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【要旨】

「学校のスリム化」「体験活動の重視」という学校への相反する社会的要請に応える方途として，

秋田県教育委員会は教育施設のセカンドスクール的利用推進事業を実施している。この利用方法

の特徴は，教育施設を舞台とした体験的な学習活動の展開を，教科や総合的な学習の時間の授業

時数にカウントするところにある。子供たちの「生きる力」の育成を目指した本事業の趣旨・方

法等が学校に浸透し，利用実施校は増加してきている。子供たちにとっては，学ぶ楽しさ，知る

喜びを実感し，輝く自分を発見する貴重な機会となっており，教育施設全体の活性化や教員の実

践的指導力の向上にも結びついてきている。学校と教育施設が一体となって新たな学習活動を創

出する本県の取り組みは，都道府県レベルにおける学社融合の先導的事業と評価されている。
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Ⅰ はじめに

学校教育の中で子供たちの「生きる力」を育

成するためには，各学校が自校の児童生徒の教

育課題を明確にとらえ，全教育課程の中で意図

的・計画的に学習指導要領に基づく指導内容を

具現化する必要がある。特に，変化が著しい社

会をたくましく生き抜いていく能力を身につけ

させるためには，子供たちの教育に直接携わる

教職員の実践的指導力を向上させることはもち

ろんのこと，子供たちを取り巻く地域社会の教

育資源（人的資源，物的資源）をいかに掘り起

こし，有機的に結合させていくかが重要であ

る。新学習指導要領では，オリジナリティのあ

る教育課程の編成を推奨しており，各地方自治

体の創意・工夫，各学校の実態にあった教育活

動の実践が求められる。

本県では，学校教育行政と社会教育行政の双

方からこうした課題や方向について協議を重ね

た結果，児童生徒の心の成長を目指すには自然

体験活動や共同生活体験などの学習機会の充実

が欠かせないことを確認している。本稿では，

平成１１年度から教育委員会が一体となって推進

している「教育施設のセカンドスクール的利用

推進事業」の取り組みの経緯とその実際につい

て述べることにする。

秋田県教育庁生涯学習課（Life―long Learning Division,Akita Prefectural Department of Education）
（現職：飯田川小学校（Iitagawa Elementary School））

【報告】
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Ⅱ 事業化の背景

１ 学校週５日制の導入と社会的要請

学校週５日制月１回の実施は，平成４年９月

からのことである。導入の趣旨は，学校，家庭

及び地域社会が一体となって，それぞれの教育

機能を発揮する中で，子供たちが自ら考え主体

的に判断し行動できる資質や能力を身につける

ようにというものであった。

平成７年４月からは，月２回の週５日制が行

われ，本県の小・中学校の年間授業日数は，

２２０日程度と更に減少した。学校では，実施し

ていた自然教室や宿泊研修などの宿泊日数を減

らしたり取りやめたりするようになった。その

ため，子供たちの体験活動の機会が減少すると

ともに，少年自然の家の利用者数も減少するこ

ととなった。

このように，各学校では学校行事等の特別活

動の時間数を削減する方向で教育課程を編成し

たのである。しかし，一方では情報化，国際

化，少子高齢化が進展する中，全国各地で青少

年の暴力行為，いじめ，不登校などの問題が大

きくクローズアップされ，こうした問題の解決

のためには，学校教育の中でも子供たちの生活

体験や自然体験，ボランティア活動などの体験

活動を学校教育の中で十分に確保するべきだと

の社会的要請が高まるようになった。子どもの

しつけや社会の規範・規律は，本来家庭や地域

社会の役割分担であるとして学校週５日制を段

階的に実施したものの，家庭や地域社会の教育

力の低下が進んだことにより，結果的には学校

の果たす役割がますます肥大化するようになっ

た。

こうして，一方では家庭・地域社会の教育力

の回復を図るため「学校のスリム化」を目指し

ながら，他方では学校教育における「体験活動

の重視」といった相反する社会的要請が生じた

のである。

２ セカンドスクール的利用の提唱と事業化

秋田県教育委員会では，このような課題に応

える一つの方途として，平成９年１２月，全国に

先駆けて「少年自然の家のセカンドスクール的

利用」を提唱した。セカンドスクール的利用と

は，少年自然の家での活動の一部を教科の指導

内容に再構築してプログラム化し，それを教科

の授業時数にカウントするという新たな活用方

法である。そして，これを契機に平成１１年度か

図１ 教育施設セカンドスクール的利用推進事業にかかわる背景
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らは，各学校が少年自然の家や青少年交流セン

