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抄録
「特別活動の指導法」という講義は、ともすれば学習指導要領に沿った教育的意
義、ねらい、 目標、内容等を理解することに重きを置き、学生が受け身になりがち
であったと感じている。
そこで、授業の進め方として榊寺間必ず、グループワークや話し合いの時間をと
り、学生が沸而の視点に立つ、ある時は児童になって「糊ﾘ活動」を本当に身近な
ものとしてとらえ、自分がその担当者として、今関わっているつもりでグループ間
で真剣に話し合い、その結果を必ず次時で全員に紹介し合うことを大事にしようと
考えた。特別活動は、全ての教育活動の節目、節目の重要な部分を担い、豊かな人
間性や社会性を身に付け、 「生きる力」を育む教育活動になくてはならぬ潤滑油の役
割を果たしていると信じている。

本稿は、来年教埴に立つであろう学生にすぐ役に立ち、また血となり肉となる学
びとは何かを模索した一実践例である。
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はじめに

年前、初めて本学で「特別活動の指導法」
4年前、初めて本学で「特別活動の指導法」の講義を担当することになり、
15回分のシラバ

スを作ることになった。小学校の教員を38年間勤め、特別活動の内容についてはある程度理解し
実践も積んできたが、 4回生という来年教員になる学生に何を教え何を学ばせたらよいのか、一か

ら考えてみたいと思い、学習指導要領一一特別活動編一一をじっくりと読み、改めて「特別活動」
の教育的意義と特質、内容について鋤¥することからスタートした。

そこから、授業の構成の仕方、方向性、計画を立てることにした。勿論、特別活動の目標、基本
的な性格と教育的意義、各活動・学校行事の目標及び内容といった、おさえておかねばならないベ
ースになることはきちんと学ばせることが大事である。

しかしながら一年後教壇に立つ学生には、実際特別活動がどう展開されているか現場の実践から
学ぶことが何より大事ではないかと考えた。

*関西国際大学教育学部教育総合研究所学内研究員

そこで、前年度「近畿特別活動研究協議会」榊戸市大会）を開催し、公開授業、並びに全体会で
学校としての三年間の研究の成果を発表した神戸市立甲緑1,学校を訪ね、校長先生から直にお話し
を聞力せていただき、さらに作成された全ての研究冊子、ハンドブック、指導案集一式もいただき

シラバス作成の参考とした。

授業を進めていく基本的な方針としては

（1）

毎時間作業を入れ、個人やグループで考え、話し合うことで特別活動の様々な内容につ
いて実践的な素案等を作成することを大事にする。

（2）

毎回どこかで個人・グループでの発表の場を必ず設定する。

つまり、釧寺間に作業、考えること、話し合う場面があれば、学生が主体的に参加する生き生き
とした授業が仕組めるのではないかと考えたからである。様々な特別活動のプランを仲間と楽しみ

ながら作成するとともに、小学校時代にタイムスリップし、童心にかえって豊かな感性で身近かな
ものとしてこの授業を感じて欲しいと強く願ったのである。

上記の研究大会の祝辞で、兵庫県教育長の大西孝氏はこうおつしやっている。

特別活動は、なすことによって学ぶ活動であり、人間的珊姉君WTを茎霊を 厄瀝頭京一
自主的、実践的な態度を身に付けるとともに、豊かな人間性や社会性の育成を図る活動で

す。各学校においては、 「目指す児童の姿」を共通理解し、特別活動の教育的意義を踏ま
えた子どもの自主的、 自発的な活動を組織することが大切です。具体的には、人に関わる
力を実践を通して高めるための体験活動やよりよい生活を築いていこうとする塾蝕造
一
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塾さらには､多様な異年齢の享どもたちからなる錘』皇圭迦を塗皇茎ゑことが必
要で‑す盲6

資料1 ． ． ・ ・ ・第29回近畿特別活動研究協議会「神戸市大会」研郷己要より

大学の授業の場でも、学生自身が小学校の頃を思い出したり、また子どもの立場で考え、ある時
は沸而の立場に立って「特別活動そのもの」の実体験に少しでも近づければと願うばかりである。

Ⅱ授業の実際幌開例
1特別活動の基本事項
1−1特別活動の性格と教育的意義（第一回目）

初回は、まず小学校における特別活動とは何か、またその教育的意義について考えることにし

た。資料として、前述の近畿の研究大会を開催した甲緑小学校の森本校長先生が、平成24年度神
戸市初任者研修会でお話しされた時のものを活用させていただいた。

子どもたちを取り巻く状況、変化をみてみるとこの研究大会の主題設定の中でもふれられている

が、今日の社会状況一つとっても、家庭生活の変化が子どもの成長に大きな影響を与えており、親
が日々の生活に追われ十分子どもにかまってやｵTず、物を与えてしまう、それでついゲーム等に集
中し外での集団遊びが減ってきた現状がある。そのことが、人間関係の希薄化につながり集団生活

への経験不足が、本来集団生活を営むための基になる「社会性」が十分身につかないまま育ってい
る状況があるのではないだろう力も

特別活動が「集団による活動」を基本にする教育活動であり、集団の一員としてよりよい人間関
係を築こうとする、自主的・実脚勺な態度を育てることを第一にしており、このことがまさに「人

間関係」を図り、学習指導要領にうたわれている「生きる力」をはぐくむことになるとても重要な
活動であることを、この15回の講義でしっかり学んで欲しいと訴えた。
授業で使ったパワーポイント15枚のうち、はじめの4枚を添付、 3ページ目．変わりつつある
子どもたちの1〜7については、学生の実習体験、ボランティア経験の中で感じたことを色々出し
合った。
‐

