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夢や目標の実現に向けた基礎的・汎用的能力を育む小学校キャリア教育推進の研究 

－コミュニティ・スクールの特色を生かした家庭・地域との協働的な取組を通して－ 

 

萩市立椿東小学校 教諭 池田 洋一 

 

１ 研究の意図 

(1) 研究の背景 

「小学校キャリア教育の手引き＜改訂版＞」（平成23年）では、キャリア教育を推進するため

には、学校、家庭及び地域（以下「三者」と表記）が連携を図り、地域の教育資源を有効に活

用することが必要不可欠であると示されている。また、キャリア教育における外部人材活用等

に関する調査研究協力者会議（平成23年）では、学校の課題として、家庭及び地域との協働し

た取組が継続しない、関わる人材が増えないなどが挙げられており、三者が連携したキャリア

教育の推進が重要な課題となっている。 

(2) 研究テーマ設定の理由 

原籍校では、児童のキャリア発達を効果的に促すために、地域の人、ものなどの教育資源を

活用して学習を実施しているが、活動がマンネリ化し、学校と関わる人材も固定化される傾向

にある。また、新たに地域の人材を活用する場合、学校だけの力では依頼できる人に限りがあ

ることなどから、新たな人材の確保が進まなかった。地域の教育資源を有効に活用したキャリ

ア教育を推進するためには、三者のつながりが課題となっている。 

そこで、三者の連携を深めるために注目したのが、コミュニティ・スクールである。コミュ

ニティ・スクールは、保護者や地域住民が一定の権限と責任をもって学校の教育活動に参画し、

地域とともにある学校づくりを進める仕組みである。山口県のコミュニティ・スクールの設置

率は、82.1％（平成26年６月現在）で全国１位であり、地域教育力日本一を目標に掲げて、コ

ミュニティ・スクールにおける次の三つの機能の充実をめざしている。その機能は、学校教育

の質の向上を図る「学校支援」、学校運営の質の向上や学校課題の解決を図る「学校運営」、学

校を核とした人づくり・地域づくりを図る「地域貢献」である。本研究では、中でも「学校運

営」の機能を有効活用し、三者が連携したキャリア教育の充実をめざすことにした。 

協働的な取組としては、地域の課題を把握し、家庭や地域の人と相談しながら自分たちなり

に解決を図る学習を行うことにした。これは、体験活動や講話の依頼など、家庭や地域に協力

を求めることが多かった学校が、地域の課題改善を図るという地域のニーズに応える学習であ

り、学校にとっては新たな人材確保につながることから、双方にとってメリットがある学習で

ある。この学習を互いに協力し合って進めることで、三者の連携が深まるとともに、児童は家

庭や地域の人との関わりの中で身近な大人のモデルを知ることによって、自らの将来について

考え、夢や目標の実現に向けて必要となる基礎的・汎用的能力を高めることができると考えた。 

(3) 研究の仮説 

以上のことから、研究の仮説を「小学校において、コミュニティ・スクールの特色を生かし

て、キャリア教育の啓発を図り、地域の課題を解決する学習を家庭・地域と協働して行うこと

によって、三者の連携が深まるとともに、児童は地域の人々との関わりの中で、自らの将来に

ついて考え、夢や目標の実現に向けて必要となる基礎的・汎用的能力を高めることができる」

とした。 
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図１ 児童の基礎的・汎用的能力に関する 

アンケート結果（児童の自己評価） 

 児童は、人の意見を聞くとき、その人の

考えや気持ちを理解しようとしていま

すか（他者理解） 
 

 

児童は、誰とでも力を合わせて、学習

や活動に取り組むことができますか 

（協調性） 
 

 

児童は、自分がやりたいと思ったこと

や、よいと思ったことに進んで取り組

むことができますか（主体的行動） 

図２ 児童の基礎的・汎用的能力に関する 

アンケート結果（教員による評価） 
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２ 研究の内容 

(1) キャリア教育におけるめざす児童像と育てたい力の設定 

  研究の対象は、第４学年の児童77人とした。第４学年のキャリア教育でめざす児童像は、「友

だちのよさを認め、協力して活動する中で、自分にできそうなことに進んでチャレンジする子

ども」である。これは、言われたことは真面目に取り組むが、自ら進んで行動することが苦手

であるという児童の実態と、「小学校キャリア教育の手引き＜改訂版＞」に書かれている中学年

のキャリア発達課題の一つである「友だちと協力して活動する中でかかわりを深める」を踏ま

え、担任を中心に話し合って決めたものである。基礎的・汎用的能力の要素としては、「他者理

解」、「協調性」、「主体的行動」に重点を置いた児童像であり、人間関係形成・社会形成能力と

自己理解・自己管理能力に関わるものである（表１）。また、本研究を進める上で、育てたい力

におけるめざす児童の姿を次のように捉えることにした（表２）。 

  表１ 基礎的・汎用的能力の具体的な要素の例 

基礎的・汎用的能力 具体的な要素の例 

人間関係形成・社会形成能力 他者理解、コミュニケーション・スキル、協調性、リーダーシップ等 

自己理解・自己管理能力 自己の役割の理解、前向きに考える力、忍耐力、主体的行動等 

課題対応能力 
情報の理解・選択・処理、本質の理解、原因の追究、課題発見、計画立案、

実行力、評価・改善等 

キャリアプランニング能力 
学ぶこと・働くことの意義や役割の理解、多様性の理解、将来設計、選択、

行動と改善等 

 表２ 育てたい力における具体的なめざす児童の姿 

育てたい力 具体的なめざす児童の姿 

他者理解 人の意見を聞くとき、その人の考えや気持ちを理解しようとする。 

協調性 誰とでも力を合わせて学習や活動に取り組むことができる。 

主体的行動 自分がやりたいと思ったことや、よいと思ったことに進んで取り組むことができる。 

 

