
                     特別活動学習指導案 

                                   日 時 平成２７年１１月２７日（金）５限 

                               会 場 名立中学校体育館 

                                                    指導者 二上裕子 石野佑紀枝 丸山徳子 

                                   吉田忠佳 大桃あゆみ 丸田 功 

                                   伊藤菜桜 相澤圭子  宇田栄子 

１ 題材名    地域とつながる活動 

 
２ 題材の目標   
  ・「地域とつながる」活動にするためのアイディアを出し合い、計画し、実行する。 

・リーダーを中心に、それぞれの役割を果たし、達成感を味わう。 
・振り返りを通して、よりよい集団活動を目指し、日常生活や次の活動につなげていくことができる。 

 
３ 題材について 
 （１）設定の理由 
     今年度の生徒会活動の目標の一つが「地域に貢献する」である。当校ではこれまで、生徒会活動である

校区奉仕活動が「地域に貢献する活動」として年１回行われていただけであった。しかし、今年度は、地

域の方に感謝の気持ちを伝えたい、恩返しがしたい、名立中から名立を盛り上げたい、という生徒の思い

を受け止め、「地域とつながる活動」を設定した。 
  まず、年１回の校区奉仕活動を年５回の地域貢献活動とし、奉仕活動だけでなく交流活動も行うことと 
した。学校行事である体育祭や音楽祭に地域の方をお招きすることで、中学生の元気を発信できると考え 
た。また、８月に行われる地域行事の名立まつりに６年前から全校が参加している。毎年、地域の方から 
お褒めの言葉をいただいていた。そこで、この名立まつりも「地域とつながる活動」の一つとした。 

  このように、今まで行っていた生徒会行事や学校行事、地域行事を「地域とつながる活動」と捉えて、 
長期的な視点で取り組むことで、日常生活や次の活動のレベルアップを図ることができると考えた。また、 
一連の活動の場を校内に限らず校外に広げることで、人とかかわる上で大切なことに気付くこと、さらに 
生徒の自己有用感も高めることができると考えた。 

 
 （２）指導の構想 
  ①人間関係づくりのスキルを学ぶ多様なかかわりの設定 
    地域とつながる活動や主な話し合いは、４～５人編成の縦割り班で行う。特に地域貢献活動では、活動 

前の計画立て、活動後の振り返りを継続して行う。計画立てでは、自分の意見を伝えることができるよう 
にし、振り返りでは、互いのよさや努力を伝え合い、自己有用感を高めていきたい。 
 地域貢献活動や名立まつりは、活動の場が校外である。体育祭や音楽祭は地域の方をお招きする。様々 
な立場の方とのかかわり方や、相手の立場になって計画することの必要性を学ぶことができると考える。 
活動後は、「地域の声」を紹介することで、他者の評価を意識させ、自分たちの目指す姿やよりよい活動に 
つなげていきたい。 

  ②自治を推進するリーダー指導の充実 
    リーダーシップによる活動を展開するために、リーダー指導を定期的に行う。活動の目的や進め方の共

有をすることで、リーダーとしての自覚や自信がついていくと考える。また、話し合いの進め方をシュミ

レーションし、意見の広げ方、話しやすい雰囲気づくりなどを学ばせたい。 
    地域貢献活動の振り返りでは、活動を引き継ぐ班のために「アドバイスシート」を作成する。そして、

引き継いだ班のリーダーは、「アドバイスシート」を参考に、前回以上の充実した活動を目指して貢献の具

体的な内容を班員と考えていく。 
③話し合いの姿勢づくりと活性化 

    縦割り班での話し合いは、リーダーとフォロアー、それぞれの立場での違った意見が聞ける貴重な学び 
の場である。そこで、学年を超えた全員参加型の話し合いができるよう、自分の考えを事前に整理させて 
話し合いに参加させる。また、意見交換では「４象限マトリックス」を活用して、意見の収束を図る。目 
指す生徒の姿を「マトリックスの軸」に設定することで、話し合いの方向を教師の意図する方向へ導くこ 



とができると考える。さらに、マトリックスの位置を考える際、「どうしてその位置になるのか」という理 
由を考えさせる。そのことで、活動の成果と課題が明確になるとともに、話し合いが視覚化、共有化され 
ていくというよさがあると考える。 
 

