回

「糸でんでん言ゲーム」

の活動の様子

←第5回

「春夏秋冬パズル」の活動の様子
←第4回

「それいけ空気砲マン」

の活動の様子
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地域教育専攻

[学生]

[担当教員]

地域プロジェクト　（2018前期～2018後期）

【メンバー】

北海道教育大学函館校

スポーツで人の輪をつなげるプロジェクト

佐々木 優里/鎌田 澪里/中村 雪乃/今田 千晴/鶴見 菜々子/窪田 凜太郎

長尾 智絵

【背景】
八幡小学校の校長先生のお話より、児童の実態として「体を動かさなくなった」、「人間関係を築くのが苦手」、「規範意識が低

下している」の3点が挙げられた。

そこで、スポーツを通して改善しようと考えた。

【目的】
チームで行う体を動かす活動を通して、「自分中心に物事を考えず、他者への配慮ができるようになる」、「けじめをつけること

ができるようになる」、「チーム内で、協力して活動する意識を高める」の3つの行動を身に着ける。

【概要】
学童クラブ(第2第3風の子クラブ)に通う八幡小学校4～6年生17名を対象に2週間に1度訪問をし、「学ぶって楽しいよね！」をコン

セプトに、遊びを中心とした楽しい活動を行う。活動のテーマを「チームでの活動を通して、他者と協力しけじめのある行動を促

す」と設定して活動に取り組んだ。具体的にはスポーツを行い、その中でチームで協力する活動を取り入れることで、他者とのコ

ミュニケーションの方法やけじめのある行動を身に付ける。

【プロセスと成果】
前期の活動では、第一回目と第二回目で子ども達との距離を縮めるために自己紹介を行った。第三回目以降は体を動かし

ながら、子どもたちが規範意識を持てるようにするために、ドッチボールやジェスチャーゲームなどチームで行う活動を通

して、仲間とのコミュニケーションを図ることができた。

そこで後期の活動では、仲間とのコミュニケーション能力をより伸ばすために、主にチームで取り組む活動を行った。そ

の際、活動が活発になるよう積極的に学生が介入した。また、前期の反省点として、けじめのある行動ができないという課

題があったため、活動に取り組む前に活動内容の流れを説明したり、約束の確認を行ったりした。

成果として以下の3点が挙げられる。①自分の意見を相手に伝え、他人の意見に耳を傾けることができるようになった。

②回を重ねるごとに、子どもたちとの信頼関係を深めることができるようになった。③チームで身体を動かす活動を通して

仲間とのコミュニケーションや仲間と協力することの大切さを学ぶことができるようになった。



　５月　９日

　５月３０日

　６月１３日

　７月　４日

　７月１８日

１０月１７日

１０月３１日

１１月  ７日

１１月１４日

１２月１９日

第 1 回「体ほぐしを通してコミュニケーション
をとる」

第 2 回「フルーツバスケット＆椅子取りゲーム
をしよう」

第 3 回「手作りかるたで遊ぼう～目指せ！都道
府県マスター～」

第 4 回「ドッヂボールで遊ぼう～ドッチのドッ
ヂボールが好き？～」

第 5 回「ジェスチャーゲーム」

　
前
期

　
後
期

第 1 回「BIG！！！神経衰弱」

第 2 回「Shall We Dance? Let’s Halloween
Party」

第 3 回「HOP STEP JUMP Let’s 大繩！」

第 4 回「がんバレー！ソフトバレー！　」

第 5 回「雪合戦！in 八幡ホール　～クリスマス
の風～」

北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】
前期では、児童自らチーム内で話し合いなどができた。ルールを意識して活動に取り組んだことで、規範意識を持つこと

ができた。しかし、チームでの活動の際、他者への配慮ができていなかったり、けじめのある行動ができなかったりなど、

課題が見られたため、後期の目標を「自分中心に物事を考えず、他者への配慮ができるようになる」、「けじめをつけるこ

とができるようになる」、「チーム内で、協力して活動する意識を高める」の三つとした。

後期は、まず一つ目は毎回作戦会議の時間を設け、話し合いに学生が介入することによって自分の意見を仲間に伝えるこ

とができた。そして、仲間の意見を作戦に取り入れることもできるようになった。二つ目は学生が声掛けすることや、活動

の流れをあらかじめ伝えておくことにより、場面場面での切り替え、けじめのある行動ができるようになった。そして三つ

目は、子どもたち同士で自発的に声を掛け合いながら、活動に取り組むことができた。

前期後期を通して、はじめは学生の指示が子どもたちに通らず、活動ができない様子も見られたが、徐々に子どもたちに

学生の指示が通るようになり、スムーズに活動ができるようになった。また活動のルールを子どもたちが守ることができる

ようになった。

今後の課題は、子どもたちがより早く活動に集中したくなる工夫をすることである。

【地域からの評価】
この地域プロジェクトの成果発表会を通して地域の方々に今の

児童の実態や、私たちが行ってきたことについて、知ってもらう

ことができた。

この活動についての肯定的な意見として、児童の主体的な活動

を大切にしており、実践的で魅力的な活動ができていたなどの意

見のほか、異学年が混ざっており、発達段階に差がある中で難し

い面もあったが、運動が苦手な児童の好きそうなことやできそう

なことを見極め、ただの体育にすることなく、全員が楽しめるよ

うな活動が考えられていたといった意見があった。

一方で、体育の技術的な面を指導しないことに問題はないのかと

の意見もあった。このことは、活動の後半から私たちの中でも議

論になったことであり、今後の課題としたい。

また発表においては、スライドが見づらい、などの意見もあっ

たが、動画を使った効果的な伝え方ができていたなどの意見も

あった。

【その他】
■年間スケジュール
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地域教育専攻

[学生]