(2) 児童の実態把握     

６月にアンケート調査を実施した。そ

の結果、児童の自己評価は、他者理解、

協調性、主体的行動に関する項目のどれ

においても「そう思う」と回答した割合

が40％を下回っていた（図１）。教員（担

任３人、特別支援学級担任１人）による

児童評価は、さらに低く、どの項目にお

いても「そう思う」と回答した割合が０％

であった(図２)。この結果から、先に掲 

げた育てたい三つの力を重点的に伸ばし 

ていく必要性を確認することができた。 

(3) 家庭・地域の協力に関わる実態把握 

協働的な取組を進めるために、授業へ

の協力者がどれくらい見込めるのか、

アンケート調査を実施した。対象は、家

庭（76世帯）と、学校関係者以外の学校
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図５ 学校運営協議会（６月） 

図４ キャリア教育推進のPDCAサイクル 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ
・目標の設定
・指導計画の
作成

・教育活動に
おける実践

・児童の変容
の把握
・実践の評価

・目標と指導
計画の見直し
・実践の改善
を検討

キャリア教育推進のＰＤＣＡ

できそうなことがあれば、授業に協力できるか 

図３ できそうなことがあれば、学校の学習活動

に協力できるか 
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学校運営協議会 

 

保護者 

図３ 授業協力に関するアンケート結果 

図３ できそうなことがあれば、学校の学習活動

に協力できるか 

運営協議会メンバー（９人）である。図３の 

とおり、学校運営協議会メンバーの全員が、

授業への協力に肯定的な意見だった。一方、

保護者については、約70％が肯定的な意見

だったが、「できる」と回答した保護者は12％

であった。そこで、保護者については、キャ 

リア教育の啓発を通して、家庭における役割を理解してもらうことから始めることとした。 

(4) コミュニティ・スクールにおける「学校運営」の機能を生かした取組 

図４は、原籍校のキャリア教育推進のPDCAサイク

ルである。本研究では、特に実践（Ｄ）の部分にお

いて、学校運営協議会と連携した取組を進めること

で、キャリア教育を充実させ、さらに、評価（Ｃ）

や改善（Ａ）においても連携を図り、地域とともに

ある学校づくりをめざすことにした。連携した取組

としては、「家庭・地域へのキャリア教育の啓発」と「地域の課題を解決する学習を家庭・地域

と協働して行う取組」の二つを行う。 

連携した取組を進める上で重視したのが、学校運営協議会における「学校運営」の機能の充

実を図る意見である。これまでは、児童の様子や教育活動について授業を参観して意見をもらっ

ていた。しかし、今回は授業に参加して意見をもらうことにした。これは、児童の実態を肌で

感じてもらった上での意見の方が、より実感を伴う意見となり、これらの意見を協働的な取組

に反映させることで児童の成長が期待でき、三者が連携したキャリア教育の充実につながると

考えたからである。 

ア 家庭・地域へのキャリア教育の啓発 

キャリア教育について理解を深め、同じ目標に向かって協働する意識を高めることを狙い、

次の五つに取り組んだ。 

(ｱ) 学校運営協議会を通した家庭・地域への働き掛け 

６月の学校運営協議会(図５)では、キャリア教育の

重要性を説明した上で、家庭・地域へのキャリア教育

の啓発方法、第４学年で行う家庭・地域との協働的な

取組について説明し、協力を求めた。学校運営協議会

のメンバーからは、「地域の子どもは地域で育てるとい

う意識の向上につながる意義深い取組である」と賛同

を得られた。併せて、人材集めについても協力が得ら

れることとなった。また、キャリア教育の充実に向けて、児童の実態や協働的な取組につ

いての直接的な意見を求めるために、授業への参加を要請したところ、５人の協議会メン

バーの了承を得た。人材集めについては、メンバーの幅広い人脈を生かして、図書サーク

ルや地域見守り隊など、様々な人たちの協力を得ることができた。 

８月には協働的な取組の中間報告を行い、11月にはその成果と課題について報告した。

そして、来年度のめざす児童像や協働的な取組を推進する手だてについて、年度末の学校

運営協議会で協議することを目標として計画的に働き掛けた。 
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図７ 学年だより 

