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Abstract

Ceasing the acceleration of aging society and depopulation is an urgent issue for our 
next generation in Japan. However, alongside these problems, disparities between urban 
and rural areas are still expanding in relation to the economy, population, and education 
because of the shrinkage of regional societies in rural areas. Re-evaluating the potential 
of regional societies is therefore important to enhance the formation of vigorous and 
sustainable regional communities. In this study, as an approach for improving the 
potential of regional societies, we propose a method to create “civic pride” through 
the learning of the regional environment from geographical and geomorphological 
perspectives in the “the period for integrated studies” of primary education. For the 
establishment of this methodology, we examine various outcomes through the practices 
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of geography and geomorphology education at a small elementary school in Yokohama 
City, central Japan. As a result, we found that learning regional environment from 
geographical and geomorphological perspectives using various approaches, including 
lectures and 3D topographic model making, was effective enough for pupils to obtain the 
“civic pride” which contributes to the sustainable development of the regional society.

Key words: civic pride, primary education, period for integrated studies, geography 
education, geomorphology education

1 ．は　じ　め　に

　日本では，超高齢化かつ少子化が進み人口減少が続いている．都市部では人口や経済が
集中する一方，農村部では高齢化が進み，一次産業就業者の全国平均年齢は 65 歳を超え
ている（農林水産省，2020）．都市部と農村部との間の格差は，人口のみならず経済や教育，
医療等においても顕在化しており，このような格差は拡大しつつある状況である．地域格
差解消のためには，個々の地域社会における住民の帰属意識や地域環境の認知，日常的な
交流に基づくコミュニティ形成といった「地域力」の向上は喫緊の課題であり，その手法
の一つとして，地域住民が自らの地域に誇りをもつようになること，すなわち「シビック
プライド（civic pride）」の醸成は重要である（伊藤，2017）．
　都市と農村の中間にある都市近郊農村は，市街地に隣接し，小規模開発による住宅地等
を内包した，都市生活的な地域文化を持ちつつも，小規模農地や，人の手が入る里山に特
徴づけられるような自然環境と共生する地域である．しかし，耕作放棄地や放置される里
山が近年増加する傾向にある．放置された里山の周縁部ではしばしば小規模な斜面崩壊の
発生や，里山林内での倒木が多発するなど，人為的・自然的要因の双方に応答して環境変
化が生じる．したがって，都市近郊農村における里山は，地形あるいは地理観点からも，
さまざまな環境解析技術をもって注視すべき対象である（鈴木，2000）．
　都市近郊農村地域におけるシビックプライド醸成のためには，小学生を対象とした教育
的なアウトリーチの実践が有効である可能性がある．小学校教育現場では「総合的な学習
の時間（以下「総合の時間」）」として，シビックプライドの醸成に直結する教科が設置さ
れており，指導要領内でも外部の協力者と連携をしながら授業が構築されることが求めら
れている．たとえば竹内（2012）は，総合の時間の他教科との連携傾向が強まっている背
景の中で，地理的な教育カリキュラムを基底に置き，児童の身近な地域学習が，市民的公
共性を誘発する地域社会形成と社会形成力の醸成に呼応する重要な教育であることを論じ
た．また，Yli-Panula et al.（2019）は，地理教育は地域における持続的な開発を進展させ
るための重要な要素となりうることを論じた．研究者は，総合の時間の協力者になり得る
対象者でありながらも，一時的なかかわりに終始することが多く，継続的に教科に関与す
る事例は少ない．一方で，科学の普及においてアウトリーチは重要であり，学校教育との
継続的な関係性の構築は科学においても効果的な手法となり得ることから，小学校と研究
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者の双方が有効な関係を構築しながら総合の時間で地域学習を実践することは，シビック
プライド醸成に直接的な効果が期待できる有効な教育的なアウトリーチであると考えられ
る．
　そこで本稿では，都市近郊農村である横浜市栄区田谷町にある小規模公立小学校での総
合の時間において，シビックプライド醸成も視野に入れた，地理教育・地形教育を主体と
した地域学習の実践内容を報告する．児童を対象とした地理教育・地形教育の効果的な方
法について検討を行い，地域環境や歴史文化も含めた当該地域の地域文化資源を丁寧に説
明した授業を実践した．授業で得られた児童の反応やアンケート調査の結果から，本授業
の教育的なアウトリーチとしての効果を考察する．

2 ．対象地域の概要

2．1．横浜市栄区田谷町周辺
　都市近郊農村のひとつとして，横浜市栄区西部地域の田谷町，金井町，および長尾台町
（Fig. 1）を選定した．2020 年 10 月時点における 3町の合計人口は，3,684 人であり，横
浜市の全人口（3,759,879 人）に対する割合は 0.09％である（横浜市政策局総務部統計情
報課，2020）．横浜市の総人口密度は，8,635 人 /km2であるのに対し，対象地域の合計の
人口密度は，1,695 人 /km2と小さい．周辺地域では，宅地開発が進み急速な市街化が懸
念される．居住者の社会属性が変化するなど，児童にとっての心象風景自体も急激に変化
することが懸念されることから，シビックプライド醸成に難しさが生じることが懸念され
る．
　この地域では，2018 年より高速横浜環状南線の栄 IC・JCTの工事が本格化され，一部
の里山が削られるなどの人的な要因による急激な地形変化と環境変化が起きている．ま
た，地域には後述する横浜市登録史跡「田谷の洞窟」が里山地中にある．周辺地域の地質
は，更新世の相模層群長沼層に属する（神保，1987）．