[担当教員]

地域プロジェクト　（2018前期～2018後期）

【メンバー】

北海道教育大学函館校

Enjoy Study プロジェクト

～力を合わせて一つの大きな絵を作ろう！～

加藤 朝子/城前 花帆/佐藤 康揮/櫻田 夏央/荒井 秀俊/仲本 麗

小松 一保/小田 将之

【背景】
前期の活動から、以下の3点を課題として挙げた。

①行動の切り替えを早くできない。

⇒時間を決めて、次の作業に取り組むように説明しても、辞めないで遊び続けている児童が多く見られた。

②話を聞くまでに時間がかかる。

⇒大学生が話しているときに注意すると静かになる児童がいる一方で、注意を聞かずはしゃぎ続ける児童もいた。

③協力して何かを作る経験の不足。

⇒終始個人の活動に専念していて、他の児童とのコミュニケーションを図るような協調性があまり見られなかった。

以上のことから、私たちが活動を通して児童に身に付けてもらいたい理想的な姿として以下の3点を挙げた。

❶行動の切り替えを早くできるようになる。

❷学生の話を早く静かに聞けるようになる。

❸協力して物事を行えるようになる。

【目的】
工作をすることで、以下の2点を達成できるように心がけた。

①集団で協力して活動し達成感を得ること。

②創作の楽しさを知ること。

【概要】
学童クラブ（第2、第3風の子クラブ）に通う八幡小学校2年生の児童21人を対象に活動する。

【プロセスと成果】
第6・7回 ハロウィン輪投げを作って遊ぼう！

ねらい：身近なものを使って、協力しあいながら工作をする。

⇒身近なものとしては魔女の帽子の的の芯にはペットボトルや紙コップが使われていて、家でも作れるような手

に入りやすい物を材料にした。

内 容：帽子の的やステージにハロウィンに関係する絵を描く。（第6回）

絵の完成とテーブルごとに作った輪投げで遊ぶ。（第7回）

成 果：①自分なりに工夫して工作できていた。

⇒的やステージに大学生が用意していたハロウィンの見本だけでなく、友達と話し合って見本とは別のハロウ

ィンの絵を描いたり、折り紙で形を作って貼るといった工夫が見られた。

②児童間で物の貸し借りをする際、よい声がけができていた。

⇒例えばマジックなどの用具が足りなかった場合に貸してもらうように他の班に聞きにいくなどして、班の中

で使う順番を決めて守っていた。

課 題：①片付けに参加しない児童がいた。

⇒作業が終わらずに掃除に参加しない子と掃除が嫌で別の遊びをしている子の二種類に分かれていた。

②次の行動になかなか移れない児童がいた。

⇒時間の流れを黒板に書いていたが、的を完成させることに夢中で、遊ぶ時間が短くなった班が出てしまい、

児童によってはせっかく作ったのに遊ぶ時間が短くなってしまった。

第8・9回 サンタの福笑いを作って遊ぼう！

ねらい：声がけをし合いながら工作をする。

⇒前期の活動では、活動の内容の説明や物の準備を学生がしていたところ、グループの中でリーダーを立て、

その児童が中心となって活動することで、より児童主体となるように工夫をした。

内 容：工夫してサンタの顔のパーツをつくる。（第8回）

声がけを工夫して福笑いで遊ぶ。（第9回）

成 果：①話を聞く体勢になるまでの時間が短くなった。

⇒「みんな座ってるよ」、「静かにして」などの声がけが、児童からでたことで、今までよりもスムーズに話

を聞く体制に移行できた。

②児童間での声がけがみられた。

⇒上記に挙げた互いに注意し合う声がけ以外にも、福笑いで遊ぶ際に、児童間で声がけがみられた。

③児童各々が、想像力豊かに工作できていた。

⇒学生の見本がなくても、形や色使いなど、様々な面で工夫されていた。



第 4 回
「オリジナルのサンタを作って遊ぼう！」

第 5 回
「クリスマスツリーを作って遊ぼう！」

第 1 回