図８ ポートフォリオ 

図６ 「コミスク通信 in 椿東小」 

(ｲ) コミスク通信の発行 

家庭や地域の人に、キャリア教育の重要

性や学校の取組を広く知ってもらうため

に、学校運営協議会と連携してコミスク通

信を発行した(図６)。協働的な取組の途中

経過や成果と課題、参加の呼び掛けなどに

ついて掲載した。また、配付先については、

当初は家庭や民生委員、地域見守り隊など

で、約500枚の配付であったが、８月からは

配付先を各自治会や趣味サークルなどにも

拡大して約1000枚を配付し、校区内に行き

渡るようにした。人材の広がりを狙って趣

味サークルへも配付した結果、児童の地域貢献活動における観光ＰＲの壁画作りに、美術

教室を開いている方の協力が得られることとなった。 

(ｳ) ケーブルテレビの活用 

紙面では伝えきれない、児童や地域の人が生き生きと活動する様子を、ナレーションと

映像で地域により広く伝え、協働的な取組の理解と協力につなげるために、地域に密着し

たケーブルテレビを活用した。15分間の特集として１週間に14回放送されたことで、多く

の世帯が視聴したと思われる。視聴された方からは、児童と地域の人が一緒になって学習

を進めていることへの称賛の声や取組への参加希望の声が寄せられた。 

(ｴ) 学年・学級だよりの発行 

家庭における役割を理解してもらうために、学

年・学級だよりを活用した。キャリア教育の重要

性だけでなく、協働的な取組の予定表を掲載して

授業への参加を促したり、学習の進度に合わせた

家庭での声掛け例を発信したりした(図７)。協働

的な取組の様子についての会話が増えたという声

や、どんな子どもに育てたいのか改めて考えるよ

うになったという声などが聞かれた。 

(ｵ) ポートフォリオの共有 

保護者に児童の変容を知ってもらい、学校での頑張りを家庭でも認めてもらうために、

児童のポートフォリオを家庭と共有した(図８)。今回実践した総合的な学習の時間の単元

では、単元の中盤と終盤の２回

共有し、教師と保護者の双方か

らコメントを加えたことによ

り、保護者は我が子の成長にさ

らに関心をもつようになった。

また、児童にとっては、双方の

コメントが励みとなり、学習意

欲の高まりにもつながった。 
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図９ 協働的な取組における 

授業改善のPDCAサイクル 

協働的な取組

Ｐ 単元・授業計画の練り直し

Ｄ 授業実践

Ｃ 実践の振り返り(座談会)

Ａ 授業改善

  イ 地域の課題を解決する学習を家庭・地域と協働して行う取組 

(ｱ) 地域の課題を解決する学習の概要 

めざす児童像に近づけるために、総合的な学習の時間を主に活用して育てたい力を伸ば

すこととし、年間計画を作成した(表３)。「ふるさと椿東 笑顔いっぱい大作戦！」、「ふる

さと椿東 伝えよう！松陰先生」は、観光ＰＲなど、地域の課題と関連している単元であ

り、大人との関わりを増やすことにした。また、「ふるさと椿東 笑顔いっぱい大作戦！」

での地域貢献や大人との学びを児童の将来への思いにつなげるために、次の単元を「ふる

さと椿東 １／２成人式をしよう！」にした。 

表３ 第４学年 総合的な学習の時間の計画 

単元名 

ふるさと椿東 

学ぼう！松陰先生

（１８時間） 

ふるさと椿東 

笑顔いっぱい大作戦！ 

（２２時間） 

ふるさと椿東 

１／２成人式をし

よう！（１５時間） 

ふるさと椿東 

伝えよう！松陰先生

（１５時間） 

地域の課題 

郷土に誇りと愛着

をもつ人材の育成 

観光ＰＲ 

高齢者とのふれあい 

公園等の美化 

夢や目標、志をもつ

若者の育成 

郷土に誇りと愛着

をもつ人材の育成 

観光ＰＲ 

貢献活動 

 駅での観光案内 

高齢者との交流 

公園等の環境整備 

地域の人を招いた

１／２成人式 

松陰神社での観光

ガイド 

関わる人材 

松陰神社宮司 保護者、地域の人 

市役所（都市計画課、観光課）

ＪＲ西日本、社会福祉施設 

20歳前後の椿東小

学校卒業生 

保護者、地域の人 

松陰神社宮司 

歴史サークル、萩博物館

保護者、地域の人 

(ｲ) 家庭・地域と協働して行う際の工夫 

  協働的な取組において、児童の基礎的・汎用的能力を効果的に伸ばす手だてとして、次

の二つの取組を行うこととした。 

ａ 家庭・地域との関わりを増やすワークショップ型授業 

児童が、大人との協働作業を通して大人の考えや行いのよさに気付き、自己の基礎的・

汎用的能力を伸ばそうとする態度を育むために、ワークショップ型授業を導入した。グ

ループの形態としては、大人との関わりを増やすために、４人程度の児童に対して１人

以上の大人が関わるように設定した。一方、協力者である大人は、小グループの一員と

して気軽に参加できる上、協働作業を通して児童のよさや課題をつかみやすいと考えた。

また、授業の事前打合せで、学習のねらいや手だてを共有するなど、目的や役割を明確

に知らせて授業に臨んでもらい、その成果を実感してもらうことで、やりがいや喜びに

もつながるのではないかと考えた。 

ｂ 三者をつなぎ、授業改善を図る座談会 

ワークショップ型授業の後には、毎回、協力者と関係職員で座談会を開くことにした。

その目的は次の二つである。一つは、三者のつながりを深めることである。これまでは、

ゲストティーチャーとして招へいした場合、感想をもらう程度であった。座談会により、

ワークショップを通して肌で感じた児童のよさや

課題を共有することで、育てたい力が明確になり、

それを三者で協働して育てていこうという意識が

高まるのではないかと考えた。もう一つは、授業

改善である。児童の育てたい力を効果的に伸ばす

ために、協働的な取組における授業改善のPDCAサ

イクルを作成し、活用することにした（図９）。座

談会では、育てたい力の共有だけでなく、具体的
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にどのように伸ばしていけばよいのかについて話し合い、その意見を授業改善や授業計