ター（愛称：ユースパル）等を宿泊拠点にしな

がら，博物館や農業科学館，スケート場などの

文化・体育施設など，県立教育施設と有機的に

連携し，郷土の自然や文化とのふれあい体験・

共同生活体験，各教科や総合的な学習の時間の

取り組みを複合的に実施する「教育施設のセカ

ンドスクール的利用推進事業」をスタートさせ

たのである。

ところで，これらの取り組みの足掛かりと

なったのは，国土庁のセカンド・スクール構想

や国立青年の家・少年自然の家の在り方に関す

る調査研究協力者会議の報告である。しかし，

その構想や報告とは趣旨の一部や手法が異なっ

ている。

!１ セカンド・スクール構想

セカンドスクールは文字通り「第２の学校」

である。これは，子供たちが通常通学している

ファーストスクール「第１の学校」に対する呼

称である。その発端は，国土庁大都市圏整備局

の前身である首都圏整備委員会事務局が，昭和

４７年にセカンド・スクール構想を提唱したこと

に遡る。もともとこの構想は，大都市の学校

（ファースト・スクール）が，豊かな自然環境

の残る地方に第２の学校（セカンド・スクール）

を設け，地方の自然の中で生活しながら豊かな

情操を育み，ファースト・スクールと合わせて

豊かな学校教育を推進しようというものであっ

た。これは，人口の地方分散化の可能性を高め

ること，地方の既存施設の活用や施設整備によ

る地方振興を図ることなどが背景にあった。

現在，この構想のねらいに最も近い形で実践

しているのが，武蔵野市のセカンドスクールと

いえる。武蔵野市では，平成２年にセカンドス

クール構想委員会を発足させ，平成８年度から

小学校５年生と中学校１年生を対象に，東北・

信越方面の農山漁村に一週間程度出かけ，そこ

で体験的な学習を実施している。

!２ 少年自然の家のセカンドスクール的利用の

提唱

平成７年７月１８日，国立青年の家・少年自然

の家の在り方に関する調査研究協力者会議から

「国立青年の家・少年自然の家の改善につい

て」の報告が出された。この中で，はじめて「学

図２ 「生きる力」の育成に結びつく力
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社融合」について論じられるとともに，学校外