Fig. 1. Taya Area. a) Location of Taya area in Kanto Region, eastern Japan. b) Aerial photo around 
Taya area. (Background aerial images are taken from GSI Maps.)
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2．2．教具としての地域文化資源「田谷の洞窟」
　この地域には市登録史跡「田谷の洞窟」（Fig. 2）という地下文化財がある．この洞窟の
正式名称は ｢田

た や さ ん ゆ が ど う

谷山瑜伽洞 ｣ であり，高野山豊山派（現在は大覚寺派）に属す定泉寺の
境内にある人工の手掘り洞窟である．
　吉田（1977）によると，鎌倉時代初期，朝比奈三郎館裏の洞窟奥に弁財天が祀られた
のを起源としている．全長は約 570mで，三階構造を有する（田谷の洞窟保存委員会，
2020）．洞窟内部には，11 室のドーム空間があり，壁・天井には約 250 の仏教レリーフが
存在する．
　また，湧水の流れ出る箇所や音無川（おとなしがわ）と称する地下流路が存在する．
　筆者らは，2017 年よりこの洞窟に関する地盤・地質，空間情報（環境測量），地域づく
り（建築・都市計画），文化財の多分野の研究者と横断的な基礎調査を実施している．洞
内の温室環境測定（秋元，2018）や試験的に行われた地上レーザー測量などの成果から，
地上の環境変化の影響を直接受ける危険性が高く，樹木による根害や台風・豪雨災害に
よる倒木や土砂流出により内部空間への損傷リスクが高いことがわかってきている．ま
た，地上里山の植生及び土壌環境を浸透して洞内に浸み出ている地下水が洞内の劣化や風
化に影響を与えている可能性があることも指摘されている（安，2019；Germinario et al., 

2020）．これらのことから，里山保全の必要性が指摘されている（田谷の洞窟保存実行委
員会，2020）．里山保全を計画する場合，複数の里山地権者と協議せざるを得ず，地権者
にもメリットのある保全計画を検討する必要がある．そのため，地権者をはじめとした地

Fig. 2. Taya Cave. a) plan view of Taya Cave, b) profile section of Taya Cave, c) Main entrance 
of the cave, d) a view of the inner space, e) a close-up view of relief on the wall. All images are 
provided by The Executive Committee for the Preservation of TAYA CAVERN.
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域の人材と里山環境や地域空間の問題を共有しながら解決していくビジョンが必要とな
り，地域全体を包括した地域計画（地域デザイン）を検討している．この点からも，田谷
地域は，シビックプライド醸成が必要とされる．このように，田谷の洞窟は，地域の地形
や自然環境をはじめとした地域環境が地域社会と共在・共生の関係にあることを理解する
ための総合の時間における地域学習に対する適切な教具であると位置づけられる．

3 ．実 践 の 内 容

3．1．横浜市立千秀小学校（小規模小学校）の概要
　対象地域内にある横浜市立千秀小学校（以下，「千秀小」）は，最近数年間では 1学年当
たり 30～40 人程度，1～ 2クラスしかない横浜市立小の中でも小規模な小学校である．6
学年担当教員数は，1～ 2名で，学校全体でも 31 名である．
　公立校だが，校名に町名が入っていない．これは周辺集落の農家の働きかけにより
1876 年（明治 9年）に公立小学校として設立された（横浜市立千秀小学校，2019）．この
ときに，住民たちにより千秀という名前が付けられた経緯があるためである．周辺農家は，
代々千秀小の卒業生であり，地域住民との交流から，地域の高齢者の多くは今も ｢地域が
千秀小を支えている｣ と言う意識のあることがわかっている．しかし，前述の通り住宅地
開発が進み都市的住民が流入している．一方，農業の後継者問題から農家数の減少は顕著
で，農村的住民の児童数は減少傾向にあり，農村的な環境にありながら，都市的住民が主
体の小学校に変容してきた経緯がある．
　毎年秋に開催されている田谷町内会主催のイベント（農家主体の無料の芋煮会）に千秀
小の和太鼓クラブが毎年参加をして演奏している．2017 年のこのイベントで筆者が田谷
の洞窟の調査活動を紹介する機会があり，この時に引率していた 6年の担任より，総合の
時間を活用した地域学習への協力要請を請け，小学校と大学研究者らによる連携する授業
（以下「連携授業」）の実践が始まった．
3．2．授業計画と試行の変遷
　千秀小との連携授業は，2017 年度から開始され 2020 年度で 4年目を迎える。授業の展
開方法や内容は年度を重ねながら試行され，2019 年度（3年目）に定着したカリキュラム
の詳細を Table 1 に示す．表中に示されている 6段階に分けた授業カリキュラムは，連携
授業開始当初（2017 年度）から継続して実施されている内容であるが，第 3段階の授業
内容は年度ごとに追加されてきた変遷がある．この変遷については後述する．
　この一連の連携授業の目標・内容・評価は，実践経験を積むことで徐々に発展してお
り，研究者らは，毎年 4～ 5項に渡る授業計画書と模型制作授業計画書を作成し，担任と
研究者とでスケジュールを含めた検討をしたのちに授業として実施した．
　連携授業の目標は，①田谷の洞窟の価値を再発見する．②田谷の洞窟の調査研究の話か
ら地域を学ぶ．③児童の多様な価値観を育む（児童が将来希望する進路や職業選択などの
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萌芽を含む）．④洞窟保存や地域づくりに寄与する模型制作を通して共同作業の達成感を
味わい地域社会の一員としての自覚を芽生えさせる．以上の 4つの項目としている．これ
らの目標は，初年度（2017 年度）より毎年継続して連携授業に継承されている．
　連携授業の内容は，前述したとおり 6段階に分けられている．小学校授業の 1時限は，
45 分である．初年度（2017 年度）と 2018 年度は 1授業あたり 1時限で実施していたが，
系統だった説明のためには 45 分は短く，｢話やスライドを省略せざるを得なくなる｣，｢授
業実施者が早口になってしまう｣ などの反省点から，2019 年度より連携授業は 2時限を
基本（1コマ）として実施している．以下に各段階の授業内容を示す．
　第 1段階（Class 1）は，田谷の洞窟保存活動の概要の授業（2時限）である（担当 田村）．
里山を利用して掘られた田谷の洞窟は，地形や地質，地表環境に影響を受けやすい。この
ような地域の環境や社会・文化への多様な観点から児童の好奇心を刺激するため，導入授
業として以下のような内容の授業が実施された（以下「導入授業」）．
　1）田谷の洞窟の概要（歴史，特徴，現状，保存活動概要）
　2）田谷の洞窟基礎調査概要（地形・地質・地盤，環境測量，文化財，地域デザイン）
　3）都市と農村，農業（日本の都市，食と水の供給，農村を大切にする，食料自給率）
　4）田谷の環境（地理院地図による変遷の確認）

