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【要旨】

野外活動を総合的な学習の時間として行う学校が多く，多彩なプログラムが実施されている。

そこで行われている学習活動の内容や質が，本来的なねらいに合致したものであるかどうか検証

する。さらに，野外活動における総合的な学習の評価についても実践例を示す。総合的な学習の

ねらいに示されているような「問題を解決する力」「学び方・考え方」「主体的・創造的な態度」

「自己の生き方」などに対して，評価の視点をどこに置くか。評価の具体案を例示する。また，

学校説明責任として野外活動時における説明の具体例を示す。
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� 総合的な学習と野外活動

１ はじめに

総合的な学習が全国の小中学校で始まり，ま

もなく１年がたつ。経過措置を含めると総合的

な学習が行われるようになり３年になろうとし

ている。各学校でさまざまな取組みがなされて

おり，活動も報告されている。野外活動を総合

的な学習の時間に行う学校も多い。

もう一度，総合的な学習の時間を原点に戻っ

て考えるために，小学校学習指導要領（１）より引

用する。

１ 総合的な学習の時間においては，各学校は，地域

や学校，児童の実態等に応じて，横断的・総合的な

学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工

夫を生かした教育活動を行うものとする。

２ 総合的な学習の時間においては，次のようなねら

いをもって指導を行うものとする。

� 自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体

的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力

を育てること。

� 学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決

や探究活動に主体的，創造的に取り組む態度を育

て，自己の生き方を考えることができるようにす

ること。

３ 各学校においては，２に示すねらいを踏まえ，例

えば国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横断

的・総合的な課題，児童の興味・関心に基づく課題，

地域や学校の特色に応じた課題などについて，学校

の実態に応じた学習活動を行うものとする。

４ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たって

は，次の事項に配慮するものとする。

� 自然体験やボランティア活動などの社会体験，

観察・実験，見学や調査，発表や討論，ものづく

りや生産活動など体験的な学習，問題解決的な学

習を積極的に取り入れること。
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� グループ学習や異年齢集団による学習などの多

様な学習形態，地域の人々の協力も得つつ全教師

が一体となって指導に当たるなどの指導体制，地

域の教材や学習環境の積極的な活用などについて

工夫すること。

� 国際理解に関する学習の一環としての外国語会

話等を行うときは，学校の実態等に応じ，児童が

外国語に触れたり，外国の生活や文化などに慣れ

親しんだりするなど小学校段階にふさわしい体験

的な学習が行われるようにすること。

総合的な学習では，自然体験やものづくり，

生産活動などの体験的な学習，問題解決的な学

習を積極的に取り入れることを配慮事項として

示されている。そして，野外活動を「総合的な

学習の時間」として扱うならば，その活動が小

学校学習指導要領に示される「ねらい」にあて

はまるか，さらに，活動が「ねらい」にそった

活動になっているか検討が必要である。

２ 「総合的な学習の時間」と評価

野外活動に参加した児童は，さまざま体験や

活動をすることにより大きく変化し成長するこ

とが多い。新鮮な体験もするであろう。その

際，指導者や教師は個々の児童についての現状

を認識し，プログラム時における児童の行動や

活動に最大限の注意を払って観察し，わずかの

変化や成長に気づき，それら看取ることによ

り，児童を評価しなければならない。

そのためには，参加している教師全てが評価

について共通理解として心得ておかなければな

らない。それは，ひとりひとりの児童生徒の成

長や発見・気づきを看取ることにつながり，場

合によっては指導やアドバイスをしなければな

らないことにもなるからである。

３ 「総合的な学習の時間」と野外活動

総合的な学習の時間として野外活動を行うと

き，小学校学習指導要領（１）にある総合的な学習

の時間のねらいを踏まえたうえでの活動になる

ように配慮しなければならない。つまり，活動

を通じて主体的に判断し，よりよく問題を解決

する資質や能力を育てることが出来ているか，

問題の解決や探究活動に主体的創造的に取り組

む態度を育てているか，常に吟味が必要であ

る。

そのためには，プログラムの選択を慎重にす

る必要があり，プログラムのひとつひとつに学

校の現状や児童の発達段階・経験・体験の程

度・児童の参加意欲・施設の環境及び設備・人

材の確保などを考慮した上でプログラムを決め

ていくことが重要である。

� 斑鳩東小学校の取組み

１ 斑鳩東小学校の総合的な学習

「総合的な学習の時間」のねらいを学校教育

目標，目指す児童像，そして新指導要領の総合

的な学習の時間のねらいをふまえて，「子ども

の興味・関心・地域・学校の特徴を生かした活

動を通じて，学び方を身に付け，自己の生き方

を探求し，主体的に実践する資質や能力を育成

する。」と，設定した。

それにともない「総合的な学習の時間」で，

身に付けたい資質・能力を表１のようにかかげ

た。

２ 野外活動における評価規準

本校の「総合的な学習の時間」で育てたい資

質・能力の中から，今回の野外活動では次の４

項目を選び，評価規準と評価基準を設定した。

（表２）

教師は，評価規準をもとにＡ，Ｂ，Ｃの三段

階からなる評価基準を作成し，評定者が各項目

をＡ，Ｂ，Ｃのどれかに設定することで具体的

な評価活動を行っている。

この評価規準は，児童にも示している。そう

することにより，活動に対して児童が取組みの

目的が明確化し，より一層学びを深化できたと
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考える。つまり，この学習（プログラム）を通