「ハロウィン輪投げを作ろう！」

　
後
期

１０月１７日

１０月３１日

１１月　７日

１１月１４日

１２月１９日

第 2 回
「ハロウィン輪投げを完成させて遊ぼ

う！」

第 3 回
「オリジナルのサンタを作って遊ぼう！」

第 1 回
「みんなで遊んで仲良くなろう！」

　５月３０日
第 2 回

「ルールを守って遊ぼう！」

　６月１３日

　
前
期

　５月１９日

第 3 回
「動物園を作ろう！～動物を描こう～」

　７月　４日
第 4 回

「動物園を作ろう！～飾り付けをしよう
～」

　７月１８日
第 5 回

「動物園を作ろう！～完成させよう～」

北海道教育大学函館校

課 題：①他者の気持ちを考えないような行動がみられた。

⇒福笑いで遊んでいる際、置いた部品を動かしたりするなどして、不快になる児童がいた。

第10回 クリスマスツリーを作って遊ぼう！

ねらい：身近なものを使って、グループ全員で協力しながら工作する。

⇒第6・7回から引き続き、手にいれやすい材料をつかい、大きな物を扱うことで多くの人と協力することを目

指した。

内 容：装飾を作って、ツリーに飾り付けをする。

学生が作った装飾を獲得するためのゲームを行う。

成 果：①片付けを積極的に行う児童が多くみられた。

⇒前期では、片付けを行う児童が限られていましたが、多くの児童が参加するようになった。

②声をかけあいながら協力できていた。

⇒材料をもってくる係や物を押さえる係など、児童が自主的に役割分担をして、協力できていた。

課 題：①班で活動をせず、自由行動を始めてしまう児童がいた。

⇒やることを済ませた児童が、他の児童を手伝うのではなく、好きに遊び始めてしまった。

【総括・今後の課題】
前期の活動の課題から、児童の理想的な姿として設定した3点について、達成できたかどうかを総括とする。

❶行動の切り替えを早くできるようになる。

⇒床で座って話をきくという環境から椅子や机を用意したことで、落ち着いて話を聞くという形ができた。

❷学生の話を早く静かに聞けるようになる。

⇒学生ができる児童を褒めることで、周りの児童も自発的に切り替えができるようになっていった。

❸協力して物事を行えるようになる。

⇒児童主体となるような活動を取り入れることで、物の貸し借りや、声掛けを行うことができた。

また、学生側の今後の課題として

①騒がしい教室の中で複数の児童を注目させるための声がけの工夫。

②できていない子を叱るのではなく、約束事を守っている子を褒めることで周りの子も自発的に言うことを聞くように

なるための声がけの仕方。

などが挙げられた。

【地域からの評価】
成果発表会において、地域の方々にコメントをいただいたため、

一部紹介させていただく。

・学童クラブに通う小学2年生と遊びを通じていろんなことを学

ばせるというのが主な趣旨で、前期で出た課題を後期で修正

していて、遊び方の工夫もちゃんとしていてよかった。

・身近なもので創作をして、例えば、サンタの顔を福笑いにし

て、クリスマスとお正月を演じたりするなど、協力しなが

ら、子供たちの力を養っていく、大きな意味のあるプロジェ

クトだと思った。

・実際に一緒に遊んだりするだけでなく、協力の大切さや、落

ち着いて話が聞けることなど、幅広く成果が見られていてと

てもよいと思った。

【謝辞】
今回、無事にプロジェクトを成功させることができたのは、ご

指導いただいた小松先生、小田先生や八幡小学校の先生方、風の

子クラブの児童たちの協力があってのことです。この場をお借り

して感謝申し上げます。ありがとうございました。

【その他】
■年間スケジュール
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地域教育専攻

[学生]

[担当教員]