特別活動の基本事項

まず、は慎めに
子どもたちを取り巻く社会状況は、

少子高齢化
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地域社会における人間関係の希卿化

圃際化・備報化の進展

衝通観の多様化

社会や家庭生活の度化

無団避びの減少

9
家庇や地城社会において社会性喜身につける纏会が減少
一璽震しい人間間偲を掻く力の緊臨
・人や為とふれあう直接体験の不足
幸感訟体験の不足

平成24祭度初任者研修ざ特別渚勤ぞ
！

変わりつつあぅ子どもたち

特別活動で人間形成を！
今彼、子どもたちが生きていかなければならない社会

1．

（人間関係）を築く力が弱い．

・急澱な社会の威化ロ宋知の威風に陵行燈風しな力《らの対応

2．

（無園

・湛闘な人間閲侭

3．
4．
5．
6．

（規範意鰻
）がうすい．
（基本的な生活言侭）が身についていない．
（自己中心的）で纏鯛性に欠ける．
（自分）のことに然心でも、築団には無関心
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自分に（

）に適応できない．

自侭）がもてない．

4

本豪.焔われるべき（社会性〉が育っていない．

①多撮な他考と共に、社会．自滅、理現とのかかわりの中で美に
生倉ようとする共生の力

②社金堂活を営むために必要とされも人間閲侃懲底力．怒本的な
生鰯訂償．公共の聴斧

③粛図に参園し、B己の能力を皇かそうとする自己活"1力
学蚊に趣ける爾謹Lぃ遮研騒動やは蝦蕊融客掴して、

型祉致で唯贈ではたらく壮舎性春野につけるなど 入閣郁成を回る。

】

資料2

まさに、符別活動のねらい1
4

平成24年度神戸市初任者研修く4糊I活動＞資料より

1−2特別活動の全体計画と各活動・学校行事封個計画の作成傍二回目）

（1）小学校学習指導要領解説一特別活動編‑P107〜P109の指導計画の作成に当たって
の配慮事項について学習

（2）神戸市立甲緑小学校の全体計画一覧表と、個々の四つの各活動・学校行事計画表を見比

べ、一覧表にある各活動の①目標②内容③組織と運営④指導にあたっての4項目
が、きっちりと実施計画表に盛り込まれていることを点検・確認するとともに、各学校が

年度初めに学校や市域の実態に合わせて独自の計画を作成､職員で共通理解することが大
事であることをしっかりと押さえた。
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し て、麺室しい人回
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【日毎】
クラブ溺鎖を通し,て ､画ましい廻闘係
クラブ溺鎖を通して
､画ましい人周囲係
を影摩し､個性の仲f酷を因り鼠圃の−負と
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してよりよいクラブPづくりにp田しよう
してよりよいクラブづくりにp田しよう

気田の一員として…ｰけるより主い生唐
枚一けるより主い生唐
づくり健参園し､跡函奉換し主うとずろ白主的、
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空釣拳…や鯨舎左生霊極塵を青てる．
極塵妻青てる．

内容】
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…を単位として．仲良く助け舎い学迩塞考
O良く助け舎い学迩塞考
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ラブにおいて．風早
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共通の関銭･園心を過狩る砥画篭行うこ
共通の関銭･園心を2
B狩る砥画篭行うこ
と．
（1）クラブのg+田や率
（1）クラブのg+田や率
（2）クヲプを蝋し 秒耀鎚
（2）クヲプを蝋し秒耀錨
（3）クラブの戒晶の羅轟
（3）クラブの戒晶の羅轟

函6鐸＞

蕊鰯瀞
蕊鰯瀞癖

寺．食冑の錘を睦室えた…給金歩画室しい
えた轌絵金歩画室しい
金習便の雇衷

11面画し麺登1
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窒璽苛ろなど.纒の唾に侭ることがないよ
ﾄ唾に侭ることがないよ
うに…ろ．

･唾…全医壁仕哩童の発垂垂壁を垂して趣
Iの舞垂電を垂し函
酎る．
｡主として…粕拝齢抱趣するが．必要に牢こて愛
;するが．必要に牢こて愛
晒筆監琴錘…晒毒露司書．唾の人付と遠
毎司書、唾の と遠
摸を因る．
･鑓…ついて匙内容を瞬璽付睦り識し
写を瞳璽付睦り識し

・毎月ユ国．月国
・毎月ユ国．月屯日の6函に夷庇
n日の6函に寓庇
する．函に翻
する.臨蒔に率十るきともある．
噛十るきともある．

醇旦金緩魁
…且金緩魁

・5年生畦の全
・5年生畦の……る．
…る・
・毎月1回窪（1
・毎月1回窪（隼周03画、月廻
(隼周03画、月廻

日の6校岬にズ
日の6校岬に定例の活動を実庫
定例の活動を実ぬ
し、その他癖厨動を行う．
し、その他癖1
り厨動を行う．
。…分担し .、楢導にあたる．
。…分担し、楢導にあたる．
・各婁員会で婁員
・各婁員会で婁員長．園要員長、書
､長．園要員長、書
飽かす雷ろ．
・設量お員金屯（1
。＆匠魯員金屯（】】委員鋤
(】】委員鋤
プログラム、
1
プログラム、蹄、美化．緬
砺、美化．緬
･麹． 図客、飽金．
｜
錘･麹．図客、飽金．
掲示、保健
．
②更垂釣垂型
･報に1…虚!唾 ＝一団
･報に1麺庄の全＝…錘
（1早生を壷主署
（1早生を迎える会.甲鐘っ子ふれ
5会.甲鐘っ子ふれ
あい童つり： 6年生を塾ろ会）
あい童つり：6年生を塾ろ会）