じて「どのような力をつけていきたいのか」を

はっきりと児童に説明することにより，児童が

主体的に取り組む姿が見られるようになった。

� 斑鳩東小学校の野外活動プログラム

１ プログラムの内容と評価の観点

斑鳩東小学校では，２００２年１０月に５年生の９８

人が国立曽爾少年自然の家での２泊３日にわた

る野外活動を実施した。そのプログラムおよび

評価の観点は次の通りである。

２ 評価の実際

� ハイキングにおける評価

１日目の午後の活動は，ネイチャーゲーム。

ハイキングをしながらチェックポイントにある

課題に挑戦しながら約３kmのコースを歩く。

このプログラムを通じて児童の育てたい資質

や能力は，コミュニケーション能力である。評

価規準は，「課題に対して，よりよく解決する

表１ 総合的な学習の時間で育てたい資質・能力

課題発見能力
自分の生活・体験・知識などから問題

を発見する力

課題解決能力
課題に対して，色々な調べる方法を利

用・選択してよりよく解決する力

情報活用能力

課題に対して，情報機器・書物・聞き

取りなどで得た情報を活用したり取捨

選択したりする力

コミュニケー

ション能力

課題に対して，よりよく解決するため

に友達や助言をしてもらう相手と話し

合いをしたり，討論したりする力

自己評価能力
自分の学習の仕方や進め方をふりかえ

り，次の学習に活かす力

自己表現能力
課題解決したり，その過程で得たりし

た内容を色々な方法で表現する力

人間関係力
相手を尊重し，お互いによさを見つけ

ながら力を合わせて活動する力

自己の生き方

を考える力

課題に対して取り組み中で，成果をあ

げたり，失敗したりすることを通して

自分の将来について考える力

表２ 野外活動における評価規準

資質・能力 評 価 規 準 評 価 基 準

課 題 発 見 能 力

自分の生活・体験・知識などか

ら問題を発見することができ

る。

Ａ 見つけた課題に対して，解決しようとしてい

る。

Ｂ 問題を発見し課題を見つけることができる。

Ｃ 課題を見つけようとしている。

コミュニケーション能力

課題に対して，よりよく解決す

るために友達や助言をしてもら

う相手と話し合いをしたり，討

論したりすることができる。

Ａ 友達とコミュニケーションをはかり，課題を解

決しようとする。

Ｂ 友達と話し合いをしたり，討論したりすること

ができる。

Ｃ 友達と話し合いをしたり，討論したりしようと

している。

人 間 関 係 力

相手を尊重し，お互いによさを

見つけながら力を合わせて活動

することができる。

Ａ 友達を尊重し，協力して活動することができ

る。

Ｂ 友達と協力して活動することができる。

Ｃ 友達と協力して活動しようとしている。

自己の生き方を考える力

課題に対して取り組む中で，成

果をあげたり，失敗したりする

ことを通して自分を振り返るこ

とができる。

Ａ 自分の活動を振り返り，それを今後の活動にい

かすことができる。

Ｂ 自分の活動を振り返ることができる。

Ｃ 自分の活動を振り返ろうとしている。
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ために友達や助言をしてもらう相手と話し合い