活動の推進を図る目的から，一週間程度滞在す

るセカンドスクール的な利用の推進を提言して

いる。

当時，県内の青少年教育施設関係者の間でこ

のことが大きな話題となり，平成８年度には大

館・岩城・保呂羽山の各少年自然の家で，現行

学習指導要領における各教科の指導内容と少年

自然の家が提供している活動プログラムとの関

係について分析・検討した。そして，これを踏

まえ平成９年度には生涯学習振興課（現生涯学

習課）が義務教育課と協議し，「少年自然の家

のセカンドスクール的利用」として，その推進

を目指したのである。

!３ 事業化への取り組み

セカンドスクール的利用のねらいは，豊かな

自然体験を通して豊かな情操を育もうとするこ

と，現行学習指導要領で示された「新しい学力

観」で求められている「自ら学ぶ意欲や社会の

変化に対応できる能力」を育成するため体験的

な学習を教科等の学習に位置付けることにあっ

た。平成１０年５月には教育庁内に「教育施設セ

カンドスクール化推進委員会」が発足し，全庁

体制で取り組む方針を固めた。そして，１１年度

からの事業推進を目指し，９月には「教育施設

セカンドスクール的利用―試行の手引―」を発

行し，県内全ての学校・教育施設等に配布し

た。その後，「教育施設のセカンドスクール的

利用推進委員会」（事務局：生涯学習課）に名

称を変更し，次のような視点で事業化を図るこ

とにした。

【事業化の主な視点】

!１子供たちが住んでいる地域そのものが，豊か

ですばらしい自然環境にあることを体験的に理

解させ，ふるさと秋田で生まれ育ったことに誇

りと自信を持たせたい。

※秋田県学校教育の共通実践課題「ふるさと

教育の推進」との関連をもたせる。

!２家庭や地域社会の教育力の低下，学校週５日

制完全実施を見据え，教育課程の中でも子供た

ちの体験活動の機会を確保できるシステムを研

究し，社会的要請に少しでも応えたい。しか

も，少ない予算で継続的に実施できる方策を探

りたい。

!３県内各地には多数の教育施設があることか

ら，それぞれが持つ専門性を子供たちの学習活

動に有効活用させたい。少年自然の家の行き帰

りに周辺の教育施設を活用して学習させるな

ど，施設と学校及び施設間の人的ネットワーク

化を密にし，学校経営の活性化や教職員の資質

の向上，施設の活性化を目指したい。

!４少年自然の家等では，長期利用が望ましい

が，本県の状況を考えた場合，当面２泊３日型

の利用を拡大し，可能であれば長期利用へと主

体的に移行させたい。

Ⅲ 教育施設のセカンドスクール的利用

推進事業の実際

１ 事業の趣旨

教育施設の人的・物的機能を十分に活用し，

学校と教育施設が一体となって，郷土の自然や

文化とのふれあい体験・共同生活体験，各教科

や総合的な学習の時間の取り組みを複合的に実

施する教育施設のセカンドスクール的利用推進

事業を推進し，以下の実現を目指す。

!１郷土の自然や文化を愛する心，自律性，協調

性，創造性，思いやりの心などの豊かな人間性

を育む。

!２教育施設の持つ豊かな自然環境や整えられた

設備，展示に触れるとともに，専門職員による

指導・援助によって，学習への興味や関心を高

める。

!３宿泊施設を持つ教育機関とその周辺の教育機

関を有機的に結合した学習プログラムを開発・

実施することで，学習効果をより一層高める。

!４教育施設の専門性を発揮させる場を増やすこ
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とにより，教育施設における教育機能の活性化

を図る。

!５生きた教材を活用した授業実践や，学校を離

れた児童生徒との触れ合い，教育施設職員との

交流等によって，教職員の資質向上を図る。

２ 事業方針と事業内容

事業方針にもとづく事業の内容については以

下のとおりである。（図!４参照）

!１この事業の有機的かつ円滑な推進を図るた

め，教育庁，教育事務所・出張所，各教育機関

の連携に努め，情報交換を活発に行う。

ａ）セカンドスクール的利用推進委員会の開

催（年２回）

ｂ）セカンドスクール的利用庁内担当者会議

の開催（随時）

ｃ）教育事務所・出張所・教育機関等担当者

合同会議の開催（年１～２回）

!２各教育施設は，自らの条件や専門性を生か

し，小・中学校等の教科や総合的な学習の時間

の授業時数にカウント可能な学習内容のプログ

ラムを研究するとともに，学習教材や学習資料

の整備に努める。

○教材備品等の主な整備状況

図３ 平成１３年度教育施設のセカンドスクール的利用推進構想
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北教育事務所山本出張所担当者�

中央教育事務所由利出張所担当者�
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・大館少年自然の家担当者�
・岩城少年自然の家担当者�
・保呂羽山少年自然の家担
当者�

