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まえがき   

 近年，都市化や少子化，地域社会における人間関係の希薄化等が 進む中で，子どもた

ちの豊かな成長に欠かせない， ， 多くの人や社会 自然などと直接ふれあう様々な体験の

機会が乏しくなっています。 このような状況を踏まえ，平成１３年７月，学校教育法等の

改正 が行われ，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，盲学校，聾 学校及び養護学

校において，教育目標の達成に資するよう，教育指 導を行うに当たり，児童生徒の体験的

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，自然体験活動その他の体験活

動の充 実に努めるものとすることが規定されました。また，平成１４年７ 月には中央教

育審議会答申「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方 策等について」が取りまとめられ，

青少年の時期には，学校内外に おける奉仕活動・体験活動を推進する等，多様な体験活動

の機会を 充実し，豊かな人間性や社会性などを培っていくことが必要である として，学

校，家庭，地域が連携・協力して，社会的な仕組み作り 等を行うべきであるとの提言がな

されました。 新学習指導要領においても，「生きる力」の育成を目指す観点か ら各教科

等の全体を通じて体験活動を重視するとともに，体験活動 を重要な活動方法の一つとする

「総合的な学習の時間」を創設して いるところです。 各学校においては，今後，それぞ

れの実態を踏まえて，体験活動 の充実を図っていただく必要がありますが，現時点では，

学校とし てのねらいを明確にもってある程度長期にわたるまとまった体験活 動を行って

いる学校は多くはありません。 このため，文部科学省では，都道府県教育委員会の協力を

得て先 進的な事例を収集し，体験活動の充実に関する基本的な考え方や配 慮事項を付し

て，各学校の取組の参考に供することとしました。ここでとりまとめた事例は， ， 従前

の学習指導要領の下での実践であり 必ずしも長期間にわたるものばかりではありません

が，小学校から 高等学校までできるだけ多様な体験活動の事例を集めるよう努めました。 

各学校においては，本書を参考に創意工夫をして体験活動の充実 を図っていただくことを

期待しております。 末尾になりましたが，本書の作成に当たり多大な御協力をいただいた

作成協力者，事例提供校ほか関係の方々に，心から感謝申し上 げます。  

平成１４年１０月  

文部科学省初等中等教育局 児童生徒課長尾﨑春樹 
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第 1章 体験活動の充実の基本的な考え方  （PDF:97KB）  

1．子どもたちの体験活動とその充実 

2．「生きる力」と体験活動 

3．子どもたちの成長の過程と体験活動 

4．体験活動の充実と配慮事項 

5．推進体制の整備と関係団体・機関等との連携等 

 

第 2章 体験活動の事例 

1．事例を読む前に 

1．事例を読む前に  （PDF:13KB）  

 

2．ボランティア活動など社会奉仕に関わる体験活動 

「お年寄りとの交流体験と地域清掃活動」  （PDF:95KB）  

（茨城県古河市立古河第一小学校） 

「東っ子プラン 2001であいふれあい学びあい」  （PDF:121KB）  

（新潟県燕市立燕東小学校） 

「地域の素材や人材を生かし，地域に誇りを持てる JRC 活動」  （PDF:126KB）  

（島根県温泉津町立温泉津小学校） 

「子どもヘルパー活動」  （PDF:416KB）  

（熊本県産山村立山鹿小学校） 

「ボランティアバンクの活動」  （PDF:41KB）  

（栃木県佐野市立北中学校） 

「学校と地域を通じた奉仕活動」  （PDF:136KB）  

（神奈川県茅ヶ崎市立松浪中学校） 

「学校全体で進めるボランティア活動・学年ボランティア」  （PDF:277KB）  

（埼玉県立不動岡誠和高等学校） 

「豊かなふれあいやボランティア活動を通して「豊かな心」を育む教育」  （PDF:193KB）  

（山口県立熊毛北高等学校） 

 

3．自然に関わる体験活動 

「小鳥の村からの体験的な教育活動」  （PDF:194KB）  

（北海道旭川市立台場小学校） 

「ふるさとのよさをみつめる自然体験・交流活動」  （PDF:78KB）  

（福島県西白河郡西郷村立川谷小学校） 

「長期宿泊による体験的教育活動・セカンドスクール」  （PDF:121KB）  

（東京都武蔵野市立第一小学校） 

「自然生態園を中心とした環境学習」  （PDF:（横浜市立茅ヶ崎小学校）KB）  

585 

「浅井っ子の宝トミヨ，調べ隊」  （PDF:344KB）  

（富山県大門町立浅井小学校） 

「自然の中での集団宿泊・野外体験活動」  （PDF:106KB）  

（鳥取県大栄町立大栄中学校） 

「ウミガメの保護観察活動を通して命や環境問題について学ぼう」  （PDF:149KB）  
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（徳島県阿南市立椿町中学校） 