４ 題材の指導計画 

地域と 
つながる活動 

目指す姿 評価方法 活動内容 時数 

オリエンテー

ション 
・積極的に活動に取り組もうという気

持ちを高める。 
ワークシート １年間の活動の流れを知

る 
１ 

１学期実施（2 回） （総合）・それぞれの役割を理解し、活動する。

・仲間の良さを発見し、伝えることが

できる。 

行動観察 
振り返りシー

ト 
計画と振り返り 放課後 

２学期実施（3 回） （総合）

計画と振り返り 放課後 

地域貢献活動 
（交流、奉仕） 

・経験を生かして、意見を出し合い、

よりよい活動をする。 
・自分の良さを理解し、活動や日常に

生かす。 

行動観察 
振り返りシー

ト 
５回の活動の個の振り返

り 
１ 

名中ソーラン練習 ２ 

８月参加 （学校行事）

名立まつり ・地域のまつりを盛り上げるために、

自分の役割を理解し、活動する。 
行動観察 
振り返りシー

ト 個の振り返り 0.5 
地域とつながる活動の話

合い 
１ 

９月実施 （学校行事）

・話合いのルールを理解し、自分の考

えを伝えたり仲間の意見を聞いたり

することできる。 
・地域とつながるために、自分の役割

を果たし、活動する。 

行動観察 
振り返りシー

ト 

体育祭の個の振り返り １ 

体育祭 

・地域とつながる活動を振り返り、音

楽祭や日常生活に生かす方法や態度

を考えることができる。 

行動観察 
 

地域とつながる活動の振

り返りと、音楽祭で目指す

姿についての話合い 

１ 

学級での話合い １ 

１０月実施 （学校行事）

音楽祭 ・具体的な目標を立て、その達成のた

めに努力する。 
・よりよい活動を目指し、仲間と協力

することができる。 
・自主的な態度を養う。 

行動観察 
振り返りシー

ト 音楽祭の個の振り返り １ 

地域とつながる活動の個

の振り返り 
１ ・話合いに意欲的に臨む。 

・地域とつながる活動を振り返り、課

題と成果、改善策を考えることがで

きる。 

行動観察 
振り返りシー

ト 地域とつながる活動の班

の振り返り 
１ 
（本時）

準備・練習 ２ 

交流会 

・話合いに、小学生や地域の方への気

配りをしながら臨む。 
・来年度の名立中生の目指す姿や活動

内容を考えることができる。 

行動観察 
 １２月実施 （学校行事）

 
 
 
 
 
 
 
 



５ 本時の指導 
（１）ねらい  
  ・班の中で、一人一人が自分の考えを伝える。 
  ・成果と課題、地域の方の声を知り、よりよい活動を目指して改善策を提案する。 
（２）展開の構想 
   前時に、今年度取り組んできた「地域とつながる活動」についてスライドを見ながら、個々の振り返りを

行う。その際、それぞれの活動が４象限マトリックスのどの部分に位置するのかを考え、その理由も書く。

理由には必ず成果（黒）課題（赤）を書くこととする。その理由を書いた付箋を、自分の担当する活動以外

の４象限マトリックスに貼り、次の時間に備えておく。 
   本時では、前時の振り返りを踏まえて、班でそれぞれの活動についての成果と課題を明確にしていく。そ

の際、４象限マトリックスを使うことで、班員の考えを引き出しやすく、また、まとめやすくする。各班が

すべての活動について考えるのではなく、班毎に１つの活動を担当することで、より具体的に成果と課題、

改善策を考えられるようにする。また、他の班の人が書き、マトリックスに貼った付箋の意見も、成果と課

題を考える際のヒントとして取り上げていく。班員の意見だけでなく、全校の約半数の人の意見を知ること

により、話合いの内容を広げていけるように工夫したい。 
   話合いの途中で地域の方の声を知らせる。このことにより、生徒が相手意識をもって改善策を考えること

ができるようにする。こちらの思いを一方的に押し付けてもうまくいかない、周りのことを考えて行動する、

ということに気付かせたい。 
 
（３）展開 

 ○学習活動 ・予想される生徒の反応 ●教師の手立て ※評価（方法） 
導入 

５分 

○今日の活動について確認する。（生徒会長）＜生徒・全体＞ 

 

 