・青少年交流センター担当
者�

・子ども博物館担当者�
・図書館担当者�

・博物館担当者�
・農業科学館担当者�
・埋蔵文化財センター
担当者�
・近代美術館担当者�

・総合公社担当者�

田沢湖スポーツセンター�
県立体育館，総合プール，�
スポーツ会館，�
中央公園，北欧の森公園�
小泉潟公園�
美術館，県民会館�
ジョイナス�

陶芸窯，七宝焼き窯，クライミングボー

ド，環境教育関係教材，双眼実体顕微鏡，

オートグレープ及びクリーンベンチ（バイ

オテクノロジー学習），赤外線カメラプロ

ジェクター一式（木簡等の文字資料観察・

解読用），電動木工具，ニュースポーツ用

備品等

!３特殊教育学校児童生徒の積極的な参加を進め

る。（車椅子配備：３ヶ年で２０台）

!４秋田市を訪れる機会の少ない地域の児童生徒

が，秋田県青少年交流センターに宿泊しなが

ら，秋田市の文化・体育施設で学ぶ機会を拡大

する。

○小規模校合同利用に対する宿泊費の県費負

担を実施（小４対象，実施校を募集）

・１１年度 １４校（４校，２校，５校，３校

の計４回）

・１２年度 １９校（２校，２校，３校，２校，

２校，５校，３校の計７回）

・１３年度 ２０校（２校，２校，４校，２校，

７校，３校の計６回）

!５教員の初任者研修も受け入れて負担の増す少

年自然の家には，学習資料の整備や教材の開発

を行うとともに，各学校の活動プログラム実施

上の相談や指導に応じる「セカンドスクール的

利用指導専門員」を配置する。（２名×３ヵ所

計６名）

３ 利用上の留意点とその実際

教育施設をどのような方法でどのように利用

していくかの主体は学校であることに変わりは

ないが，次のような点を念頭において取り組ん

でいる。

!１ 学校側の留意点

!１教育施設の利用を学校の教育課程に位置付

ける。

!２利用目的，利用期間，単元の学習計画等は

最終的に各学校が立案する。

!３実施計画立案の段階から各教育施設の専門

職員と連絡を取り，担当教諭と専門職員との

役割分担等について入念な打ち合わせを行

う。

!４市町村教育委員会や保護者への理解を深め

る機会をつくり，必要に応じ支援の依頼がで

きるようにする。

!２ 教育施設側の留意点

!１教育施設はその特性・機能を最大限に生か

し，学習活動の支援にあたる。

!２学校の利用目的をよく理解し，利用期日・

期間等について十分に配慮する。

図４ 平成１３年度教育施設のセカンドスクール的利用推進事業体系
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!３児童生徒の学習活動が円滑に行われるよう

