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１．実施概要
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１．業務実施概要

⑴⽬的：SDGsやソサエティ5.0など、これからを⽣きる⼦ども達に必要
な教育を実現するために、学校現場が主体となり、⼤学や教育
ベンチャー等の外部機関と連携しながら更に魅⼒的な学びを実
施する。

＊⽬標① ⼦ども達が⾃ら実社会や実⽣活の中から問いを⾒い出し、課
題を⽴て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現する
ことができるようにする。

＊⽬標② スローガンとして「誰⼀⼈取り残さない」を掲げるSDGsを題
材として、⼦ども達⼀⼈⼀⼈の個性と可能性を育む。

＊⽬標③ 課題解決型の学び、プロジェクト・ベースド・ラーニング(以
下PBL)を実施することで、その考え⽅・⼿法・実践⼒・児童
に伴⾛する⼒など、今後教員に求められる⼒を育む。
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⑵対象：鎌倉市⽴⼩坂⼩学校6年⽣全3クラス・児童数113名・教員3名

⑶内容：① SDGsをテーマとしたPBLの企画
② SDGsをテーマとしたPBLの実施

⑷契約期間：令和3年6⽉18⽇ ー 令和4年3⽉31⽇

⑸運営事務局
＊統括：河内智之（NPO法⼈未来をつかむスタディーズ代表）
＊事務：椎名舞⼦（同メンバー）

割⽥直樹（同メンバー）
＊学⽣ボランティア：

鎌倉⼥⼦⼤学教育学部学⽣７名
上智⼤学学⽣３名

5

⑹サポート体制「外部講師陣」15団体・29名

＊上智⼤学学⽣団体Green Sophia 学⽣7名
＊NPO法⼈Class for Everyone 代表理事 ⾼濱宏⾄⽒
＊地球温暖化防⽌ネットJCCCA 動物飼育員 ⾼橋⽂彦⽒
＊⻑崎⼤学核兵器廃絶研究センター 准教授 中村桂⼦⽒
＊外国⼈相談窓⼝／⼊国管理局 相談員 ﾄﾙｵﾝ･ﾃｨ･ﾄｩｲ･ﾁｬﾝ⽒
＊Ａ⼤学 准教授 Ｓ⽒
＊鎌倉のごみ減量をすすめる会 代表 ⾅⽥宗太郎⽒
＊鎌倉532(ゴミニティ) 平野理恵⽒
＊株式会社カヤック ⾼久敏宏⽒
＊神奈川県⽴横浜清陵⾼校 葛川あかりさん（協⼒：⻘⼭健児教諭）
＊鎌倉⼥⼦⼤学教育学部稲川ゼミ 学⽣7名（協⼒：稲川英嗣准教授）
＊鎌倉市被爆者の会 代表 網崎万喜男⽒
＊神奈川県原爆被災者の会 中村郁⼦⽒
＊神奈川県⽴地球市⺠かながわプラザ 多⽂化共⽣課 柳下知慧⽒
＊NPOらぷらんど 代表 中村淑代⽒

※講義⽇時順（同⽇の場合は学校から頂いたテーマ順）
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２．学びのスケジュール
企画概要
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２．学習スケジュール・企画概要

⑴令和3年6⽉時点（案）
⽇程 内容

6/22(⽕)
■オリエンテーション１：講義&ワークショップ「SDGs&Me」

SDGsを世界規模の課題から⾒直し、⾃分の興味や得意なこと、将来の夢との繋がりを考
える。⾃分と世の中のビジョン図の作成を通して、SDGsを⾃分事で考える。

7/6(⽕) ■オリエンテーション２：講義&ワークショップ「やってみよう課題解決型学習」
課題とは何か、課題解決とは何か、グループワーク・対話形式でミニチュアサイズの課題
解決型の学びを実践して、今後の学びに繋げる。

9月頃

■外部講師との学び合い。児童から出てきた8テーマの実践者や研究者と学び合う。
①プラスチック ②再⽣可能エネルギー ③⽣物多様性・温暖化
④核兵器 ⑤難⺠ ⑥⾃然保護 ⑦フードロス ⑧まちづくり
＊ただ講演を聞くのではなく、ワークショップや双⽅向講義など、⼦どもが主体性に参
加できる学びになるよう⼯夫をする。
＊上記を実践できる外部講師を選定し、講座内容の打合せを⾏う。

10〜11⽉
■課題解決型の学びの継続
＊必要に応じて弊社によるコンサルタント。

12⽉頃 ■10⽉の講師ともう⼀度学び合う。
＊児童から学びの進捗報告、講師による新たな情報や課題の提供・助⾔等を⾏う。

2⽉ or 3⽉ ■学びの発表会
＊協⼒頂いた団体や⼈物を招待し、学びの成果に対するコメントを頂く。
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⑵令和4年3⽉時点（実施した企画）
⽇程 内容

① 6/22(⽕)
実施

■オリエンテーション１：ワークショップ「SDGs&Me」
SDGsを世界規模の課題から⾒直し、⾃分の興味や得意なこと、将来の夢との繋がりを
考える。⾃分と世の中のビジョン図の作成を通して、SDGsを⾃分事で考える。

② 7/6(⽕)
実施

■オリエンテーション２：ワークショップ「やってみよう課題解決型学習」
課題とは何か、課題解決とは何か、グループワーク・対話形式でミニチュアサイズの課
題解決型の学びを実践して、今後の学びに繋げる。

③ 10/12(火)
実施

■学び合い１：児童から出てきた8テーマの実践者・当事者・専⾨家と学び合う
○プラスチック：ワークショップ「プラスチックごみをどうする！？」
＊上智⼤学学⽣団体Green Sophia ⾦城初穂⽒、中村真凛⽒、ほか、計7名
○再⽣可能エネルギー：ワークショップ・講和「電気づくりと再⽣エネと国際協⼒」
＊NPO法⼈Class for Everyone 代表理事⾼濱宏⾄⽒
○⽣物多様性・温暖化：ワークショップ・講和「絶滅危惧種の動物達と温暖化」
＊地球温暖化防⽌ネットJCCCA 動物飼育員 ⾼橋⽂彦⽒
○核兵器：ロールプレイ・講和「あなたが国の代表だったら」※オンライン
＊⻑崎⼤学核兵器廃絶研究センター准教授中村桂⼦⽒
○難⺠：講和・ディスカッション「難⺠としてベトナムから⽇本へ」
＊外国⼈相談窓⼝／⼊国管理局 相談員トルオン・ティ・トゥイ・チャン⽒
○⾃然保護：講和「SDGsと⽂化遺産と鎌倉」※オンライン
＊Ａ⼤学准教授 Ｓ⽒
○フードロス：ワークショップ・講和「もしあなたが店員だったら、客だったら」
＊マザーズカフェオーナー／鎌倉のごみ減量をすすめる会代表⾅⽥宗太郎⽒
＊鎌倉ゴミフェス532 平野理恵⽒
○まちづくり：まちのコイン「クルッポで何ができる？」
＊⾯⽩法⼈カヤック⾼久敏宏⽒
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⽇程 内容