（1）／（2）
（1）／（2）

計34時閏
計34時閏
針35碑因
針35碑国
計35碑蜀
富3評23／12
計35碑蜀
5／10
冨4.5.6琴25／10

驚2…20／18

計35旬因
計35旬因

1括專縄あたって】
･より左､＝をつくるための麓合い琶勤や自分た
めの麓合い琶勤や自分た

蝉全逓I呂和宜通
蝉全逓I呂和査鐙企窒化密リロ
をつけ､…砺鮒
をつけ､…砺…を嘘わい、
鰯しい生活の展犀の勘…けとな
鰯しい生活の展犀

噸の学問爾働のJ を発褒し、
噸の学問爾働の

･鋪4…以上の金
･鋪4…以上の金児伍で鯉堂する。
児伍で鯉堂する。

その向上を‑届高め1
その向上を‑届高めたり、文化や芸

0】9回》･月由ロの6
･毎月1〜2回〔隼閲】9回》、月由ロの6
･毎月1〜2回〔隼8

綱膣mLん超りずるような矯勧を行
綱膣mLん超りずろ､
うこと．

校坤縄謝る．
。…畝分担し、 腐噂にあたる．
。…畝分担し、櫓噂にあたる．
･各クラブで師長、圃魁長、魯腱を症廻
･各クラブで師長、
日毎異、魯腱を症廻
する．

,蛎度初め侭錘･厨圃計田健ついて函し
，蛎度初め…｡M
噸計田健ついてmし
合う．
･詫逼のロ露圃心 を匝宜の穂やエ央
･詫逼のロ露圃心を児宜の穂やエ夫
を生かしながら伝
を生かしながら樋酎ろ．
酎ろ．
･平度束に3年生を
･平度束に3年生を嘘にクラブ畔金
嘘にクラブ畔全

を垂哩晒画の1
を麺叺晒画の成果の畳表の②とし，
曲曇の畳表の②とし，
回野に酔度の尻の心考とする．
同野に酔度の
風の心考とする．
･敏且クラブ亀(1lクラ詞
･敏且クラブ亀(11
クラ詞

蓮審露の厨捜、体か
蓮審露の厨捜、体力の内上愁どに胃
する袋うな篭画を行うこと．
する袋うな篭画を行』

圃圃会・函は斯
圃圃会・函は断･避衝塑璽・吻
災函･睡壺・ヨ
災函･睡壺・…

（4）題足・禽圃童輔…
（4）題足・禽圃童輔…
0種の中での復田
0種の中での侮國室や逓曇などの
平雷と凡なろ墾圃』
平雷と凡なろ塗媛圃宮匡あって、昆

輯働箭うこと．
〈…釘・回錠噴
〈…釘・回錠窪･修鞆チ・
冬牟鋤活動・…
冬牟鋤活動・…罰

【相導にあたって）

神ち睦が生乃せる：
神ち睦が生乃せる圭ぅに文扱十る．
うに率十る．
・互卜に固めが､、 1 力し合って厨⑧十
･互卜に固めが､、回力し合って厨⑧す
る…を唾する．
画玄しい方向腱伸
･児宜の…壁画玄い､方向腱伸
･児宜の…翻
犀めの幼甘割
…めの幼甘を行う．
う．

．…ろ．
・雷因につb,ては
・雷因につb,ては、一旬の見宜に負
k、一旬の見宜に負
担瀕かかり十ぎ『たり、廻按の長
担鋲かかり十ぎたり、廻按の長
坤闘の活岱にな上ったりしないよう
坤闘の活岱になったりしないよう
に針竃的に壷§で倉るよう、田嘩
に叶竃的に壷で倉るよう、田嘩

あり方零画…を，
あり方零画…をどについての圃

虫い幅を囲むこ，
虫い幅を囲むことができるよう

（5）…全国・竃…事
（5）…全国・竃…
勤労 さ霊厘の客びを鰯す
さ霊厘4
6とともに、斌ヲ認
るとともに、斌ヲンティア置動など
の窪竃仕…翻
の窪竃仕…まう画が得ら
れるような授鋤を行j
れるような授鋤を行うこと．
庇…・素炉り＄
庇…・素炉り…

【各……（●馴
【各……（●弓
画】評47時8
画】評47時同
露2…56胃E
露2…56胃回・
笛3燕60町御
笛3燕60町8
富4…60回8
富4…60回回
蘭5秤70吟E
粛5秤70吟目
露6鐸85再E
釘6鐸85再閏

I扣導にあたって】
･瘤への…忍毒垂
･瘤への…連毒…を観ぬ、、姑
転化の大切さを認で合乙体○垂句を
転化の大切さを認で1
麺する． 。

十る．
十ろ．

I評箇】
I評箇

心身の健全な塁轡
心身の健全な塁遺や
の俸坤
通など陰ついての園心を蚕め、露
趨など陰ついての鋒
正行…律ある麺I
正行…律ある麺酎勵の
、
型舜匹唖しむ壁の1
劃勧に皿しむ錘の
、貿窪や

