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ふるさと和歌山を生かした授業づくり

―地域の学習素材を生かした総合的な学習の時間の教材開発―

串本町立大島小学校
教諭 溝 内 聡 子

１ 研究のねらい
教育基本法の第２条（教育の目標）には「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんで

きた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する

態度を養うこと」とある。現代社会において、児童生徒の日本人としてのアイデンティ
ティを確立するために、広い視野を持ち、異文化を理解し、尊重していく能力を育むこ
とが必要とされているといえる。

また、第５期きのくに教育協議会の報告では、児童の学びに関して 「判断力や表現、
力が十分身に付いていない 「学習意欲が必ずしも高くなく、勉強を好きだと思う子ど」
もが少ない 等の課題をあげている。さらに、それらの課題解決のため、和歌山」（※１）

を学びのフィールドにし、和歌山で生きていることを実感し、和歌山にある様々な学習
素材を活用しながら、学びの楽しさを実感するような学びを創造しようという『和歌山
らしい学び について提言している 平成19年度学校教育指導の方針と重点 にも 和』 。「 」 「

、 」歌山の豊かな自然や人々とのふれあいを通して 郷土に誇りをもつ児童の育成に努める
示されている。(※２)と

所属校においても、児童の学習意欲を高めること、表現力を向上させること、主体的

、 。に学ぶ児童を育てることが課題としてあげられ 上述の和歌山県の課題と一致している
そこで、今回「ふるさと和歌山を生かした授業づくり」を研究主題とし、地域や和歌

山県の学習素材を教材化し、学習を進めることで、この課題を解決していきたいと考え

た。また、各教科・領域と関連しながら学習していける総合的な学習の時間において取
り組むこととした。

よって、本研究では 「児童が、ふるさとの良さや自分との関わりについて考え、よ、

り良い生活をめざすこと 「問題解決的な学習を通して、学ぶ力を身に付け、主体的な」
学習態度を育むこと」を目標に設定し、総合的な学習の時間の教材開発について研究す
ることとした。

２ 研究仮説
(１) 地域を学習することの意義

地域とは、児童の生活と密接なつながりがある生活圏のことである。本研究では、
地域について学ぶことがふるさとを意識していく始まりであるととらえ、地域の学習
素材の教材化と効果的な学習の在り方について考察する。次に、地域を学習すること

の意義を述べる。

ア 学習に対する興味・関心の向上

地域は児童にとって身近であるためにかえってその特色（自然、伝統文化、産業
等）や良さに気づいていなかったり、日常生活の中でそれらを意識してとらえる機
会が少なかったりするのではないかと考える。地域にある学習素材を教材化するこ

、 、 。 、とで 児童の住んでいる場所の自然や歴史 身近な人々が学びの対象となる また
自分の目で確かめたり、実物に触れたりというような学習活動が展開できることか
ら、児童の学習への意欲や関心も高めることができると考える。

イ 学び方の習得
児童が主体的に学習を進めていくためには、学び方を身につけ、学習に対して見

通しを持つことが必要である。地域を学習する際には、本を読んだり、インターネ
ットで調べたりするだけでなく、聞き取りをする、ゲストティーチャーを招く、ア
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ンケート調査をする、現地調査をする等の様々な学び方を取り入れることが可能で

ある。こうした活動は、児童の学習への意欲を高めるとともに、実感を伴った理解
へ結びつくものである。また、地域を学習することを通じて身につけた学び方を総
合的な学習の時間だけでなく、各教科でも生かしていくことができると考える。

ウ 態度や感性の育成
昨今、児童は地域の自然に親しむことが少なくなり、地域の人々との関わりも減

っている。また、子どもどうしのコミュニケーション能力の低下も課題となってい
る。地域の人々と関わる活動を設定し学習する中で、児童は地域の人々の思いや願
いを感じ取るとともに、人々の温かさや優しさ、厳しさに触れる機会をもつことに

なる。このことは、児童の学習態度の育成や、地域に対する愛着へとつながると考
える。さらには、自分の将来や地域の今後について考えるきっかけとなり、社会認
識を育む基盤となっていくと考える。