画の練り直しに反映させることで、三者が連携した授業づくりができると考えた。改善

点については、協力者に授業前の打合せで知らせるようにした。 

(ｳ) 授業実践（総合的な学習の時間「ふるさと椿東 笑顔いっぱい大作戦！」） 

総合的な学習の時間において、地域の課題を自分たちなりに解決する学習として、「ふる

さと椿東 笑顔いっぱい大作戦！」を計画した（表４）。この学習は、家庭や地域の人にとっ

ては関心が高い内容であり、児童と一緒に考えたり、児童の質問に答えたりする活動を仕

組むことで、地域住民としての知識や経験、知恵を生かすことができる学習である。また、

児童は、大人の支援を受けながら課題解決に取り組むため、大人の多様な考えや行いのよ

さに触れるよい機会となり、自分に必要な態度や能力に気付くことができる。そして、こ

の気付きは今後の学習や生活において生かされることとなり、基礎的・汎用的能力の高ま

りにつながると考えた。 

学習の展開としては、児童は取材や現地調査を経て、課題を「観光ＰＲ」、「公園の美化」、

「高齢者とのふれあい」の三つに絞り、それぞれのチームに分かれ、自分たちにできる活

動を家庭や地域の人と一緒に考えて実行していった。 

表４ 「ふるさと椿東 笑顔いっぱい大作戦！」の単元計画 

次 時 主な学習活動 
大人が参加する授業形態 

大人の役割（★） 

１ 

1 ふるさと椿東のよさと課題を自分たちなりに考え、交流する。  

2 

3 

休日などに大人に取材したふるさと椿東の課題を出し合っ

て共有し、よくしたい課題を選ぶ。 
 

4 

5 

自分が選んだふるさと椿東の課題に関係のある場所に行

き、地域の人の役に立つ活動を自分なりに考える。 

現地調査 

★見守り、助言 

6 
前時に考えた地域の人の役に立つ活動を紹介し合い、とっ

ておきの活動を大人と一緒に考える。（授業実践１：60分） 

ワークショップ 

★一緒に考える 

7 
自分が選んだふるさと椿東の課題解決に向けて、夏休み中

に自分にできそうな調査や活動を考え、計画を立てる。 
 

２ 

8 夏休み中の調査や活動の結果、考えたことなどを交流する。  

9 

10 

前時を基に地域の人の役に立つ活動を見直し、その実現に

向けての計画を立てる。 
 

11 関係各所から意見をもらい、活動計画を見直す。 
ポスターセッション 

★助言 

12 

13 

14 

15 

地域の人の役に立つ活動の準備をする。 
班ごとの活動 

★手伝い、助言 

16 

17 

18 

地域の人の役に立つ活動を実行する。 
地域貢献活動 

★見守り、助言 

３ 

19 

20 
地域の人の役に立つ活動の発表会準備をする。  

21 
発表会をして、家庭や学校での役割について大人と一緒に

考える。 

ポスターセッション 

★感想、助言 

22 単元全体を振り返る。  

ａ 授業実践１「ふるさと椿東が笑顔いっぱいになる活動を大人と一緒に考えよう！」（７月実施） 

(a) 授業の概要 

学校運営協議会の協力と学年だよりの呼び掛けにより、３学級で延べ28人の保護者

や地域の人が参加した。授業の事前打合せは、授業前に行い、本時のねらいと育てた
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い力、役割などについて説明した。役割としては、ワークショップの際に相手の話を

よく聞いた上で発言できる人として、児童の手本になってもらうようにした。また、

地域住民の代表としてのアドバイスと司会のフォローもしてもらった。 

ワークショップでは、ＫＪ法的な手法を用い、現地調査を基に考えた活動案を出し

合い、チームで取り組む活動を話し合って決めることにした。個々の意見が書かれた

付箋を仲間分けしたり、一つの意見に決めたりする活動を大人と一緒に取り組むこと

で、相手の意見を理解しようとする態度や協調性を養うことができると考えた。 

本時のねらいは表５、授業の流れは表６のとおりである。 

表５ 授業実践１のねらい 

学習のねらい 
友だちや大人との意見交流を通して、地域の人の役に立つ活動を見付けるととも

に、他者の多様な考えや行いのよさに気付くことができる。 

キャリア教育

との関連 

・話合いのときに、相手の考えや気持ちを理解しようとしている。【他者理解】 

・地域の人が喜ぶ活動をチームで協力して決めることができる。【協調性】 

・知りたいことがあるとき、進んで大人に質問することができる。【主体的行動】 

表６ 授業実践１の流れ（ワークショップ型授業、60分授業） 

学習活動（😊大人との対話） 教師の支援（○）と評価（◎総合、☆キャリア） 

１ 本時の学習課題をつかむ。 

〈5分〉 

 

 