地域プロジェクト　（2018前期～2018後期）

【メンバー】

北海道教育大学函館校

地域の子どもを対象とした

スポーツ・運動遊びプロジェクト

小玉 咲和/佐藤 優衣/島田 ほのか/鈴木 実花/永岡 雪乃

吉村 功

【背景】
現在、子どもたちの運動能力の低下が問題となっている。そこで、我々は、実際に学齢期の子どもを対象としたスポーツ教室に参

加し、子どもたちの様子や運動能力の実態把握に努めた。同時に、児童にどのような課題があるのかを探り、児童が楽しめるゲーム

を考案・実施することによって課題を改善しようと考えた。

【目的】
前期は、小学校3・4年生を対象としたスポーツ教室「Do遊パーク」の全10回の活動に参加した。その第1回～第6回の活動やアン

ケートを通して、子ども達が「ボールの落下地点を予測すること（＝空間認知能力）が困難」という課題を見出し、第7回、第9回目

の活動において、空間認知能力を向上させることを目的としてゲームを実施した。

また、後期は、小学校1・2年生を対象とした「あそびすと」の全10回の活動に参加した。中学年で空間認知能力をより高めさせる

ためには、低学年のうちからボール遊びに親しみながら空間認知能力を養うゲームをする必要があると考え、これを目的とした。

【概要】
北海道教育大学函館校内に設立されている団体『SPORTS北海道』が定期的に開催しているスポーツ教室に参加し、子どもの運動能

力や協調性等の様々な観点から課題を見出し、子どもが楽しみながら解決できるようなゲームを考案、実施する。

【プロセスと成果】
前期10回のうちの第7回目と第9回目の活動とその成果については以下の通りである。

前期第7回 「フラフープキャッチ」

目 的：ボールの落下地点をとらえ、その場に移動できる。

ルール：フラフープの中に入り、投げられたボール（3種類）を、コート内から出ないようにお腹とフラフープの間に正

面から通す。1チーム2～3人で行い、通る・通らないにかかわらず1回のチャレンジごとにコート外にいる次の子

どもに交代する。フラフープに通したボールの大きさで得点が変わり、得点の多かったチームの勝利。

前期第9回 「ポンポンリレー」

目 的：道具を使ってボールの落下地点をとらえることが出来る。

ルール：1チーム6人で行い、バトミントンラケットの上でボールをバウンドさせながら歩き、次の人に交代する。ボール

を落としたら、落とした所から再スタートする。次の人に渡すときは、ボールを一度手で止めてから渡す。より

早く運べたチームの勝利。

前期の2つのゲームを実施したことで、子どもの空間認知能力が高まったということを明確に評価することは難しかった

が、得られた成果としては子どもたちが楽しそうにゲームに参加していたことが挙げられる。

後期10回のうちの第7回目と第8回目、第9回目の活動とその成果については、以下の通りである。

後期第7回 「ボールの配達屋さん」

目 的：投げる、蹴る等の技術を使わずにボールに触れる

ルール：1チーム7～8人で行い、2人1組でビニール袋の4つ角を持ち、コーンをジグザグに進み、ボールを乗せて同じ道を

戻って、次のペアと交代する。落ちたボールは拾えず、一番早く全部運び終えたチームの勝利。

後期第8回目 「走って玉入れ」

目 的：ボールを目標に向かって投げる

ルール：1チーム11人で行い、フープの中にある自分のチームのボールを1人2個まで持ち、動くかご（大学生が背負って、

円のコート内で動き回る）の中にボールを入れる。この時、かごに入らずに円の中にボールが入ってしまったら

拾ってはいけない。時間内に多く入れたチームの勝利。

後期第9回目 「あっちこっちドッヂ」

目 的：ボールを楽しむ

ルール：1チーム5～6人で行い、4チーム同時に対抗。コートは4面でボールは3つ使い、当たったらコートの外に出て、外

野に行く。外野の子供（他3チームのどのチームの子供に当ててもいい）を当てたら内野に戻れる。だが、頭に

当たった場合は、セーフ。

後期3つのゲームを通しての成果としては、活動を通して子どもたちが楽しくボール遊びに取り組めており、ボールに親

しみながら空間認知能力を高めることが出来た。



 5月10日

 5月17日

 5月24日

 5月31日

 6月 7日

 6月21日

 6月28日

 7月 5日

 7月12日

 7月19日

10月 2日

10月 9日

10月16日

10月23日

10月30日

11月13日

11月20日

11月27日

12月 4日

12月11日

第 5 回

第 6 回

第 7 回「ボールの配達屋さん」

第 8 回「走って玉入れ」

第 9 回「あっちこっちドッジ」

第 10 回

第 6 回

第 7 回「フラフープキャッチ」

第 8 回

第 9 回「ポンポンリレー」

第 10 回

　
後
期

第 1 回

第 2 回

第 3 回

第 4 回

　
前
期

第 1 回

第 2 回

第 3 回

第 4 回

第 5 回

北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】
前期は、空間認知能力を楽しみながら高められるゲームを考案し、実施することが出来た。

今後の課題として、子どもの変化や明確な成果が得られなかったため、成果を明確に把握できる取り組みを行うことが挙

げられた。

後期は、活動を通して子ども達が楽しくボール遊びに取り組めており、ボールに親しみながら段階的に空間認知能力を高

めることが出来ていた。

今後の課題として、グループリーダーやチームリーダーとして子どもと接する中で、しっかりと子どもに説明を聞いても

らうことができず、説明内容を簡潔にすることや、子どもの注意を引き付けて話せるような工夫が必要だったということや、

ルールにおける問題点が目立ったため、あらゆる想定をするべきだったということが挙げられた。

また、活動を通して、目的である「子どもが楽しみながら活動する」ことができているように感じた。

【地域からの評価】
活動を通して、以下の意見をいただいた。

・「子供たちが自ら考えてることで協調性を養うようなゲー

ムを行っていた。子どもたちが楽しみながら友達との付き

合い方や用具の使い方を知れるような内容になってい

る。」

・「ゲームを通して、協調性を学ぶ、遊び心を活かした学習

がとても良いと感じた」

・「知の教育だけでなく、体を動かすための教育も考えられ

ている」

・「成果が分かりにくいと感じた」

・「危険予測、想定されることをよく考えているなと感じ

た」

【その他】
■年間スケジュール
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[学生]

[担当教員]