(２) 研究仮説について
上記のことより、地域の学習素材を教材化し、地域の特色や良さを追究させていく

学習活動を計画し取り組ませることで、児童の学習に対する意欲・関心を高め、地域
に愛着や誇りをもたせることができるのではないかと考えた。

以下の仮説を設定し、研究を行った。

総合的な学習の時間において、地域を生かした教材を扱い、体験活動や情報発信活

、 、動を組み入れることにより 児童の学習に対する意欲や主体性を引き出すとともに
地域への愛着を育むことができるだろう。

３ 研究の内容と方法
（１）地域の学習素材について

江上(福岡県教育センター)は、地域素材の教材化の観点について「地域に関わる資

質や能力を身に付けさせるためには、学習対象が子どもにとって価値あるものでなけ
ればならない」と述べている 。さらに、その価値とは「地域の教育力を生かせ(※３)

るものであり、地域の人々との継続的な関わりを通して、学習の成果が地域への興味

や愛着を生み出し、学習者自身が自己の生き方を考えることにつながるという価値で
ある 」と述べている 。また、児童の生活に密着し課題を見出せる「課題性」。 (※３)

地域の人々と繰り返し関わる体験を通じて、互いの関係を深めることができるという

「反復性」活動したことが地域への展望につながるという「発展性」の３つの観点か
ら地域の素材の教材化を図ると述べている。これらの観点を参考に、地域の学習素材
について考察した。

和歌山県には、ラムサール条約に指定された海や、ナショナルトラスト運動発祥の
、 、 、 、地である天神崎等の自然に関する学習素材をはじめ 華岡清洲 浜口梧陵 南方熊楠

大畑才蔵といった偉人等、教材化できる学習素材が数多く存在している。

身近な地域である大島にも多くの学習素材があり 「産業・生活 「歴史・伝統・文、 」
化 「自然」の三つの観点から考えたものを以下に示す 表１ 。」 ( )

表１ 地域の学習素材一覧

産業・生活 歴史・伝統・文化 自然

・キンカン栽培 ・エルトゥールル号の遭難 ・ラムサール条約

・漁業 ・串本・トルコ間の交流 (串本沿岸海域)

・養殖業（クロマグロ等） (トルコ記念館) ・亜熱帯植物実験所

・水産物加工業(鰹節作り) ・樫野の火祭り ・須江の獅子舞 ・星空観察

・観光業 (リゾート施設) ・水門祭り ・民話 ・海金剛

・朝市 ・日米修好記念館 ・橋杭岩

・くしもと大橋(Ｈ11開通 (レディーワシントン号の来航)）

・水道敷設(古座川の水) ・寿司(さんま・ひとはめ等)
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(２) 系統的な取組、他教科・領域との関連について

小学校において地域を学習するにあたっては、学年の学習内容に関連させて学習素
材を選択していくことが必要である。例えば社会科では、身近な地域を知ることを始

表２ カリキュラムの案(一部抜粋)まりとして、県・日本へと学習の対象を広

単元名 教科・領域との関連げる構成となっている。本研究でも、身
キンカン調べ 大島(産業) ３年社会科「農家のしごと」近な地域である大島の学習素材を扱うこ
大島の星空観察 大島(自然) 理科「月や星」とから学習を始め、県の自然や環境、偉
エルトゥールル 大島(歴史) 社会科人等へと学習の対象を広げていくことを ４

「 」考えている。そこで、総合的な学習の時 年 号と大島の人々 地域の発展に尽くした人々

道徳間において、大島の学習素材を学ぶカリ
「エルトゥールル号の遭難」キュラム案を考察した 表２ 各学年の（ 。）

大島の海を知ろ 大島(産業) ４年社会科学習内容や各教科・領域との関連を考慮
う 「私達の県の自然や産業と人し、小学校での４年間だけでなく、中学
・大島の漁業 々のくらし」校での３年間も含めた７年間で学び、地 ５

・鰹節作り 社会科「日本の水産業」域の特色や良さを感じさせていくことが 年

和歌山の偉人 和歌山 ４年社会科重要であると考えている。
「 」(歴史) 地域の発展に尽くした人々

(３) 学び方の習得について

、 。 「 」「 」本研究で 地域を学ぶ過程を以下に示す 表３ 学習過程を 気付く 確かめる( )

