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─「総合的な学習の時間」と「特別活動」
を軸に子どもと地域をつなぐ─

有希
三好
川西市教育委員会指導主事

１ はじめに
人がふるさとに思いを馳せる時、脳裏によぎ

川西市は兵庫県の東南部に位置し、市の東側

は大阪府に隣接している。大阪の中心部まで最

短 分ほどでアクセスできるため、ここ半世紀

友達や家族、教師、そして地域の人…。そこで

ている。学校周辺は住宅が大部分を占めるが、

在しており、緑台小学校もその１つを校区とし

市内には、丘陵地を削って作られた団地が点

ほどはベッドタウンとして発展を遂げてきた。

関わったたくさんの人とのあたたかな思い出が、

団地の西端を流れる猪名川渓谷沿いには、美し

るのは決してその風景だけではないであろう。

ふるさとの情景と重なり、人にふるさとを懐か

い な がわ

しく思い出させるのではないだろうか。

この群生地を「渓のサクラ」と呼び、大切にし

たに

いエドヒガンザクラの群生地がある。地域では

いた。どこに勤務しても思うのは、

タブックのＢランク」に指定されており、地域

教職に就いて以来、３校で勤務させていただ
☆子ど
 もたちにとって、自分の街が「大好きな
街」であってほしい

手で保護活動が進められている。

また、学校の南側には、団地造成時に作られ

のボランティア団体「渓のサクラを守る会」の

ている。群生地全体が、
「兵庫県版レッドデー

☆「自
 分たちの力でこの街をもっとよくしてい
こう」と思える、またそうできる子どもに育
ってほしい

た「多田グリーンハイツ商店街」がある。造成

直後は、大きな賑わいを見せていたが、団地全

体の高齢化と空き家の増加、団地内へのスーパ

☆成長
 の過程で街を離れることがあっても、子
どもたちにとって自分の街が、
「いつか帰り
たい大切なふるさと」であってほしい

ーマーケットの進出等により、客数は減少して

市化や少子化、人間関係の希薄化など子どもた

境体験事業」を実施している。この事業は、「都

兵庫県では、
全公立小学校３年生において「環

３「川
 西市立緑台小学校」と 
「渓のサクラを守る会」

いると聞いていた。

ということである。そしてそのためには、人
とのあたたかな関わりの中で、子どもたちが自
分たちの街を知り、よさを実感し、よりよくす
るために考え、実際に行動できるような学習の
積み重ねが必要であると考える。

２「川
（前任校）
 西市立緑台小学校」
を取り巻く環境

）
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第51回

以下の通りである。

に協力していただいた。ビデオレターの内容は

分自身だけでなく、家の

た店が複数あること、自

くさんあること、閉店し

は、知らなかった店がた

見学では、子どもたち

見学に出かけた。

と提案し、子どもたちと

ずは見に行ってみよう」

ど、
難しい…」という子どもたちの声を受け、「ま

子どもたちは大変驚いた。
「なんとかしたいけ

おじさん・おばさんが困っていることを知り、

と、そして何よりも自分たちの大好きなお店の

が、実はお客さんの減少に頭を悩ませているこ

いつも賑わっているイメージがあった商店街

してもらえませんか。

かな商店街になるように、皆さんの力を貸

昔のように、お客さんがいっぱいの賑や

ていることです。

それは、商店街のお店のお客さんが減っ

みが１つあります。

実は、おっちゃん、おばちゃんには、悩

ロッケを買いに来てくれてありがとう。

緑台小学校の３年生の皆さん。いつもコ

商店街の魅力や現状について知る

店が建ち並ぶ。おやつを買いに行ったり、髪を

「多田グリーンハイツ商店街」には、 近い商

験型環境学習を行うことによって、命の営みや

切りに行ったりと、子どもたちが日常的に訪れ

ちを取り巻く環境が大きく変化する中、人間形

つながり、命の大切さを学ぶとともに、子ども

る店も多い。まずは、特に子どもたちになじみ

成の基礎が培われる時期に、自然に触れ合う体

たちにふるさと意識を育んでいく」ことを趣旨

のある店の１つに依頼し、ビデオレターの作成

緑台ＰＲ隊」

課題の設定と解決のための情報収集→調べたことを整理＆まとめる‼

としている（
「平成
項」より抜粋）
。緑台小学校では、本事業を「渓
のサクラを守る会」
（以下「守る会」
）の皆さん
のご協力のもと、猪名川渓谷沿いのエドヒガン
ザクラ群生地で実施させていただいている。