地域プロジェクト　（2018前期～2018後期）

【メンバー】

北海道教育大学函館校

児童養護施設での教育支援プロジェクト

鎌田 凪/黒島 歩/後藤 恵理/濱田 あかり/菅野 早彩/寺島 歩南/立石 杏

田中 邦明

【背景】
今日の児童養護施設では、単に親に代わって養育していくだけではなく、さまざまな要因によって傷ついた子どもたちをどう癒し

て支援していくかが大きな課題となっている。この課題を解決するためには、地域の協力が必要不可欠である。

【目的】
先に述べた児童養護施設の背景をふまえて、わたしたちは地域の一員として、児童養護施設の支援に貢献したいと考えた。

【概要】
施設見学に始まり、9回にわたる子どもたちとの遊びを通した交流を行った。

【プロセスと成果】
前期の活動は全4回あり、そのうちの第1回と第2回は、男女に分かれて活動を行った。男子グループでは、第1回は「子ど

もの名前を覚えよう」を目標に、自己紹介・ミニゲームを行った。学生は目標にあったように、男子全員の名前を覚えるこ

とができた。第2回は「学生の名前を覚えてもらおう」を目標にカタキ（ドッジボールに似たボール遊び）・ドッジボール

を行った。子どもたちがとても楽しそうに活動に参加している様子が見られ、子どもたち自身が楽しめる内容であったと考

えられる。女子グループでは、第1回は、「子どもたちの名前を覚えよう」を目標にアイスブレイク（場の雰囲気を和ませ

る手法）を行った。ゲーム感覚で行うことで緊張感を和らげることができた。また、子どもたちの興味・関心について知る

ことができた。第2回は、「学生の名前を覚えてもらおう」を目標に、トランプゲームを行った。話す機会を増やしたこと

で、短い時間ではあったが、お互いに名前を呼び合いながら学校のことなどについて話をすることができた。第3回と第4回

は男女合同で活動を行った。第3回は「子ども一人一人とコミュニケーションをとる機会を増やし、楽しさを共有しよう」

を目標にバドミントンを行った。子どもと話す機会が増え、子どもが学生に対して積極的に発言をする姿が見られたことか

ら、学生と子どもの信頼関係が築けてきたのではないかと考えられる。第4回は「チームで協力して活動する中で一人一人

の個性をさらに知ろう」を目標に、風船遊び・ケイドロ（鬼ごっこの一種）を行った。これまでに見られなかった子どもの

個性や子どもたち同士の関係性が新たに見られた。

前期の活動を踏まえて、後期の活動では3つの工夫をした。1つ目は、前期には児童から鬼ごっこがしたいという声が常に

あったため、毎回活動の最後に全員が楽しめる「Enjoy Time」として5分間の鬼ごっこ時間を設けた。2つ目は、前期の活動

で、ゲームのルールを守ることができない児童がいたという反省から、視覚的な注意書きを作成、提示し、ルールを守らせ

る工夫をした。3つ目は、お互いの呼び方で敬意を表すため、学生の名札に敬称をつけ、「◯◯さん」と呼んでもらうよう

にした。

後期は男女合同で全5回の活動を行った。第1回は、「ルールを守りながら一人一人が積極的に参加し、創意工夫して楽し

もう」を目標に、おせんべいめくり・はしごオニを行った。チームで作戦を立てるなど、協力する様子や楽しんでいる姿が

見られた。第2回は「積極的に活動に参加し、協力して一つのことに取り組もう」を目標に、からだ遊び・新聞紙を使った

遊び・しっぽ取りを行った。活動全体を通して新聞紙を使うという統一性のある内容を企画し、子どもたちも試行錯誤しな

がら、積極的に活動に取り組んでいる姿が見られた。第3回は「ルールを守り、怪我することなく全員で楽しもう」を目標

に、ボール運びゲーム・ドッチビー（フリスビーとドッジボールを合わせたような遊び）・島オニを行った。ルールを視覚

的に提示することで、子どもたちにルールを守るという共通意識をもたせることができた。また、全員が怪我することなく、

楽しんでいる様子が見られた。第4回は「自由に楽しく体を動かそう」を目標に、バドミントン・卓球・増やしオニを行っ

た。子どもたちの主体的な活動を尊重した内容を企画し、全員が楽しめるものになった。また、男女ができることをお互い

に教え合っている姿が見られた。第5回は「一緒に楽しく遊ぼう」を目標に、縁日（ストラックアウト・スライムづくり・

写真たてづくり・羽根つき）を行った。学年男女それぞれに合わせた活動を用意し、一人一人が好きなことに取り組み、満

足できる内容を展開することができた。



 6月13日

 6月27日

11月14日

 1月23日

　
前
期

　
後
期

第 1 回「おせんべいめくり・はしごオニ」

11月28日
第 2 回

「からだ遊び・新聞紙で遊ぼう・しっぽ取り」

12月 5日
第 3 回

「ボール運びゲーム・ドッチビー・島オニ」

12月19日
第 4 回

「バドミントン・卓球・増やしオニ」

第 5 回「縁日」

第 1 回
「男子:自己紹介・ミニゲーム

  女子:アイスブレイク」

 5月23日
第 2 回

「男子:カタキ・ドッチボール
 女子:トランプゲーム」

第 3 回「バドミントン」

第 4 回「風船遊び・ケイドロ」

 5月 9日

北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】
前期の活動では、児童の名前や趣味などの個性や人間関係などを知ることができ、親しくなれた。後半の2回は男女合同で