２ 自分たちにできそうな活動

をグループで考える。（😊） 

〈30分〉 

(1) 自分の考えを発表する。 

(2) 考えを仲間分けする。  

(3) 活動を決める。 

・地域の人が笑顔になる活動 

・実現が可能な活動 

（安全面・金銭面・時間） 

・工夫や努力が必要な活動 

 

 

 

 

 
 

 

 

３ 決めた活動を班ごとに発表

する。              〈10分〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本時を振り返る。（😊） 

〈15分〉 

(1) 振り返りシートに記入する。 

(2) 発表する。 

○ 整理した地域の課題を掲示し、「大人と相談して、よりよい

活動を考えよう」と投げかけることで、学習意欲を高める。  

 

 

○ 前時に見付けた自分の考えた活動の中から、事前にとってお

きの活動を三つ選んで付箋紙に書かせ、紹介させることによっ

て、自分の考えを明確にして伝えさせる。 

○ 「みんなが喜ぶもの」、「実現可能なもの」など、条件を確認

することで、円滑に話し合えるようにする。 

○ 大人に本時のねらいとキャリア教育のねらい、本時で考えら

れる活動例などを明記した紙を配付して事前に打ち合わせる。

そして、「どの班からも『よく考えているな。すごいな』と言って

もらえる活動を考えよう」と声を掛けてもらうことで、班で考え

る活動案が児童の工夫や努力を要するものになるようにする。 

○ 指導者は、各班を巡視してワークショップの進行を助けた

り、進んで友だちや大人と関わって話し合っている班を褒めた

りするなど、話合いを活性化させるようにする。 

☆ 友だちや大人と積極的に関わり、地域の人の役に立つ活動を 

考えているか。（発言・態度） 
 

○ 他の班が考えた活動を全員で共有することにより、やってみ

たいという意欲を高める。 

○ 大人と進んで関わり、よりよい活動を考えた班を意図的に取り

上げることで、身近な大人と学ぶよさを捉えさせるようにする。 

 

○ 活動への思いや大人との学びのよさを共有できるように、班で

振り返りをする。 

◎ 多様な考えの他者と学ぶよさに気付くことができたか。 

（発言・ワークシート） 

(b) 授業の結果と考察 

授業の定性的な評価として、児童の振り返りシートに記述欄を設けて、児童に授業

の感想を書かせたところ、大人の支援への感謝や身近な大人への憧れに関する感想が

多く書かれていた（表７）。また、その他にも、協調性をはじめ、育てたい力に関する

意識の高まりと捉えることができる感想が多く書かれていた。これらの結果は、大人

の多様な考えや行いのよさに気付いたことの表れであり、今後も大人との関わりを仕

組むことで、基礎的・汎用的能力の伸びに期待がもてると考えた。 

座談会では、児童の活動の様子に感心する協力者の意見が多く聞かれた。しかし、

ふるさと椿東が笑顔いっぱいになる活動を大人と一緒に考えよう！  
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その一方で他者理解やコミュニケーション・スキルに関する課題が挙がり、それを着

実に育てていくべきだということが協力者の中で話題となった（表７）。これは、授業

に参加することで育てたい力を明確に捉えるようになり、それを協働して育てようと

いう意識の高まりの表れである。この座談会で出た意見を授業改善に役立て、協力者

と目標を共有して次回の協働した授業を進めることで、育てたい力が伸びると考えた。 

表７ 授業実践１についての児童と大人の感想 

児童の感想 大人の感想 

・ぼくたちが分からないことを、地域の人が教え

てくれたからすごいと思いました。 

・地域の人に褒められたのが、うれしくてたまり

ませんでした。だから、一生懸命に考えました。 

・このチームで考えてアイディアが膨らんだの

で、とてもよかったです。 

・ぼくはお年寄りに楽しんでもらえる活動を早

くやってみたいと思いました。 

・子どもたちの発想のよさに驚いた。 

・地域をよくしたいという気持ちが伝わってき

てうれしかった。 

・自己主張の強い児童の意見が通り、話合いが

深まらなかった班があった。 

・相手の意見を聞く態度や能力を育てるべきだ。 

・コミュニケーションの力を付けるために、大

人と話す機会を増やすべきだ。 

ｂ 授業実践２「これからも続ける活動を大人と一緒に考えよう！」（10月実施） 

(a) 授業の概要 

第１回目のワークショップ型授業後の座談会で出た、他者理解やコミュニケーショ

ン・スキルに関する課題を協働的な取組における授業改善のPDCAサイクル（図９）に

当てはめて、今後の授業の進め方を検討した。その結果、再度、一つのテーマについ

て、大人と一緒に話し合う場面を設けた方が、相手の考えや気持ちを理解しようとす

る態度や分かりやすく話す能力の育成に、より効果が上がると考えた。そこで、単元

計画を見直し、大人と一緒に考えるワークショップ型授業をもう一度行うことにした

（表８）。なお、児童の変容を見取りやすくするために、関わってもらう大人は、可能

な限り１回目のワークショップ型授業と同じチームに付いてもらうようにした。 

表８ 単元計画の変更 

 
時 主な学習活動 

大人が参加する授業形態 

大人の役割（★） 

変更前 

19・20 地域の人の役に立つ活動の発表会準備をする。 
 

 