緑台

４「総 合的な学習の時間」からの 
アプローチ 
単元名「大好き
緑台小学校で、平成 ・ 年度の２年間、３
年生を担任させていただいた。３年生は、前述
した「環境体験事業」
（緑台小学校は「総合的
な学習の時間」内にて実施）だけでなく、社会
科においても、身近な地域をフィールドに学習
する機会が多くある。これらの学習を起点に、
自分の街に愛着を持ち、地域活性化のために主
体的に行動できる子どもを育てたいと考え、以

ポスター及びパンフレットを配付したり、参観や集会で発表したりして、全校・保護者・地域へ発信‼
３学期

下に取り組んだ。
⑴学習活動の概要（下表参照）

◦商店街の魅力や現状について知る。 ◦フィールドワークを通し、渓の自然を楽
しむ。
◦「守る会」の方とともに保護活動を行
い、渓の現状を知る。
◦「守る会」の方の思いを知る。

年度環境体験事業実施要

20

◦商店街活性化のための手立てを考え ◦渓の保護のための手立てやさらに知
る。
りたいことを考える。
◦商店街活性化のための情報を収集す ◦課題解決のために、
調べ学習やインタ
る。
ビューを行う。
◦収集した情報を精査し、
ポスター等に ◦収集した情報を精査し、
ポスター等に
まとめる。
まとめる。
1・2学期

緑台PR隊
大好き‼緑台‼
単元名

!!

26

⑵各小単元における取り組み

⑴学習活動の概要

27
!!
25

①緑台のお店のステキを紹介しよう

‼

未来へつなげ、
エドヒガン
緑台のお店のステキを紹介しよう‼
小単元名

小三教育技術 2016.2/3

）

（ 53

わたしの教育記録 入選作品発表〈入選〉
平成27年度

ったため、情報が少ない

平成 年度は、群生地での活動を５回実施し

集した。こうして集めた

したりして、情報を再収

り、四季折々、様々な姿を見せてくれる渓の自

ブトムシの幼虫に驚いたり、川や草花で遊んだ

街の中では決して見ることができない大きなカ

フィールドワークでは、子どもたちは、住宅

た。毎回、
「守る会」の皆さんのご協力のもと、

情報は、短冊に書き出し、

然を体全体で楽しんだ。訪れるたびに、活動地

グループは、電話でイン

他グループにもアドバイ

フィールドワークと保護活動を行った。

スをもらいながら、掲載

植物の栄養となり、そう

が子どもたちの中で大好きな場所になっていく
パンフレットには、こ

して命はずっと長くつな

する情報を精選し、ポス

のポスターと商店街の地

がっていくことも教わっ

ことを感じた。命を終えた植物は、また新たな

図を掲載した。いずれも

た。 保 護 活 動 で は、
「守

ターを完成させた。

校内にて掲示及び参観や

自分たちが渓の命を守っ

る会」の方々の熱い思い

前述した通り、緑台小学校は「守る会」の皆

ていこう」という気持ち

集会等で発信した後、商店街等や地域の方に配

さんにご協力いただき、
「環境体験事業」を猪

の芽生えを実感した。

人も行ったことがない店がたくさんあることを

名川渓谷沿いのエドヒガンザクラ群生地で実施

課題の設定と解決の

を肌で感じる中で、子ど

子どもたちは、
「商店街のいいところを知っ

させていただいている。この学習を単なる体験

ための情報収集

も た ち の 中 に、
「今度は

てもらったら、お客さんがたくさん来てくれる

ではなく、子どもたちが渓に愛着を持ち、自分

→調べたことを整理＆

付した。

のでは…」と考え、店のポスターと商店街のパ

たちの力で守っていきたいと思えるような学習

まとめて地域に発信

②未来へつなげエドヒガン

ンフレットを作成することにした。店ごとに担

にしたいと考え、以下の通り学習を進めた。

知った。同時に、店の人との関わりの中で、こ

当を２～３名ずつ決め、ポスター作りに取りか

自然を楽しむ＆保護活動を通して、

れまで訪れたことがない店の魅力も知った。

かった。情報が少なすぎたり、逆に多すぎて何

渓の現状を知る

課題の設定と解決のための情報収集

を載せればよいのか悩んだりするグループもあ

→調べたことを整理＆まとめて地域に発信

）
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半年にわたる活動の中

で各自が持った課題を解
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タビューしたり、再訪問

26

（

‼

‼

を行った。書籍やインターネットだけでは分か

の関係」等、計９グループに分かれ、調べ学習

決するため、
「渓の植物」
、
「空気の汚れと自然

パンフレットの裏面に、
「渓のサクラ」を紹介

心を持っていただけるよう、商店街を紹介する

に発信した。また商店街を訪れた人に、渓に関

活用してまとめたりし、参観等で保護者や地域

に配付してもらった。

５「特
 別活動」からのアプローチ



するパンフレットを印刷し、商店街でお客さん

ら な い こ と も 多 々 あ り、 そ の 都 度、
「守る会」
の方に来校していただいたり、子どもたちが活
動地を訪れたりし、質問させていただいた。
こうして調べたことは、グループごとに整理
し、ポスターにまとめたり、パワーポイントを