の活動だったが、男女別よりも楽しめているように思われた。学生も児童と同様に楽しみながら活動することができた。

課題としては、「児童の個性を把握せずに、積極的に関わりすぎた」「ありきたりな遊びになってしまった」という学生

からの反省が出た。そのため、後期の活動では、自分の立場をしっかりと理解し、常に言葉遣いや態度に気を付けて、子ど

もたちと関わり、子どもの個性を生かした多彩な遊びを展開していく必要があると考えた。

後期の活動として、男女一緒に活動することで、遊びの種類に多様性が生まれ、児童が主体的に参加できるような遊びを

展開できた。遊びの中で男女で教え合ったり、卓球やゲームを楽しむ姿が見られ、児童同士が前期より深く関わり合ってい

た。学生と児童とのコミュニケーションも活発になり、学生全員が名前で呼ばれるなどお互いの関係を深めることができた。

後期は、施設職員の積極的な協力により、児童との活動時間を2倍に増やすことができた。

課題としては、擦り傷などの怪我防止の指導が必要だと思われる。また活動の中で、話を聞くときは静かに聞く、楽しむ

ときは思いっきり楽しむなどのメリハリをつけるために、適切な声掛けをする必要があると考えた。

私たちは今回、休日を利用したスペシャルイベントを企画していたが、施設との日程が合わず実現することができなかっ

た。そのため、施設との連絡を早いうちから取り合い、来年度の地域プロジェクトでは余暇を利用した活動を展開していき

たいと思う。

【地域からの評価】
今回の児童養護施設での教育支援プロジェクトについて、児童

と指導員の方々から以下のような評価をいただいた。

・児童

児童が一番楽しかったと答えた遊びは、縁日であった。次いで

バドミントン・卓球やおせんべいめくりが挙げられた。児童から

「参加していくうちに楽しくなった」、「またきてほしい」、

「みんなでやったから全部楽しかった」、「もう少し落ち着いた

遊びもやってみたい」などの声があった。

・指導員の方々

指導員から見た児童の様子について、「毎回活動内容に変化が

あったため、学生との交流を楽しみにしていました。終了後には

良い表情で遊びの内容を話してくれていました。」、「縁日では、

活動終了後もスライムであそんでいたり、写真立てを飾ったりし

ていました」という声をいただいた。また今後、期待する活動や

改善点として、活動にメリハリをつけることや危険を予測し、怪

我を予防することなどのアドバイスをいただいた。全体を通して

の感想として、「毎回楽しみながら参加していたのでこれからも

続けてほしい」、「活動内容が毎回変化していたのもよかった」、

「明日学生さんたち来るよと児童に話すと、来るの！？何するか

なと楽しみにしている様子が見られた」という声をいただいた。

【その他】
■年間スケジュール
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地域プロジェクト　（2018前期～2018後期）

【メンバー】

北海道教育大学函館校

幼小接続を見通した「主体的・対話的で

深い学び」としての遊び

― 遊びの中の「学び」の発見プロジェクト ― 
米本 七美/加藤 菜々実/内舘 理子/山口 杏佳

本田 真大

【背景】
日本の幼児教育・保育と小学校教育において、保育所・幼稚園・認定こども園から小学校への円滑な接続の難しさ（小1プロブレ

ム）が課題となっており、幼稚園教育要領では幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（以下、10の姿）が記載され、小学校学習指導

要領においても10の姿を踏まえた幼小接続について記載されるようになった。

【目的】
本プロジェクトでは幼児を対象に「主体的・対話的で深い学び」としての遊びを通して、円滑な幼小接続のための10の姿の育ちを

支えることを目的とする。

【概要】
実践は「あそびっこだいさくせん」の活動の一部で実施した。「あそびっこだいさくせん」とは地域教育専攻の学校臨床・子育て

支援研究室（担当指導教員：本田真大）による、主に乳幼児を対象とした地域での実践活動である。本プロジェクトでは北海道教育

大学附属函館幼稚園の預かり保育で月1回（13:35-15:50）行われる活動の一部で実践した。

なお、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）とは幼稚園教育要領に示されている、「健康な心と体」「自立心」「協同

性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量や図形、標識

や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝えあい」「豊かな感性と表現」のことであり、主体的・対話的で深い学びとしての遊び