に，学校との入念な打ち合わせを行う。

!４教科や総合的な学習の時間に位置付けた学

習活動ができるよう，学習資料等の整備・充

実に努める。

!３ 基本的な利用パターン

セカンドスクール的利用は，多泊型の利用に

なればゆとりあるプログラムで実施できるが，

当面は２泊３日型の利用を推進することにし

た。そこで，学習プログラム立案上の参考とな

るように，当初は!１特別活動重視型と!２教科学

習重視型の利用を基本的パターンとして示した

が，平成１２年度からは総合的な学習の時間の取

り組みも合わせて実施できるように働きかけて

いる。

!４ 学習活動内容と利用状況

さて，本事業は実施３年目となっているが，

教育施設の新たな利用方法が各学校に浸透して

きている。学習活動の内容は，表１が示すよう

に各施設の機能を生かしたものとなっている。

また，事業実施初年度と２年目を比較してみ

ると，セカンドスクール的利用学校数は４０３校

から６１９校へと約１．５倍，利用人数も３６，３６２人か

ら５０，５０６人と約１．４倍と増加している。今年度

は，県立総合プールのオープンなど対象施設を

増やしているものの，年度半ばを過ぎた時点

で，さらにその利用が増えている。

宿泊拠点となっている少年自然の家の利用形

態にも変化が出てきている。表３を見てみる

と，少年自然の家のセカンドスクール的利用を

呼びかけた当時の平成１０年度は，２泊３日型の

図５ 活動プログラムの基本的パターン

戸部：教育施設のセカンドスクール的利用の推進と活動の実際 ８３



利用が２１校であったのに対し，平成１２年度には

１０７校と増えているとともに，利用校全体に占

める２泊３日型の割合が大きく伸びている。今

年度もまた，同様の傾向を示している。

４ 事業の成果と課題

教育施設を舞台に教科や総合的な学習の時間

の時数にカウントして体験的な学習活動を実施

するという方法は，学校の教職員や施設の専門

職員に初めからスムーズに受け入れられたわけ

ではなかった。しかし，学校教育関係課と教育

施設関係課等との度重なる協議と横断的事業の

展開により，事業の趣旨・方法等が浸透し利用

実施校が増加してきているということが何より

の成果である。子供たちにとっては，本物を

「見て，触れて，感じて，学ぶ」体験的な学習

表１ 主な教育施設での学習活動

教 育 施 設 名 平 成１３年 度 に 実 施 し た 主 な 学 習 活 動 内 容

大館少年自然の家 縄文式土器作り（総合）箸作り（美術）曲げわっぱ弁当（社会，図工）オカリナ作り（図

工）クライミング（体育）川の環境調べ，森の昆虫（理科，図工）

岩城少年自然の家 キャンドル，ハンカチ製作（美術）子吉川水質調査，星の動き方（理科）貝殻工作（図

工）クライミング（体育）地引き網，水産業について（体育，社会）

保呂羽山少年自然の家 ツイングアート，楽焼き成形（図工科）化石採取，水生昆虫・水質調べ（理科）手打ち

うどん作り（家庭）和音の響き（音楽）カヌー・登山（体育）スキットコンテスト（英）

森の材料を使ったおやつ作り（理科・家庭）

青少年交流センター ニュースポーツ交流（体育）交流発表会

秋田県総合公社（※） 水泳，クライミングウォール，スケート，ニュースポーツなど各種スポーツ（体育）

県 立 美 術 館 美術鑑賞（図工，美術）

近 代 美 術 館 美術鑑賞・野外彫刻鑑賞（美術）造形あそび，抽象的な絵画制作（図工）

県 立 博 物 館 秋田の歴史と文化，染め物体験，生物調査，木造り調査，秋田の先覚の生き方，絶滅に

瀕した生物等調査，秋田の歴史上の建造物（総合）近代の秋田の歴史（社会地層と化石

の学習（理科）

農 業 科 学 館 野菜栽培学習，豆腐作り，農業機械の進歩，リンゴの摘果体験（総合）秋をさがそう，

リンゴ狩り，クイズハイキング（生活）バケツ稲作り，秋田県の農業（社会）

埋蔵文化財センター 地域の文化遺産に触れる（社会）特別収蔵庫見学，

県 立 図 書 館 郷土の調べ学習（社会）

子 ど も 博 物 館 四季の星座（理科）

※平成１２年度から県立の体育施設（体育館，総合プール，スケート場等）を管理・運営委託

表２ 教育施設全体のセカンドスクール的利用状況

１１年度 １２年度 １３年度 備 考

対象施設数 １６ １６ ２０ １３年４月に県立総合プール（屋内温水プール）が

オープン。延利用学校数 ４０３ ６１９ ６９７

延利用人数 ３６，３６２ ５０，５０６ ５８，５２５

注１）１３年度は，Ｈ１３．１０．３１現在の数値である。

注２）利用学校数・利用人数は，各学校が教科や総合的な学習の時間の授業時数にカウントして実施した場合の延べ数であ

る。したがって，特別活動（学校行事・クラブ活動）のみの学校利用や部活動・生徒会活動など教育課程外で利用す

る場合は除く。

８４ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第２号，２００２年



活動を通して，学ぶ楽しさ，知る喜びを実感

し，輝く自分を発見する貴重な機会となってい

る。

また，これまで学校から「専門性が強く，ど

ちらかと言えば敷居が高い」とのイメージが強

かった教育施設においても，学年の発達段階に

応じた話し方や体験的に学習活動が展開できる