Table 1.　Curriculum of Senshu Elementary School.

1st
Step

 【Learn】 Lecture of The Regional Contents, TAYA CAVE Preservation Activities.(2 periods)

 Class 1  Taya Cave as Regional 
 Content & Characteristics

 Learn about the regional content, TAYA CAVE.
 Learn about their region.

2nd
Step

 【Field Work】 Visiting to TAYA Cave.

 Field Work
 Visit Taya cave and Satoyama. Confirm the surrounding sequence.
 Reconfirm the environment and so on.

3rd
Step

 【Learn】 Lecture of The Regional Contents, TAYA CAVE Preservation Activities.(2 periods)
 Class 2  Environmnetal Survey  Learn about the digital environmenta survey.
 Class 3  Geography & Topography  Learn about geography & topology.
 Class 4  Architecture & Townscape  Learn about architecture and townscape.
 Class 5 Taya Cave as Cultural Properties  Learn about TAYA cave & cultural property.

4th
Step

 【Oral Speech】 Oral speeches by Pupils, about the region they learned deeply.
 Summarize  Environmnetal Survey  Learn about the digital environmenta survey.
 Presentation  Geography & Topography  Learn about geography & topology.
 Speech  Architecture & Townscape  Learn about architecture and townscape.
 Answer Taya Cave as Cultural Properties  Learn about TAYA cave & cultural property.

5th
Step

 【Art Class】 Art Class (20 periods in a week)
 Guidance  Learn about how to use tools and materials, and danger of wropg use.
 Creations  Suported by the students of architecture of University.

