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ERiC グ母―パルセミナー

総合的な学習 5つ の提案

総合麹な学習についてのERICの提案

総合的な学習の目的は、学習内容の総合性 と社会性と学習者が主

体的 ・体験的をこ学習内容を自ら学びとっていくことの2つの意味を

持って 「総合的」と表わしています。

総合的な学習が提起されてきた背景については、いろいろなとこ

ろで語られているので、ここでは重要なポイントを共有するにとど

めます。

これまでの教科中心カリキュラムを基本とした教育内容の欠点

は、1、学習者の生活および関心から離れすぎてしまっていること

と学習者の直接おエーズに応えられていないのではないか、2,学

習者の主体的な学習につながつていないま着欲や学び方、患考能力

が育つていないのではないかという閉題と、特閲割の制約が学習の

発展性と展開を制約してきたのではないか、3,環 境問題などの新

たな学習課題に対応できない と いう3点に集約できるのではない

でしょうか。総合的な学習は、教科学習を否定するものではなく、

その大点を積極的に縮うことを目標として考えられるべきなので

す。新たな教科を作り出すことが目釣なのではありません。

総合的な学習を考えようとするとき、誰もが疑間に恩うこ

とは、次の3点にまとめられると思います。

1,ど のような教育/学 習内容が求められているのか

2a学 習における学習者の主体性とは何か

3,実 施 ・推進体制のあり方と人材育成ほどうあるべきか

田 Cは、19妙年以来、国際理解教育のあり方を通究する中

で、次のような原則の重要性を確認してきました。

1.学 校教育ほ学習者と社会を結ぶためのものであり、その

ためには、ひとりひとりの社会的関心と行動への意欲をつな

ぐ必要がある工 「気づき」から 「行動Jヘ

2.学 習者の '生きる力どをのぼすこと、効力感を高めるこ

と=エ ンパワーメントの基本は 「参抑」にあること。

3,教 育目標 ・内容 ・方法は三位一体のものとして考えられ

なければならず、方法や学校のあり方自体にメッセージがあ

ること。

ERICで,ま、これまで培った参加型で伝える国際理解教育の内

容、学習者の自己理解 ・コミュニケーション・コミュエティ意識

を柱としたエンパワーメントのためのスキル、および地域社会か

ら地球社会までの社会参加のための参加型手法を活かし

て、結合的な学蓄の推進のための5つの提案をまとめま

した。
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ERiC ダ ローバルセミナー

総合的な学習 5つ の提案

案1
「環境」と 「人権」を綻とした参加型経験学習

提 グローバルな課!題を理解する

mCは 、参加翌学習を日本に紹介する組織の事分け韓な存在と

して、1989年以来、10冊以上のアクティビティを中心とした書籍を

翻訳鐘版紹介してきました。

アクティビティというのは、 「概念」を参加型手法を通して学ぶ

ためのもので、子どもたちがからだを動かして共通の体験をし、そ

れについてふりかえり、 「極念」や 「原All」を発見し、応用するカ

をつけられるように工夫された活動です。そのような指導方法を

「経験学習の4段階どと呼んでいます。

体験するというのは、非常,こ重要なことで、 「聞いたことは忘れ

る、見たことは覚えている、体験したことは応用が効くどと言われ

るようここ、五感を通して気づき、からだを動かすことで、頭だけで

なく、心も動かされるようなものであるのです。子どもの頃の遊び

の体験から学んだことがたくさんあるように、そして、体験の中に

心にひっかかるものが長く残り続けるように、わたしたちはまさに

体験から学ぶのです。経験学習の指導というのは、1鶴距この体験を

通じて発見じたり、学んだり、わかったことを、 一度の体験につい

て、その時の心の動き、考えたこと、惑じたこと、気づいたことに

ついてふりかえるとともに、仲関からの違った感想、気づきを欝く

ことで、体験したことの内実を豊かにし、そして、 「概念』や 「原

則Jと して了解し、自分なりの言葉で表現できるようにしていくも

のです。アクティビティのひとつひとつは明確なねらいを持ちなが

らも、決して正解がひとつだけというようなものではなく、オープ

ン・エンドな展開を想定して行うことが気づきの豊かさと、学習者
一人ひとりの学びの豊かさにつながるのです。

そのようなアクティビティの指導においては、ファシ|'テーター

という名務が示すように、 「気づいたこと、感じたこと、わかつた

こと」を引き出し、コミュニケーションを活発にし、学びを活性化

することのできる人材が求められるのです。

グローバルな課題の基本にある 「概念」 「構造」などをアクティ

ビティを通して理解していくことが、 「気づきJか ら 「行動Jへ の

応用力の基盤なのです。

斑 Gには1000を選えるアクティビティの蓄積があります。 「環

境」と 千人権Jを 柱にそれぞれ50選の主要アクティビティを選んで

います。ぜひ、総合的な学習の時間の 「動機づけ」あるいは学習の

共通基盤づくり、まとめの学習などの諸段階で取り入れていただき

たいと思います。
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筋いたことは忘れる、見たことは
覚えている、体験したことtま応用
が動く         ′
わたしとグ田―バルな課題を籍ぷ
グ田一バルな課題の概念韓 ・簿造
的理解を進める

4_体 験する

2_ふ りかえる

3.一 般化する

4.応 痛する

２

３



ERiC グローパルセミナー

総合的な学習 5つの提案

人権について理解するための基本概念環境について理解するための基本概念

自分を大切に思う気持ち

他書を尊重する

多様性を認める

基本幾人聞の欲求tBHN)