場所の検討・整備，学習意欲を高めるための掲

示や展示の工夫などについて，複数施設または

施設独自で職員研修会を開いたり，学校教育関

係者との協議の場を設けたりして，学校の教育

活動に還元する取り組みが行われるようになっ

た。このように，学校にとっては教育施設がよ

り身近なものとなったことも大きな成果と言え

る。確かに，教育施設の負担は従前に比べて大

きくなってはいるが，職員相互が施設の持つ教

育機能を再確認する良い機会となるとともに，

一般利用者へのサービスについて見直す契機と

なるなど，施設全体の活性化にも結びついてき

ている。

原則として小学校４年生を対象にした小規模

校合同利用によるセカンドスクール的利用も社

会性などを身につける貴重な機会であるとし

て，各方面から高く評価されている。これは，

平成１１年４月に新設されたユースパルを宿泊拠

点として，複数校が同期日に周辺の博物館やス

ケート場，総合プール，子ども博物館や図書館

等で学習活動を行い，各校の活動日程の全てま

たは一部を他校の子供たちと一緒に学習した

り，交流活動を実施したりする都市型の利用方

法である。小規模校の場合，大人数で学習した

り活動したりする楽しさ，あるいは厳しさを単

独では体験できないため考えられたものであ

る。実施校からは「人数が多いと活動の幅が広

がる」「他校とのネットワークができ，今も交

流を続けている」「他の町の子供たちと触れ合

表３ 少年自然の家（宿泊拠点）における学校利用

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度

延 利 用 学 校 数 ２６９（１００％） ３７７（１００％） ３７０（１００％） ３３６（１００％）

利

用

の

形

態

日 帰 り ３２（１１．９） ６２（１６．４） ７０（１８．９） ４７（１４．０）

１泊２日 ２１１（７８．５） ２１７（５７．６） １８３（４９．５） １７８（５３．０）

２泊３日 ２１（７．８） ８８（２３．３） １０７（２８．９） １０８（３２．１）

３泊４日 ２（０．７） ３（０．８） ４（１．１） １（０．３）

４泊以上 ３（１．１） ７（１．９） ６（１．６） ２（０．６）

注１）１３年度は，Ｈ１３．１０．３１現在の数値である。

注２）延利用学校数には，事業実施前の平成１０年度と比較するため，学校行事としての利用校を含む。ただし，生徒会・部

活動等の教育課程外の利用は除く。

注３）延利用学校数のうちセカンドスクール的利用実施校は，１１年度１８４校（４８．８％），１２年度２７３校（７３．８％），１３年度２９７校

（８８．４％）となっている。

注４）平成１１年度からは，宿泊拠点として青少年交流センターがオープンしたほか，田沢湖スポーツセンターも加わってい

るため，１２年度は少年自然の家の利用学校数が相対的に若干減少している。

写真１ 大きな「キムラホタテ」の化石を見つけ

て，思わずニッコリ！

〈保呂羽山少年自然の家〉

戸部：教育施設のセカンドスクール的利用の推進と活動の実際 ８５



えたことで大きな刺激になった」「低学年の子

供たちも４年生になるのを楽しみにしている」

などの声が上がっている。

こうした周辺教育施設を複合的に利用して実

施する場合，交通手段や経費面で課題となって

いたが，ユースパルに配備されたマイクロバス

が大きな役割を果たしたことから，平成１３年７

月から各少年自然の家にもマイクロバスが配備

され，多様な学習活動の展開に対応できるよう

になっている。

一方，小・中・高・特殊教育学校全ての初任

者研修の年間プログラムの一つとして，２泊３

日の日程でセカンドスクール的利用を行う学校

に初任者自らが参加して研修を実施している

が，その取り組みも成果の一つと言える。これ

は，体験的な学習の重要性を初任者教員に理解

させるとともに，その認識を継続的に拡大し，

併せて初任者自身が体験的な研修を積むことに

より，教員としての視野を広め集団指導等の実

践的な指導力を身に付ける機会として平成１１年

度から実施されているものである。今年度は少

年自然の家とユースパルで，校種毎に初任者を

数名のグループに分けて参加宿泊研修を実施し

た。初任者は，社会教育主事とセカンドスクー

ル的利用実施校の担当教諭，指導主事らと事前

に打ち合わせ，学校の利用目的を共通理解した

上で，当日は指導者や子供たちのグループリー

ダーとして，時には社会教育主事の補助員とし

ての役割を担う。この研修では，高校教員や特

殊教育学校教員が小・中学生とかかわるケース

も生じるが，逆に教師としての基本的な姿勢を

再認識する機会となったり，偶発的な出来事に

対面しながらも実施校の教員が適切に指導・支

援する機会を肌で感じることができるなど，実

践的指導力を身につける上で有意義な研修と評

価されている。

このように，本事業の推進によって学校と教

育施設両者の結びつきが一層深まってきてお

り，子供たちの体験的な学習活動も大きな広が

りを見せてきているが，同時に次のような課題

も明らかになってきている。

【当面する課題】

!１学校の利用期日延長に伴う受け入れ期日の

調整

!２大規模校，複数校利用の活動に対応できる

施設設備の充実

!３実践活動事例等の共有化（学校への情報提