「まとめる・発信する」の３つの段階としてとらえ、学習活動を計画する。先述の学
習素材の中から、各学年の学習内容や各教科・領域との関連を考慮して取り上げ、こ

の過程に沿って学習を進めていく。この学習過程を示すことで、児童は見通しを持っ
て学習していくことができると考える。

表３ 地域を学ぶ過程ア 【気付く】における学習

地域の学習素材に気付く・再発見する学習の導入場面では、日常生活で児童

【気付く】が接していた人や風景、自然、産業等を
地域の学習素材について確かめる・調べる教材とすることを示し、自分とのつなが

【確かめる】りや関わりがあることに気付かせること
地域の学習素材について学んだことを発信が必要である。そのため、地域の画像や

する 【まとめる・発信する】副読本、新聞、具体物等を用い、児童の
、 。興味・関心を高めるとともに 学習素材についての認識を改めるきっかけとしたい

また、児童は、地域の学習素材について生活経験から一定の知識や情報を持ってい

る。児童がそれらを出し合うことにより、自分が知らなかった情報があることや、
一つの教材についてもさまざまな情報があること等を学び、学習素材に対し、新た
な発見や視点を見出せると考える。さらに、情報の整理や分類には、ウェビング等

の手法を用い、児童が情報のつながりを意識し、課題をつかみやすい指導を行う。

イ 【確かめる】における学習
確かめる段階では、地域の学習素材について調べたり確かめたりする学習が中心

になる。最近では、ＩＣＴ環境の充実によりインターネット等を用いて調べること

が多くなっているが、情報の選択や活用が難しい等の課題も見られる。また、本研
究では、児童が直接見たり聞いたり触れたりしながら確かめていくことを大切にし
たい。そのためには、児童の学びに対して、地域の教育力を活かしていくことが必

要であると考える。学び方としては、人々を直接訪ねて行う聞き取りや、場所を決
め定期的に行う現地調査、実際に作業したり実物に触れたりする体験活動等が可能
である。人と直接関わり、実物に触れる活動をする中で、児童の実感を伴った理解

を図りたい。さらに、アンケート調査や聞き取りを通じ、他の地域の人々の考えを
知ることで、児童は学習素材に対して意識していなかった新たな発見や視点を見出
すことができると考えている。

ウ 【まとめる・発信する】における学習
児童が主体的に学習を進める力を身に付けるためには、学んだことを整理し、振
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り返ることができるようにすることが重要である。各時間のまとめについては、ワ

ークシートに、めあて、学習方法、結果、感想、方法等を記入し、個々のポートフ
ォリオを作成する。また、地域についてのウェビングマップや、聞き取り調査の分
類・整理結果、デジタルカメラで撮影した写真等については、模造紙を利用してま

とめ、学習の過程が把握できるように示す。これらのことにより、児童は、自らの
学習の過程と学級全体での学習過程を振り返ることができると考える。また、自ら

。 、の地域に対する思いや考えの変化や深まりに気付くことができると考える さらに

単元全体のまとめは、地域を学ぶ中で得た情報や写真等を活用したスライド作りを
行い、デジタルポートフォリオを作成することを考えている。

また、学習の内容や成果を発信する活動を取り入れることで、児童は発信する対

象を意識し、意欲をもって取り組むことができる。また、他人からの評価を得るこ
とで、学習への達成感を持つことができる。そこで、地域の人を招いた発表会を行
ったり、他校の児童との交流会を行うことを学習過程に組み入れることとした。

さらに、本研究では、ウェブログを活用した。ウェブログとは、インターネット
上の日記のことで、運営者が文章や画像等を公開したり、閲覧した人からのコメン
トを受け取ったりできるというものである。学習感想や学習の際に撮影した画像を

公開することにより、児童の学習への意欲・関心を高められること、地域の特色や
良さのＰＲの手段として利用するなどウェブログの活用方法を児童に考えさせられ
ることをねらい活用した。

(４) 検証授業について
ア 検証授業計画作成にあたって

検証授業では、地域自体、つまり大島を学習素材として取り上げることとした。
児童が自分の生活や学習の中で経験したり学んだりしたことをもとにして大島を再
発見する過程を通じて、地域の特色や良さを学ぶことを目指し、総合的な学習の時