○本時の活動を知る。＜教師・全体＞ 

①地域貢献活動（奉仕）②地域貢献活動（交流）③名立まつり 

④体育祭 ⑤音楽祭 

の改善策を考える。 

●１２／４の交流会や来年度の地域とつながる活動

に深くかかわる内容なので、真剣に考えてもらいた

いことを伝える。 

●①～⑤の活動の、今までの写真、前時に付箋を貼

ったマトリックスを壁に掲示しておく。マトリック

スの軸は資料１、分担は資料２を参照。付箋には、

成果を黒、課題を赤で書かせておく。 

 

展開 

 

 

 

 

 

 

 

10 分 

 

 

○①１・２・３班 ②４・５班 ③６・７班 ④８・９班  

⑤１０・１１班で担当し、成果と課題を明確にする。 

（１）班員が意見を書いた付箋を、掲示してあるマトリックスに

それぞれ分ける。 

（２）班員や他の班の人が貼った付箋を参考にその活動が A～D

のどの位置になるかを決定する。 

 ・奉仕活動は、一生懸命できたけれど、地域の方に喜んでもら

  えたのかわからないので B。 

 ・交流活動は、積極的に利用者の方々とかかわり、利用者の方々

も喜んでくださったと思うので A。 

 ・名立まつりは、お神輿を担いだとき声を出していなかったけ

れど、地域の方が沿道で声を掛けてくださって、喜んでくだ

さったと思うので A。 

 ・体育祭は、自分たちが一生懸命取り組み、それが地域の方に

も伝わったと思うので A。 

 ・音楽祭は、チラシを作って配ったけれど、当日あまり地域の

  方が来てくださらなかったので B。 

 

 

●各班の座席と担当教師は資料３を参照。 

●班員の意見を貼る時に、必ず伝えながら貼らせる

ようにする。（リーダーに事前指導） 

●各活動が、マトリックスの A の位置になったとき

でも、なにかしらの課題を考えさせる。B～D の位置

になったときは、なぜ A にならないのかを考えさせ

ることで課題が見えてくることを助言する。 

●ホワイトボードに書くとき、次の色で書かせる。

  成果：黒  課題：赤 

※一人一人が自分の考えを、きちんと伝えることが

できる。（行動観察） 

 

「地域とつながる活動」の改善策を考えよう



８分 （３）各担当内で、A～D の位置と成果、課題を共有する。 

＜教師・各担当＞

 課題 

 ・一部の人が協力的ではなかったこと。 

 ・地域の方には自分たちの取組が知られていないので、取り組

んだかいがないこと。 

 

（４）地域の方の声を知る。＜教師・各担当＞ 

 

●いすを持たせ、一つの班に集めて、ホワイトボー

ドを見せながら発表させる。 

●課題を確認し、これから考える改善策につながる

ようにする。 

 

 

 

●改善策を考えるヒントになりそうな地域の方の声

をピックアップし、まとめた掲示物を見せながら知

らせる。その後各班の壁に掲示する。 

10 分 

 

○自分たちで振り返った成果と課題、地域の方の声をもとに、各

活動について、来年度に向けての改善策を考える。 

                     ＜班長・各班＞

・奉仕活動を地域の方と一緒に行う。 

・交流活動では、一人暮らしのお年寄りのお家に行ってお話を

してくる。 

・体育祭では、地域の方と一緒に行う種目を増やす。 

●ホワイトボードに書くとき、次の色で書かせる。

 改善策：青 

●改善策は、いくつ出してもよいものとする。 

※改善策を考え、伝えることができる。（行動観察）

15 分 ○改善策を全校で共有し、意見交換をする。＜教師・全校＞ 

・「○○についての改善策は△△です。理由は□□だからです。」

 ・「私は△△という改善策を考えました。理由は□□だからで

す。」 

 ・「私は△△という改善策に□□ということもプラスするとい

  いと思いました。理由は○○だからです。」 

●最初の隊形に戻る。 

●ホワイトボードを持つ人、発表する人を決めてお

く。 

●①から順に発表させ、各担当の発表が終わるごと

に、他に意見がないか問い掛ける。 

※発表を聞きながら、よりよい改善策を考えること

ができる。（行動観察） 

まとめ 

２分 

○今日の活動についての評価を聞く。＜教師・全体＞  

資料１  マトリックスの軸                      資料２ 分担 

前向きに取り組めた  
          Ｂ    Ａ 
地域の方が元気に          元気になった 
ならなかった    D    C  喜んでもらえた 
喜んでもらえなかった 
         取り組めなかった 