サイエンス．エ｛
サイエンス、工作

・年璽めと年虚案に魯員金尭褒の
・年璽めと年虞宋に魯員金尭褒の

。より良し…生医を全体的につく
。より良し…生
目 医を主体的につく
ろための雷合い
るための雷合い雷画や蕊透働を
､雷画や…播砥を

（3）低盛宴全｡…1
（3）低盛宴全｡…亭

園を広め、侭転化など健坦しむと
園を広め、侭転化】
ともに、人国璽堂！
ともに、人
鳳亀どの虹閲麺の

・児注のQ轟錘翫
･児注の回轟錘窒⑯全寅塑し．何々の
を文型し、側々の

遥を雪ろ．
轡を雪ろ．

幡唾・叡劇会。i
幡唾・叡劇会・遭餌風・甲繊っ
子ふれあい室つり・】
子ふれあい室つり・夏吟
屋・
…金）

唾バドミントン、
唾バﾐﾝ
トン、 ･舘軍･瓶
・舘軍・瓶
ﾛ･a室外体カフ ･ブプ、囲蓉・将獣
B･a室外体力アップ、囲蓉・将獣
ベイント、コン
ペイント、コンピュータ、…
ピュータ、…

ち…ん壱作って守る活⑳､買窪や自輕甥、
医⑳､買窪や自輕甥、
q己有用昼を高める医動垂…ろ
考璽才ろ

禰議蕊錨圏
禰議蕊総辮呼
（2）文化的1癖

1，燭と電営】

・定例の璽硬盈金

【撫導にあたって】
富1稗］8／】6

【内専】
錘室たは秤を単位と
錘室たは秤を単位として、…塗歴

、鉾垂･画血塾掘
、鉾垂･画血塾棟塑鋤
8m獅上重登1
①代表(プログラム〉>要 員金
①代表(プログラム>要
員金
・45F生以上の各
・45F生以上の各密睡男女1名
卜密睡男女1名
で釦耐る．必
で釦耐る．必要に応じて各魯員
臥要に応じて各魯員
金やクラブの代
金やクラブの代塞が準酎･ろ．
上垂が準酎･ろ．

たり十ろこと軍遁雪め卦
め卦
9周］
I共署錘い)と(2)の野周］

…?蕊遇して、国漢 しい人間関係を

瀬奴し，銅田切厨…
爾奴L，銅田切厨…岳を厩め、
公共の輔神を硬い．煙力してよりよい雑
公共の輔神を硬い．煙力し
生活を鰯こうと十る回錨
生活を鰯こうと十る回錨、寡璽的な睡塵

讃裟甥蔑＄
讃裟甥蔑職.率睡．

を符うこと．

＜…＞
り
…の生津くり
ｱ.…ｰけ
解嵯
イ．鞄内の釦隼<
ウ．学校に垂ける鐸
②日雷の蘂零召への迩壺型錘竃垂
迩壺型錘竃垂
ア．軸酔目星をもって生きる唾の宥虚
て生きる唾の宥虚
・
イ．益埜牟垂…の
の
．･
ウ．画室しい人同率の膨唾
の膨唾
=．爾掲などの酉魯活酌等の役樹と働くこと⑩
働等の役樹と働くこと⑩
壷の
本…客鑑唖用
力．唾ともに唾で…牽露偲魔の雇述
安曇全霧偲慶の雇述

…事
【目副

を宵てる．

脇慾錘の疏属
脇慾錘の疏属を"､､童として4
を ･主として4年
隼凹Lの餌好の児圃lをもって釦墜十ろク
隼凹Lの餌好の児適をもつT如酎･ろク

もって取り麺もうとする趨度の官痙に質する活勧
,趨度の官痙に質する活勧

芒単位として．値覇し支え合って竃し<豊
噸し支え合って竃し<畳
かな学…の生活をつくるととも曙･日煮の
'つくるととも曙･日煮の
生置や学哲に自主的に、り凪もうとする態度の向
lり凪もうとする態度の内
上に畳する躍動を行うこと．
と．

どの…函う．

とともに．…やものの

1回衝】
…鱈画を遇して．望室しい人閏関係壱形睡し、
Lい人閏関係壱形睡し、

く露5学

学校の軟育毒｡

らの型唾を見つけ、日ら学

各殴科・英晒活動

ＰＴＡ・地壌・中学校・幼稚園との連携

。固の会

壱や｡､､やる知､っ

･日垂審鱗、敏官選挙

･学習招導要餌
･その他の岱令

言

ての岬薗
。…f画、括導方注．槽唖囲での文擾融合につ､､ての岬薗
・函の鹿容、例人の庇専、の庚専についての評贋
． による且塵lこよる扉価

・児宜による団己率と初亟価

資料3． ． ． ． ．平成23年度神戸市立甲緑小学校特別活動全体計画

グループワークを活用した授業例

2

2−1学級活動（第五回目）

（1）計画委員会の役割と係活動・指導案づくり
①学級生活を豊かにする係活動とは

掲示・図書・音楽・保健の4つの学級の係の「楽しいネーミング」を考える。

I

I

I

資料4． ． ． ． ・神戸市小学校教育研究会糊ﾘ活動部学級活動ハンドブックより

②学級会の話し合いをスムーズに進めるための計画委員会の役割について学習した後、指
導案を考える。
ねらい． ・ ・ ・ ｢思い出に残る元気大会」にするために友達と協力して話し合いを進め