間の単元を計画した。
イ 実施校 串本町立大島小学校 第６学年 男子２名 女子７名 計９名
ウ 単元名 「再発見 ふるさと大島」

エ 指導目標
・ 大島の特色や良さ」について、地域の自然や人々と関わりながら調べたり体「

験したりしたことをまとめ、発信することができる。

・大島の特色や良さを再発見し、地域に対する愛着をもつことができる。
オ 指導計画 ( )※白抜き数字のところで検証授業を実施した

学習テーマ 時 主な学習内容 方法 教材・教具

大島について知っている 自分たちの大島について知っていることを発 ウェビング 写真１

ことを発表し合おう 表し合う。 パンフレット２

まとめたことから 課題について考える 課 デジタルコン、 。（

【気付く】 題の見つけ方・学習の進め方等を知る ） テンツ。

パソコン

大島について聞き取った 学校、家庭、地域等で、大島について聞き取 聞き取り 地域の人材３

ことを発表し合おう り調査を行い、学級で発表し合い、課題を見４

【確かめる】 つける。

大島の良さについて知る ５ 大島の良さについて知るための具体な方法を

方法を考え、調べ方を決 ６ 考え、調査方法を決定する。

めよう

大島に住んでいる人をゲ 「大島に生まれ、大島で育ち暮らす人」 ゲストティ 地域の人材

ストに招いて話を聞こう 「和歌山市から大島に移り住んだ人」をゲス ーチャーの デジタルコン７

トに招き、大島の良さについて確かめる。 招聘 テンツ８

ウェブログ パソコン

大島の良さを確かめよう 調査結果から見えてきた課題について具体的 体験活動 地域の人材９

に知るための方法を考える。 聞き取り 地域の自然や10

樫野崎園地での聞き取り調査や、体験活動を アンケート 施設

～
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デジタルカメラ14 計画・実施する。 写真撮影

大島の良さについてにつ 自分たちが再発見した大島の良さについてま プレゼンテ パソコン15

いてわかってきたことを とめる。(掲示物・スライドの作成） ーション プロジェクタ

～

まとめよう 19 ー

【 】まとめる・発信する

ふるさと大島の良さを広 20 ふるさと大島の良さを発信する。 プレゼンテ パソコン

めよう （発表会・ウェブログ） ーション プロジェクタ

～

ー23

学習を振り返ろう 24 ポートフォリオを整理し、まとめを行う。 情報発信 パソコン

大島のために自分たちができる活動を考え、 清掃活動

25 実行する。

４ 検証授業の分析と考察

（１) 【気付く】(第１時・第２時)
ア 授業の概要

大島にある様々な学習素材に気付かせることを目的に

大島についての知識や情報、大島への思いを発表し合っ
た。

まず、大島在住の人々のホームページや大島の自然環

境・歴史・文化に関わるコンテンツを視聴したり、大島
が掲載されている観光パンフレットを紹介したりした。

次に、自分達が大島について知っていたことや思って

いたことを発表し、ウェビングマップ作りを行った。大
島の良いところ、良くしたらよいところについても意見
を出し合わせ、大島の人口(男女比、増減)、地形等のクイズに取り組ませた。

この学習を通して、児童は、自分たちが普段生活している大島について知らなか
ったことがたくさんあることに気付き、もっと調べたいという気持ちをもった。そ
こで、地域の人々は大島についてどう思っているのか、聞き取りをして確かめるこ

とになった。

イ 考察

昔の大島の写真や、大島在住の人が公開しているホームぺージを見せると、児童
からは「橋が出来る前の大島はこんなのだったんだ 「あのおじさんがホームペー」
ジをしてるなんて知らなかった」等の声が聞かれ、地域について学習していくこと

への意識付けを行うことができた。
ウェビングマップ作りをする際、知っていることを出し合わせると、次々と発表

したり、友達の言ったことに意見を付け加えたりする姿が見られ、児童が思ってい

た以上に多くの情報を出すことができた。これは、導入の部分で学習に対する意識
付けができたことと、それぞれの児童が自分の経験や知識をもとに意見を発表する
ことができたからだと考えられる。

大島のクイズでは「大島の面積、人口など知らなかったから、色々知ることがで
きて良かった 「これから調べるのが楽しみです」等の感想が見られ、今後の学習」
に対する意欲が感じられた。また、児童の発言回数が普段の授業より多かったとの