6th
Step

 【Output】 Link to Regional Society
 Public  Show the objects in the graduation ceremony.
 Use  Use for the prevation of Taya cave and for the regional design.
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　5）国際的な活動展開について（イタリア国立研究会議との共同研究交流など）
これらはいずれも，洞窟保存のために実施されている多分野横断型の学際的な基礎調査
をもとに児童にもわかりやすく再構成されたものである．｢なぜ洞窟保存活動が必要なの
か？｣，｢なぜ洞窟保存のために地質・地形，環境空間情報，地域づくり，文化財を知る必
要があるのか？｣ ということが明らかにされた．さらに，人間活動空間としての都市と農
村を見つめなおし田谷の環境がどのように変化してきているのかを地理院地図データの航
空写真を使いながら児童に示された．また，田谷の洞窟保存活動が国際的な展開につな
がっていることにも触れて，児童に「身の回りの地域から何を学ぶべきなのか？」または
「何を考えるべきなのか？」，「千秀小の周辺地域の価値の再検証」などを問いかける概要
的な授業が実施された．2019 年度よりこの授業は，夏休み前に実施し，夏休みの宿題の
自由研究の題材の一つに児童が選択できるように配慮されている．
　第 2段階（Field Work）は，担任教員と児童によるフィールドワークである．実際に洞
窟を訪れ現物を目視し，触れて，実物を体感・確認しながら，里山と共に地域環境を考察
する．
　第 3段階（Class 2～5）は，田谷の洞窟の調査をしている研究者による探究学習である．
田谷の洞窟で行っている調査の内容を紹介し，各研究者の専門分野に関わる内容に展開す
る授業（延べ 10 時限）を実施する．初年度は，連携授業の依頼が秋だったために，デジ
タル測量による ｢環境測量（Class 2）｣ の授業のみであったが，授業中の児童が研究者の
話やスライドをしっかりワークシートに書き留めているなどの良好な学習姿勢が確認出来
たことにより，次年度（2018 年度）には，｢地形・地盤・地質（Class 3）｣ に関する授業
を加えて，学習内容を広げる試行を行った．2019 年度より｢建築文化財と地域形成（建築・
都市計画）（Class 3）｣ と ｢文化財（Class 4）｣ の授業を追加して，延べ 4分野，10 時限の
授業を実施している．授業の実施に当たり，研究者らが実際に使用している調査資機材の
実物を児童が手で触れることができる機会を作るなど，児童の学びの意欲や好奇心が誘発
される様々な方法について検討されつつ授業が進められた．これらの授業の詳細について
は，3.3 で詳述する．
　第 4段階は，児童による地域住民に向けた口頭発表である．これは，千秀小学校の恒例
行事である千秀フェスティバルと称する文化祭において，全学年の児童が総合の時間で学
んだことをポスターや制作物を通して地域住民や他学年の児童に口頭発表すると言う行事
である．6年生はこれまでの連携学習のまとめを行い，口頭発表後に聴講者への質疑応答
に対応する．児童の学びの表現の場と位置付けられている．
　第 5段階は，模型制作授業である．これまでの学習に関連させて，洞窟の保存活動や地
域づくりに寄与する模型資料を制作する．毎年，担任と研究者が連携して模型のテーマや
材料・道具を検討し，模型制作授業計画書を作成して相互に確認試合ながら進めている．
制作授業は，制作模型概要と材料や工具の扱い方と危険回避のための注意点などについて
のガイダンス授業（1時限）を行ってから実施される．この制作は卒業制作も兼ねており，
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中学受験期間終了後に 2時限 /日を 5日連続（1週間毎日実施）して延べ 10 時限を使っ
て行う．制作指導には模型制作の実践経験を十分に積んでいる横浜国立大学建築学科の学
生および大学院生がサポートした．制作授業全体指導は守田と田村で対応し担任も児童と
一緒に制作に参加する場合もあった．
　第 6段階は，卒業式において制作した模型を来賓や保護者に披露し，地域にこの連携授
業の成果を報告して連携授業は終了となる．その後，この制作模型は田谷の洞窟保存活動
や地域づくりのための資料として活用されている．
　以上のように，本実践は，田谷の洞窟を教具とした多分野横断型の探究学習を行い，模
型制作（図工）を通して地域社会の一員としての自覚の育成，すなわちシビックプライド
醸成を視野に入れた授業内容を実践した．研究者による連携授業は，他教科の進行や学校
行事を考慮して実施され，児童のフィールドワークや口頭発表は，担任主体で実施されて
いる．これまでの実績から定着した実践的授業のカリキュラムの年間スケジュールを Fig. 

3 に示す．
3．3．研究者による探究学習と児童による口頭発表の詳細
　Class 2 の環境測量（授業担当：早川）は，地形の変化やそれに伴う環境変化の把握の
仕方に関する内容である．田谷の洞窟の調査で実施されている UAV（Unmanned Aerial 

Vehicle）/SfM（Structure from Motion）と TLS（Terrestrial Laser Scanning）による 3次
元デジタル測量が紹介され，児童は調査に使用されているドローンや，測量により取得
された 3次元デジタルデータから制作された田谷の里山の 3Dプリントされたミニチュア
模型に触れながら地域を疑似俯瞰する体験をした．また，早川ほかが調査している雀島
（Hayakawa and Obanawa, 2020）の侵食による地形変化の状況を表した 3Dプリント模型
も紹介されて地形変化の実態が教授された．このような実例の紹介から，児童は，地形は
変化していること，それに伴い環境も変化していることなどを把握する（知る）ための環
境測量を学んだ．2020 年度は，千秀小の修学旅行で訪問予定の華厳の滝の地形変化と環
境微小変化や日光の地形の話も行い，現地のチェックポイントを設定し児童に写真を撮っ