21 
地域の人の役に立つ活動の発表会をして、家庭

や学校での役割について考える。（60分） 

ポスターセッション 

★感想、助言 

変更後 

19・20 
地域の人の役に立つ活動の報告会をして、今後も

続ける活動を考える。 

班交流・全体交流 

★感想、助言 

21 
今後も続ける地域の人の役に立つ活動を大人

と一緒に考える。（授業実践２：60分） 

ワークショップ 

★一緒に考える 

また、他者理解に関わる態度やコミュニケーション・スキルを身に付けさせるため

に、手だてを二つ加えることとした。一つは、相手の考えを理解しようとする態度を

育てるため、児童には個々の意見を発表させた後、質問し合う場面を設定した。準備

に関することや具体的な活動内容などについて質問することで、相手の意見を詳しく

知り、そのよさに気付くことができると考えたからである。もう一つは、意見を絞る

際、話合いを活性化させるために、関わってもらう大人には、地域住民の代表として、

児童の考えを揺さぶる質問をしてもらうようにした。「本当に続けられるのか」、「それ

で地域の人は喜ぶのか」などの問い掛けにより、揺さぶってもらうことで、児童は自

分たちにできることを見直したり、地域の人の立場になって考えたりしながら、活動

のよさを明確にし、続ける活動への意欲を高めることができると考えたからである。 
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図 10 ワークショップの様子 

本時のねらいは表９、授業の流れは表10のとおりである。 

表９ 授業実践２のねらい 

学習のねらい 
友だちや大人との意見交流を通して、今後も続ける地域の人の役に立つ活動を考

えることができる。 

キャリア教育 

との関連 

・自分の考えを相手に分かりやすく伝えることができる。【コミュニケーション・スキル】 

・話合いのときに、その人の考えや気持ちを理解しようとしている。【他者理解】 

・今後も続ける活動をチームで協力して決めることができる。【協調性】 

・知りたいことがあるとき、友だちや大人に質問することができる。【主体的行動】 

表10 授業実践２の流れ（ワークショップ型授業、60分授業） 

学習活動（😊大人との対話） 教師の支援（○）と評価（◎総合、☆キャリア） 

１ 本時の学習課題をつかむ。 

〈5分〉 

 

 

２ 今後も続ける活動を大人と

一緒に班で話し合う。（😊） 

〈35分〉

(1) 自分の考えを発表する。 

(2) 質問する。 

 

(3) 活動を決める。 

・地域の人が喜ぶか 

・続けられるか 

（活動時間、準備など） 

(4) 決まった活動を書く。 

・活動内容 

・選んだ理由 
 

 

 

 

 

 

３ 今後も続ける活動を班ごとに

発表する。         〈10 分〉 
 

 

４ 本時を班で振り返る。（😊） 

〈10分〉 

(1) 振り返りシートに記入する。 

(2) 発表する。 

 

○ 前時の学習活動の様子を取り上げ、そのよさを紹介すること

で、学習意欲を高める。 

 

 

○ 続ける活動とそのよさを事前に画用紙に書かせ、それを紹介さ

せることで、自分の考えを明確に伝えられるようにする。 

○ 友だちだけでなく、大人にも質問してもらうことで、対話の機会

を増やすとともに、それぞれの活動のよさを深められるようにする。 

○ 全員が質問したり意見を述べたりする機会を確保できるように、

司会の児童には進め方のカードを用意し、事前指導をしておく。 

○ 地域の人が喜ぶか、続けられるかなど、視点を与えて話し合

わせることで、活動のよさや続ける方法を明確にし、今後の活

動に主体的に取り組めるようにする。 

○ 大人には、事前に児童の考えを知らせ、大人の立場で活動時間や準備

時間などで問題がないか揺さぶってもらうように打ち合わせておくこ

とで、話合いを活性化させ、よりよい活動の仕方がないか考えさせる。 

○ 各班を回って進行を助けたり、進んで友だちや大人と関わっ

て話し合っている班を褒めたりすることで、話合いが円滑に進め

られるようにする。 

☆ 自分の考えを理由付けて明確に伝えているか。（発言） 

☆ 質問したり、相談したりするなど、友だちや大人に積極的に 

関わり、今後も続ける活動について考えているか。（発言・態度） 
 

 

○ 他の班が考えた活動を全員で共有することにより、地域の一

員として活動する意欲を高める。 
 

 

○ 班で感想を交流することで、協働して学ぶよさを感じさせる

とともに、今後の学習や生活で気を付けたいことにつなげる。 

○ 他者理解、協調性、主体的行動に関わる行動を全体に紹介し

価値付けることで、それぞれの項目の意欲を高める。 

◎ 友だちや大人と積極的に関わり、続ける活動について考える 

ことができたか。（発言・振り返りシート） 

(b) 授業の結果と考察 

２回目のワークショップ型授業では、１回目と比べ

て、児童が互いの意見をよく聞いて学習を進めている

様子が見られた（図10）。また、友だちに質問をしたり、

友だちや大人からの質問に丁寧に答えたりするなど、

進んでコミュニケーションを取る児童が見られた。児 

童の授業の感想は、他者理解、協調性、主体的行動に関するものが多く書かれていた

（表11）。これらは、育てたい三つの力の高まりに期待がもてる感想と捉えられる。ま

た、１回目のワークショップ型授業では意欲的に取り組めなかった児童も、２回目で

は、身を乗り出して話合いに参加したり、授業の振り返りの際に１番に手を挙げ、「ぼ

くは、この活動をやる日は休まずにやりたいです。公園に来てよかったなと思ってほ

しいです」と発表したりするなど、意欲的に学習に取り組むことができた。継続して

これからも続ける活動を大人と一緒に考えよう！ 
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６月 
 

１１月 
 

 