話を担任より聞くことができた。これは、大島を教材として取り上げることで、よ
り積極的に学習に参加しようとする意欲が現れたものと考える。授業後には、パン
フレットを熱心に読んでいる児童や、自宅で串本や大島に関わる記事を見つけて持
ってくる児童が現れ、自主的に学習しようとする姿が見られた。

大島を教材化し、導入において工夫を図ることで、児童の興味・関心・意欲を高
めることができたと考える。また「友達の意見を聞いてなるほどと思った 「他の」
人はどう思ってるんだろう」等の言葉に見られるように、自分が持っていた考えを

友達と共有したことで、大島の特色や良さについて以前より多くの視点を持つこと
ができた。さらに、自分と違った意見を知ったことが、地域の人々への聞き取り活

写真１ ウェビングマップ
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動につながったと考える。

(２) 【確かめる】
①聞き取りから学ぶ(第３時・第４時)
ア 授業の概要

地域の特色や良さについて自分たちが学級でまとめ
たことと、地域の人たちが思っていることを比べるた
めに、家族や近所の人々から聞き取りを行った。

聞き取りの際には、付箋に大島の特色や良さを記入
してもらった。集めた意見を世代ごと(１才～20才、21

、 、 。才～40才 41才～)にグループに分け 分類・整理した

そして、学級で考えたことと比較し、共通するものや
新たなものを挙げていった。児童は、身近な地域の人
々からの聞き取りを通じて、今まで意識していなかった地域の人々の思いを感じ取

ったり、地域に対する新たな視点をもつことができた。

イ 考察

聞き取りをした感想を聞くと 「色々話を聞けた 「がんばって調べてるなって言、 」
われた」等の声が返ってきた。授業では、児童が聞き取りの結果をもとに自信をも
って発表する姿が見られた。自分たちが学級で考えたことと聞き取りを比較した結

果、｢海があるからいい｣「魚がおいしい」等が地域共通の思いであることを知るこ
とができた。また 「病院がほしい 「仕事が少ない」等、世代によって意見の傾向、 」
が違うことも知ることができた。このことから、ゲストティーチャーを招いて疑問

に答えてもらったり、大島の特色や良さについて話してもらったりしたいというこ
とになった。自分たちの学級の考えだけでなく、違う世代の人々の思いや考えを知
り、新たな視点を得たことから、次時の活動への関心・意欲が高まったと考えられ

る。

②ゲストティーチャーから学ぶ(第７時・第８時)

ア 授業の概要
聞き取りから得たことや疑問について確かめるとい

う目的で、各地区(大島、須江、樫野)から一名ずつゲ

ストティーチャーを招き、大島の特色や良さについて
お話をしていただくとともに、児童が質問をした。
・大島地区講師からは、大島の祭りや四季折々の食生

活の豊かさ、人情の厚さ等についての話を伺った。
・須江地区講師からは、くしもと大橋開通後の島の生

活の変化や、３つの地区それぞれに、少しずつ違う

食習慣が残っているという話を伺った。
・樫野地区講師からは、大島の地形の特徴や、人工物がない海岸が多いなど、大島

には昔ながらの自然が残されているという話を伺った。

児童は、依頼の電話や当日の接待も含めて主体的に活動することができた。それ
ぞれが講師の話を聞く中で、地域の歴史や文化、自然の様子について知ることがで
きた。特に、ゲストティーチャーのお話の中にあった事柄の中で、今も見たり行っ

たりできるものについては、実際に自分たちで確かめたいという声が上がった。ま
た、地域の人にいろいろな話を聞いたが、他の地域の人は大島のことをどう思って
いるのだろうという疑問が出てきた。そのことから、体験活動やアンケート調査の
計画を立てることになった。

イ 考察
児童は、ゲストティーチャーの話から 「私達は、年中おいしい魚を食べられて、

いるなあ 「たしかにうちの近所の人たちは親切だな」等、身近なところで漁業が」
営まれていることの良さや、大島ならではの住民の人間関係の良さについて、自分

写真２ 聞き取りをまとめたもの

写真３ 講師からの聞き取り
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の生活や経験と結びつけた感想を述べていた。また、かつてはフェリーの中が、地