ることができる。 （4年生）
これに沿って本時の展開の●話し合いの順序
●予想される児童の活動

を考えた。

(A班の指導案を例示）

8．活動計画

の本時のねらい
思い出に残る元気大会にするために、友達と協力して話合いを進めることができる。
②本時の展開

．

､

．
第12回学級会

●

鮭題

寒さに負けない1思い出の元気大会をしよう

や

提案者

●●

冬の寒さに負けないよ.うに体をみんなで動かしたい。みんなの心に残る楽しい大会にしたい。

提案理由
役割

黒板罷録

司会

1．はじめの言葉

ノート露録

予想される児童の活動

話合いの順序

支援

．

2．司会グループの紹介

3．酸題の確認

4．提案理由の発表
5．篭合い

①罪"ぃ元気大《会に弱k
ののﾕ久乙誌し"6，あぅ。

●

,嚇し臥/、り影bZ離醗

･サ心鞠下て．軸穆目'こする，
/待援ｸﾙｽで 溝ﾘのずる・

<決まっていること）

●

●

辮辱ルIVて伽侭･ｿﾔ刺：

b

日時：12月15日 （木）
6時間目
場所：体育館

②翼ぐに負ずぴ,､程匪

．①で考えた内容を元に種目を考
えれるように助管する

。

■●

考謬ｳー

･電え,お'二．
･･ﾌｿｽピｰ隣,ヂ

}ﾕゾﾁﾞ
で

●

しうほ城ｿ．

6．決まったことの発表

7．司会グループからの諾
･次回への意欲づけとなるように、

8．先生からの鱈

話合いの仕方や司会進行、発言
由

内容のよさを個人名を上げて具
体的にほめる。
9．おわりの言葉

10.今日の握り返りをする

･握り返りをワークシートに書く

．話合いの内容や決まったことに

ついての意見を書くようにさせ
る

｡
■■■■

●

一■■■■

■■■■■９

資料5． ． ． ． ．第29回近畿特別活動研究協議会「神戸市大会」学習指導案
神戸市甲緑｣､学校

2−2児童会活動（第六回目）

（1）代表委員会からの提案・呼びかけで、校舎に掲げる「運動会のスローガン」の垂れ幕を
考える。次回全20グループのスローガンを紹介して良いなあと思ったスローガンを三点
選んで投票次々回にみんなが選んだ結果を発表する。この方法を毎回定着させた。ちな

みに今年度みんなが選んだベスト3は

1位・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ がんばれ は力が生まれる合言葉
〜みなぎる○○一等賞〜

2位・ ・ ・ ・ ・ ・ ・つながろうみんながヒーロー笑顔の輪
3位・ ・ ・ ． ・ ・ ・あつくなれかがやく笑顔○○つ子

がんばる気持ちが金メダル
選ぶ基準として

であった。

・ 1〜6年生まで全校生にわかりやすい
・全校生が一つになって盛り上がる

・自然と力がみなぎってくる
(2）

この3点とした。

「六年生を送る会のプログラムを考えよう」
・各学年からの出し物が多種多様で、一つに片よらないようにする

・場所、隊形等並び方、入退場の工夫、垂れ幕、飾り物も考え、演技のあとのプレゼント
も工夫

(3）

個人の作業としては「あいさつ運動」の標語づくり、校内パトロール運動の一環とし
てのポスターづくりに精を出した。

2−3児童会活動その2 （第七回目）

（1）神戸市甲緑j,における委員会活動の11委員会のうち6つをピックアップし、そのネー
ミングを考えた。
・委員会は学校生活を向上発展させ、より豊かにしていくために児童の発意を生かし、創
意工夫して実際の活動を分担して行う、あくまで奉仕活動ではあるが誇りと意欲を持ち、

だれもがよくわかる楽しい名前を話し合って考えた。

例えば

・保健委員会・ ・ ・ ・ ・レスQ委員会
・美化委員会・ ・ ・ ・ ・ピカピカ委員会
・給食委員会・ ・ ・ ・ ・まんぷく委員会

などである

あわせて主な活動内容をどんなものにするか、常時活動やイベント等、広報活動を中心に

考えてみた。

（2）集会委員会による全校生で行う､楽しくて時期的にもふさわしい二学期の活動内容を考b
える。 （毎週木曜日、朝の15分を設定）

（例）

2−4

（1）

9月9日。 ・ ・ ・ ・小石拾い集会（運動会前を考えて）など

クラブ活動（第九回目）

活動目標に4年生以上の同好の異年齢集団による活動を通して、興味・関心を追求す
る楽しさや喜びを実感するとともに、 目的達成のためにだれとでも仲良く協力しようと

する実践的態度を育てるとある｡児童は次の活動日が来るのをとても楽しみにしており、
思いやりや上級生に対する尊敬の気持ちも育ち、望ましい人間関係を築くにはなくては
ならない活動である。

私の最終勤務校､神戸市立御影北小で平成5年､第十一回近畿特別活動研究協議会｢神
戸大会」が開催された時、当時の教職員がつけた楽しくてユニークなクラブ名が現在も
受け継がれている。
（例）

・マウスでGOGO!