 
 

６月 
 

１１月 
 
 

 
 

 

６月 
 

１１月 

関わった方に単元を通して褒めてもらったり、励ましてもらったりしながら学習を進

められたことが効果的であったと考える。 

座談会（図11）では、課題となっていた態度や能力

におけるよい変容が話題となった（表11）。協力者が前

回よりも育てたい力とその手だてをしっかりと認識し

てワークショップに参加したことがよかったと考え

る。また、やりがいや取組の継続に関する感想も多く

聞かれた。協力者の実感を伴った意見を授業改善に反映したことや児童の成長を実感

できたことが大きな要因と考える。 

     表11 授業実践２についての児童と大人の感想 

児童の感想 大人の感想 

・ぼくもＡ君の考えはとてもよいと思いました。 

・みんなの意見を比べていくうちに、新しいアイ

ディアが出て、みんなで賛成できたのがうれし

かったです。 

・駅の壁に描く絵を早く考えたいです。 

・ペープサート劇でお年寄りを喜ばせたいです。 

・話合いでアイディアが膨らんでいた。 

・前よりもお互いの意見をよく聞いていた。 

・活動を続けたい気持ちがよく伝わってきた。 

・楽しく活動できた。これで終わるのが寂しい。 

・この学習で子どもたちの成長を感じた。来年度も

続けるべきだ。 

(ｴ) 授業実践後における児童の将来への思い 

「ふるさと椿東 笑顔いっぱい大作戦！」の最後の時間に、次の「ふるさと椿東 １／２

成人式をしよう！」の単元と関連させて児童に将来に向けての思いを尋ねたところ、「ぼく

は、将来、子どもの安全を守る人になりたいです。その

理由は、子どもがけがをせずに登校できるとうれしいか

らです」という思いが聞かれた。この児童には、単元を

通して地域見守り隊の方と繰り返し関わりをもてたこと

が、よかったと考える。その後の１／２成人式の「志の

発表」（図12）でも、身近な大人との関わりを通して考え

た将来への思いが多く聞かれた。このように、児童が地域の大人へ目を向けるようになっ

たのは、身近な大人と一緒に学習を進められたことが有効であったと考える。 

(5) 研究の考察 

  ア 児童の基礎的・汎用的能力の高まり 

11月、児童に「他者理解」、「協調性」、「主体的行動」に関する質問紙調査をしたところ、

「そう思う」とはっきりと答えた割合は、６月と比べて、三つとも40ポイント以上の伸びを

示した(図13)。担任による児童評価も同じように伸びていた(図14)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 １／２成人式の「志の発表」 

図 11 授業後の座談会 
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人の意見を聞くとき、その人の考えや 

気持ちを理解しようとしていますか 

（他者理解） 

 

誰とでも力を合わせて、学習や活動に 

取り組むことができますか（協調性） 

 

自分がやりたいと思ったことや、よい 

と思ったことに進んで取り組むことが 

できますか（主体的行動） 

図13 児童の基礎的・汎用的能力に関する 

アンケート結果（自己評価） 
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１１月 

図14 児童の基礎的・汎用的能力に関する 

   アンケート結果（教師による評価） 

 児童は、人の意見を聞くとき、その人の

考えや気持ちを理解しようとしていま

すか（他者理解） 
 

 

児童は、誰とでも力を合わせて、学習

や活動に取り組むことができますか 

（協調性） 
 

 

児童は、自分がやりたいと思ったこと

や、よいと思ったことに進んで取り組

むことができますか（主体的行動） 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 
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図 16 家庭・地域との協働的な取組 

学校運営協議会の理解・協力

協働的な取組

児童
基礎的・汎用的能力の向上

家庭・地域
キャリア教育への関心の高まり
取組への参画意欲の向上

Ｐ 単元・授業計画の練り直し

Ｄ 授業実践

Ｃ 実践の振り返り(座談会)