域の人どうしの交流の場であったという話を聞いて「もう一度乗ってみたいなあ」
と話す児童もいた。くしもと大橋ができて良くなったことも多いが、そうでないこ
ともあることや、昔と今では島の生活が違っていることなどを知ることができた。

さらに、樫野地区講師からは、コンクリートで護岸していない自然のままの海岸が
、 、多いことが大島の特色であることや 波打ち際からサンゴが見える海岸もあるなど

ラムサール条約に指定された海の美しさについて、写真を見せていただきながら話

を聞いた。児童からは「こんなにきれいなサンゴが近くの海にあったんだ 「自分」
も見てみたい」等の声がたくさん聞かれた。ウェビングマップ作りの際に児童がも
っていたのは 海が良い という抽象的なイメージだったが サンゴの美しさ ラ「 」 「 」「

ムサールの海」というような知識を得たことから、さらに興味をもち、自分も体験
。 「 」してみたいという思いをもった 他にも ダイビングをして海の景色を見てみたい

「サンゴの生態や名前を調べて、まとめてみたい」等の感想があり、新たな課題を

発見し追究していこうという姿が見られた。ゲストティーチャーを招き、話を聞い
たことで、今まで自分たちが考えたり聞き取りしたものに加え、さらに具体的な大
島の特色や良さを知ることができた。

③直接体験から学ぶ(第11時～第14時)
ア 授業の概要

ゲストティーチャーの話やこれまでの学習から、児
童は、実際に体験活動をしてみたい、また、他の地域
の人たちからも聞き取りをしてみたいという意欲をも

、 。 、ち 活動の計画を立てた 季節や時間を考慮した結果
地域観光として企画されているマウンテンバイクツア

、 。 、ーを選択し 樫野地区を巡ることになった その中で

地域の特色や良さについて実際に確かめたり、観光客
から聞き取りを行ったりした。マウンテンバイクの手
配やコースの設定に際しては、リゾート施設を経営する地域の方の協力を得た。ま

た、デジタルカメラを持参し、大島の特色や良さについて確かめたり新しく発見し
たりしたものを撮影し、ポートフォリオやウェブログに活用することとした。この
体験活動を通じて、児童は、これまでの聞き取りで感じてきた地域の特色や良さを

実感することができた。

イ 考察

マウンテンバイクツアーで訪れた前の浜(樫野地区内の海岸)では、水平線が丸く
見えることや、人工物がない海岸の様子等、ゲストティーチャーから聞いていた話
を実際に確かめることができた。また、体験前の児童は、以前は自然が豊か、緑が

豊かだという抽象的なイメージを抱いていただけであったが、実際に観察すること
で亜熱帯性の植物が多く生えているという知識を得ることができた。海金剛につい
ては「何度見てもきれいだなあと改めて思った 「改めて見てみると、あの形はす」

ごい。自然の力ってすごいな 「あのホームページの写真は、ここから撮ったんだ」
な」等のつぶやきが聞かれた。また、キンカンやアオノクマタケラン、ハボタン等
の植物が出荷用に栽培されていることや、身近にツワブキの花や栗等、季節の植物

があったことにも目を向け「これも大島の特色かなあ」と思案しながら話す姿が見
られた。これは、これまでの学習の中で、地域に対する色々な視点をもてたことに

、 。 、より 自ら地域の特色や良さを見つけようとする姿に結びついたと考える 児童は
普段はバス通学のため、地域内を徒歩で活動する機会が少なかったが、今回、徒歩

やマウンテンバイクに乗って活動することにより、土地の起伏や土地利用の様子に
ついても気付くことができた。

写真４ 体験活動の様子
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④アンケートから学ぶ

ア アンケートの概要
児童は、聞き取りや直接体験を通じて、地域の特色

や良さを知ることができた。さらに今度は、他の地域

の人々の考える大島の良さを知りたいという思いをも
。 、 、った そこで 大島を訪れている人(観光客)を対象に

聞き取りとアンケート調査を実施した。アンケートの

内容は 「大島の良さはどんなところですか 「なぜ、 」
来られたのですか」等であった。アンケート用紙と回
収箱は、リゾート施設と、トルコ記念館に置かせても

らえるよう依頼に行き、その際に出会った観光客には
直接聞き取りを行った。一週間後に回収に行き、アンケートの内容を全員でまとめ
た。

県内各地や大阪府をはじめ、北海道や東京、島根県などの遠方から来られた人も
含め、50人から回答を得た。アンケート用紙の記入に際して、地域の方々が観光客
に呼びかけてくれたことや、大島には日本各地から観光客が訪れ、大島の良さを感