 

資料３ 各班の座席と担当教師 

ス
テ
ー
ジ 

１班のマトリックス：４・５・６班の人が貼る。

２班：７・８・９班  

３班：１０・１１班   

４班：１・２・３・６班 

５班：７・８・９・１０・１１班 

６班：１・２・３・４・５班  

７班：８・９・１０・１１班 

８班：１・２・３・４・５班 

９班：６・７・１０・１１班 

１０班：１・２・３・４・５班 

１１班：６・７・８・９班 

 

６班  ７班     ８班  ９班 

③名立まつり     ④体育祭 

  丸田 T        丸山 T    

10 班

          ⑤音楽祭 大桃 T・伊藤 T 

                    11 班 

吉田 T・相澤 T   石野 T・宇田 T 

 ①地域貢献（奉仕）  ②地域貢献（交流） 

１班  ２班  ３班   ４班  ５班 



研究授業の様子 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協議会の様子 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｈ２７．１１．２７  協議会集約   
 

【成果】 

 ○リーダーの成長 

 ・具体例をあげながら、リーダーが上手に意見をまとめていたグループが多かった。 

 ・話し合いの進め方がスムーズになってきている。 

 ・異年齢集団で、１・２年生にとって、目指す姿になる。リーダー像のモデル化。 

 ○教師の役割 

 ・教師の出方のさじ加減がよい。あまり出過ぎず、アドバイス・支援に徹していた。 

 ・生徒の実態をふまえた教師の意図が生徒に伝わっていた。生徒が主体となっている。 

 ○個人の考えを持つ 

 ・振り返りシートで自分の考えを持つ→話し合いがスムーズに進んだ。 

 ・付せんに自分の考えを書くことで、発表しやすくなっている。 

 ○地域を題材にする 

 ・地域を題材とし、感謝されることで、達成感が生まれ、次年度への意欲につながっている。 

 ・他者評価（地域の声、地域の視点）を入れた手立ては有効だった。 

 ○話し合いの手法 

 ・４象限マトリックス、付せんの活用→考えの共有、可視化に有効であった。 

 ・「成果、課題、改善策→共有→実践」の流れが明確で分かりやすい 

  ○計画性  

・各行事の振り帰り→成果と課題の共有がシステム化されている 

 ・「地域・・・」という柱の存在が、一貫性のある取り組みとなっている 

 ・年間の計画が整備されている 

 ・地域とのかかわりを全校体制で推進している点 

  ○リーダー 

 ・まとめ役、話の引き出し役として、リーダーが育っていた 

 ・リーダーにとって、ホワイトボードの存在が話し合いの方向性のよりどころとなっていた 

 ・話し合いを広げる声かけが効果的であった 

 ・リーダー経験の積み重ねの大切さを感じた。よく育っている。研修の成果だ。 

○話し合い 

・自分の意見を持たせる場面が設定されていることが、話し合いの充実になっている 

・付箋が有効に使われていた。自分を出せるアイテムである 

 ・マトリックスは論点が明確になる 

 ・伝え合うことが習慣化されている 

 ・ホワイトボードのまとめ方は上手 

 ・地域の声は生徒の達成感を高めるのに有効であった 

 