Ａ 授業改善

家庭・地域との協働的な取組結果と考察

図15 ワークショップ型授業後の協力者 

アンケート結果 

 0％  20％  40％  60％  80％ 100％ 

また、児童の変容について、協力者と担任にアンケートを実施したところ、育てたい三つ

の力が伸びたと捉える記述が多く見られた（表12）。 

    表12 協力者と教師へのアンケート結果（11月実施） 

協力者 担任 

・自分の考えをもち、相手の理解を得ようと努めて

いた。また、逆に相手の気持ちも分かってあげよ

うとしていた（保護者）。 

・一つの目標に向かってみんなで考え、工夫し、行

動する力が活動するごとに身に付いた（保護者）。 

・地域貢献したことで、やればできるという自信が

付いたようだ。また、地域の人に役に立ちたいと

いう気持ちが、計画段階と比べて明らかに変わっ

た（地域の人）。 

・大人と関わったことで、教えられたり、一緒に考

えたりすることに喜びを感じるようになった。 

・相手の立場になって考え、行動できるようになっ

てきた。 

・友だちと協力して一つのことをやり遂げ、それを

大人に褒められたことで自信をもった。 

・子ども同士でアイディアを出し合い、よりよいも

のに取り組もうとする姿が、学校生活の中でも見

られるようになった。 

このように児童の基礎的・汎用的能力に高まりが見られたのは、児童がワークショップを

はじめ、単元を通して身近な大人と関わることで、自分に必要な態度や能力に気付き、それ

を意識して学習を進められたことが効果的であったからだと考える。また、協力者が育てた

い力とその手だてを担任と共有し、協働して取組を進められたことも大きな要因と考える。 

  イ キャリア教育の課題に対する成果 

ワークショップ型授業に２回とも参加した

12人へのアンケートから、児童が進んで大人

と関わるようになってきたことや、協力者が

やりがいや喜びをさらに感じたこと、今後も

続けて協力できることが分かった（図15）。 

協働的な取組について、11月に協力者にア

ンケートを実施したところ、「初めは学校の敷

居が高かったが、今は子どもたちと一緒に活

動するのが楽しい」、「成長が実感できた。役

に立ててうれしい」など、授業に参加することに喜びを見出したことが分かる意見や、「参加

してみて子どもたちの実態がよく分った。年度当初に協力を求めると保護者の参加者が増え

るだろう」など、人材の広がりに期待がもてる意見をもらった。 

また、今回の協働的な取組には、学校運営協議会メンバーが５人参加していたため、取組

を通しての児童の変容や、協力者のやりがいや喜びに関する意見が、11月の学校運営協議会

でも話題となった。そして、２月の学校運営協議会では、来年度のキャリア教育におけるめ

ざす児童像と、協働的な取組を継続する手だてについて熟議の場を設けた。その結果、児童

像は、今まで以上に地域の人の思いが反映されたものとなり、その児童像に近づけるための

協働的な取組を、教科は問わず、各学年１単元を目標に行うこととした。 

このように「協働的な取組の継続」と「関わる人材

の増加」に期待がもてるようになったのは、授業を振

り返る座談会の設定が有効であったと考える（図16）。

その理由は、授業に参加して肌で感じた意見を座談会

で協力者に出し合ってもらい、それを授業改善に役立

て、改善した授業を通して、その成果を座談会で共有

できたからである。 
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Ｐ Ｄ Ｃ Ａ
・目標の設定
・指導計画の
作成

・教育活動に
おける実践

・児童の変容
の把握
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・目標と指導
計画の見直し
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Ｐ 単元・授業計画
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Ｃ 座談会
Ａ 授業改善

図17 コミュニティ・スクールを活用した 

キャリア教育推進のPDCAサイクル 

３ 研究のまとめと今後の課題 

(1) 研究のまとめ 

本研究の成果は以下の３点である。 

１点目は、児童の基礎的・汎用的能力を高めるためには、児童が身近な大人と関わることで 

自分に必要な態度や能力に気付いて学習を進めたことと、家庭や地域の人が授業に参加して児

童の実態を把握し、育てたい力をより効果的に伸ばそうと継続して関わったことが有効であっ

た。その具体的な手だてとしては、大人との関わりを増やしたワークショップ型授業の導入と、

三者の意見を反映した授業改善と授業計画の見直しを図る座談会の設定である。 

２点目は、「協働的な取組の継続」と「関わる人材の増加」など、キャリア教育の課題の改善

を行うためには、学校運営協議会の人材集め等の協力を得て、三者が協働した授業を展開し、

その成果を共有できるようにした授業改善のPDCAサイクルの活用が有効であった。 

３点目は、キャリア教育推進のPDCAサイクルが、学校運営協議会の意見を反映する新たな仕

組みとなったことである（図17）。これは、

学校運営協議会メンバーを授業の参観で

はなく参加へと巻き込み、座談会で児童

の実態や協働的な取組の改善策について

話し合い、それを学校運営協議会の議題

として扱ったことが有効であった。 

以上のことから、コミュニティ・スクー

ルの特色を生かすことで、三者の連携が

深まり、児童の基礎的・汎用的能力の育

成につながることが確認できた。 

(2) 今後の課題 

今後の課題として、次の二つが挙げられる。 

一つは、本研究を通して作成したコミュニティ・スクールを活用したキャリア教育推進のPDCA

サイクル（図17）を着実に運用することである。そのためには、学校運営協議会とさらに連携を

図り、Ｐ（計画）、Ｄ（実践）、Ｃ（評価）、Ａ（改善）、それぞれの機能を充実させていきたい。 

もう一つは、協働的な取組の教育活動全体への広がりである。今回、学校運営協議会と連携

したことにより、協働的な取組が組織としての取組となってきた。そして、コミュニティ・ス

クールを活用したキャリア教育のPDCAサイクルが機能し始めたことにより、協働的な取組の広

がりにも期待がもてるようになった。今後は、学校運営協議会メンバーに計画段階から参画し

てもらい、協働的な取組が、他の学年、他の教科等、教育活動全体に広がるようにしたいと考

えている。 

以上二つのことを踏まえ、三者が協働したキャリア教育をより一層充実させたい。 
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