じてくれていること等を知り、児童は喜んでいた。児童は、このことを発表会で地
域の人に伝えたいという思いを持った。

イ 考察
児童は、これまでの学習の経験を生かし、スムーズに観光客への聞き取りを行う

ことができた。これは、地域の人々と関わる中で児童のコミュニケーションの力が

高まってきたことが考えられる。また「空気がきれい 「食べ物がおいしい 「人情」 」
が厚い」等、観光客に大島を評価され、喜ぶ様子が見られた。

アンケートには「大島のことはトルコを訪れた際に知った 「エルトゥールル号」

の救助活動は同じ日本人として誇りに思います。ありがとうございます 「大島の」
人たちが行った救援活動の事実をもっと全国にアピールすべき」等の回答が見られ
た。児童は、外国でも大島が知られていることや、エルトゥールル号遭難の際の大

島の人々の救助活動が日本人の誇りとしてとらえられているということに驚くとと
もに「 偉大な祖先』って書いてくれてた 「すごいなあ、びっくりした」等、口々『 」
に話し、喜ぶ姿が見られた。このアンケート調査で、他の地域の人たちの意見を聞

くことができ、今まで学んで来た大島の特色や良さをさらに感じることができた。
、 、地域の人からの聞き取りでは 大島で良くしたいところがいくつか出されていたが

アンケート回答の中には「今のままが良い」という意見もあり、児童にとって新た

な視点を得ることができた。
アンケート調査を通して、児童は自分たちの学習に快く協力してくれた地域の人

々や観光客に対し、つながりを感じ、感謝の気持ちをもつことができた。また、回

答の内容から、自分たちの住む地域を誇らしく感じることができたとの感想が見ら
れた。これまでの学習から得た地域への思いをもとに、発表会に向けての意欲を高
めていくことができたといえる。児童は、抽象的にとらえていた地域の特色や良さ

を具体的に知ることができたと同時に「大島は、ただの田舎だと思っていたけど、
よその人はただの田舎だと思っていなかったのを知ってうれしかった 「私にとっ」
ては当たり前だった大島の星空を美しいという人がいるんだな」等の感想にあるよ

うに、学習する前は意識していなかった大島の特色や良さに気付くことができたと
考える。

（３ 【まとめる・発信する】(第23時)）

ア 授業の概要
学習内容を発信する機会として、発表会を設定した。お世話になった地域の人々

や家族を招待し、大島の特色や良さをスライドを利用して発表した。この後、学級

で自分たちが地域のためにできることを話し合った。地域の人や観光に来てくれる
人のためにも、いつもきれいな大島にしようということになり、トルコ軍艦遭難慰

写真５ アンケート調査の協力を

依頼する児童
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霊碑周辺の清掃活動を計画し、実施した。

イ 考察
発表に関しては 「以前より自信をもって発表することができた」という感想に、

見られるように、児童は、地域の人々との関わりを通じて、発表に対する自信をつ

けることができたと考えられる。
児童の発表では、学んだことをクイズ形式にして出題したり、撮影した景色や植

物、アンケートのまとめを紹介していた。これまで学習に協力していただいた地域

の方々へ自分たちが確かめた大島の特色や良さを伝えたいという思いをこめて発表
しようとする姿が見てとれた。

発表後、地域の方々から「よく調べていた 「大島の良いところを聞けてうれし」

かったよ 「また、なんでも聞いてね」等の声をいただいた。児童は、自分たちの」
調べたことを認めてもらえたことに喜んでいた。また、大島の特色や良さを調べて
発表できたことが、自分たちだけでなく地域の人々にとっても喜びにつながったこ

