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１ はじめに 
 本校は、北海道の中央に位置する富良野市の学校で、小学１年生３名、小学２年生

１名、小学３年生１名、小学４年生３名、小学６年生２名、中学１年生４名、中学２

年生３名、中学３年生３名、合計20名（平成29年度）が在籍する小中併置校である。

本校の位置する富良野市は、人口約22,000人、市内は山々に囲まれた盆地となってお

り、緑に囲まれた自然豊かな街である。１年中を通して、畑作、ワイン醸造、ラベン

ダー栽培、スキー等の観光資源も豊富であり、外国人観光客も多く、市内中心部から

10分ほど離れた布部地区もまた自然豊かな地域である。 

保護者や地域住民は、小中学校という９年間に渡る見通しをもった指導、また少人

数という良さを活かした教育活動に期待をしている。また、それに応える児童生徒達

も、優しさや明るさを兼ね備えており、何事にも一生懸命取り組むことが出来る。ほ

とんどの児童生徒達は、幼いころから同じメンバーで過ごしてきたこともあり、言葉

が少なくても、相手が伝えたいことをくみとり、最後まで伝えなくても分かりあえる

家族のような人間関係を築いている。しかし、お互いの個性を十分把握してしまって

いる人間関係の中で生活しているため、自己表現力やコミュニケーション能力の育成

が課題となっている。 

 コミュニケーション能力の育成については、教科指導や学校行事等の様々な教育活

動において取り組んでいる。例えば、総合的な活動の時間「表現活動」を年間指導計画

に位置付け、異学年集団の組織的活動を通して、多様な表現方法を身に付けることで、

コミュニケーション能力を高めている。そのひとつに、本校では演劇活動に時間を割

き表現する力を高めている。特に富良野市は、「演劇の街」とも言われるように、平

成12年に全国初の公設民営劇場「富良野演劇工場」をオープンさせた。ここから外部

講師として派遣される演劇専門の指導者に指導を受けながら、演劇活動に取り組むこ

ともでき、自己表現力を長期的に継続して学ぶことが出来る環境で育成を図っている。 

 

２ 研究題目について 
これまでの取組をふり返ってみると、校内という限られた空間での自己表現、コ

ミュニケーションの機会であったことが分かった。また校外においても、交流経験不

足や相手を意識した表現力の向上などが新たな課題としてみえてきた。 

自己表現力を学ぶことが「受信」の学習に偏りがちであるとするならば、コミュニ

ケーションは相手を意識して自己表現する＝「発信」する力が求められる学習となる。

総合的な学習の時間や行事と関連させて、「受信」の学習については、計画的に位置

付けられている。一方、「受信」の学習を継続的に取り組んだ結果、課題としてみえ

てきた生活する上で必要な力である「発信」する力については、どこで扱うことが出

来るのか。教育計画を見直してみるが、「発信」する力の時数を新たに起こすことは

難しい。学校では、道徳の教科化、３年生以上の外国語活動の取組、プログラミング

教育のスタートなど、より大きな練り直しに取り組んでいる最中である。 
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 そこで、本校の児童に身に付けさせたい「発信」する力にどう取り組むのかを考えた

時、いくつかの教科の中で横断的に扱うことが、効果的であるという答えにたどり着いた。

以上のことを通して、研究題目を「主体的に明日を創造する児童の育成～自分たちが暮

らす地域を見つめ直し、自ら発信する取組を通して～」と設定し、研究を行うことと

した。 

 