「地域環境を生かした里山保護活動」  （PDF:164KB）  

 

（埼玉県立入間高等学校） 

4．勤労生産に関わる体験活動 

「地域の先生との米作り体験活動」  （PDF:239KB）  

（千葉県我孫子市立我孫子第二小学校） 

「地域の身近な畑を生かした農業体験学習－ヤッホー農園活動－」  （PDF:179KB）  

（熊本県菊鹿町立内田小学校） 

「地域産業を生かした漁労・水産物加工・職場体験活動」  （PDF:272KB）  

（北海道稚内市立宗谷中学校） 

「ふるさとから学び，未来を拓く勤労生産体験活動」  （PDF:360KB）  

（香川県大野原町立大野原中学校） 

「水田学習の総合学習化」  （PDF:33KB）  

（筑波大学附属駒場中・高等学校） 

 

5．職場や就業に関わる体験活動 

「先輩や地域の「プロ」とかかわりながら，人間としての生き方を考える活

動」  （PDF:220KB）  

（新潟県柏崎市立比角小学校） 

「地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」」  （PDF:487KB）  

（兵庫県篠山市立今田中学校） 

「「将来を見通した進路学習」としての「事業所体験学習」・「職業別懇談会及び進路講

演会」」  （PDF:23KB）  

（栃木県立石橋高等学校） 

「インターンシップ（就業体験）」  （PDF:29KB）  

（奈良県立王寺工業高等学校） 

 

6．文化や芸術に関わる体験活動 

「楮から和紙をすき，手づくりの卒業証書にする活動」  （PDF:197KB）  

（長野県下水内郡栄村立北信小学校） 

「地域の伝統芸術・文化を生かした体験活動」  （PDF:199KB）  

（京都府向日市立第 2向陽小学校） 

「平得地区の獅子舞・棒術の体験演舞」  （PDF:107KB）  

（沖縄県石垣市立平真小学校） 

「学校・家庭・地域の連携・協力によるしし踊りの伝承活動」  （PDF:157KB）  

（岩手県遠野市立上郷中学校） 

「地域文化の継承活動（地域に学び，学びを地域にかえす営み）」  （PDF:127KB）  

（愛媛県菊間町立菊間中学校） 

「総合的な学習の時間・能勢人形浄るり講座」  （PDF:178KB）  

（大阪府立能勢高等学校） 
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7．交流に関わる体験活動 

「県立ろう学校小牛田校との交流体験活動」  （PDF:97KB）  

（宮城県遠田郡小牛田町立青生小学校） 

「民泊による宿泊体験学習・飯倉交流」  （PDF:53KB）  

（山形県舟形町立富長小学校） 

「はなのき活動（ふれあい活動，奉仕活動，なかよし活動）」  （PDF:113KB）  

（岐阜県高山市立花里小学校） 

「本物の感動体験と交流を目指した，長野県豊丘村での勤労体験学習」  （PDF:156KB）  

（静岡県富士市立吉原第三中学校） 

「わくわくパーク（あそびの広場）・幼児とのふれあい体験活動」  （PDF:125KB）  

（広島県安芸郡海田町立海田西中学校） 

「学校農場を活用して食・農・環境・文化の探究をめざす体験活動」  （PDF:101KB）  

（宮城県農業高等学校） 

「地域施設と連携した保育体験活動・特別養護老人ホーム体験活動」  （PDF:102KB）  

（栃木県立鹿沼高等学校） 

 

8．その他の体験活動 

「ホームステイ－仮親敷地教育－」  （PDF:381KB）  

（静岡県豊岡村立豊岡東小学校） 

「地域との交流を図る「地域に学ぶ体験学習」」  （PDF:30KB）  

（宮崎県北郷町立北郷中学校） 

「伝統文化体験学習・上対馬高校舟グロー大会」  （PDF:242KB）  

（長崎県立上対馬高等学校） 

「いえしま学・瀬戸内の環境を活かした自然体験活動」  （PDF:183KB）  

（兵庫県立家島高等学校） 
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