Fig. 3.　Standard annual schedule of the curriculum.
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て確認する課題を提示して児童が飽きない工夫を取り入れた授業展開を行った．
　Class 3 の地形・地盤・地質（授業担当：小口）は，関東地方の地形の成り立ちと田谷
の洞窟周辺の地層の内容である．粒径で区別される土の種類（砂，土，粘土）や地形変化
の要因，周辺地域からの採取土を利用した地層の形成実験などを通して，大地のつくりに
関する授業が実施された．
　Class 4 の建築文化財と地域形成（授業担当：守田）は，文化財としての建築に関する
内容である．寺社建築の違いや世界遺産の建築物が紹介され，文化財の価値づけと地域の
価値との相関を考慮することの大切さを問う授業であった．2020 年度は，日光地域の寺
社建築の造りについて示し，身の回りの寺社建築と比較する授業が実施された．
　Class 5 の文化財としての田谷の洞窟と日本の文化財（授業担当：緒方）では，洞窟内
部のレリーフの詳説と手本美術について詳説された．また，日本の文化財体系についての
授業を実施し，地域史跡として分類されている田谷の洞窟の文化財としての位置づけや大
切さについても説明された．
　授業中の児童の様子は，スライドの内容や研究者の話を配布されたワークシートに書き
取り，足りなくなると新しいワークシートを担任からもらっていた．研究者による問いか
けに対しては，積極的に手を上げて回答や自分の意見を発言している様子も見られた．
　第 4段階の口頭発表は，これらの一連の授業を経て，児童による口頭発表に引き継がれ
る．千秀小は毎年 12 月に学校行事として千秀フェスティバルを実施しており，全学年が
総合学習で学んだ成果を地域住民に発表する機会がある．児童たちは，学びの内容をまと
めたポスターなどを用いて，地域住民や他学年の児童に口頭発表を行っている．聴講者か
らの質問があれば，児童自身がメモやノートを確認しながら口頭で回答する．
3．4．模型制作学習
　学びの後半には卒業制作を兼ねた地域理解に役立つ模型制作を行った．通常の図工の時
間に扱わない道具や材料もあるので，制作指導には模型制作の実践経験を積んでいる横浜
国立大学建築学科の学生と大学院生がサポートした．制作授業全体の指導は守田と田村で
対応し，担任も制作に参加する場合もあった．これまでの3回の授業の様子を以下に示す．
　初回の 2017 年度は，GISから抽出された等高線 2m間隔の地形データを基に，厚さ
2mmの発泡スチロール製の板を積み上げ，田谷町周囲約 2 km四方の地形模型（縮尺：
1/1000 巾 2.3m×奥行 1.64m）を制作した．板 1枚分の高さは大人の身長よりやや高い
2mとなるように設定されておりヒューマンスケールを体感しやすいように工夫されてい
る．板の枚数を数えることで希望する標高差を簡単に把握することが出来る．児童たちは
板を平面的に積層させながら里山の勾配を手で触れ，学校や洞窟，自宅等の位置を確認し
ながら地域の地形模型を制作した．制作授業は 2時限 /日を 1週間にわたり連続的に実施
し，最後の授業時において模型を並べて児童，担任，研究者で地域の地形の考察を行った
（Fig. 4）．
　2018 年度は，TLS（地上レーザー測量）による 3次元点群データから洞窟内部空間の輪
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切り断面（実寸 60 cm毎のスライス断面）を切り取って垂直方向に積層させ，CTスキャ
ン画像のような 1/50 の輪切り状になった洞窟の断面模型（縮尺：1/50，幅 1.6m×奥行
0.45m）を制作した．児童は，地中空間の位置関係を，定規を用いて採寸した距離を 50
倍して実寸に変換して空間把握をする測量手法を学んだ（Fig. 5）．
　2019 年度は，2017 年度に制作した地形模型に，過去の台風災害や土砂災害などの被災
状況と横浜市のハザードマップの災害予測情報をプロットした立体的な防災模型（縮尺：
1/1000，幅 2.3m×奥行 1.64m）を制作した．児童たちが地域の過去の被災を調べて，被
災状況毎に分類したピクトサインをデザインするチームと，横浜市ハザードマップを模型
にするグループに分かれて制作した．完成後には，地形と水害との関係や倒木など，実際
の被災状況の地域災害の地形由来のリスクについて，模型を使った研究者による解説を
行った（Fig. 6）．
　制作された模型は各年度の卒業式にて来賓や保護者や在校生に公開された．地形模型
は，横浜国立大学大学院の建築地域演習課題において，大学院生らが地域魅力資質を調べ
た地域フィールドワークの結果を模型上にプロットするための調査資料として用いられ
た．このほかにも，田谷の洞窟の環境把握のための基礎調査にも活用されている．また，
断面模型については，田谷町で行われるイベント等で公開されるなど，地域文化資源の啓
発活動に用いられた．なお，防災模型については，2020 年度の COVID-19 感染拡大の影
響でまだ活用されていない．このような授業の様子は，メディア（尹，2018；エフエム戸
塚，2019）等に掲載され，児童のモチベーションを上げている．

4 ．実践の評価・考察・課題

4．1．児童に対するアンケート調査
　本実践は 2017 年度より，述べ 147 名の児童に実施されてきた（Fig. 7a）．この児童数に

Fig. 4. Art Class 1(creation of a topographic model of the region). a) designing the model using 
GIS, b) drawing of topographic contour lines and landscape elements, c) entire view of the 
model created, d) close view of the created model (steep slope), e) close view of the created 
model (gentle slope). All images re provided by The Executive Committee for the Preservation 
of TAYA CAVERN.
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は，本実践の連携授業に参加した特別支援学級（以下 ｢支援学級｣）の 6年生児童も含ま
れている．以降，本稿における児童数には，支援学級の 6年生を含めるものとする．4年
目を迎えた 2020 年度の児童に対して行われたアンケート調査の結果を Fig. 7 に示す．ア
ンケートは，小学校教員以外の研究者も閲覧するため，個人情報保護の観点から全て無記
名，及び性別等の記載もしないこととなった．
　調査児童数 44 名（2クラス）中で，過去にこの連携授業を受けた兄弟姉妹がいる児童
の割合は，全児童数の 18％であった（Fig. 7b）．2017 年度の 2020 年現在中学 3年生の卒
業生から 2019 年度の 2020 年現在中学 1年生の卒業生までの各年度に在籍した兄弟姉妹の
分布は，各年度に 1～2名であった．
　導入学習と研究者による探究学習後に，それぞれの授業内容を家族に話した児童は，全
児童数の 27％であった（Fig. 7c）．約 1/4 の児童がインフルエンサー（家族への影響者）
になっていることが考察できる．
　第 3段階の研究者による探究学習の前に，児童の周辺地域で関心があるところ及び好き
なところに関して尋ねた結果を Fig. 7dに示す．自由記述で複数回答を許容した．環境や

Fig. 5. Art Class 2(creation of the 3D model of Taya Cave). a) 3D point cloud, in which textures 
show each vertical slice, b) a view of cutting the slice model, c) the created model. (All photos & 
figures by The Executive Committee for the Preservation of TAYA CAVERN.)