３ 研究の内容 

(1) 研究の目標 

この取組のきっかけには、子ども達の友達を増やしたいという願いがあった。新

学期に、３年生１名、４年生３名の複式学級をスタートさせた。進級の喜びと新鮮

さ、期待感でいっぱいだったと予想される。その一方で、「もっと人数が多かった

ら」「もっと転校生が来たら」という気持ちもあった。 

そこで、「布部に人を集めるには、どうしたらいいか考えてみよう」と問いかけ

てみると、子ども達の考えはショッピングモール「ぬのべマルシェ」を作るという

ものだった。友達を増やすための方法として、「布部に人を多く集めよう」として

いることが分かった。また布部という地域が、「人々にとって便利な場所になれば

よい」と考えていることも分かり、それを具現化するためのアイディアを探った。 

・富良野で作られている富良野らしいおみやげをたくさん置く 

・広い施設にする 

などの考えが出てきた。「富良野または布部の良さを宣伝していきたい」というこ

ととこれまでの社会科などで学んだ「町づくりに関わる工夫を活かしていこう」と

いうことが分かった。布部に人を集めるために、自分たちができることは何かを考

え、さらに実現可能なことがどんなことなのかを探るような授業を作りたいと考え

た。そしてこの学習を発信する場を、継続的に行われている「富良野市子ども未来

づくりフォーラム」（以下フォーラム）に設定した。 

富良野市では、地域の人材を活かすだけでなく、市内全小学校でフォーラムに取

り組むことで、富良野の未来を見つめ、地域資源を活用した環境教育と郷土愛を育

むキャリア教育、人材育成を推進している。 

フォーラム事業は、「富良野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本戦略「『ひ

と』をつなぐ富良野戦略」に基づき開催されている。児童の実態とフォーラムを整

理し、以下のように目標を設定した。 

 

① 布部に人を集めるためにはどんな方策があるかを考え、全校児童がフォーラム

で発表することを通じて、布部または富良野への理解を深め、郷土への愛情を

育み、布部だけでなく、人口減が懸念される富良野の将来の担い手として育つ

ことが出来る 

② インタビューや調査を通して、仲間同士で考え、調べたことを発表することに
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より、社会性やリーダーシップなどを育むことが出来る 

子ども達の布部に人を集めたいという願いを学習のスタートとして、そのために

自分達の地域を調べ実現可能なことを、フォーラムを利用し提案することをゴール

とした。 

目標を通して、どんな方策があるかを考えたり、仲間同士で考えたりする活動の

中で、表現する姿を発信する取組としてとらえ、自己表現力を高める。また、学校

外の人にインタビューをすること、自分たちと接する機会の少ない方々を前により

わかりやすく伝える経験となる他学級の仲間に対しての発表やフォーラムという場

での発表は、発信力を高める。 

 

(2) 計画 

 大まかな計画としては、教科を通して、子ども達の課題設定を行う。インタ

ビューや調査については、遠足のプログラムとして取り組ませる。それぞれの方策

や課題解決などについて、全校児童で交流し、さらにフォーラムでの提案とする。 

 

(表１） 目標と取組 

子ども達に

身に付けさ

せたい力 

フォーラム

事業のねら

い 

遠足の目標 

取組の内容 

１・２年 ３・４年 ５・６年 

全校参加 行事 
教科（各学年によって、国語科・社会科・生活科な

どの教科や特別活動の時間で扱った） 

自己表現力

を学ぶ 

＝受信 

 

相手を意識

して自己表

現をする 

＝発信 

②仲間同士

で考える 

目標① 

やさしく 

課題設定 

「 ふ ら の マ ル

シェ」を調べよ

う 

課題設定 

「ぬのべマルシェ」

を建てるためのコ

ツや立地条件を調

べよう 

課題設定 

布部に人を集め

るための交通手

段について調べ

よう 

発表準備 提案準備 提案準備 

①課題解決 
目標② 

かしこく 

「 ふ ら の マ ル

シェ」の調査 

カフェ御料へ 

インタビュー 

昼食の材料を買

い物 

買い物 
「ぬのべマルシェ」

立地場所調査 
調理実習 

②社会性 
目標③ 

たくましく 

ＪＲとバスの

利用 
調査 

サイクリングし

ながら調査 

 

遠足は、教育活動の中でもともと教科等を横断的に取り組まれている行事である。

例えば、活動計画を立てるなどの特別活動であったり、公共物を正しく使う気持ち

を育む道徳であったり、調べ学習では教科であったりする。また地域を調べたり、

将来の働き方を学んだりするキャリア教育の一つとしても位置付いている。今回の

計画では、行事としての遠足を見直して各学年の学習内容に応じて、課題設定や調
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べ学習の準備などを生活科や社会科などの教科、話合い活動やまとめ活動を国語や