クラブ

（インターネット使用）

。めざせ！オリンピックの星クラブ（リレー、水泳、障害走など）
・日本再発見1

クラブ

（習字、墨絵､、折り紙、ちぎり絵など）

そこで、甲綴1，学校の卓球、家庭科、工作クラブ等、 11の既存のクラブに上記のよう

な、楽しくワクワクして入りたくなるようなクラブ名を付けてみてはと提案した。
(2）

次に上記2校の共通のクラブ、独自のクラブを取り上げ、学校や自然環境なども考

慮した地域の実態などによって違いがあることを話し合った。
最後に、自分の出身校でのユニークで忘れられないクラブ活動の思い出を発表し合い
交流を深めた。

Ⅲ子どもがかわる学校庁事の授業例

3−1学校行事のもつ意味とは

（1）

（第十回目）

学校行事については、第29回「近畿特別活動研究大会」主題設定の理由の中でこう述
べられている。

子どもたちは､豊かな体験の場である集団活動を通して､いろいろな問題に対1時し失敗や成功

の体験を積み重ねる。そんな中で､我慢することや努力すること、規律を守り正しいことを実行
しようとする気持ち､協力や思いやりの気持ち､役割を得て責任を果たそうとする心など､多く
のことを学んでいく。望ましい集団活動による感動体験が子どもたちの心を強く揺り動かし､豊
かな人間関係をはぐくんでいる。

資料6． ． ． ． ．第29回近畿特別活動研究協議会「神戸市大会」研鼎己要より

（2）学校行事には様々なものがあり、感動体験を数多く経験することで人間関係やコミニュケ

ーション能力の基になるものが学べる、小学校の教育活動に絶対欠かせないもので計五回分の
時間をことにした。

行事のもつ意味について、以前「学校だより」でふれたので紹介しておく。

一行事のもつ意味とは−
"

校長

岡

修一

鯛会へ向けてどの学年も鯛に一段と熱を帯びてきた｡特に､天性にとって柵の
謡含吟(識裂f2望孟壊蕊蕊蕊謹製溌潜蒟薦誌{濡：
熱:塁鰡鼠践難曼鰯蕊砺諜跡称識紬望稲霧淵､琴
・日は4校時にも組体録やってたはずだが・ ・ ・・

聯猟雛

かえられない大きな自信､喜びとなって自らの生活を高めていくために役立つに
と信じている。
らい、その意味をいくつ力嘩げると、

1．学級や学年が一つにまと叢り、一つの目標に向かって苦しみを乗り越えてやり遂げた充
実感､成就感を与えたい。しんどいこと（練習).を銃け、苦しみ餉大きい程､充実感成就
蘂慾童迩空竪騨ほある承莉莉跿ﾐ獣迄砿蔚舗瀞)尹謡麓
・ぴを味わわせてやりたい。

2ん裟繍認磯綴醗駿鶚懲職愛誤蕊縮職霧
いろんな面（体力面とか)で、弱い児童も自分のペースでがんばらせる。多くの力で引っ
喪ってもらうと、力以上のものが出せる。

3座堂露翻繍懸蹴灘篭罐瀧鰯瀦溌離
鑑蕊些蕊墨惑墜勲壼認あ祁椛洗語葱.溺雛蔚羅溌芙霞鋤
き出す事承できるのが行事である。

4．鍵理恵蕊蕊琴蕊塞謹謹MEE:蝦ヂ舗麗Y鋭蕊鰯鍾篭望
自分の心と闘うことを数多く体験させたいMrgしんどさから逸げたい､逃げ出したい､や
もできる。ギリギリのところで葛藻し、自問自答し、友だちとの支え合いの中から友だち
の大切さ、穂力することの大切さ､何より,自分を見つめ人間につ↓．､て学んでいくのである。

二学期は､標々な行事が題まれている。 一つ一つの行事は数々のドラマを生み､一人ひと
りの子どもと集団を高めていく。
行事に取り題む我々の役割は大きい。

資料7
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（3）次に、①儀却勺行事〜⑤勤労生産・奉仕的行事の中から、小学校時代強く思い出に残ってい
る行事の内容を、それぞれ一つずつ計5つ書き出し、その中でも一番の感動体験をグループ
全員が出し合い代表者を選び、次回の「感動体験を語る会」を計画した。選ぶにあたっては

．とてもユニークで珍しいもの

｡とても楽しくておもしろいもの
｡ぜひみんなに紹介したい、知ってほしいもの

･ローカル色豊かで、その学校ならではの伝統的なもの

を基準とした

動画、写真、パンフレット等資料を用意するグループもあり大いに盛り 上がった。

3−2

自然学校プログラムづくり （第十一回目）

（1） 「生きる力」育むには、自然体験の積み重ねこそ大事にしなければならない。まず、以前出
した「学校だより〜子どもがかわる〜」から、 自然学校の体験や泊を伴う集団での体験活動
重要さ、素晴らしさを学習した後、活動の中身に糊敦のある三つの小学校を紹介、それを参
考にしながら4泊5日、 4日目までの11活動プログラムをグループで考えた。その時の
留意点は次の5点とした。

＊自然とふれあい、満喫できるもの
＊ここでなければ体験できないもの

＊人間的なふれあいを深め、力を合わせ集団のすばらしさを感じれるもの

＊無理なくゆとりをもって、みんなが楽しめるもの
＊新プログラムを3点以上考える

（2）次に、夜のリーダー会議で話し合うべき議題について、活動面・生活面それぞれ4つずつ

考えた。

※授業で使用した「学校だより」を次頁に掲載する。
※各班が考えたプログラムは一覧表にして、次回班ごと発表の機会を設けた。

瀞影 蟄瞳

聯Ⅲ

二篝菫慧

Ⅷ｡

9月12日から1.ヌ日ま画.今年も鉢高原で自然学佼を実施しました｡天侯も全日快晴とはいきませ(/でじ

たが､一番力を入れてきた鉢伏山登山をはじめ､ｷﾔﾝプﾌｱｲﾔｰ､ナイMｲｷﾝク研だめし) 、職、
炊さん､アスレチック､魚つ力熟テント泊な＆自伽まった虎沖で5泊6日の長]蝋全てのｽｹジﾕｰ
ﾙｶ鋤でき…こ帰ってくることができました｡しっかり自分を見つめる､自分匝功を知る､友だちを
知ることができ､随分と自信がつき成長した子どもたちも多かったようですもしかじながら､鮒鳴賊