供の工夫とシステム化）

!４「総合的な学習の時間」のテーマ等に対応

した学習資料の充実

!５冬季間における学習プログラムの開発・研

究

こうした課題は，すぐには解決し得ないもの

もあるが，今後，これらの解決に向け関係各方

面と協議しながら努力と工夫を重ねる必要があ

ると考えている。なお，!３については現在，県

教育委員会及び生涯学習課のホームページに各

教育施設の「おすすめ学習プログラム」として

掲載したほか，学校の実践事例についても情報

提供する方向で準備を進めている。（http：／／

図６ 青少年交流センターを拠点とした利用

８６ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第２号，２００２年



www.pref.akita.jp／gakusyu／secondpro.html）

わんパーク大館におけるおすすめ学習プログラム（展開例!２）

!１ 活動名 オカリナ演奏会～自然の音色を楽しもう

!２ 題材名 自分の作った楽器で演奏しよう（音楽） ・粘土を使った工作 等

※活動名と同じでもよい

!３ 対象学年と関連教科 ５・６年（音楽，図工，総合的な学習の時間）

!４ 「生きる力」との関連 粘土を使って，オカリナ作りをし，工夫して着色し，世界でただ一つのマイオカリナ

を仕上げることができる。出来上がったオカリナで音さがしをしながら，役割分担をし

て楽曲を演奏できる。

!５ 学習活動の展開例

［活動時期：１月～１２月］

段
階 学 習 活 動 場 所

指 導 上 の 留 意 点

教 師 側 施設専門職員

導
入（
１０
分
）

〈事前 １００分〉

粘土で，オカリナの型を使い，オ

カリナを作る。乾燥，窯入れ，窯出

しまで約１ヶ月かかる。

（出来上がりは素焼き）

１ 本時の課題を確認する。

○できたオカリナに絵付けをし，

グループで１曲演奏しよう

レ ク

ホール

乾燥室

レ ク

ホール

・ていねいな作品作りができ

るようにする。

・出来上がったオカリナの感

触を味わわせるようにす

る。

・吹き口や運指口の調整を

し，よりよい素焼きになる

ようにする。

展
開（
１４０
分
）

２ 工夫して絵付けをする。

・ポスターカラーや絵の具などで

絵付けをし，ニスで仕上げる。

３ グループごとに音探しをし，曲

を決めて練習する。

・ドの音から順に合わせてみる。

・草笛や石の打楽器などで曲のア

レンジをする。

レ ク

ホール

自然の

家周辺

・作品例を紹介し，発想を生

かしながら工夫して作れる

ようにする。

・できた作品を紹介し合い，

そのよさに気づくようにす

る。

・オカリナを中心楽器にし，

他の自然物（草や石など）

と組み合せて，演奏できる

ようにする。

・基本的な持ち方や演奏法を

説明し，実際に曲を演奏す

ることで意欲を高めるよう

にする。

・すがすがしい気持ちで練習

できるように練習場所もグ

ループで選ばせるようにす

る。

ま
と
め（
３０
分
）

４ グループごとに発表会を開き，

感想を出し合う。

さえず

り広場

・進行や演出を工夫し，自然

に溶け込む演奏ができるよ

うにする。

・各グループの工夫に気づく

ようにする。

用
具
・
備
品
等

〈児童・生徒〉

・タオル，エプロン

（オカリナ作り）

・絵付け下絵

〈学校〉

・楽譜

・楽譜立て

・テープレコーダー

・カメラ，ビデオ，デジタル

カメラ

〈施設〉

・粘土，型，へらなどオカリ

ナ作り用具一式

・焼き窯

・着色材料，用具一式

図７ 教育施設のおすすめ学習プログラム

戸部：教育施設のセカンドスクール的利用の推進と活動の実際 ８７



Ⅳ おわりに

平成１３年７月１１日付けをもって，社会教育法

及び学校教育法の一部が改正された。社会教育

法には青少年の社会性や豊かな人間関係をはぐ

くむ観点から，また，学校教育法には学校にお

ける多様な教育を進める観点から，体験的な学

習活動，特にボランティア活動など社会奉仕体

験活動，自然体験活動等の体験活動の充実に努

めることが明記された。

今回の改正の趣旨は，教育改革国民会議報告

の提言をはじめ，中央教育審議会，生涯学習審

議会答申等を踏まえたものであることは言うま

でもない。

教育施設のセカンドスクール的利用は，各教

育施設職員の専門性を学校の体験的な学習活動

にも還元し，それを教科や総合的な学習の時間

の授業時数にカウントするところに特徴があ

る。従って，各学校が学校行事に位置付け，教

育施設が提供する活動プログラムを単純に組み

合わせて活動する従来型の利用方法とでは根本

的に考え方の違いがある。学校と教育施設が入

念に打ち合わせを行って学習計画を組み立て，

両者が一体となって子供たちの新たな学習活動

を創出する本県の取り組みは，都道府県レベル

における学社融合の先導的事業と評価されてい

る。

いずれにしても，学校週５日制の完全実施や

新学習指導要領，今回の法改正の趣旨を見据え

ての事業であっただけに，来年度以降の一層の

充実が求められるであろう。
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