Fig. 6. Art Class 3(creation of a hazard map on the 3D topographic model of Taya region). a) a 
view of the topographic model from the southeast, b) a close-up view of the model, c) a view 
of learning GIS, d) a scene of learning hazards in the region using the topographic model. (All 
photos & figures by The Executive Committee for the Preservation of TAYA CAVERN.)
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風景に関するものが17％，静寂や穏やかなどの空気感に関するものが57％であった．また，
町の施設などの構造物に関するものは，26％であった．このアンケートは第 1段階の導入
授業（コロナウィルス感染対策のため体育館で試験的に実施）直後の教室で児童は回答し
ており，無回答の児童はいなかった．この段階で児童の周辺環境に対する気づきは，漠然
としていることが考察できた．
　全ての探究学習（4授業は COVID-19 感染対策を取り，特別教室で実施）を終えた段階
で，再度児童の周辺環境に対する関心を尋ねた結果を Fig. 7eに示す．この回答も自由記

Fig. 7. The survey results to the 2020 pupils for evaluating the ef fectiveness the Period for 
Integrated Studies. a) number of pupils, b) percentage of pupils who have brothers and sisters 
ever lectured during 2017-2019, c) percentage of pupils who told their learnings to their 
families, d) percentage of pupils’ interest in their towns before classes, e) percentage of pupils’ 
interest in the way to school after classes, f) percentage of pupils’ interest after classes in detail.
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述式とし複数回答を許容した．アンケートは全ての探究授業が終了後，1週間以上経過し
てから宿題として回収された．これは，探究学習終了 1週間後に修学旅行があり，その準
備学習や COVID-19 感染対策のために，学校の対応が余念なく実施される必要があり，担
任の多忙化に配慮されたためである．この段階では，空気観に関する回答が無くなり，無
回答が 58％であった．これは，時間をおいて宿題としたことが影響したと考えられる．
この点においては，小学生児童に対するアンケート調査の在り方を今後検証する必要があ
ると考えられる．しかし，集計結果では，環境系に関心を持った児童は，授業前は全児童
数の 17％だったのに対し，授業後には 30％であった．記述内容を詳細に精査してみると，
探究学習を通して学んだ具体的な用語を使用して回答した児童が48％だった事実がわかっ
た．特に，地形や地層や高低差という具体的な地理・地形に関する用語を用いた児童が
11％いたことがわかった．児童の記述回答の詳細を示した結果を Fig. 7fに示す．
4．2．小規模小学校における総合的な学習の時間
　最新の文部科学省の学習指導要領（文部科学省，2017a）によれば，総合の時間は，重
点項目の一つに掲げられ，学校や教員による教育内容の自由裁量も認められている．しか
し，教員数の少ない小規模校では一教員が持つ役割が多く，日々の教科学習の準備や雑務
に追われ，総合学習のために割く時間的余裕が十分に確保されているとは言い難い．この
ようなケースについては，地域と連携して授業を実施することも推奨されている（文部科
学省，2017b）．しかし，教員自身が地域住民であることは稀であり，必ずしも教育の専
門家ではない住民の協力に頼らざるを得ない実情である．したがって，学習指導要領に明
記されている「問題解決型の探究的学び」に繋げにくい現実がある．日中の授業に協力可
能な地域住民は退職した年配者である場合が多く，地域の歴史や産業，文化などの話をす
るに留まる．地域住民の話を探究的な学習内容に深める授業計画は，教員にとって負担に
なっている現実があるためである．このような現状を鑑みると，総合の時間が本来の学習
指導要領で求められている総合的な学びに適合しているか議論の余地がある．児童の好奇
心を科学につなげ，「総合の時間＝地域学習」の構図に創造的な教育視点を提示できれば，
より深い多分野横断型の探究的な学びにつながる良好な教育プログラムになるはずであ
る．
　小規模小学校では，学年担任が多くの雑務を兼任しなければならない現状がある．千秀
小内での研究者と担任との打合せでは，児童の訪問や保護者などからの電話も多く，教員
が中座しなければならない場面が頻発する状況があることからも，教員の多忙さを十分に
推察することができる．特に，1クラスしかないときは，一人の担任が全ての業務を担わ
なければならない．そのような現実のなか，小規模小学校の担任が，地域特性を考慮した
総合の時間に対する創造的な教育視点を持たせた学指導計画を作成することは，個々の教
員の資質に依存することを示唆している．その点，廣田（2007）は，核家族の酪農家が増
加している僻地の小規模校において，共働き酪農核家族に顕在的な問題になっていた ｢児
童の食事環境の悪化問題｣ に対して，総合の時間に地域の福祉事業施設などと連携して授
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業を通じた食事づくりを実践したことにより，児童の食事環境の改善に成功した事例を報
告しているが，このような教員による実践事例は僅少である．また，廣田（2007）や高橋・
加藤（2015）は，個々の教員の対応力について，小規模小学校の教員自身の子供の有無な
どの家族構成や，子供の成長に伴う教員自身の事情の変化にも依存すると指摘している．
　本実践では，授業前に地域協力者としての研究者が，学習指導計画書を草案し，担任と
綿密な確認と協議を実施している．細かな確認などが生じる場合を想定し，SNSの LINE