【課題】 

 ○小グループの雰囲気 

 ・小グループ内の雰囲気が固い。もっとなんでも言える和やかなグループを作る必要がある。 

 ・課題に対する前向きな改善策を考えようとしているのに、表情が暗い。 

 ・個人により、意欲に差がある。それを埋める手立てが必要。 

 ○話し合いのスキル 

 ・本音で語り合えていたか。批評、反論、肯定、改善、追加などが出てこそ、話し合いの拡散になる。 



 ○マトリックスの使い方 

 ・マトリックス内での意見の分散をさせるのであれば、成果と課題は別の付せんに書かせた方が。 

 ・マトリックスの活用の仕方がもったいない。字が小さくて見えづらい。席が遠い生徒も。 

 ・右上以外、ほとんど付せんがなかった。→はたして本音は？ 

                    →課題がないということも、また課題なのでは？ 

 ○日常生活へのつなぎ 

 ・行事だけで終わらず、日常生活でいかす工夫も。 

 ・日常的な、地域とかかわる場、工夫 

○計画性  

 ・「学びあい」の成果の提示 

 ・縦割り班のメンバー構成のあり方。 

  ○話し合い 

 ・縦割りの正否（下級生の発言を増やす方法） 

 ・話し合いの深まり 

 ・課題の日常化 

 ・学び合うという意識の高め方 

 ・課題を自分事として捉えられていたかどうかの見極め 

 ・発表の仕方（拍手や称賛の言葉など） 

 ・４象限マトリックスの効果（軸の設定次第） 

 ・マイナス評価（本音が出る話し合い）から話し合いを広げる経験 

 ・マトリックスの軸のとり方の検証 

 ・話し合いから意見交流へ高める手だて、経験 

 

【改善策】 

 ○話し合いスキルの向上 

 ・「理由」「根拠」を添えて意見や考えを言わせる練習をさせるとよい。 

 ・より深めるためのルールを決める。（うなずく、拍手をするなど） 

 ・批評、反論、肯定、改善、追加などが出てこそ、話し合いの拡散になる。（話し合いのスキル） 

 ・意見をあげるだけでなく、それについて協議していく話し合いになるよう、進化させていく。 

 ○今後の意見の活用 

 ・生徒会役員選挙の公約などに、ぜひ取り入れられるとよい。→来年度への意識の継続 

○話し合い 

 ・異なる意見を認め合いながらも、改善策を絞り込んでいく話し合いの習慣化 

 ・話し合いの日常からの経験（授業や委員会、部活動等） 

 ・話し合いのツールの獲得（４象限マトリックスがすべてではない、方法の経験） 

 ・話し合いの雰囲気作りは年間を通して培う。 

 ・マトリックスの項目立て 

 ・対立する意見をとり上げ、考えを深める経験の蓄積 

 ・成果と課題を別にして、マトリックスの活用をすることで話し合いの広がりや深まりを期待する。   
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特別活動教育研究発表会アンケート＜Ｈ２７．１１．２７実施＞

～全 体～

○すばらしい授業を見せていただき、感謝申し上げる。
自分事として受け止めていた生徒が全員で、これまでの取組と先生方の努力が表れていた。

○全員が当事者意識をもって取り組む姿が印象に残った。

○先生方が一枚岩になって取り組まれた様子がよくわかった。生徒は、先生方が上手にレールに
のせると立派に成長し、自信をつけていくのだと思った。先生方のお力はすごい。

○生徒も先生方も精一杯がんばっていた姿が心に残った。

○自身も小規模校なので、地域とつながり、縦割り活動についてじっくり考えるとてもよい機会
をいただいた。

○先生方のこれまでの細やかな指導が今日の発表につながっていることを感じた。

○先生方のご努力を拝見して、多大なる刺激をいただいた。

○すばらしい話し合い活動をみせていただき、大変勉強になった。
学校規模は違っても、取り入れられるスキルは多くあると思うので、参考にしていきたい。

○付箋や４象限マトリックスの活用の仕方を学ぶことができて、とても有意義だった。自校でも
できるようにしていきたい。

○人前で発表する生徒の実に堂々とした態度に驚いた。この姿こそ、本研究の成果の一つだと
感じた。

○本時のために、年間を通して計画してきたご苦労がよく伝わった授業だった。
また、それに応えようとする生徒の姿もすばらしかった。

～内 容 別～

○生徒が双方向に、異学年集団で受容的に話し合う姿に感動した。全校生徒が少ない中で、
リーダー、フォロアーの成長のために苦労されてきて、それが今日のファシリテーションに
結実していたと思う。

○「この子どもたちが１０年後の名立のまちづくりのい中心になる」そんな想いで見守った。
解のない課題に対して、考えを出し合い→比べ合い→実行し→振り返り→代替案を出す、この
プロセスを踏んだ名立中の子どもたちは、力強い人材だと感じた。