④ 12/16(水)
実施

■学び合い２：⾼校⽣の実践紹介とワークショップ「廃棄ビニル傘アップサイクル」
総合的な探究でアップサイクルを実践した⾼校⽣から、なぜ活動を開始したかを聞き、
実際にアップサイクルの⼯程を体験する。対象はプラスチックチーム25名。

⑤ 1/18(⽕)
実施

■学び合い３：児童からの進捗報告と実践者・当事者・専⾨家による助⾔
○プラスチック
＊上智⼤学学⽣団体Green Sophia ⾦城初穂⽒、中村真凛⽒、リャン・リーウェン⽒
○再⽣可能エネルギー
＊鎌倉⼥⼦⼤学教育学部学⽣岩⽥美穂、加藤ひなた、ほか、計7名
○⽣物多様性・温暖化
＊Ａ⼤学准教授 Ｓ⽒ ※オンライン
○核兵器
＊鎌倉市原爆被爆者の会代表網崎万喜男⽒、中村郁⼦⽒
○難⺠
＊神奈川県⽴地球市⺠かながわプラザ(あーすぷらざ)多⽂化共⽣課柳下知慧⽒
○⾃然保護
＊Ａ⼤学准教授 Ｓ⽒ ※オンライン
○フードロス
＊マザーズカフェオーナー／鎌倉のごみ減量をすすめる会代表⾅⽥宗太郎⽒
＊鎌倉ゴミフェス532 平野理恵⽒
○まちづくり
＊NPOらぷらんど代表／看護師中村淑代⽒

⑥ 3/1(火)
実施

■学びの発表会：⼩坂⼩学校「SDGs課題解決型の学び」発表会＠あーすぷらざ
⼦ども達が１年間の学びを振り返りながらまとめる、学びを外部に発信する、プレゼ
ンテーションする、フィードバックを受ける、学びを継続発展させる機会とする。
※全グループが発表する
※協⼒頂いた団体や⼈物を招待し、学びの成果に対するコメントを頂く
※上記実践を効果的にするため、先⽣⽅との打合せ、コンサルを随時実施
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３．学びの実施報告
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３．学びの実施報告

① オリエンテーション１
WS「SDGs & Me」

■⽇時：令和3年6⽉22⽇（⽕）

■講師：河内智之（NPO未来をつかむスタディーズ代表）

■⽬的：SDGsをより深く知る。⾃分の個性に気づく。SDGsと⾃分を繋げる。

■内容：SDGsを世界規模の課題から⾒直し、⾃分の興味や得意なこと、将来
の夢との繋がりを考えた。また、⾃分と世の中のビジョン図の作成
を通して、SDGsを⾃分事で考えた。
＊ゴール設定
＊課題とは何か・ワーク
＊SDGsと地球規模の課題
＊SDGsと⽇本の課題
＊⾃分の個性・可能性を探るワーク
＊⾃分を含んだ理想のビジョン図作成ワーク
＊今後に向けて

※別添１：講義スライド
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■当⽇の様⼦

○ワークショップ「SDGs & Me」
＊SDGsが地球規模の課題解決のために設定された⽬標であること
＊SDGsを⾃分事化するために⾃分について知ることが重要なこと
＊⾃分とSDGsを繋ぐビジョン図を描くワークショップ

「⾃分の好きなことや夢×SDGsへの貢献」のビジョン図を各児童が描いた。
13

■児童が描いたビジョン図「⾃分の好きなことや夢×SDGsへの貢献」
＊翌週6⽉29⽇(⽕)授業内でビジョン図作成の続きを実施した。数名分を添付。

「アナウンサー×SDGs10 ⼈や国の不平等をなくそう」
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「薬の開発×SDGs3 すべての⼈に健康と福祉を」

■児童が描いたビジョン図「⾃分の好きなことや夢×SDGsへの貢献」
＊翌週6⽉29⽇(⽕)授業内でビジョン図作成の続きを実施した。数名分を添付。

15

「雑誌の編集者×SDGs15 陸の豊かさを守ろう」

■児童が描いたビジョン図「⾃分の好きなことや夢×SDGsへの貢献」
＊翌週6⽉29⽇(⽕)授業内でビジョン図作成の続きを実施した。数名分を添付。
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「⾃動⾞整備⼠×SDGs13 温暖化対策」

■児童が描いたビジョン図「⾃分の好きなことや夢×SDGsへの貢献」
＊翌週6⽉29⽇(⽕)授業内でビジョン図作成の続きを実施した。数名分を添付。

17

「学校の先⽣×SDGs4 質の⾼い教育をみんなに」

■児童が描いたビジョン図「⾃分の好きなことや夢×SDGsへの貢献」
＊翌週6⽉29⽇(⽕)授業内でビジョン図作成の続きを実施した。数名分を添付。
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② オリエンテーション２
WS「やってみよう課題解決型学習」

■⽇時：令和3年7⽉6⽇（⽕）

■講師：NPO未来をつかむスタディーズ

■⽬的：課題解決型の学び・PBLの進め⽅を知る。

■内容：課題とは何か、課題解決とは何か、グループワーク・対話形式でミニ
チュアサイズの課題解決型の学びを実践して、今後の学びに繋げた。
＊ゴール設定
＊課題とは何か（前回の復習）
＊課題解決の学びとは
＊課題解決サイクル体験ワーク
＊課題の具体化・分割のワーク
＊解決策を考えるワーク
＊現状や先⾏事例を調べるワーク
＊今後に向けて

※別添２：講義スライド
19

■当⽇の様⼦

○ワークショップ&講義「やってみよう課題解決型学習」
＊世の中のモノやサービスのほとんどが課題解決のために⽣み出されたこと
＊「課題発⾒→資料収集→考察→まとめ(解決案)」という思考ステップ
＊具体的に考えることの重要性とその実践

地球温暖化が進んでいる、その現状と原因を細分化して考えてみた。
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■当⽇の振返り

＊終了後、先⽣⽅と当⽇と前回のオリエンテーションの学びを振り返り、２学期
以降に向けて⽅向性を話し合った。
・課題を漠然と捉えるのではなく、いかに具体化するかがポイントと分かった。
・今回は⼩学⽣には内容が多すぎて、情報を消化しきれなかった。
・課題はこれまでの学びとこれからの学びを繋げていくこと。
・児童の学ぶ各テーマの確認と、9⽉以降の外部講師の選定について。