をしたり，討論したりすることができる」と設

定している。この観点をもって，活動に臨ん

だ。

ハイキングの途中では，「ゴミを拾う」「笹の

葉を集める」「昆虫を探す」「フリスビーを的に

当てる」などの課題とともにチェックポイント

がある。そこに立つ教師が，児童ひとりひとり

の評価をする。

この場合の評価基準は，次のようにした。

Ａ 友達とコミュニケーションをはかり，課題

を解決しようとする。

Ｂ 友達と話し合いをしたり，討論したりする

ことができる。

Ｃ 友達とコミュニケーションをとろうとす

る。

チェックポイントに立つ教師が各々評価した

表を担任に提出すると同時に場面の様子を報告

する。それにより，担任が児童の活動の様子を

知ることができ，総合的な評価がなされるので

ある。

� 野外炊飯

２日目の午前のプログラムは，野外炊飯。こ

こでの育てたい資質や能力は，人間関係力。す

なわち「相手を尊重し，お互いによさを見つけ

ながら力を合わせて活動することができる」を

評価規準としている。

この場合の評価基準は，次のようにした。

Ａ 友達を尊重し，協力して活動することがで

きる。

表３ 野外活動のプログラムと評価の観点

プログラム 育てたい資質や能力

一
日
目

午前 オリエンテーション 人間関係力

午後 ネイチャーゲーム コミュニケーション能力

夜 星の話 星の観察 人間関係力

二
日
目

午前 野外炊飯 人間関係力

午後 木の伐採体験 課題発見能力

夜 キャンプファイヤー
コミュニケーション能力

人間関係力

三
日
目

午前 木工工作 自己の生き方を考える

午後

図１ 相談して課題を解決している 図２ 野外炊飯
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矢印は，学習期間�

Ｂ 友達と協力して活動することができる。

Ｃ 友達と協力して活動しようとしている。

活動に参加している教師は，児童の活動を見

ながら評価していく。この場合，大切なこと

は，Ｃランクに評価した子をどのように援助し

指導するか。また，Ｂランクと評価された児童

にも適切な援助や指導が必要である。

今回の活動でも，グループに入れない児童や

グループの他のメンバーと協力できない児童も

いた。評価するだけでなく，それを改善する手

立てをその場で指導することも大切である。

評価規準表というのは，

� 教師の児童を見る視点を定めておいて同じ

視点で児童を評価する。

� 評価基準を児童に示すことで子供の意欲を

喚起する。

� 児童の伸びを確認する指標となる。

などの点で有効である。そのためにも，より児

童の実情に合った評価規準を作成し同時に評価

基準を作ることにより，教師による児童の「看

取り」がより正確になされるのである。

３ 野外活動での活動プログラム

野外活動では，多種多様な活動が展開される

が，総合的な学習としてとらえるのであるなら

学校での学びを野外活動で生かすことや現地で

の学んだことを学校生活で生かすなどが考えら

れる。つまり，活動が野外活動の期間だけで終

わるのではなく，

ア 事前の学校での学習が生かされる野外活

動。

イ 野外活動中の学び。

ウ 野外活動で学んだことが学校でも活かされ

さらに深い学びにつながるような活動。

エ 活動が野外活動の以前から始まり野外活動

で体験し，さらに野外活動の後でも活動でき

るような長期にわたる活動。

などの視点が大切である。

これらを図示すると図３のようになる。

活動が野外活動実施中のみの一時的なもので

はなく，長期にわたる活動につながるプログラ

ムとなることが必要で，これにより学校での学

習活動と野外活動がより密接に結びつくことに

なるのである。

それぞれの活動の具体例を示すと次のように

なる。

�ア 学校の学びを生かす活動

学校で学んだことが，野外活動で生かされる

ような活動

� 学校で習った俳句や短歌を，野外活動で

実際に俳句を作る。

� 学校で習った料理を野外活動の場で作

る。

� 学校で学んだ昆虫の観察をする。

� 学校で学んだ星を望遠鏡を使って観察す

る。

�イ 現地での人や自然との出会い

現地で出会った人や活動を通じて学んだこと

� 林業や農業をしている人に教えてもら

う。

� 野外活動に従事している人と出会う。

� キャンプカウンセラーと出会う。

� 現地で生物との出会い。（植物，昆虫，

動物など）

� 現地ですばらしい自然との出会い。（雲

海，景色など）

�ウ 現地での学びを学校で生かす活動図３ 学習と結びつく野外活動

加藤：総合的な学習の時間における野外活動の実践と評価 １７１



野
外
活
動�

　
説
明
会�

野
外
活
動
実
施�

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

野
外
活
動�

　
報
告
会�

現地で学んだことを学校でさらに追求する活

動

� 現地で採集してきた材料を使って工作を

する。

� 野外活動で学んだことを学校でさらに深

く追求する。

� 野外活動で学んだことを振り返る文章や

絵を描く。

�エ 事前学習から野外活動，さらに事後学習へ

の取組み

事前学習から事後学習にいたるまで長期間に

わたる活動

� 数ケ月にわたる取組みの一部を野外活動

として行う。

� 学習のフィールドワークとして調査の場

とする。

今回のプログラムでは，アに相当するプログ

ラムは自炊活動とキャンプファイヤー。イに相

当するプログラムは，星の話や星の観察。ウに

相当するのは，木の伐採体験や木工工作。集め

た材料をつかって学校で仕上げる。エに相当す

るのは，仲間作りやグループ作り，学級作りな

どである。学校で行う学習活動と野外活動とが

結びついた活動となることで，長期間にわたっ

て取り組むことが出来る。

� 学校説明と野外活動

最近，重要視されてきている「学校説明責

任」。学校の教育活動を保護者の方のみならず

地域の方々にまで説明する必要がある。

本校において，１年に２回学校説明会を開き

学校の教育活動について説明してきている。他

に，学校新聞や学年ごとの「学年新聞」などの

ほか，学校ホームページを通じても随時学校の

活動を報告している。

１ 野外活動説明会および報告会

今回の野外活動では，まず，保護者向け事前

説明会と児童向け事前説明会を開催し，現地の

様子や服装などの準備物について説明した。

さらに野外活動実施中は現地からホームペー

ジを通じて現地の情報を伝え，終了後には保護

者向け野外活動報告会を開催し野外活動中の活

動の様子を報告した。（図５）

２ 野外活動の様子をインターネットで伝える

現地からインターネットにより活動の様子を

伝えた。ホームページの更新は，１日に４回か

ら５回おこない，プログラム終了後１～２時間

で更新した。

実施したプログラムの様子や児童の感想，現

地の気温，天気，食事のメニューなどを，保護

者の立場にたって作成した。

今回，ホームページを通じて活動を伝えるだ

けでなく，保護者の方やホームページを見た方

から感想をメールで送ってもらい，現地でメー

ルを読むことができるようにした。３日間の実

施期間中に，６２通ものメールが届いた。その中

図５ 野外活動説明会及び報告会

図４ 国立曽爾少年自然の家
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から２通のメールを紹介する。

保護者より

毎日，ホームページを見るのが楽しみです。今日は，

元気かな？と心配しながらも，子供の元気な姿を見て，

ほっとしています。天気にも恵まれ，すばらしい自然

に囲まれて，その中で，のびのびといろいろな体験を

させて戴いて本当に嬉しく思います。スタッフの方々，

先生方には，お世話おかけしています。

２日目のスケジュールが終わって，今頃，ほっとさ

れているところでしょうか？あと１日，よろしくお願

い致します。明日，ひとまわり大きくなった子供の姿

を見るのが楽しみです。

保護者より

こんばんは。２日目の夜を迎えて先生方もお疲れが

出ておられませんか。好天に恵まれ予定のスケジュー

ルを終えられ，子どもたちもさぞ満足しているのでは

ないかと家族全員でホームページを見ながら楽しんで

おります。何事もなく無事にこの野外活動が有意義な

形で終了することを祈っております。あと１日となり

ましたが，子どもたちのことをよろしくお願いします。

� ま と め

いままでも野外活動はおこなっていたが体験

そのものが重要視され，「楽しかった。」「おも

しろかった。」「もう一度いってみたい。」など

の児童の感想で満足し，その段階で終わってし

まっていた。野外活動をすることにより「どん

な力をつけたいのか。」「どんな力がついたの

か。」という事が明確にならなかったという反

省が私たちに残っていたのも事実である。

しかし，野外活動における評価規準と評価基

準を設定することにより，教師や児童にとって

学びの内容や意味が明確になり，野外活動の体

験がより一層深化できたと考える。各プログラ

ムを実践することで，「どのような力をつけて

いきたいのか」をはっきりさせることは，単に

「評価がしやすい」というだけでなく，学びに

よる児童の成長の指標となり，児童の学びが具

体的になる。

人と出会うことで「何を学ぶのか」，体験や

経験が「どのような力をつけてくれるのか」，

これらは評価を明確にしたときに初めて気が付

くものであることが，今回の実践を通じて分

かった。

また，野外活動での活動の様子を保護者に伝

えることも大切である。本校では，事前説明会

を開催したり現地からインターネットにより野

外活動の様子を伝えたりしている。さらに終了

後には，野外活動報告会を開き保護者に活動中

の様子を伝えている。保護者に児童の活動中の

様子を直接語ることは，個々の児童の成長を伝

えるためにも有効である。これらは学校説明責

任の一環としてますます重要になってくるであ

ろう。これらを通じて保護者や地域の方に学校

の教育活動内容や野外活動を理解してもらうこ

とが出来るのである。

今回の野外活動では多くの人と出会った。ハ

イキングの途中すれ違ったおばさんが掛けてく

れた一言，「こんにちは」。この一言がどれほど

人の心を和ませるのか気づいたと，日記に書い

ている児童がいた。帰る時，食堂のおばさんに

お礼を言っていた児童の姿もあった。国立曽爾

少年自然の家の方々からも，多くのことを学ん

だ。

さらに，あの曽爾高原の雄大な自然。一面の

ススキ野原。見事なヒノキの山。自然との豊か

なふれあいを体験した雑木林。服が汚れるのも

忘れて無邪気に過ごすことができた。

図６ 野外活動を伝えるHP
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豊かな自然とすばらしい施設。このフィール

ドをどのように使うか。教師は，豊かな発想と

アイデアで，野外活動を通じて児童にどのよう

な力をつけさせるのか。それは私たち教師に課

せられた課題である。
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