を通して伸びていく資質・能力の方向性を示すものである。

【プロセスと成果】 （活動時の様子から読み取った10の姿を併せて記載した）

（1）第3回あそびっこだいさくせん（6/20）

年少組2名、年長組7名の計9名が参加した。ねらいは「ロケットを作って飛ばすことを通して、自分なりの目的を持って

試行錯誤する」、「異年齢の幼児や大学生との関わりを楽しむ」であった。活動内容は傘袋でのロケット製作である。赤く

て丸いシールをお日様や隕石に見立てたり、星型の切り抜きとクレヨンで流れ星を表現したり、切り絵にお絵かきをしたり

と、一人ひとりのイメージを乗せたロケットが出来た。ロケットを製作した後は飛ばして遊んだ。「赤いフラフープに通

す！」など目標を定めて強さと方向を考えて飛ばす姿や、「〇〇君より遠くへ飛ばす！」など子ども同士で競い合って飛ば

す姿が見られた（自立心）。また、「傘袋の長さを短くしたらどうなるのかな」、「どうすれば遠くへ飛ばせるかな」など、

繰り返し遊ぶ中で疑問を持ち試行錯誤しながら活動する姿も見られた（思考力の芽生え）。フラフープを担当する大学生が

一人だったため、同時に二人ずつしか投げることができなかったが、大学生が何も言わなくても幼児同士で「順番だよ」と

声を掛けていた（道徳性・規範意識の芽生え）。

（2）第4回あそびっこだいさくせん（7/11）

年少組3名、年中組13名、年長組11名の計27名が参加した。ねらいは「様々な素材を使って自分なりのイメージを表現す

る」、「異年齢の幼児や大学生との関わりを楽しむ」であった。子ども達に「夏休みに何をしたい？」と聞き、「夏」のイ

メージを高めてから製作を始めた。うちわの扇部の形に切り取っておいた10色の色画用紙から1枚を選び、クレヨンで絵を

描いたり、7種類の素材（モール・毛糸・ストロー等）から選んでセロハンテープで貼ったりしてオリジナルのうちわを

作った。毛糸で海の中の海藻を作ったり、アイスの棒でクワガタのツノを表現したりと、たくさんの工夫が見られた（豊か

な感性と表現）。最後にうちわの骨組みに画用紙を貼り付けた。「見てみて！」と、自分が作ったものを学生に一生懸命説

明したり、先生や学生、子ども同士で全身を使って作ったうちわを扇いだりと楽しく遊ぶ姿が見られた。しばらくあおぐと

更に作り直す子や、じっくりと細部まで作り込んでいる子もおり、楽しく頑張りながら作っていた（自立心）。

（3）第5回あそびっこだいさくせん（8/23）

年長組23名の宿泊保育の午前中に大学で活動した。ねらいは「同じグループの園児や保育者と相談しながら、自分の経験

やメディアなどで見たものから自分たちのイメージを表現する」、「他の園児と相談し、よりよいものをつくりあげていく

ために主体的に発言・行動する」であった。子ども達は、大学生が用意した様々な形の6つの大型ダンボールのお店（装飾

していない状態）をみながら、グループで「何屋さんをするか」、「どの（ダンボールの）お店を選ぶか」を話しあって一

つに決めた。すぐにみんなの意見がまとまったグループもあれば、決まらずジャンケンや多数決で決めるグループも見られ

た。四つのグループのお店は、「アイスクリーム屋さん」「レストラン」「アドマーニ」「食べ物屋さん」に決まった。決

まった後は、自分たちのグループのお店づくりのために話し合いながら装飾品（飾り、看板、屋根、エプロン、レジなど）

や商品を作り協力しながら楽しんでいた（協同性）。「こんなお店を作りたい」、「こんな看板がほしい」など自分なりに

完成した時の事をイメージして、どの素材が良いか試行錯誤しながら製作に取り組む姿が見られた（自立心、豊かな感性と

表現）。
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（4）第7回あそびっこだいさくせん（11/28）

年少組3名、年中組7名、年長組6名の計16名が参加した。ねらいは「一つの方法に捉われることなく、試行錯誤する力の基

礎を養う」、「互いに自分の考えや発見を伝えあい、他者と共有しコミュニケーションを図る基礎を養う」であった。初め

に身近な物（ファスナー、マジックテープ、新聞紙）を使った音をあてるクイズを行うと、「なんの音だろう？」と興味

津々に考え、元気よく答えてくれた。次に、新聞紙を使って自由に音を鳴らした。初めは新聞を破る動作が多かったが、次

第に叩く、新聞同士を擦る、引っ張る、あおぐ、ボール状に丸めて上に投げて落とすなど、試行錯誤し様々な扱い方で音を

見つけた（自立心、思考力の芽生え）。また、友達と一緒に新聞紙を小さくちぎってお風呂に見立てたり、新聞紙で新聞紙

を掃除したり、床を泳いで新聞紙を集めたりする中で（健康な心と体）、新しい音に気がつく子どももいた（豊かな感性と

表現）。最後に大学生が新聞紙で出す音だけを聞き、同じ音を新聞紙で表現するクイズを楽しんだ。遊びに使った新聞紙は

サンタクロースの袋の中に入れて袋いっぱいにすることで、片付けまでを楽しむことができる工夫をした。

【総括と反省・今後の課題】
（1）前期の活動の評価

前期の活動を通して幼児が試行錯誤する姿が多く見られ，幼児同士や大学生との異年齢交流も活発に行われていた。10の

姿との関連では、「自立心」、「協同性」、「思考力の芽生え」、「豊かな感情と表現」、そして地域の大学生との交流と

いう点で「社会生活との関わり」が多く見られた。一方で、幼児の様々な発想を実現できる環境構成には更に改善の余地が

あること、大学生が幼児に伝える際の言葉選びが的確でなかったために幼児が理解しにくい場面があったことが課題として

明確にされた。

（2）後期の活動の評価

前期の活動で取り入れなかった体を動かす遊びを行った結果、前期と

同様に「自立心」、「協同性」、「豊かな感情と表現」、「道徳性・

規範意識の芽生え」は後期でもよく見られ、さらに「健康な心と体」

につながる姿も多く見られた。また、前期の反省を生かして幼児に伝

える際の言葉選びを改善できた。

（3）プロジェクト全体の評価

遊びの中で子どもが主体的に取り組み、同年齢・異年齢の幼児や大学

生と対話し、試行錯誤しながら気づきや考えを深めていける環境の構

成や大学生の援助を計画し実施した。全体を通して「自然との関わり

・生命尊重」や「数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚」はあ

まり見られなかった。今後は、3歳児から5歳児までいる異年齢の保

育の場で数字に触れる場面や自然と関わる場面をどのように作ってい

けるのか、研究していきたい。

【地域からの評価】

・附属函館幼稚園だけではなく他の幼稚園にも行けば良かった

のではないか。

・宿泊保育は年長児のみだったため、「数量や図形、標識や文

字などへの関心・感覚」をねらいとした活動をしやすかった

のではないか。

・片付けを遊びの一環にしているのが良かった。

【その他】
■年間スケジュール
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地域プロジェクト　（2018前期～2018後期）