議題「『守る会』のおじさん・おばさん
に、サプライズパーティーをしよう」

考えたからである。

⑵議題選定の経緯 ～「『守る会』のおじさん・
おばさんに、恩返しをしたい 」～

平成

年度の３年生の子どもたちの多くが、

最後の渓での活動後、「大人になったら『守る会』

に入りたい」という思いを持った。サクラの群

生地は他にもたくさんある。それでも「この渓

のサクラを守りたい」と子どもたちに思わせた

のは、
「守る会」の皆さんとのあたたかな関わ

平成 年度のスタートを切るに当たり、この

りがあったからではないかと考えた。

のあり方 ～集団活動を通して、子ど

「よりよい人間関係を築く

体験事業」を起点とした一連の学習をさせたい

のあたたかな関わりの積み重ねの中で、
「環境

学年の子どもたちにも、
「守る会」の皆さんと

年 度 よ り、

もの自己有用感・自治意識を高める～」

と考えた。そして「守る会」の方がしてくださ

ったことをふり返り、さらにつながりを深める

にしたいと考えた。そしてそういった思いは、

みんなで話し合い、準備を重ね、開かれるもの

たち自身が自分たちで本当にやりたいと思い、

生がやろうって言ったから」ではなく、子ども

ば、
「感謝の気持ちを伝える会」であれば、
「先

なことができないかと考えた。ただそれは例え

て子どもたちからの感謝の気持ちを伝えるよう

（学級活動）の中で「守る会」の皆さんに向け

「特別活動」に焦点を当てたのは、
「特

を主題に、校内研究に取り組んできた。

緑 台 小 学 校 で は、 平 成

⑴緑台小学校における「特別活動」

‼

ことができるよう、１年の終わりに、特別活動

特別活動

25

26
別活動」での積み重ねが、子どもたち
が自分に自信を
持つこと、さら
には、実社会に
出てからも通用
する「よりよい
人間関係を築く
力の育成」にき
っとつながると
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25

やはり「守る会」の皆さんとのあたた
かな関わりの積み重ねの中で、生まれ

は、また違ったよ
また、
「自分だけが楽しめる」という視点では

→プレゼント１つ（各自決定）と渓の思い出

⑶サプライズパーティーのための準備と本番
～子どもたちの感想から～

準備を重ね、迎えた本番は、
「守る会」の皆

さん、そして子どもたちの笑顔いっぱいのあた

たかな会となった。以下は子どもの感想である。

ついにサプライズパーティーの本番がや

っ て き ま し た。 サ プ ラ イ ズ パ ー テ ィ ー と

は、１年間お世話になった渓の人たちにあ

りがとうの気持ちを伝えたいと、Ａちゃん

が言いはじめ、３年１組のみんながさんせ

いして、開かれた会です。学級会では、私

は渓の人のためなら、何時間でも話し合っ

てやると思ってがんばって話し合いまし

た。（中略）

今までは、学級会で自分たちが楽しめる

会の相談をしてきたので、渓のサクラの皆

さんという相手のために考えるという議題

は難しかったけど、会が終わって、Ｎさん

とあくしゅをする時、ずっと手をにぎって

くれていたから、ありがとうの気持ちは伝

わったと思います。４月になったら、渓で

の活動は新しい３年生にバトンタッチで

す。でもそれまでにも、それからも、私は

渓に行って、活動をがんばって、おん返し

をしたいです。

）
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て い く の で は な い か と 考 え、
「環境体
験事業」では、そういった積み重ねが
できるよう、活動を工夫してきた。
そうした中で、１月の半ば頃、Ａ児
が「 春 休 み に、 渓 に 行 っ て も い い？」
と尋ねてきた。聞けば、
「
『守る会』の
おじさん・おばさんにお世話になった
から、お手伝いをして、恩返しをした
い 」 と の こ と で あ っ た。
「同じように
みんなにも話してみようか」と私が提案し、学