特別活動で扱うこととした。遠足のプログラムを、フィールドワークと位置付け、

全校一斉に取り組める時間を確保した。 

本校の遠足の目標と取組内容を整理すると、以下のようになる（表１）。 

① やさしく 

互いに信頼し、思いやりをもって人と接する場面を数多く経験することにより、

社会生活の中で豊かな人間関係を築くことの重要性に気付く（学級活動・交流活

動・全校活動） 

② かしこく  

普段とは違う学習の場で、実際に触れたり動かしたり体験したりするなどして、

興味関心や見聞を広げる。（インタビュー・調査など） 

③ たくましく 

場所や目的に合わせて、安全な行動をとる経験をする。（サイクリング・公共交

通機関の利用） 

 

事前の準備として、各学級の課題設定や活動の計画などは、特別活動および教科

の中でそれぞれ取り組んだ。 

 

(3) 地域に根差した取組 

 自分たちが暮らす地域について調べるために、地域のもつ特性を活用した。方法

としては、校内や机上に留まるだけでなく、自分たちの足で歩き、見聞きするとい

うフィールドワークを行った。 

 １・２年生学級は、廃線計画の進んでいるＪＲと学区外から通学する児童生徒も

利用しているバスを利用した。普段公共交通を利用することのない児童がほとんど

で、初めてＪＲを利用する児童もいた。発車時刻に合わせて準備をしたり、運賃や

料金を支払ったりする経験が、地域で出来たことだけでも、自分たちの暮らしを見

つめる機会となった。公共交通の存在を知るだけでなく、利用の仕方も学習するこ

とが出来た。 

 ３・４年生学級は、学区内のカフェの経営者にインタビューを行った。経営者は、

道外からの移住者である。観光客が少なく、交通の不便な場所では経営は不向きで

はないかと考えられるが、その不向きを選んで経営している理由や成功させる秘訣

について調べることにした。子ども達は、インタビューの準備として、例えば「カ

フェの経営者は、富良野市内のお店がたくさんあるような所では、飲食店の激戦区

になるので、あえて人の少ない場所を選んだのではないか」という予想を立てた。

このように、いくつかの質問に対して、子ども達なりの予想を立ててインタビュー

に臨むことで、「ぬのべマルシェ」に必要な事柄を整理していくという方法をとった。 

 ６年生学級は、富良野市内と布部をつなぐ方法について調べることにした。サイ
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クリングという方法をとることで、改めて富良野や布部の良さを見つけることにし

た。富良野市内と布部地域は、片道およそ７キロメートル離れており、学校を中心

に、市内を経由して一周できる国道と市道に囲まれている。これまで、市街地から

は遠く移動手段は当然車だという考えから、意外と近いという体験を自分自身で出

来たことが大きな発見となった。 

 

４ 具体的な活動 

(1) フィールドワーク 

① １・２年生学級 

 本取組の主担当は担任が行い、１年生３名、２年生１名、計４名のそれぞれの

学年に応じた活動を計画した（表２）。小学校入学して間もない１年生というこ

ともあり、充分に教師が配慮をすることで、子ども達は、一生懸命に取り組むこ

とが出来た。導入では、富良野を知ろうという意欲付けを行い、活動に見通しを

もたせた。「ふらのマルシェ」では、ふらのマルシェの秘密や「ぬのべマルシェ」

を作るためのアイディアについて担当の方にインタビューを行った。 

 

(表２） １・２年生 地域学習 

教 科 等 学習内容  

特別活動（１時間） 課題設定 遠足のめあてを決める。 

生 活 科（３時間） 事前調査 お菓子のアンケートをとり、購入するお菓子を決める。 

生 活 科（１時間） 事前学習 ＪＲやバスの乗り方、お金の使い方について学習する。 

国 語 科（２時間） 事前学習 インタビューの準備をする。 

行 事（５時間） 
調  査 

交流発表 

調べてきたことをもとに作成した「ふらのマルシェ」ク

イズを発表する。 

  

(表３） ３・４年生 地域学習 

教 科 等 学習内容  

特別活動（１時間） 課題設定 どんな「ぬのべマルシェ」を作ったらいいか考えよう。 

社 会 科（２時間） 事前予想 
カフェ御料さんのインタビューをしよう。 

「ぬのべマルシェ」の立地条件を調べよう。 

国 語 科（２時間） 事前学習 インタビューの準備をする。 

行 事（５時間） 
調  査 

交流発表 

調べたことを基に、自分達の考えた「ぬのべマルシェ」

を提案する。 

 