21

③ 学び合い１
「実践者・当事者・専⾨家の講義やWS」

■⽇時：令和3年10⽉12⽇（⽕）

■講師：上智⼤学学⽣団体Green Sophia 学⽣7名
NPO法⼈Class for Everyone 代表理事 ⾼濱宏⾄⽒
地球温暖化防⽌ネットJCCCA 動物飼育員 ⾼橋⽂彦⽒
⻑崎⼤学核兵器廃絶研究センター 准教授 中村桂⼦⽒
外国⼈相談窓⼝／⼊国管理局 相談員 ﾄﾙｵﾝ･ﾃｨ･ﾄｩｲ･ﾁｬﾝ⽒
Ａ⼤学 准教授 Ｓ⽒
鎌倉のごみ減量をすすめる会 代表 ⾅⽥宗太郎⽒
鎌倉532(ゴミニティ) 平野理恵⽒
株式会社カヤック ⾼久敏宏⽒

■⽬的：＊SDGs達成に取り組む社会⼈の具体的な活動の話を聞き、知識の学
びから⾏動する学びへのヒントを得る。

＊地球規模の課題や現状を「ただ伝える」活動から、⾃分にできる⾃
分サイズの取組を考え「具体的に動く」学びへの転換を図る。

22
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■内容：なるべくワークショップ等を取り⼊れ双⽅向とし、児童が主体性を発揮
しやすい時間となるよう⼯夫する。

テーマ 内容 講師

①プラスチック
26名

ワークショップ（以下WSと表⽰）
「プラスチックごみ、どうする！？」

上智⼤学Green Sophia
⾦城初穂⽒、中村真凛⽒、他5名

②再⽣可能エネルギー
19名

WS「作ろう！ミニソーラーシステム」
講和「再⽣エネと国際協⼒」

NPO法⼈Class for Everyone
代表理事⾼濱宏⾄⽒

③⽣物多様性・温暖化
14名

WS「動物を守れ！」
講和「絶滅危惧種の動物達と温暖化」

地球温暖化防⽌ネットJCCCA
動物飼育員 ⾼橋⽂彦⽒

④核兵器
5名

講和「SDGsから核兵器を考える」
ロールプレイ「それぞれの立場から」

⻑崎⼤学核兵器廃絶研究センター
准教授中村桂⼦⽒

⑤難⺠
6名

講和「難⺠としてベトナムから⽇本へ」
WS「多⽂化共⽣社会のために」

外国⼈相談窓⼝／⼊国管理局
相談員 ﾄﾙｵﾝ・ﾃｨ・ﾄｩｲ・ﾁｬﾝ⽒

⑥⾃然保護
20名

講和「鎌倉の環境保護とSDGs」
ディスカッション

Ａ⼤学社会学部
准教授 Ｓ⽒

⑦フードロス
4名

WS「もしあなたが店員だったら！？」
講和「鎌倉の⼤⼈もがんばっている！」

鎌倉のごみ減量をすすめる会
代表⾅⽥宗太郎⽒、平野理恵⽒

⑧まちづくり
15名

WS・ブレスト
まちのコイン「クルッポで何ができる？」

⾯⽩法⼈カヤック
⻑⾕川裕⼦⽒、⾼久敏宏⽒

23

■当⽇の様⼦：プラスチック

○上智⼤学Green Sophia
＊プラスチック問題に取り組む学⽣達による現状の紹介
＊⾝の回りのプラスチックを探す
＊エコアイデア⼤会

⼤学⽣のムード作りにより、児童は⾃由な発想でエコアイデアを出し合った。
24
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■当⽇の様⼦：再⽣可能エネルギー

○NPO法⼈Class for Everyone 代表理事 ⾼濱宏⾄⽒
＊ソーラーパネルで電気を作るワークショップ
＊電気、電⼒についての講義
＊途上国の現状と⽀援活動の話

ソーラーシステムを使って、全員が電気作りを体験した。
後⽇、同講師に⼿紙のやりとりをするなど情報収集の契機にもなった。 25

■当⽇の様⼦：⽣物多様性・温暖化

○地球温暖化防⽌ネットJCCCA 動物飼育員 ⾼橋⽂彦⽒
＊地球温暖化による動物への影響
＊地球温暖化の歴史と⼈類への影響
＊学びや活動を効果的にするための質疑応答・ディスカッション

環境団体に勤める動物飼育員の海外での体験談を聞き、児童は積極的に動物や
絶滅危惧種について質問をしていた。 26
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■当⽇の様⼦：核兵器

○⻑崎⼤学核兵器廃絶研究センター 准教授 中村桂⼦⽒ ※オンライン
＊ロールプレイ「核兵器に対する様々な国の⽴場から」
＊核兵器と各国の⽴場の話
＊核兵器廃絶に向けた質疑応答・ディスカッション

国際会議ロールプレイにより、核兵器を持つ国、被爆国、平和で穏やかな国な
ど、⽴場により核兵器に対する考え⽅が違い、課題の奥深さを実感していた。 27

■当⽇の様⼦：難⺠

○外国⼈相談窓⼝／⼊国管理局 相談員 トルオン・ティ・トゥイ・チャン⽒
＊体験談「難⺠としてベトナムから」
＊ワークショップ「多⽂化共⽣を促進する施策ランキング」
＊質疑応答・ディスカッション

難⺠として命からがら海を渡った講師の話に、児童は⼼を揺さぶられた様⼦で、
泣きながら話を聞く⼦もいた。その後、多⽂化共⽣のための施策を考えた。 28
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■当⽇の様⼦：⾃然保護

○Ａ⼤学 准教授 Ｓ⽒ ※オンライン
＊⼈と⾃然の共⽣
＊ユネスコMAB計画とは
＊鎌倉で⾃分でできることを探す

⼈と環境の持続可能な関係を、⾝近なところで⾏う意識が芽⽣えた様⼦だった。
この後、実際に⾃分達が住む森林保全の会の⽅々にアプローチを開始した。

29

■当⽇の様⼦：フードロス

○鎌倉のごみ減量をすすめる会／カフェオーナー ⾅⽥宗太郎⽒
○鎌倉ゴミフェス532(ゴミニティ) 平野理恵⽒

＊お店で出るフードロスの実情
＊お店でフードロスを減らすアイデア出しワーク
＊質疑応答・ディスカッション

フードロス対策案を提案し、カフェで実際に採⽤されることになった。
後⽇、⾃分達のアイデア採⽤の現場を視察した。 30
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■当⽇の様⼦：まちづくり