い｣と君に鱗えてきた子もいたように､全く違った環境での暮らしになかな力鋤できずｽﾄ"ｽ柵
を感じ､体調をくずす子も少なくありませんでした｡職礎へ噸･既えが一日･目にはのぺ7件でした

が､四日目に睦旦̲些住もありました｡5年型ことっていきなり5泊6日は､少しきつい力奄とも恩､ましたが（
殆どの子が日に日にしっかりしてきて､乗り越えられたようでした｡自然体験は.脾と心を鍛える』ごと獺
･胚された6日間でした。

ところで似前､壷嗣鞠が全国の児鮭徒を対銅こ序どもの体撫動輻こ鮒るｱﾝｹｰﾄ随を

実施し､そ…擬したこと餌ありました｡そのｱﾝｹｰﾄ矧主「自然紬や畦括体駒左どの底
力1こ噌段している手伝いjな凶こついても溺査してい謝毛

自伽こ関する設問は聴帯ｿI1飾,､だこと｣など9項目ありますもその中で､そうした鯛｢ほとんど

綴りとし…高し唄目をあげてみますと、 『ｷｬ3グをしたこと｣.偶子40%､女子45殉、臘
鯏こ登つだこと」偶子37%､女子54 ､柵塀るところ樅Pところを見たこと」偶子34%、

女子36％） 、聯を見たり、喝く声を聞いたことJ偶子26％､女子23 、 「ロープウェーやリフ
トを勘鏑い山I過ったこと」陽子55％､女子60"という綣果でした。

鏥蝿では「ﾀｵﾙやぞうきんを絞ったこと』など6項目で、 「ほとんどなⅦという卿高いもの
陸囑いものいじめやけんかをやめさせたり注意したりしたこと」 （男子37%､女子36鋤、噸や
公園に捨てらｵ1；ているゴミを拾ったりしたこと」陽子41％､女子36％) 、跡ちゃんのおむつを替えた
りミルクをあげたりしたこと」偶子84％､女子71 でした。

こα願匿ではさらに自糊…と、卿人蜘り合いにあいさつをｳｰる｣、陵だち卿、
ことをしていたらやめさせる」 ［バｽ…舗凄る｣などの繍・正蛙感と輔闘こついても明ら力斗こ
していますもそれによると、自…5鮒価でAﾗﾝｸの子どもは､道錯観･噸で33％がAラン
ク、こｵuこ対し､Eランクの子どもは､道徳観･噸でAﾗﾝｸは8％にとどまり、また錦繍こおい

ても､生活体験Aﾗﾝｸの子どもぱ道徳観･鋤で49％がAﾗﾝｸ、これに対し､Eﾗﾝｸの子どもば

鞭:』鋤4ﾗﾝｸはオブ跡3%にすぎなかったということで直然繊や錨体験が多くあればある−
ほど遊鬮観･…多く身に付け字ているということが明ら力斗こなりました。

､随分たくましく見えて

うれしかった｡でも､−週間たって冠こもどってしまいました」と笑って賭しておられました｡でも､きつ
とが肋王うた胸土これから生きてくると信じて1壊れ住きる力｣を青tflとば自綱卿翻aこ
そ､畑こしなければとつくづく感じる今日この頃ですも
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3−3運動会プログラムづくり

(1）

（第十二回目）

運動会・音楽会で、子どもが担う係り・役割にはどんなものがあるだろうか、必要だろ

うかグループで考える。
(2）

以前、全校生28名の小学校の運動会を観覧したことがある。まさしく保護者はもちろ
ん地域ぐるみでの参力賭､参加プログラムで地域が一体となって大いに盛り上がっていた。
そこで、極めて小規模な小学校の運動会のプログラムづくりに挑戦した。作成上、考慮
すべき点を次の6点とした。

全稜て藩グーと4究る…のプロク弓ラムを毒えよグ

※※※※※※

ー地域のお祭りだ〜

小規まで各学年1クラスだよ

各−3種目十α・ ・ ・ ・ ・ ・ ・走、団体鼓技、体育発表（メイン）

2＝合同もありだよ

地域の方営・保謹者の種目も入れよう
地域の方々・保謹者と子どもたち合同の種目も楽しいね
お昼のお弁当の時間も入れてね

近くの幼稚園・保育所との交流もできるよ

r

ノ小鞭大剛会プログラム
午蜜

午前
順番

垂I清香

（

種目

出場者

》降番

出場者

種目

ー

3−4卒業式のビデオ視聴から（第十三回目）
（1）卒業式は、小学校における1年間の全教育活動の中で、しめくくりの最も重要な行事であ
る。また、儀式としての位置づけと同時に六年生にとっては 最後の授業 としてとらえら
れるのではない力も

それは、六年間の「個と集団」の成長の全てがこの二時間余りに凝縮され表現されてい
るからであり、卒業式委員会の担当税而、児童が手作りの呼びかけ、歌いたい歌を選ぶので
ある。演出・隊形・入退場すべてを、六年生の児童と獅而で考え、毎年、ちがった 授業
が展開されるのである。