② ３・４年生学級 

 本取組の主担当は担任が行い、３年生１名、４年生３名、計４名のそれぞれの

学年に応じた活動を計画した（表３）。インタビューに必要な話すスキルについ

て個人差があったが「聞いてみたい」「調べてみたい」という子ども達の課題に
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取り組む意欲が高く、一生懸命に取り組む姿が見られた。カフェ御料さんへのイ

ンタビューから布部に人を集めるヒントを見つけ出そうとすると同時に、布部地

域のどこに子ども達の目指す「ぬのべマルシェ」をたてることができるのか調査

した。 

 

③ ６年生学級 

 本取組の主担当は担任が行い、６年生２名で活動を計画した（表４）。学校、

富良野市内、布部を円で結んだように１周出来る「富良野満喫サイクリングプラ

ン」の提案（資料１）を試みた。 

 

(表４） ６年生 地域学習 

教 科 等 学習内容  

特別活動（１時間） 課題設定 富良野満喫サイクリングプランを提案しよう。 

自主学習 事前調査 自分で予想を立て、家族にヒントを聞き取りする。 

行  事（５時間） 
調  査 

交流発表 

サイクリングを行い、提案するサイクリングプランを発

表提案する。 

 

 (資料１） プランの提案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 交流発表 

① １・２年生学級 

乗り物体験や買い物体験、「ふらのマルシェ」でインタビューしたことをまとめ、

ふらのマルシェクイズをつくって発表した（写真１）。 
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（写真１）１・２年生の発表物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ３・４年生学級 

カフェ御料さんでのインタビューの結果を中心に、自分たちの考える「ぬのべ

マルシェ」の提案（写真２・３）を行った。インタビューを受けて、子ども達が

再提案したのは、宿泊施設であった（写真４）。富良野に住みたいと思ってくれ

るように、自然の中の静かなところで、富良野産の料理を食べてもらって過ごし

てもらえるような建物にすることを提案した（写真５）。 

 

（写真２）    （写真３）     （写真４）    （写真５） 

 

 

 

 

 

③ ６年生学級 

３つの視点をもって、「富良野満喫サイクリングプラン」を提案（資料２）す

ることが出来た。 

サイクリングコースのスタートは、自分たちが住む布部地域ではなく、富良野

の中心にある商業施設「ふらのマルシェ」である（写真６）。「ふらのマルシェ」

は、観光客が多く利用する観光施設である。６年生の子ども達は、「布部には特

に観光になるような施設はない。施設を利用する観光客を集めるのは難しい」と

いう考えがあった。スタートを「ふらのマルシェ」にすることで、サイクリング

を実行しやすいものとする工夫をした。 

また景観スポット（写真７）を見つけたり、お立ち寄りポイント（写真８）を

紹介したりしている。６年生の修学旅行の自主研修の計画を立てる際に、他市町

村のパンフレットを見て、工夫されていることに気付いている。その自分達の学
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習を生かし、お立ち寄りポイントについては、「この先、何もありません。ここ

が最後のコンビニですので、トイレなどご利用ください」という聞く側と見る側

を意識し、ひと工夫した紹介を載せることが出来た。 

 

（写真６）    （写真７）    （写真８）     （資料２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ｢ぬのべマルシェ」の追体験 

この学習の後、地域・保護者の中から、「ぬのべマルシェ」を現実化する声が上

がった。子どもたちの学習過程や学習成果については、学級通信だけでなく、学校

便りや北海道新聞富良野版で取り上げられ、保護者だけでなく広く地域の人たちに

お知らせすることが出来た。これまでに地域・保護者の中で「ぬのべマルシェ」を

開催してみようという話があったことと、今回の子どもたちの取組とタイミングが

合った。 

地域の方が目指した「ぬのべマルシェ」は、「布部地区（市街地・中五区・石

綿・布部１等近隣）と小中学校を中心としたコミュニティとして交流と活性化を図

る」ものであった。 

初めての取組となる「ぬのべマルシェ」は次の内容で行われた。 

・地域・保護者は実行委員会を組織する 

・１回きりで終わらず、次につながるように大がかりにしない年とする 

・小中学生は、専用ブースに分かれて販売の手伝いをしてもらう 

・この取組が続く中で、子どもたちが「自分たちも出店したい」という願いが生

まれるのが理想 

平成29年10月22日（日）に、「ぬのべマルシェ」が開催された。お米ブース、野菜

ブース、ハロウィンかぼちゃブース、手作りアクセサリーブースに分かれて子ども

たちの多くが販売のお手伝いをする形で参加した。 

 