○株式会社カヤック ⾼久敏宏⽒
＊町のコインについて
＊ブレスト⼤会
＊アイデア出し⼤会

ブレストの得意な⾯⽩法⼈カヤックの⾼久さんに上⼿に乗せて頂き、
１グループ10分で89アイデア、全体で累計300以上のアイデアを児童が出した。

31

■当⽇の振返り

＊終了後、講師陣、教育委員会、先⽣⽅から当⽇の児童の様⼦、授業実践、今後
の学びに向けて感想、意⾒を頂いた。
・実際に全員が発電することができた。⾏動するきっかけになれば嬉しい。
・今⽇、⼦ども達と学び合って、未来は明るいと本気で思った。
・マイクロプラスチックなど環境問題のこともよく調べていて驚いた。
・課題は、児童がこの学び合いを⾃分達の課題解決の学びに繋げられるか。

32
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■メディア掲載

左：鎌倉朝⽇新聞11⽉号

右：タウンニュース鎌倉版
10⽉15⽇号

33

④ 学び合い２
⾼校⽣による実践紹介とWS「ビニル傘アップサイクル」

■⽇時：令和3年12⽉16⽇（⽕）

■講師：葛川あかりさん（神奈川県⽴横浜清陵⾼等学校）
鎌倉⼥⼦⼤学教育学部学⽣4名がサポート

■⽬的：⾝近な社会課題解決を体験して、その考え⽅を⽅法を知る。

■対象：⾃分のテーマに関連するプラスチックチーム25名

■内容：⼤⼈より⾝近である⾼校⽣が考えた⾝近な社会課題解決「ビニル傘
アップサイクル」の話を聞き、その⼀部をワークショップ形式で教わ
りながら体験した。
＊廃棄ビニル傘アップサイクル「⽣地づくり」体験

・アップサイクルのイメージを持つ
・ビニル傘のビニルを重ねる
・アイロンでビニルを接着

＊⾼校⽣の課題解決の学び体験談

34
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■当⽇の様⼦

⾼校⽣による廃棄ビニル傘アップサイクルの説明
35

■当⽇の様⼦

※別添３：この⽇のために⾼校⽣が作成した⼿作りの説明資料
36
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■当⽇の様⼦

アップサイクルされたブックカバーや⼩物⼊れに興味を⽰す児童
37

■当⽇の様⼦

ビニル傘にアイロンをかける準備・⼤学⽣が各グループをサポート
38
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■当⽇の様⼦

アップサイクルのためのビニル⽣地づくり
39

■メディア掲載 朝⽇新聞デジタル 令和３年12⽉19⽇ 1/3

40
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■メディア掲載 朝⽇新聞デジタル 令和３年12⽉19⽇ 2/3

41

■メディア掲載 朝⽇新聞デジタル 令和３年12⽉19⽇ 3/3

42
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⑤ 学び合い３
「児童の発信 ⇄ 実践者・当事者・専⾨家の助⾔」

■⽇時：令和4年1⽉18⽇（⽕）

■講師：＊プラスチック／上智⼤学学⽣団体Green Sophia 学⽣3名
＊再⽣可能エネルギー／鎌倉⼥⼦⼤学教育学部稲川ゼミ 学⽣7名
＊⽣物多様性・⾃然保護／Ａ⼤学 准教授 Ｓ⽒
＊核兵器／鎌倉市被爆者の会 代表 網崎万喜男⽒

神奈川県原爆被災者の会 中村郁⼦⽒
＊難⺠／神奈川県⽴地球市⺠かながわプラザ多⽂化共⽣課 柳下知慧⽒
＊フードロス／鎌倉のごみ減量をすすめる会 代表 ⾅⽥宗太郎⽒

鎌倉532(ゴミニティ) 平野理恵⽒
＊まちづくり／NPOらぷらんど 代表 中村淑代⽒

■⽬的：すでに具体的な取組をしている児童が、当事者や⽀援者、実践者との
意⾒交換をすることで、学びや活動を推進するためのヒントを得る

43

■内容：講師との対話から学びを深めるヒントを得る（講師への依頼内容）

＊講師の⾃⼰紹介 10分程度

＊児童からの学びの共有 5分程度

＊児童と講師の対話「質疑応答、助⾔、情報提供など」しながら学びを進める。
講師は答えを与えるのではなく、⼦ども達の主体性を⼤切に、共に考える姿
勢で、学びをサポートする。

＊講師は児童の現状、学びの段階に合わせてサポートする。

・解決課題が⼤きく、⾃分達が動くに⾄らない
→ 具体化を促す質問やヒント

・何をすべきか、実践⽅法を模索している
→ 世の中の実践についての情報提供

・何かを調査したり、訴えたりしている
→ 説得⼒up・訴求⼒upのヒントを提供

・何かを作ったり、実践したりしている
→ 実践を磨くためのヒント・サポート

44
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■当⽇の様⼦：プラスチック

○上智⼤学Green Sophia学⽣と学び合い
＊児童は「アップサイクル」や「場所によるゴミ調査」など具体的に動いていた。
・何かを作ったり、実践したりしている
→ 実践を磨くためのヒント・サポート

45

■当⽇の様⼦：再⽣可能エネルギー

○鎌倉⼥⼦⼤学教育学部稲川ゼミ学⽣と学び合い
＊児童は再⽣可能エネルギーの調査やプレゼン準備を進めていた。
・何かを調査したり、訴えたりしている
→ 説得⼒up・訴求⼒upのヒントを提供

46
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■当⽇の様⼦：⽣物多様性・⾃然保護

○Ａ⼤学准教授Ｓ⽒との学び合い
＊児童は間伐材の⽵を使って低学年向けのおもちゃ作りを進めていた。
・何かを作ったり、実践したりしている
→ 実践を磨くためのヒント・サポート

＊⽣物多様性がテーマの児童は、調査を続けていた。
・何かを調査したり、訴えたりしている
→ 説得⼒up・訴求⼒upのヒントを提供

47

■当⽇の様⼦：核兵器

○鎌倉市被爆者の会網崎万喜男⽒、神奈川県被爆者の会中村郁⼦⽒との学び合い
＊児童は核兵器反対のデモを⾏ったり、千⽻鶴を折ったりしていた。
※この場は被爆当事者との貴重な機会であり、体験談拝聴と質疑応答の場とした。

48
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■当⽇の様⼦：難⺠

○神奈川県⽴地球市⺠かながわプラザ多⽂化共⽣課 柳下知慧⽒と学び合い
＊児童は古着を集め送る活動をしているが、それ以外の実践を模索していた。
・何をすべきか、実践⽅法を模索している
→ 世の中の実践についての情報提供