のグループを作成し連携を取っている．この試みは合理的な効果を発揮しており，SNS

グループを共有することは実践の上で必要と考える．小規模小学校における総合の時間
は，創造的な教育視点を取り入れることで児童と地域社会に直接的な効果のある学びの場
を提供できるものの，教育現場の実態に人的困難も伴いかねない．このため，本実践のよ
うな専門家や研究者の参画による地域連携を補強する試みは，児童を地域社会に貢献させ
得る良質な教育アウトリーチを提供できる可能性にもなり得ると考える．
4．3．総合的な学習の時間における地域学習としての地理・地形教育
　池（2012）は地域学習の児童に対する有効性を示し，竹内（2019）は，地域再生・創造
と自己形成に対する有効性を論じている．さらに竹内（2012）は，地理的な視点を持った
地域学習は多様な職業価値を知り地域市民資質の向上に寄与すると指摘し，地理教育的な
アウトリーチの実施が必要であることを論じている．本実践では，児童の身の回りの地域
の環境に関心を持った児童が 17％から 30％になった．この点については，4.1 でも詳述し
たとおり，アンケート調査方法に修正が必要であるものの，アンケートの自由記述に，「里
山，自然減少，地形 ，地層，高低差」など，探究学習前のアンケートには見られなかっ
た具体的な用語を用いた複数の児童による記述があり，地理・地形に関する学びを深めた
児童が出てきた．また，感想欄に ｢将来地形を勉強したい｣ と記述した児童が 1名いた．
これらのことから，児童自身が地域を専門的な視点をもってみるという姿勢を得られ，地
理・地形教育の効果が出ていると考えられる．
　これまでも地域学習の実践的報告は多数確認できる（井形・田中，2019a, b）．しかし，
学習時間数の効果について論じているものは少ない．1時限 45 分の中で，自発的な学習
姿勢をどのように引き出すかは，質と時間が重要だと考えられる．これまでの授業中の
生徒の様子の担任の評価では，1週間連続して毎日授業を行うと，3日目を過ぎる頃から
児童の意欲が高くなることが確認されている．また，4年目となった 2020 年度の児童の
18％は，この授業を受けた兄弟姉妹から ｢連携授業は一生懸命取り組んだ方が楽しい｣ な
どの助言を聞いており，学習意欲が高いことがわかった．これらの事から，3日以上連続
した授業を複数年度にわたり継続して実施することによって，実践的な教育効果が育まれ
ると考えられる．
　一方で，総合の時間は，教育現場の裁量によるところが大きいことは前述したが，千秀
小が小規模校であるため，授業は，1つの教室で全生徒に対して行うことができた．これ
は，研究者の無駄のないスケジュール調整を可能にした要因である．1学年 3クラス以上
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になると 1教室での実施は不可能となり，研究者が複数日に分けて授業しなければならな
い可能性も出てくる．また，制作授業中の児童に対するきめ細かい対応が困難になる．こ
れまで，事故や怪我も無く実施することが出来ているのは，少人数授業だからである．
　以上のことより，小規模小学校の総合の時間における地域学習で，地理，地形，環境に
関する学びに，建築，地域づくり，文化財という多分野を関連付けた本実践は，総合的な
学習として，有効な教育的なアウトリーチになったと考えられる．
4．4．シビックプライド醸成
　総務省の地域力創造に関する有識者会議が 2010 年に提出している最終報告書（総務省，
2010）では，地域力の要素分解図（素案）が示されている．これに基づき本地域における
地域力向上とシビックプライド醸成に関わる初等教育の相関関係を整理した図を Fig. 8 に
示す．地域力向上のためには地域人材の育成が重要な要素であり，澁谷ほか（2020）は，
中学校での地域学習の現場当事者（教員や生徒）が学習後に地域に対する意識や関心が向
上する傾向があることを示している．地域力向上の下支えを担うのは，その地域を生活圏
としている人材，すなわち地域人材そのものであり，その地域が有している自然資源や文
化資源などを継承することができる根源的要素である．したがって，地域人材がシビック
プライドを持たなければ，いかなる地域文化資源も利活用されず，地域は衰退する可能性
が高い．一般社会では，既成概念や利害関係が複雑な現実があるので，地域人材を育成す
る方策の一つとして，若年層への教育的なアウトリーチ活動は重要かつ必須である．成長