(4) フォーラムでの発表 

第11回富良野市子ども未来づくりフォーラムが、平成29年11月29日、富良野文化

会館大ホールで行われた。富良野市社会教育課が主催となり、富良野市内全９校か
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らの代表児童135名、引率教員や市長、一般市民など含む観覧者60名、社会教育課

で行っていることぶき大学の学生56名、250名を超える参加者が集った。 

本校では、プレゼンテーションを準備し、主に「話し方」に重点を置いて指導を

行った。相手を意識した発表、プレゼンが効果的に伝わる発表を目指した。 

１・２年生は、クイズを行うことで、聞き手を意識した発表に取り組んだ。３・

４年生は、自分達が考えた根拠をはっきりと伝える発表に取り組んだ。６年生は、

聞き手が聞きやすいように、疑問を投げかけたり、話しかけたりするように話し方

の工夫をした。 

普段とは違う場所、違う人数に対して、自分達の提案を発表することで、「発信」す

る学習のまとめとした。各学年にあった目標と方法を立て取り組んだ成果は、新聞

で取り上げられたり、学校へ感想の電話が入ったり、聴衆から大好評をいただいた。 

 

(3) 評価 

① １・２年生学級 

 １・２年生学級の主な学習の成果（表５）としては、 

・事前の調査や「ふらのマルシェ」の方へのインタビューを段階的に行うことでス

キルアップにつながった 

・発表したり、発表を聞いたりすることで「話すこと」「聞くこと」の経験が増えた 

・発表物を作ることで「書く」経験が増えた 

・自分たちの住む地域に興味関心をもたせることが出来た 

 

(表５） １・２年生の評価 

子ども達に身に

付けさせたい力 

フォーラム 

事業のねらい 
遠足の目標 評価 

自己表現力を学

ぶ＝受信 

 

相手を意識して

自己表現をする

＝発信 

②仲間同士で

考える 

目標① 

やさしく 

学級の友達と協力しながら、インタ

ビューの準備を進めたり、どのお菓子を

購入したらよいかを話し合ったりするこ

とで、自己表現力を身に付けることが出

来た。 

課題解決 
目標② 

かしこく 

インタビューや買い物を通して、相手を

意識して話をする経験を増やすことが出

来た。 

社会性 
目標③ 

たくましく 

公共交通の使い方やよさを経験すること

が出来た。 

 

特に、インタビューを２回行うことが出来たことが子ども達の経験を増やすこと

になった。１回目のインタビューでは、学校の中の友達や先生に対して行われるも

のであり、２回目のインタビューでは、学校外の初めて会う人に対して行われるも

のだった。相手を意識するという経験が出来たことは、自己表現力と発信力を身に
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付けることが出来たと評価出来る。 

 

② ３・４年生学級 

３・４年生学級の主な学習の成果（表６）としては、 

・事前に、自分たちの考える「ぬのべマルシェ」について・インタビューの答えの

予想・立地場所を予想することが出来た 

・インタビューのスキルアップになった 

・自分たちの住む富良野や布部の良さを再発見することが出来た 

特に、自分達の予想が、インタビューの結果とまったく違っていたために、自分

達の提案する「ぬのべマルシェ」を変更するということになった。自分達の予想が

正しいかどうかを確かめるだけのフィールドワークになっておらず、むしろ自分達

の考えがくつがえされたフィールドワークであったことが、子ども達の課題追究す

る気持ちを高めることとなったと考える。はじめに考えた「ぬのべマルシェ」が「自

己表現力」を表している内容だったとすると、再提案した「ぬのべマルシェ」は「発

信」する内容になっている。インタビューした相手を意識し、自分達の考える「ぬの

べマルシェ」を根拠に沿って伝えようと相手を意識したものになっていると評価出

来る。 

 