49

■当⽇の様⼦：フードロス

○鎌倉のごみ減量をすすめる会／カフェオーナー ⾅⽥宗太郎⽒
○鎌倉ゴミフェス532(ゴミニティ) 平野理恵⽒との学び合い

＊児童は講師が営むカフェでの対策を提案したり、発表の準備をしていた。
・何かを作ったり、実践したりしている
→ 実践を磨くためのヒント・サポート

・何かを調査したり、訴えたりしている
→ 説得⼒up・訴求⼒upのヒントを提供 50
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■当⽇の様⼦：まちづくり

○NPOらぷらんど代表 中村淑代⽒との学び合い
＊児童は障害を持つ⼈や⼦どもも安⼼して交通できるかという視点で街を調査

したり、発表の準備をしていた。
・何かを調査したり、訴えたりしている

→ 説得⼒up・訴求⼒upのヒントを提供

51

■当⽇の振返り

＊終了後、講師陣、教育委員会、先⽣⽅から当⽇の児童の様⼦、授業実践、今後
の学びに向けて感想、意⾒を頂いた。
・被爆者としての絶対に戦争を起こして欲しくない想いをよく聞いてくれた。
・⼩学⽣が社会と向き合って提案まで考えている。この学びを他にも広めたい。
・⾃分の店で⼦ども達のフードロス削減アイデアを採⽤する。
・今⽇の学びを参考にして、発表に向けて１年間の学びをまとめていく。

52
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⑥ SDGs課題解決の学び「発表会」(プレゼンテーション)
■⽇時：令和4年3⽉1⽇（⽕）

■場所：神奈川県⽴地球市⺠かながわプラザ(あーすぷらざ)２F プラザホール

■⽬的：＊１年間の「SDGs課題解決型の学び」をまとめ、発表することで、
児童⾃⾝が学びの意義を確認するとともに、課題解決の姿勢や学び
を継続発展していく契機とする。

＊児童の学びを社会に発信することで、学校と社会を繋ぎ、両者が連
携して鎌倉の教育やSDGsに取り組む推進⼒とする。

■来場者：＊保護者(各家庭１名)  75名
＊学びに協⼒頂いた講師陣 11名

○鎌倉のごみ減量をすすめる会／カフェオーナー ⾅⽥宗太郎⽒
○神奈川県⽴地球市⺠かながわプラザ多⽂化共⽣課 柳下知慧⽒
○鎌倉市被爆者の会網崎万喜男⽒
○ NPOらぷらんど代表 中村淑代⽒
○鎌倉⼥⼦⼤学教育学部准教授稲川英嗣⽒、学⽣4名
○台峰緑地保全会の⽅
○上智⼤学Green Sophia 学⽣2名

＊鎌倉市教育委員会 6名
※児童113名、来場者 92名、スタッフ(みらスタ・あーすぷらざ)3名 計208名

53

■プログラム内容：1チーム5分で学びのプレゼンテーション×16チーム

＊9：30―9：35 ご挨拶 ⼩坂⼩学校安齋佳⼦校⻑

＊9：35―9：40 1年間の学びについて 6年⽣担当先⽣

＊9：40―10：30 児童の学びの発表【前半8チーム】
1核兵器チーム 2絶滅危惧植物チーム 3まちづくりチームⅠ
4環境保全チーム 5間伐材有効活⽤チーム 6海チームⅠ
7フードロスチーム 8⽣物多様性チーム

＊10：30―10：40  休憩・保護者⼊れ替え（コロナ対策のため）

＊10：40―11：30 児童の学びの発表【後半8チーム】
9海チームⅡ 10まちづくりチームⅡ 11気候変動対策チーム

12海チームⅢ 13難⺠問題チーム 14外来⽣物チーム
15海チームⅣ 16まちづくりチームⅢ

＊11：30―11：35 講評 鎌倉市教育委員会岩岡寛⼈教育⻑

＊11：35―11：40 おわりに 6年⽣担当先⽣

54
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■当⽇の様⼦：いくつかのグループの発表の様⼦・スライドを添付する。
【 】内は、発表内容と探究型学習との関連づけ。

＊全16グループ、児童全員が壇上に上がり、会場に向けてプレゼンテーションした。
＊これまでの学びを振返りながらスライドや動画を作り、5分間で伝えた。

【まとめ・表現】
55

■当⽇の様⼦

＊遠くにあるように思える課題が、当事者の声を聞くことで⾝近になった。
【課題発⾒・インタビュー・資料収集】

56
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■当⽇の様⼦

＊SDGsの課題は⾃分達が住む街にもあることを発⾒した。
【課題発⾒・現場視察・フィールドワーク】

57

■当⽇の様⼦

＊⾃分達の住む地域も外来種の被害があるという現状を調べた。
【課題発⾒・資料収集】

58
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■当⽇の様⼦

＊難⺠に古着を送る活動をしてきたが、当事者の声を聞き新たな視点を持った。
【解は⼀つではない・探究スパイラル(最適解を求めて続く螺旋状の学び)】

59

■当⽇の様⼦

＊住む街の交通安全を進める提案をした。
【現場視察・考察・解決策提案】

60
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■当⽇の様⼦

＊⾃分達の⼩学校の残飯量を減らす活動を続けた。
【現状把握・解決策実施・探究スパイラル】

61

■当⽇の様⼦

＊学びや活動をする中での、⾃分達の変容を伝えた。
【メタ認知・セルフモニタリング】

62
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■講評・頂いた感想

＊皆さんはすごいことをしたということを噛み締めてほしいです。SDGsをテーマに、教
科書を読んで調べてまとめることは全国の⼩学⽣ができます。でも、たくさんの⼤⼈
と学びあって、実際に現場に出て、⾝近なところから具体的に動き、⾃分の⾔葉で発
表するということは、全国広しといえども出来る⼩学⽣はほとんどいないと思います。
皆んなが「学習」という⾔葉でなくて「活動」という⾔葉を使っていたことが印象的
だったし、それが⾃分事になっていることをよく表していると思います。
この学びは皆さんにとってとても意義あることだと思います。どんな意義があるかと
⾔うと、SDGsをテーマに誰かのためになることを考えてきたことです。将来のことを
考えるのはとても難しいですよね。そのとき、困っている誰かを助けようという考え
⽅が役に⽴つと思います。中学⽣になっても、その姿勢で将来に向けて歩んでくださ
い。今⽇は本当に感動しました。(教育⻑)