Fig. 8. Diagram showing the relationships among regional society, primary education, and 
fostering civic pride.
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発達段階の児童はその地域の特色の理解度が低い．本実践のように，児童の発達の早い段
階で地域文化資源に関する情報を教授することは，持続的な社会構造を担う人的基盤づく
りに大いに役立つと考えられる．
　本実践では，約 1/4 の児童がインフルエンサー（家族への影響者）となって家族に授業
内容を拡散していることが考察できた．授業後のアンケートや児童の発言では，「地域を
大切に思う」と言う表現が多く確認できたことから，児童には地域力向上のためのシビッ
クプライド醸成の効果が出てきたと考察できた．継続的に実践している一連のカリキュラ
ムが，児童のモチベーションと学びの選択肢を育成して，地域力向上のためのシビックプ
ライド醸成につなげることができたと考えられる．さらに，文化財，考古学，建築，地形
を学ぶことを希望する児童が出現している事実から，本実践が，児童の多様な価値観（ア
イデンティティ）の育成に影響を与えたことが考察できる．
4．5．今後の実践の課題
　これまでの連携授業の実践から，以下の課題を上げることができる．
　①学校施設におけるインターネット環境の整備：授業中に web上で地理院地図や補足
資料の閲覧に不要な時間を要する場面があった．特に，模型制作授業においては，授業中
に多くの児童から様々な質問が研究者に投げかけられ，個別に対応する場面が多かった．
このような時に無線 LANによる通信環境が良好に接続されていれば，タブレットなどで
重要な資料を教授でき，きめ細やかな学びを提供できただろと考える．校内における無線
接続によるインターネット環境の整備は重大である．技術の進歩に伴い，大容量データで
提供される有効な学習資料が増えることが想定される．文部科学省の ｢GIGAスクール構
想｣ によりネット環境改善の方針が提示されているが，個人情報保護の観点と合わせて，
日進月歩のネット通信技術に応答した運用が実現するのか注視しなければならないと考え
る．
　②授業実施者の小学校授業のスキル：授業をする研究者は， 用語選択，問いかけ，児童
が考える時間の確保などの小学校での授業の運び方に関する研究と実践を重ねる必要があ
ると考える．本来，小学校教育を十分に理解した研究者が授業実施者として望まれるが，
研究者にとっても多業務の中で授業協力が過度な負担になりかねない．本実践では，担任
が授業の補足説明を行っており，学校側の理解と協力を得られている．教育と研究の意思
疎通や学校教育としての評価観点の共有を進めながら，研究者の実践経験を継続的に重ね
るための，研究者に過度な負担にならない効果的なスキル取得方法の設計が課題と考え
る．
　③柔軟な連携授業体制づくり：公立小学校は，校長をはじめとする管理職教員や現場教
員に人事異動があり，卒業式後にならないと新年度の体制が確定されない．教育組織とし
ての学校と協力者としての研究者の継続的な協力関係の維持が重要である．千秀小では，
本実践が，伝統的な授業になりつつある．前述の通り，教員の自由裁量が認められた総合
の時間のコンセンサス維持のためには，例えば定期的な勉強会など，教員と研究者の双
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方に過度な負担にならない連携方法の設計が必要と考える．また，2020 年度の COVID-19
感染拡大のような社会的影響も考慮することを想定して，他教科の授業進捗を踏まえた総
合の時間の時数確保と柔軟に授業内容を見極めながら，年次学習計画を策定することは，
今後の重要な課題と考える．
　④授業の効果測定と評価手法の適正化：児童の地域学習の効果や評価の手法において，
KJ法（データをカードに記述し，カードをグループごとにまとめて，図解し，まとめて
いく方法．），共起ネットワーク，クラスター分析などを用いた検証がされている（井形・
田中，2019a, b）．4.1 では，アンケート調査方法の検討が必要であることを述べたが，児
童へのアンケート調査における設問の設定と個人情報保護に注意した調査手法の適正化が
必要であると考える．アンケート実施時期や，設問制作者の小学児童に対応した表現力が
必要だと考えられる．筆者らは，卒業生への追跡調査の必要性も認識しているが，個人情
報保護の観点から卒業後に異なる中学へ進学した卒業生への追跡アンケートは事実上困難
である．総合の時間の効果測定の観点において，その手法の確立も必要な課題と考えられ
る．

5 ．お　わ　り　に

　本稿は，都市近郊農村の公立小規模小学校の総合的な学習の時間における地域学習内で
の地理・地形教育の実践内容を示し，考察を行い，課題を示した．多分野横断的な地域学
習とすることで，地理・地形教育の効果があり，シビックプライド醸成にも効果があるこ
とを示した．地理・地形は，農業・建築・文化などに深く連関する地域風土の根本的な要
素であることを，児童が体感的に学習することが望ましいと考える．本稿のような実践は
マンパワーがあれば大規模校でも実施可能という指摘もあるだろうが，現実的にはきわめ
て困難と考えられる．音楽や図工のように総合の時間の専門教員が各小学校の規模に応じ
て配されることが理想的であると推考する．少子高齢・人口減少社会では，個人の感性や
｢生きる力｣ が，いっそう求められることは，考えるに容易である．今後の本実践におい
ては，小学校と研究者や他の協力者が，より深く総合の時間の議論と情報を共有し，質の
高い授業を教育の現場に継続的に実践し，本連携授業の関係者の良好な協力関係の試行錯
誤を重ねていくことが望まれる．
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