(表６） ３・４年生の評価 

子ども達に身に

付けさせたい力 

フォーラム事

業のねらい 
遠足の目標 評価 

自己表現力を学

ぶ＝受信 

相手を意識して

自己表現をする

＝発信 

②仲間同士で

考える 

目標① 

やさしく 

自分の考えをもったり、インタビューの

予想を立てたりすることが出来た。 

①課題解決 
目標② 

かしこく 

インタビューをもとに自分達の考える

「ぬのべマルシェ」を提案することが出

来た。 

②社会性 
目標③ 

たくましく 

立地場所を実際に調査することが出来

た。 

 

③ ６年生学級 

６年生学級の主な学習の成果（表７）としては、 

・実体験を通して、課題解決に取り組み、自分たちの考えるプランを提案すること

が出来た 

・プレゼンの準備を通して、「話す」「聞く」からさらに「話し合う」経験が増えた 

・今後の自分たちの生活や他の町の観光プランなどに興味が広がった 

特に、「富良野満喫サイクリングプラン」では、提案する相手が観光客であるとい

うことを６年生が意識できたのがよかった。自分の知っている情報をあらかじめ整

理しておいたことが「自己表現力」だったとすると、プランを提案することは「発信
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力」である。誰のために作るのかがはっきりしていたことで、具体的にプランを立

てることや、分かりやすく発表する工夫をすることにつながったと評価出来る。 

 

(表７） ６年生の評価 

子ども達に身に

つけさせたい力 

フォーラム事

業のねらい 
遠足の目標 評価 

自己表現力を学

ぶ＝受信 

相手を意識して

自己表現をする

＝発信 

②仲間同士で

考える 

目標① 

やさしく 

調べてきたことをもとに、話し合いをし

ながらプランを立てることが出来た。 

①課題解決 
目標② 

かしこく 

これまでに気が付かなかった自分達の地

域の良さを発見することが出来た。 

②社会性 
目標③ 

たくましく 
実体験をすることが出来た。 

 

５ 研究実践の成果と課題 

(1) 成果 

研究実践の成果を知る手立てとして、取組後に児童が書いた感想等を活用し検証

すると、「なかなか普段気が付かなかったことに気付くことができた」「富良野の魅

力は街ではなく自然」等の感想から、調べたり聞いたりしたことを再び自分の中で

考え直し他の友だちに伝えようとしている。学習を「受信」だけでなく「発信」す

ることができたと考えられる。 

また「色々な話が聞けて楽しかった」という感想から、今後のインタビューする

ことへの継続した意欲化につながっていることや地域の人材に活躍してもらったこ

とが分かる。 

さらに、事前に自分たちが予想し準備することで、活動に大きな価値があった。

特に３・４年生では、単に大きな施設を作って人をたくさん集めるのではなく、ここ

に住みたいと思えるような人を集めるような施設を作る、と考えが修正された。修正

については、インタビューの成果から、自分たちの課題解決に根拠をもたせること

が出来た。 

以上のことにより、地域の特性・人材等を生かし、遠足という行事を再構築する

ことを通して、研究題目「主体的に明日を創造する児童生徒～自分たちが暮らす地

域を見つめ直し、発信する取組を通して」に迫ることが出来たと考える。  

 

(2) 課題─定着化 

この取組の課題としては、２つある。 

１つ目は、時数の確保である。事前の準備や課題設定には時数が必要である。学

級対応になっているところがあるので、統一して行いたい。また、フォーラム事業

に関連させているという意図があるので、取組の計画化を早急に行いたい。その際、

「総合的な学習の時間」を中核にしたカリキュラムを再検討・再構築したい。 
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２つ目は、地域の人材の確保である。地域がどの範囲に及ぶのかは、その年に

よって変わることが予想される。インタビューという方法は、必要不可欠なもので

ある。また、毎日顔を合わせる学校の先生にインタビューするというのではなく、

その日初めて会った相手にインタビューをするという経験は、小規模校の児童には

継続的に経験させたい学習である。 

改善策としては、事前の準備や課題設定を早めに設定することである。子どもた

ちの興味関心をより引き出して、課題設定させることでより充実した学習となると

いうことが取組終了後の反省点であげられた。 