（2）授業では、児童が壇上に上がってからの「門出の言葉」

最後の授業 のビデオを約50

分視聴し、沸而の人を育てる喜び、誇り、充実感、さびしさを感じとると同時に呼びかけ

の中に、これまでに学習した「特別活動」の内容の何と何が語られているか、しっかり目
と耳を働力せながら確かめようと呼びかけた。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ｛11行事が語られた｝

（3）その後、卒業式が 最後の授業 といわれるのはなぜだろうかと問い、一人一人自分の

考えををまとめた。

霊霊蕊
辱零弩鑿溌f謹雲
3−5地域との交流（第十四回目）

学習指導要領では、学校行事の内容の取扱いに関する留意事項の中で次のように示されている。

（4）

〔学校行調については、学校や地域及び児童の実態に応じて、各種類ご

とに、行事及びその内容を重点化するとともに、行事間の関連や統合を図る
など精選して実施すること。また、実施に当たっては、異年齢集団による交

流、幼児、高齢者、障害のある人々さどとの触れ合い、 自然体験や社会体験
などの体験活動を充実するとともに、体験活動を通して気付いたことなどを

振り返り、まとめたり、発表し合ったりするなどの活動を充実するよう工夫
すること。

そこで、いろんな対象パターンを想定してプログラムを考えた。

（1）六年生と高齢者の方との交流行事を考えよう （老人ホームを訪問する）
・活動計画、事前の準備
・活動内容

をどうするか

（2）地域の高齢者の方をお招きして
（各教室で、運動場を使って、色々なことを教えていただく、人生の先輩から学ぶ）
・活動計画、事前の準備
・活動内容

をどうするか

（3）異学年交流は

･二年生と五年生との交流

（行事名・活動内容を考える）

｡−年生と六年生との交流

（行事名・活動内容を考える）

（4）全校生が楽しく過ごす、毎学期一回の縦割り活動（校外へ出かけることも可とする）

おわりに

15回の講義を振り返ってみて、いくつかの反省点、課題等がみえてきた。それは

（1）グループワークの手法が、なかなか目指すアクティブラーニングの要素を満たせず、
不十分であったことである。あくまで教師側からの働きかけに対して、学生が色々弓
不十分であったことである。あくまで教師側からの働きかけに対して、学生が色々アイデ

ィアを考えるが、言わせっぱなしであったり、個々のグループ内での議論は深まっても、

全20グループ全体が､議論し一定の結論を出す場が持てなかった｡学生がもっと自主的・

能動的に進められる授業の構成や、 自分自身の関わりの在り方を今後は考えたい

(2）

特別活動での各活動においても、評価基準を設けているにも関わらず、この授業での形

成的評価や、多様なルーブリックを活用するなどの評価方法を十分駆使できなかったこと
も反省点として挙げられる。

（3）

中央教育審議会での特別活動の現状と課題、改善の方向性（検討素案）の中で述べられ
ている内容で、今後授業に取り入れたい重点的な検討課題として考えたいことは

①小1プロブレム解消のためにも、第一学年の学級活動の時間の重点的運用を図るとい
う点をどうする力も

②社会的自立の推進に関連して、 「異年齢集団による活動｣や｢地域との連携｣の在り方
をこれまで以上に考える。

③体験活動の推進に関連して、自然の中などでの集団宿泊体験、本物の自然の大切さを
一層重視する学校行事をどう見直していけばよい力等である。

（4）

この講義を終えての授業アンケート （13項目）の中で、特に評価の高かった項目は
順に

①この授業では、学生同士の討論やグループワークを取り入れる工夫がみられた
②この授業の内容には、興味・関心が持てた
③この授業を受講して、非常に満足している
③この授業では､学生が質問や意見を述べられるような酉聴がなされた

（同数）

であり、少しは意図したことが伝わったかなと正直ホットした面もあったが、改善
点、課題も多くあり、今後検討を深めたbも

最後に、

15回目の総括テストのあと小学校における「糊11活動の意義」についてあなたの考え

を述べよというテーマで全員に書かせたので、そのうちの一人を紹介する。

I

活動の意鏡」についてあなたの考えを述べよ。

小
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小学校における教育内容は、大きく分けて1、教科指導2，道徳3，特別活動4総合的
な学習の時間5，外国語活動の五つである。教科指導以外では、今回取り上げた望ましい集団活
動や体験的な活動を通して豊かな学校生活を築き社会性の育成を図るというねらいをもつ「特別活

動育」が教育活動の最も重要な柱になっているといっても過言ではない。
それは、豊かな体験の場である集団活動を通して
①コミュニケーション能力を磨き、人と人との関わり方を学び、 自尊感情を育血

②互いの違いを認め合い、仲間と手を携えて責任を果たそうとする気持ちを育てる。
③仲間と協力し思いやりの気持ちが育ち、だれもが主役になれる人づくりに貢献できる。
④集団で目標を達成する喜びを感じることが出来ることなどが挙げられる。
学生は、この講義を通して特別活動が何を大事にしているか、子どもにどのような力をつけたら
よいかについて学ぶとともに、小学校での体験を振り返ったりしながら、近い将来、学校現場でど
のような実践をしなければならないのか、グループで考え議論を深め、具体的な構想やプランづく

りを経験したことは貴重な財産となったのではないかと考える。
特別活動のねらいは、 「生きる力」を育てることであり、集団で学ぶところにある。それは学校
での学びが何より一番大きいことをしっかりと胸に刻み、学生に伝えていくことが重要である。
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