なく、
「相手にどうすれば、一緒に楽しんでも

さを実感させたい、

級全体にＡ児の話を出した。Ａ児の話を受け、

らったり、感謝の気持ちを伝えたりできるか」

思っている人がいるかもしれないから、

「それだったら、サプライズパーティーをして、

という視点で考え、話し合うことができるよう
にしたいと考え、計画委員会において柱を２つ
設定し、話合いを経て、以下の通り決定した。
柱１：
「守る会」のおじさん・おばさんといっし 
ょに楽しめることで何をするか決めよう。
→渓の思い出すごろくと渓クイズ
柱２：「守
 る会」のおじさん・おばさんに感謝
の気持ちを伝えられることで何をするか

のことを思って、話し合い、会を開くことで、「自

（スライドを流しながら、呼びかけをして歌う）

決めよう。

分たちの学級を楽しくする・よくする」ことと

し、
「相手」＝「守る会のおじさん・おばさん」

ために、学級会を開いたことはなかった。しか

自分たちや学校の中の誰かではない「相手」の

よくする」ための学級会は数多く開いてきたが、

これまで、
「自分たちの学級を楽しくする・

⑵話合い

選定されることとなった。

恩返しをしよう」ということになり、本議題が

緑台小学校特別活動の研究イメージ
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６ 終わりに
「緑台のお店のステキを紹介しよう

」では、

子どもたちは、取り組みを重ねる中で、お店の

や「守る会」の方との関わりは、きっと子ども
たちが大人になった時、子どもたちに「緑台」
を懐かしく思い出させるであろう。子どもたち
は、 才になったら渓へ戻り、みんなで活動を

受賞の言葉

三好 有希

子どもたちに対して、愛情たっぷりに接してく

たに違いない。春休みには、ペンダントを胸に

は、子どもたちの心をきっとあたたかく満たし

イズパーティーを開き、喜んでいただけたこと

の皆さんにお礼の気持ちを伝えたいと、サプラ

愛情たっぷりに関わってくださった「守る会」

ダントを子どもたち一人ひとりにいただいた。

終わりに「守る会」の特別会員の証であるペン

来へつなげ、エドヒガン」では、１年の活動の

ちの街を知り、よさを実感し、よりよくするた

ちが、人とのあたたかな関わりの中で、自分た

きな鍵を握っていると考える。今後も子どもた

めに、いかに主体的に行動できるかもまた、大

ているか、また自分たちの街をよりよくするた

む人たちが、いかに自分たちの街に愛着を持っ

は、便利さや豊かさだけではない。その街に住

危惧されている。その減少に歯止めをかけるの

今、多くの地方都市において、人口の減少が

は、第３学年の「環境体験事業」に加え、第４学

護活動をしているというだけではない、あたたか

る会」の皆さんの間には、ただ一緒にサクラの保

ださった「守る会」の皆さん。子どもたちと「守

早速サクラの保護活動に参加した子どももいた。

めに考え、実際に行動できるような学習の積み

年にて「里山体験学習」を実施し、日本一の里山

すると決めている。

「自分たちの力で自分たちの街を活性化させて

重ねができるよう、自分にできることを模索し、

こともお店の方のことも大好きになった。
「未

いく・守っていく」一連の取り組みを通して、

取り組んでいきたい。

川西市では、平成 年度、
「地域と人の輪でつく

ません。

んが大切に守ってきたサクラであるからに他なり

うようになったのは、大好きな「守る会」の皆さ

のサクラ」をこの先もずっと守っていきたいと思

もそして私自身も、他のどこでもない、この「渓

な時間が流れていたと感じています。子どもたち

子どもたちの中で、
「商店街」や「渓のサクラ」
が、
「自分たちの街
の大切な場所」にな
ったこと、また地域
活性化のために自分
たちの力で地域に向
けて発信できたこと
は、大きな成果であ
ったと考える。
この１年の商店街

地域や文化、自然

て一緒にこの学習を進めてくださった川西市立緑

さん、多田グリーンハイツ商店街の皆さん、そし

表の西澤猛治さんをはじめ、
「守る会」の会員の皆

最後になりましたが、
「渓のサクラを守る会」代

張っていきたいと思っております。

分に任せていただいた仕事の中でできることを頑

子どもたちがまずは川西に愛着を持てるよう、自

からは離れた仕事をさせていただいていますが、

います。現在は、
「環境体験事業」や「特別活動」

「黒川地域」をフィールドに、体験学習を進めて

教育事業を進めています。市立全小学校において

とともに生きる人」をめざす人間像の１つとして、

「ふるさと川西に誇りをもち

る育ち学び合う教育の推進」を基本理念に、また
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台小学校の先生方に、心より感謝申しあげます。
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