○地域に元気を与えられる中学生の姿がすばらしかった。日頃の授業や学校教育の積み重ねの
成果が表れた公開授業だったと思う。

○ 後に各班が発表した時に、その意見から自分で学びや気付きを得て発表している生徒がいて
すばらしかった。

○多くの課題がある生徒たちへ根気強く様々な指導をされていることが生徒の姿から伝わって
きた。

○とても工夫されていて、生徒たちが生き生きと活動していた。話し合い活動、発表の仕方など
すばらしいと思った。

○全体でも協議会でも研究内容が詳しく説明されて協議できたので、内容のある話し合いが
できた。

○当日だけの参加では見えないものも多いが、活発な話し合いや意見交流が出にくい場合の
教師の適切な声がけがいかに大切であるかを再認識できた。ファシリテーションの意味を考え
ながら、適切な支援をするための研修が十分されていたと思う。
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○生徒の反省として肯定的な内容が多い場合には、改善策が出にくいと思うので、多面的な切り
口（教師の持ち札）をたくさん用意しておくことが必要だと思う。

○資料２ー２の項目の変化が興味深い。

○「地域とつながる」という視点は先進的だと思う。学校だけですべてを解決できる時代ではな
いので地域とつながる（地域の教育力を活かす・手をかりる）ことで、教育効果を高めていく
ことは、これからますます重要になる。名立中が地域と継続的にかかわっていくことで、地域
とともに歩む学校づくりを推進していってほしいと思う。

○すばらしい生徒たちと、それを周りで温かく支える先生方で創る授業、大変勉強になった。
協議会・研究会は、全体でもう少し討議したいと思っている。今回のような話し合いは、量的
な部分はある程度補正されるが、質的にはどうか疑問が残る。徹底的に協議するような場面も
必要だと思う。

○マトリックスが右上に偏っていた。話し合いでは右上・右下（意識）の部分が中心だったが、
左上の部分（内容）がもっと出るとよかった。

○マトリックスの軸の取り方は、ねらいの達成に向け、検討する必要がある。

○マトリックスの活用を当校でもしていきたい。

○協議会で話題になったマトリックスについては、話し合いでは効果的な手法だと思う。成果と
課題を別々の付箋に書き、もっとマトリックス全体に意見が散らばるようになると活発な話し
合いになるのではないかと思った。

○リーダー性の育成、ひとりひとりの「自分で」考える力や、まわりと適切にかかわってより
良いものを目指す姿を育てる教育は、大変すばらしい。

○１年、２年でできることではないので、カリキュラムを自校化されたシステムにして、経年
的に続けていくやり方はよいと思う。

○話し合い、かかわり合いのスキルを、より洗練させていく必要がある。

○「学校は１０年後のまちづくりの核である」学校が地域のためにできること、地域から得る
ことができるもの、地域の中の自分を生徒に意識づける大切さ等を考える好機となった。

○地域とつながることの価値がどのように生徒におちているのか知りたかった。

○あられで、せっかくの生徒の声が聞こえなかった部分が多々あり、残念だった。マイクなし
でも大きな声で発表できるとよい。

○ワールドカフェ方式の協議会は、とてもよかった。（複数）

○子ども達が学び合いを深めている姿が大変すばらしかった。

○生徒一人ひとりが活動にどのようにかかわってきたかがわかる話し合いだった。
日常生活そのもののあり方が、改善策につながることに気づいたことがすばらしいことだった
と思う。わかりやすくしっかりした話し合い、発表ができていた。

○意見の出し合いから話し合いへどう移行いていくかという点について。予定調和的な結論や
答えが予測できるような問いから、思わず考えさせられるような問いをどのような形で提案
していくか。このことによって、話し合いが盛り上がっていくのではないかと思う。

○自分の意見が認められ、それにより行事が変わってくる、地域の人から感謝される、そうした
ことの積み重ねが子どもを成長させていくのだと思う。

○ファシリテーションの定着が、教師側・生徒側でしっかりできていたと思う。生徒の会の進め
方や司会の話し方、リーダー研修の成果なのか非常によい形だった。話し合いの中に、質問を
入れてみたり解決できるところはその場で生徒同士で解決する班もあり、すばらしかった。

○４象限マトリックスの観点の細分化、焦点化は今後の大きな課題だと思う。

○特別活動の生徒会活動、地域貢献、学校行事等々、全てを結ぶ、年間を通しての生徒が主体と
なった提案や振り返りの様子、また縦割りの話し合いの様子など、大変勉強になった。
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