とに気付き、自分たちの学習の成果を確かめることができた。

（４） ウェブログの活用

ア ウェブログ利用の概要
次の３つのねらいを持ち、ウェブログの活用を試み

た。

(ア)書いたものを多くの人に読んでもらえるという意
、 。識を持つことで 書くことに対する意欲を高める

(イ)インターネットから情報を入手する活動だけでな

く、発信する方法を知らせ経験させることで、情
報活用能力の向上を図る。

(ウ)所属校は、小規模校であるため、ウェブログを通

じて他校の児童と交流を図る。
活用にあたっては、学校長の承認を得、校内運用基準に基づき運営した。ウェブ

ログ上では、学習感想や、児童が撮影した画像を公開した。外部から寄せられたコ

メントは、管理者が内容を確認した上で公開し、学習時に担任が紹介した。児童の
コメント記入に関しては、担任が確認後に送信する等、管理運営に配慮した。

検証授業では、ゲストティーチャーを招いた後の児童の感想、体験活動の感想及

び撮影した画像、清掃活動の感想を公開した。今回は他校との交流はできなかった
が、検証授業の期間中に外部から７名の方にコメントをいただくことができた。

イ 考察
ウェブログについての知識はあるが、実際に使用したことがある児童はいなかっ

た。説明をすると「書いていたものが公開されるのは嬉しいだろうな 「早く書き」

込みをしてみたい」等の発言があり、情報発信に対する意欲が感じられた。
また、発信することに対する喜びを感じつつも、作業の際は、情報発信の留意点

に気をつけて書こうとする姿が見られた 授業後の感想が公開されたのを見て ゲ。 、「

ストティーチャーの先生にも読んでもらえるんだな 「遠くのおじいちゃんに勉強」
したことをのせてるから見てって言っておいた」等、発信することに対して喜びや
意欲を感じていた。また、コメントが返ってくると「早く読もうよ 「誰かが見て」

くれてるんだな」等、自分たちが発信した情報が誰かに受け止められていることを
感じ、喜ぶ声が多く聞かれた 「よく調べてあったね」とのコメントがあったとき。
にも嬉しそうな姿が見られた。

さらに、学習が進む中で「感想を書いて、早くのせてもらいたい」という発信す

「 」る喜びを述べる声に加え 大島のことをたくさんの人に知ってもらえたらいいなあ
という声が上がってきた。このことから、学習している内容をウェブログを通じて
公開することが地域の特色や良さをＰＲすることにつながるということに児童が気

付いたということが考えられる。ウェブログを利用した情報発信活動を取り入れる
、 。 、ことは 児童の学習に対する意欲を高めることに効果があると考えられる ただし

写真６ 学習用ウェブログ
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児童に対して、情報セキュリティに関する指導を行いつつ、管理者が校内運営規準

に基づき、細心の注意を払って運営することが必要である。

５ 研究のまとめ

（１) 成果
本研究では、地域の学習素材を教材化することを試みた。教材研究をする中で、児

童の実態や学習内容に合わせて活用できるものが数多くあることがわかった。地域の

教材を扱うことによって、児童が自分の経験をもとに考えたり、自分や家族の生活に
も関わっていることを意識しながら学習することができ、意欲・関心をもって学習に
取り組めるということがわかった。また、地域の方々の協力を得ながら、聞き取りや

体験活動、アンケート等多様な活動を行うことができた。これらの活動を通して、地
域の特色や良さをより具体的に知り、多くの人が同じ思いをもっていることに気付く
中で、さらに地域のことを学びたいという思いをもつことができた。また、多くの地

域の方々と関わり、優しさに触れられたことで、児童は今まで以上に地域の人々への
愛着を深めたといえる。

さらに、聞き取りをする、ゲストティーチャーの依頼や対応をする、アンケート用

紙の内容を考える、ウェブログに感想を載せる、発表をする等、幅広い年齢の人たち
と関わる活動が実施でき、コミュニケーション力を向上させることにもつながった。

（２）課題
今後、地域の写真やパンフレット等の資料、地域で学習に組み入れることが可能な

体験活動の一覧、地域で学習に協力していただける方々の人材リスト等を準備してい

くことが必要である。
また、児童が主体的に学習をしていくためには、見通しをもって学習に取り組める

ことが必要である。今後も学年の学習内容や各教科・領域との関連を考慮して地域の

学習素材を取り上げ、今回の研究で用いた地域を学ぶ過程を用いた実践を繰り返す中
で、児童が主体的に学ぶ力を育んでいきたいと考える。
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