＊鎌倉に住んで初めてよかったと思った。いい発表を聞かせてもらった。この⼦達の未
来は本当に明るいと思う。(講師)

＊現場に出ていろんなことを⾒て、調べて、⾃分達なりの解決策を考えて、発表してい
ました。ここまで出来ていることがとても素晴らしいと思います。(講師)

＊「SDGsということで⼤きなことを考えていたけど、⾃分達の地域のことでいいんだと
思った。」と気付きや変容を語っていた児童達の声が印象的で、それがこの学びの成
果だと思います。(教育委員会職員)
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４．考察：成果と課題
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■アンケート実施⽇：令和４年３⽉17⽇

■アンケート内容：下記の６つの質問に対して５段階で回答
【５:とても思う ４:思う ３:なんとなく ２:あまり思わない １:思わない】

① SDGsと繋がる⾃分の⾝近にある課題を発⾒することができた。
②専⾨家や実践者との学び合いで、関⼼のある分野、興味あることの理解が

深まった。

③課題を解決するために、⾃分達ができること、⾝近で具体的な取組や⾏動が
できた。

④ SDGsは遠い世界の話ではなく、⾃分と繋がりのあるものだと感じている。
※「現在感じている」と「1年前感じていた」の2項⽬

⑤⾃分達が動くことで、地域や社会が変わっていくと思う。
※「現在思う」と「1年前思っていた」の2項⽬

⑥ SDGsの課題解決学習が、⾃分の⽣き⽅や将来を考えるきっかけになった。

４．考察：成果と課題

① 児童アンケートから
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質問①への回答

51

35

12

1 3 1
0

10

20

30

40

50

60

とても思う 思う なんとなく あまり思わない 思わない 無回答

SDGsと繋がる⾃分の⾝近にある課題を
発⾒することができた。

＊回答数103⼈
＊分⺟がほぼ100⼈なので、各項⽬

の回答数がそのままパーセン
テージと極めて近い数字になる。

＊よって「数の⼤⼩」が⾒え易い
棒グラフで結果を⽰す。
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質問②への回答

48

39

9
4 3 0

0

10

20

30

40

50

60

とても思う 思う なんとなく あまり思わない 思わない 無回答

専⾨家や実践者との学び合いで、
関⼼のある分野、興味あることの理解が深まった。
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質問③への回答

48
41

8
2 3 1

0

10

20

30

40

50

60

とても思う 思う なんとなく あまり思わない 思わない 無回答

課題を解決するために、⾃分達ができることや、
⾝近で具体的な取組や⾏動ができた。
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質問④への回答

68

25

3 3 1 3
10

16

56

16
3 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

とても思う 思う なんとなく あまり思わない 思わない 無回答

SDGsは遠い世界の話ではなく、
⾃分と繋がりのあるものだと感じている。

左側濃⾊が現在(After)・右側淡⾊が1年前(Before)
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質問⑤への回答

54

27

15

3 3 1

12

26

36

14
10

5
0

10

20

30

40

50

60

とても思う 思う なんとなく あまり思わない 思わない 無回答

⾃分達が動くことで、地域や社会が変わっていくと思う。

左側濃⾊が現在(After)・右側淡⾊が1年前(Before)
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質問⑥への回答

30

38

24

4 6
1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

とても思う 思う なんとなく あまり思わない 思わない 無回答

SDGsの課題解決学習が、
⾃分の⽣き⽅や将来を考えるきっかけになった。
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■児童アンケートからの考察
１．質問①「 SDGsと繋がる⾃分の⾝近にある課題を発⾒することができた」

質問②「専⾨家や実践者との学び合いで、関⼼のある分野、興味あることの理解が深まった」
質問③「課題を解決するために、⾃分達ができること、⾝近で具体的な取組や⾏動ができた」
■これらの質問の意図は探究型学習「課題発⾒→資料収集→考察→まとめ」が「⾃分事」として進められ
たかを測ることであったが、いずれの質問に対しても「とても思う」が約半数近くを占め「思う」と合
わせると85%〜90%近くになる。これらの回答からは⾃分に⾝近で具体的な学びや活動の実践が為され、
児童⾃⾝がそれを感じていたことが窺える。本事業の⽬標①「⼦ども達が⾃ら実社会や実⽣活の中から
問いを⾒い出し、課題を⽴て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現することができるようにす
る」を概ね達成できたのではないか。質問②の回答からは、学校と社会が連携することで、SDGsやソ
サエティ5.0の時代を⽣きる児童の学びを深めることを⽬的とするスクールコラボに⼀定の成果があった
と考えてよいのではないだろうか。

質問⑥「SDGsの課題解決学習が、⾃分の⽣き⽅や将来を考えるきっかけになった」
■SDGsの学びはキャリア教育的側⾯を兼ねることが可能だが、他の回答結果と⽐べると、⼩学⽣にとっ
て将来の⽣き⽅は少し遠い未来に感じられたかもしれない。

２．質問④「SDGsは遠い世界の話ではなく、⾃分と繋がりのあるものだと感じている」
質問⑤「⾃分達が動くことで、地域や社会が変わっていくと思う」
■これらは「⾃⼰と社会との繋がりを感じる⼒」に関して本事業前後の変容を測る意図で質問した。特筆
すべきは質問④の「現在SDGsと⾃分の繋がりを感じているか」に関して「とても思う」が68⼈おり、
これは１年前にそう思っていた10⼈から⼤幅に増えた。「思う」と合わせると26⼈から93⼈の増加であ
る。質問⑤も「とてもそう思う」「思う」合わせて38⼈から81⼈と増加している。これは、担任の先⽣
も外部講師も関わる⼤⼈全員が常に「どの話題も課題も⾃分との関係で考えよう」という姿勢で臨んだ
結果の顕れと考えられる。⽇本よりも深刻な状況にある国や地域の課題に直接影響を与えることは、児
童には容易ではない。しかし、頭で想像を働かせながら、⾃分たちが住む鎌倉、地域、⾝近な課題を頭
と⾝体を同時に動かしながら学ぶことは可能である。それを実践してきた成果が回答結果に顕れている
と捉えることができるのではないか。

３．■どの質問にも「思わない」「あまり思わない」が4⼈〜10⼈いる。「思わない」と回答した児童はどの
質問にも同様に答えている傾向があり、各クラスに2,3⼈いると考えられるこれらの児童にどのように
対応していくかが⼤きな課題である。 72
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② 教員アンケートから

■アンケート実施⽇：令和４年３⽉21⽇

■アンケート内容：下記の３つの質問に対して⾃由記述式

①⼦ども達の学びが主体的になりましたか。
⼦ども達がリアルな社会とのつながりを感じるきっかけとなりましたか。
⼦ども達にどのような変容がありましたか。
具体的事例も併せて教えてください。