【メンバー】

北海道教育大学函館校

特別なニーズのある子どもの余暇支援プロジェクト

金刺 将弥/久保 凪沙/佐藤 茉央/大志民 初音/越智 美雨

細谷 一博

【背景】
障害のある子ども達の遊べる場所が数少ない今、彼らが遊べる場所を提供することが求められている。そこで、本プロジェクトで

は、障害のある子ども達の遊び場の1つとして、スペシャルオリンピックス(SO)を提供した。

【目的】
このスペシャルオリンピックスを通して、障害のある子ども達の余暇活動を支援し、身体を動かすことへの楽しさを知ってもらう

ことが、本プロジェクトの目的である。

【概要】
スペシャルオリンピックス(SO)とは、知的障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発表である競技会を、年

間を通じ提供している国際的なスポーツ組織である。函館プログラムでは、夏季種目としてユニファイドバスケットボールプログラ

ム、ヤングアスリートプログラム、ボッチプログラムを実施しており、冬季種目としてスノーシューイングプログラムを実施してい

る。

その中で私たちは、ヤングアスリートプログラムにて活動を行った。

【プロセスと成果】
＜前期＞

第1回、第2回

スペシャルオリンピックスの活動の把握を行い、子どもとの信頼関係の構築を図った。

第3回

・メインのゲームに参加した子どもは楽しそうに活動していた。

・親から離れられなかった子どももいたが、終盤にはゲームに参加できていた。

第4回

・子ども達との信頼関係をさらに深めることができた。

・子ども達は順番を守ってゲームに取り組むことができていた。

・子どもが全ての活動に主体的に参加してくれた。

休日の余暇活動に関するアンケート調査

各活動と並行して、アンケート用紙の作成、アンケート調査及び集計を行った。

対象：H市内の児童発達支援センターに通所する37世帯

内容：子どもの休日の過ごし方、休日を過ごす際に誰と遊ぶか、外出時に困ったこと、余暇を過ごす上での家族

の負担、余暇の過ごし方の満足度、余暇を過ごす上での要望、休日の過ごし方に不安(不満)はあるか、ス

ペシャルオリンピックスを知っているか 計8項目

＜後期＞

第1回

・すべての子どもが何かしらの活動に参加していた。

・ボウリングで順番を守って活動していた。

・形にタッチという活動で遅れている子に対して、応援する場面が見られた。

第2回

・STを設けることで活動がスムーズに進行した。

・支援が必要な子どもの優先順位を見直すことが出来た。

・子ども全員が活動に参加できていた。

・輪の投げ方の指導を行うことで投げ方が定着していた。

第3回

・平均台の補助を正面から行うことで子どもの力で取り組むことが出来ていた。

・子ども達が積極的に活動に参加していた。

・活動中に子どもが自主的に応援する場面が見られた。



※上記の他に毎週活動に向けた打ち合わせを行った

　
後
期

10月 28日
第1回

形にタッチ・エアボール・ボウリング

11月 18日
第2回

わなげ・サーキット

12月 16日
第3回

わなげを用いた遊び・
プラズマカーリレー・サーキット

第1回
活動把握

アンケート用紙作成
アンケート調査
アンケート集計

 6月  3日
第2回

活動把握

 6月 17日
第3回

転がしドッチボール・
サーキット

 7月  1日
第4回

自己紹介タイム・
ボール拾い・サーキット

 5月 20日

　
前
期

北海道教育大学函館校

【総括と反省・今後の課題】
前期の総括として、特別なニーズのある子ども達に体を動かすことへの楽しさを知ってもらうという目的を達成することは

できた。その一方で、アンケート調査の結果から、スペシャルオリンピックス函館の認知度が低いということが判明した。

反省として、幼児児童の余暇活動の現状及び求められている活動や施設についてアンケート調査を通して知ることはできた

が、その情報を十分に活かすことができなかった。後期では、得た情報を活かし、周辺の発達支援センターや幼稚園等の機関

へ周知活動を積極的に行っていきたいと考えた。

後期の総括としては、回数を重ねるごとに、子ども達の方から近づいてきてくれるようになり、活動にも積極的に参加して

くれるようになった。また、前期に行ったアンケート調査の結果及び中間発表時に製作したポスターを関係各所に送付する周

知活動を行った。

反省としては、遊具の危険性やその防止策を事前に吟味する必要があったことや、子どもの興味に合わせて活動を工夫する

と共に、代替策を複数考える必要があったことなどが挙げられた。

今後の課題として、スペシャルオリンピックス函館・ヤングアスリートプログラムの対象とする児童の制限をせずに募集を

していく必要がある。また、この活動を広めるためにラジオや新聞などのマスメディアを活用した周知活動を行っていきたい

と考える。

【地域からの評価】
スペシャルオリンピックス函館・ヤングアスリートプログラム

という活動を地域プロジェクトのフィールドとすることで、学内

だけでなく、地域の方々に知ってもらうことが出来た。しかし、

スペシャルオリンピックスの諸活動の認知度は未だに低い状況で

ある。そのため、今後認知度を高めていく活動を積極的に行って

いく必要があるのではないかという意見があった。

また、子どものバランス能力の育成と安全確保のために常にサ

ポートに入るように徹していたが、極力子ども達の力だけで行わ

せ、本当にサポートが必要なときだけサポートに入るべきではな

いかという意見もあった。

【その他】
■年間スケジュール

△前期 第３回

転がしドッチボール

▽後期 第１回

エアボール

△後期 第２回

サーキット

▽前期 第3回

転がしドッチボール

△後期 第1回

エアボール

▽後期 第2回

サーキット
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