②PBLや探究型学習など⽇本の教育は変容を求められていますが、先⽣⽅⾃⾝
の意識の変容はありましたか。今後の授業づくりやご指導の参考になりまし
たか。
具体的な内容を教えてください。

③今回のコラボについて、反省点・改善点・今後に向けての要望などを教えて
ください。
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質問①への回答
⼦ども達の学びが主体的になりましたか。⼦ども達がリアルな社会とのつながりを感じるきっかけとなり
ましたか。⼦ども達にどのような変容がありましたか。具体的事例も併せて教えてください。

＊⼦供の主体性を鵜呑みに任せておくと活動が⽌まります。ただし、教師が⽅向性や視点を道標をすれ
ば、⼦供たちが主体的にiPadを使って⼀⽣懸命調べます。森林チームの場合は、担任の先⽣が地元の
森林保全団体を調べてみるようにと指⽰しました。海チームもイヤリングやネックレスを作るアップ
サイクルの企業を提案しています。

＊スクールコラボの学びを通して、SDGsと⾃分が繋がったように感じます。3⽉の時点では、どこか
の話、鎌倉以外で起きていることと捉えている児童がほとんどでした。講師の皆さんをはじめとして、
リアルな話、体験的な学びを通したことで、①⾃分たちにもできることがあること、②特別なことを
しなくても貢献できること、③⾝近なところにヒントが転がっていることに繋がりました。その繋が
りが児童の「もっと知りたい」「実際に⾒てみたい」という主体性に繋がったと感じました。

＊私の場合は456年⽣3年間を持ち上がりなのでこれまで⾃分のクラスになっていた⼦供たちについて
の様⼦はなんとなく把握できていたので、これまで通りに主体的にSDGsの活動を取り組んでいたか
なと思いました。総合学習でこのような活動を熱⼼にしてこなかった⼦供たちにとってはとても良い
機会になったのだろうと思いました。

気候変動グループの担当だったのですが気候変動の活動が難しかったです。１年間だけやる活動と
今までの積み重ねがあっての活動とではいろいろ違うところがたくさんあるんだろうなと思いました。
できればもっと⾏動を起こして世間にいろいろと問うことができたらもっと⼦供たちの変容は⼤

きくなったかなと思いましたがコロナでできることとできないことがありその中で頑張った⽅かなと
思います。
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質問②への回答
PBLや探究型学習など⽇本の教育は変容を求められていますが、先⽣⽅⾃⾝の意識の変容はありました
か。今後の授業づくりやご指導の参考になりましたか。具体的な内容を教えてください。

＊専⾨家の⼒や地域の⽅々と多く接する事は、とても有意義な時間であり、教師も新たな視点で考え
る機会になり良いと思います。今年は、6年⽣の1年間だけでありましたが、同じテーマで2年間継
続してできると良いと思います。

＊「話題を⾃分ごとにする」という⾔葉が児童の⾏動を変えたように、⼤⼈も考えさせられるような
話題もありました。⼤⼈は当たり前と思ってしまったことに児童はきづき、素朴な疑問として話題
を出していました。
今年度は「まちづくり」と「海・プラスチック問題」を担当させてもらい、児童と⼀緒に学ぶこ
とで教科書ではない⽣きた学びができたように感じます。町中では、「このごみ、なんでここにあ
るんだろう」「ここは交通事故が起きそうだな」「今の間取りとレイアウトだと崖崩れの時どうな
るのかな」のようなことを考えるようになりました。今まで無関⼼だったことに対して⽬を向ける、
意識を寄せるといった⾏動の変化がありました。

＊発表に関してあーすぷらざで⼤々的に発表したのですけど減免制度とか知らなくて、⼤きな会場も
教育関係者は安くもしくは無料で借りれるというのを知って活⽤していきたいなと思いました。最
後の発表会が⼤事だということがわかりました。
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質問③への回答
今回のコラボについて、反省点・改善点・今後に向けての要望などを教えてください。

＊⼦供たちの興味のある分野が広がりすぎて、集約するのが⼤変でした。クラス別に担任が⼦供たち
をまとめていく⽅が、⼦供たちの変容を観察できると思うのでクラスごとにテーマを分けた⽅が良
いと思いました。しかし、学年のまとまりも必要なので、学年では⼤きなテーマは、共通してた⽅
が良いと思います。

＊【成果】
■⼦どもたち⾃⾝が⾏動・体験した学びになった

→それが良い学びに繋がった
■周知活動の向上

→インターネットに頼らずとも、⾃分の経験や考えを書ける→説得⼒も増す
■これもSDGsなの！？と思える幅広い学び

→たくさんの講師の⽅々のおかげ→⾃分にできる社会貢献を考えた
■⾃分たちの⽣活を⾒つめ直すきっかけになった

→話題と⾃分が繋がってきた証拠

【改善点】
■113⼈で7つのグループは分割しすぎた

→クラスごとや全体で1つなどある程度絞ることが必要
■クラスをまたいだグループ分けは失敗だった

→授業時数や校内割り当ての関係上、学年での総合を取れない時があった。
■達成感のない話題はゴールが薄くなった

→成果物として挙げられるのものがなかった（再⽣可能エネルギーと難⺠保護のように）
■少なくても⽉1で学年と相談する時間を設けるべきだったのかもしれません

→総合の進⾏状況や学年、クラス、⼦どもたちの考えを共有する場を設けた⽅が良かった
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質問③への回答
今回のコラボについて、反省点・改善点・今後に向けての要望などを教えてください。

＊学年でグループを16チーム作って1年間かけて取り組みました。他の教科との兼ね合いでなかなか
まとまった時間をうまく使えなかったのが学年総合の難しさかなと思いました。もし担任たちに⼒
があるのならクラスごとにテーマを決めて⾏うとかそっちの⽅がやりやすいのかなと思いますが、
若い先⽣とかこのような活動したことない先⽣がいきなりクラスでやるとなると全然うまくいかな
くてクラスによって⼤きな差が出てしまうと思うのでこういう活動をやったことない先⽣たちが多
い場合は学年でチーム分けてやるほうがいいかなぁと思いました。

あくまでも主体的にやるのは学校の先⽣で⼦供たちだっていうのをハッキリしとかないと全部そ
ちらにお願いしてみたいに他⼈事になってしまうとこのコラボ活動はうまくいかないと思います。
多少気を使うこともあって⾃分で探した講師をよんだりするのをためらう時もありました。勝⼿に
講師の⼈を呼んで授業を新しく展開させるみたいなことがなんか申し訳ないなぁって⾔う気持ちに
なってしまいました。

⾃由記述
＊みらスタさん、親⾝になって相談に乗ってくださり本当にありがとうございました。
たくさんの講師の⽅との出会いに感謝します。またチャンスがあればよろしくお願いします。

＊⼦どもたちが進んで取り組めるような講師や話題の提供をありがとうございました。コロナ禍にも
関わらず、たくさんの活動や専⾨家から直接お話しできたことはスクールコラボがあったからだと
感じます。従来の総合は、教師ごとに任されて学びの幅が狭かったのですが、コラボによって様々
な⼈と繋がり、学校という枠を越えた学びができるようになりました。1年間ありがとうございまし
た。

＊最後の発表会のビデオをください。あんな⽴派な発表会はそうそうできないと思います。
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■先⽣アンケートからの考察
１．児童の変容について
＊教師が道標となり、⽅向性を⽰すことが重要である
＊体験的な学びが、⾃⼰有⽤感に繋がり「もっと知りたい」という主体性に繋がった
＊3年間取り組んだ児童はそのまま主体的に活動し、初めての児童にはいい経験になった。
ただ、3年間取り組むのと、1年間だけ取り組むのとでは違いがあるだろう。
■視点も⾔葉も違うが、主体性やSDGsの理解等に関して児童学びの変容は⾒られたようである。
先⽣⽅の教育哲学や経験等によって⾒え⽅が違うのは当然であるが、それを理解し合えているかどう
かが学年全体として学ぶ際には重要な点であろう。

２．先⽣⽅の変容について
＊外部の⼈との繋がりが、教師に新たな視点をもたらした。2年間継続したい。
＊教科書ではない⽣きた学びができた。無関⼼だった⾝の回りに⽬を向けるようになった。
＊公共資源を知れたのがよかった。最後の発表は⼤切だと感じた。
■外部連携によって、学校や先⽣の視野が拓かれ、学びを豊かに出来るいくつかの要素が窺えた。
「先⽣に新たな視点をもたらす」「関⼼のなかった事に興味を喚起する」「授業の幅が広がる」
「児童の活動の幅を広げるための資源を知る」などである。

３．改善点、今後に向けて
＊テーマ設定と児童のグループ分け
＊進⾏状況の共有
＊役割の明確化
■課題：学習内容以前に、学校の先⽣⽅、教育委員会、弊社の間でスクールコラボの趣旨⽬的の共有が
⼗分でなかった。初めの打ち合わせ段階で「カリキュラムも授業内容も共に創り上げていくこと」
「互いに考えや意⾒をざっくばらんに伝えていくこと」に関して共有した。しかし、それ以前の根本
部分である「学校が主体であること」「課題解決型の学びを実践すること」「先⽣がそれに伴⾛する
⼒をつけること」という⽬標の認識が、先⽣⽅と弊社の間でも、また、先⽣の間によってもバラツキ
が⼤きかったようだ。この部分の共通認識を育んでいけるか否かが、スクールコラボ事業の成否や効
果に⼤きく影響すると考える。
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③ 学び・発表会・全体の様⼦から

■⽬標に照らして考察
１．⽬標①「⼦ども達が⾃ら実社会や実⽣活の中から問いを⾒い出し、課題を⽴て、情報を集め、

整理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。」に照らして
■発表会の様⼦(p56〜p63)【探究型学習との関連づけ】を記述したように、児童が⾝近なと
ころから課題を発⾒し、いろんな情報収集の⽅法を使い、そこから⾃分達なりに考察を進
め、解決策を考え、実⾏するという活動ができた。
ただし、その関連づけは後から⾏っているものであり、児童がこれを明確に意識している
ところまでは⾄っていない。どこまで求めるかは議論のあるところだと思うが、私⾒とし
ては、⼤雑把な括りでも⾃分達の学びをメタ認知できるとより深い学びになると考える。

２．⽬標②「スローガンとして『誰⼀⼈取り残さない』を掲げるSDGsを題材として、⼦ども達
⼀⼈⼀⼈の個性と可能性を育む。」に照らして

■ビジョン図(p13〜p17) 、また、グループ活動が個性を引き出すなど、全体として⽬標に
沿った⽅向性の学びになった。3年前からSDGsの学びを実践してきた学校と先⽣⽅の指導
の賜物であろう。

３．⽬標③「課題解決型の学び、プロジェクト・ベースド・ラーニング(以下PBL)を実施すること
で、その考え⽅・⼿法・実践⼒・児童に伴⾛する⼒など、今後教員に求められる⼒
を育む。」に照らして

■オリエンテーション２(p18〜p20)はこの⽬標を意図した。ただ、SDGsの学びであることは
全員が認識していたが「課題解決型の学び・PBLであること」「先⽣がそれを実施する⼒を
育むこと」の認識はまちまちだったようだ。全員が常にその意識を持って実践できるかど
うかが今後の課題だろう。p79で記したように、何を⽬標にするかの共有を打合せ段階で
徹底することが肝要だと考える。
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５．今後に向けて
■鎌倉スクルーコラボをより効果的にするための提案

■提案１：趣旨⽬標と役割の明確化と共通認識を育みながら進むための打合せ
スクールコラボ事業を発展させるために重要なことは、そこに関わる児童⽣徒、
先⽣、外部講師、コーディネーターの全員が⽬標を共有し、各々の役割を認識
して学びに向かうことである。そのためには、学校の先⽣と教育委員会の担当
者、受託者の担当者が当該事業の趣旨⽬的と役割を明確にして、共通認識を育
んでいく必要がある。また、児童や先⽣の学びの進捗の共有も必要である。そ
のために頻度や⽇程も決めて(オンラインでもよい)定期的な打合せをスタート段
階から予定しておくのがよいと考える。

■提案２：探究型の学び・PBLについての学習会
今回SDGsに関しての認識はあったものの「課題解決型の学び、探究、PBL」に
ついての先⽣⽅の意識はまちまちであった。全国の⾼校で翌年度から導⼊され
るが、それがどのようなものか⾼校の先⽣⽅の理解もこれからというのが実情
であるから、ある意味で当然である。ただ、これからの⽇本の教育には⽋かせ
ない視点であり、要素であるのが探究型の学びであり、PBLである。そして、
これを実践できる先⽣を育むことはスクールコラボの狙いの⼀つであるはずだ。
よって、スクールコラボを実践する学校の先⽣⽅はもとより、学校や校種の垣
根を超えて、市内の先⽣⽅を対象にした研修や学習会を開催するのはどうか。
それにより、鎌倉市全体で⽇本の教育をリードしていくことが可能性が⾼まる
と考える。
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