家族 ・コミュニティ・文イとに対する権利と責任

塞力(直接的/社 会的 `構造釣、物理的/精 神韓)を受

けない

差別 ・抑圧

偏見 ・ステレオタイプ

ニ重拘束(ダブルバインド)
多数派の圧力 ・少数者の不利益

権利 ・市民的権rSl

寛容さ

文化釣 ・社会的多様能

自由、自己決定、自己責任、自主性、主体横

民主主義

対立、紛争、戦争、軍績

エコロジー/生 態系
エネルギー

システムコ犠遺、メモターン

リサイクル

石田 ジレンマ

共有軌(ヨモンお
賢明な利用lwtte u韓)
質距、再生可能資源
資源の配分 ・分配

持続可能性

自指自足
循環型社会
人口、食料、

大量生産 ・大量消費、廃棄勧
生物的多様雄、主畠地、絶減、野生生物

有換性 ・弱じた系、成長の援界

物質循環 `食窃連鎖

人麟の生の質quatty ofi絶、人間の尊厳、いのち、

多様性、異質性 ,違い/共 通畿、相互依存 ,つながり、

平等 ・不平等、経済格差=富 の配分、先進国 '途上霞、開発、援助/国 藤協力、経済成長`発展)/GttP/目 藤

経済、憶務、公正さ、ジェンダー、捧害者、高静者、著者、子ども、先住最、少数者(マイノリティ)
参如、題入的なことは社会的なこと、成長の限界、

変化と未来、未来//未来の世代、籠億/額 笹観、パラダイム、
ョミュニティ、地域/地 域社会、市民魁 球市民

共通する基本的態度 ,スキル

WHOの ライフスキル
・意志決定
・歳題解決
。創造的恩考
,批判的思考
・効果的ヨミュニケーション
,対人棗係スキル
・自己意識
,共感性
・情動への対処
・ス トレスヘの対処

自己理解、主体的自己主張、アサーション、自尊感宿、自負心、

業感掬コミュエケーション、

人間関係スキル

社会的スキル

問題解決能力、業窪発見能力、問題提起能力
分析的患考、批判的患考、創造的患考
コミュニティ意識

協力、協調、協働

提言、社会的行動

懇像力、寝値観、相対化

アクテイビテ土

アクティビティを年樋のカリキュラムに位置付けておくことも可能

ですが、子どもたちの実態に合わせて、 「ゴミFF8題」に取り組もうと

する時に、子どもたちが物賃循環という概念を理解していないようで

あれば、 「朝食はどこから」をやって、共通理解の基盤整備をしてか

ら、学習を展開していくというような方法もあるのではないであょう

か。アクティビティは、比較的年齢層の広い学習者に対して応用する

ことが可能です。
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ERiC ダ田一バルセミナー

総合的な学習 5つ の提案

提案2 課 題にせまる参加型手法
=子 どもたちの 自省 と共感 と考える力 を伸ぱす

参加型学習というのは、教育目標と内容と方法の三位一体を日指

して正夫されてきたものです。ですから、当然、学習者の主体性を

伸ばし、参加する意欲と技術を伸ぼすことにつながっています。そ

のために、参加型学習はその指導方法自体によって、自らをふりか

える反省的恩考、他者の感情や意見に耳を傾け共感的に理解するカ

を高めるものです。さらに.参 加型手法を多様に使うことで、分析

的に考える力をつけることが可能です。

邸ECでは、これまで経験してきたさまざまな参加型手法を12の

ものの見方 ・考え方としてまとめました。参加型手法を、学習課題

にせまるための方法として活用することで、分析的に考える方法が

身についていきます。総合的な学習において、子どもたち自らが課

題を設定して行う 「課題解決型学習」 「プロジェクトや習」などに

おいて,参 加型手法を活用することが可能で

す。ダ,い―プ学習を基本とした参カロ理学習は、

協力学曹の基本につながるもて1りでもありますじ
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１

２
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謀題の全体像をつかむ   !

ものの見方を相対化する
テーマ ・課題についての共通理

解を築く

舎体像を提える

京|二Iさせて考える

ブレーンス トーミング、運懇図、イ
メージ田.ミ クロ ,マクロ、構造
園、ス トーリーづくり、

出発点、ある。ない、良い・悪い

プラス `マイナス、賛成 ・反対、
つのコーナー

XY輪 表、マ ト

リストづくり、ベン図、ビンゴ、パ

ターン、仲F83探じ

因果関係田、フ田―チャー 体、ウー

リーウェプ、ス トーリーづくり

iV.チナ禁する

V.困 果関係を考える

VI.優 先順位を考える
ランキング、重みづけ、ジレンマ

カード、コンベ

Vil.量的に捉える

統計ラインアップ、分配円グラフ、

シミュレーション、分布図、生活時

間分析表

Vi‖_時 PB3的に捉える タイムライン、経年分析、季節暦

tX.空 間的に捉える 地図づくり、経路分析、Sg係図

X卜 指標で捉える

ロール・プレイ、シミュレーション
Xl.モデル ・シミュレ

ーションで提える

X常̀計 画する
行動計画づくり、プロジェクト

ンペ、カード分析、力の分析

課選るsueとは何か

1,何 が採題か

2.な ぜ起こってきたか

3.だ れが利益を受け、だれ
が不利益を受けているか

4,わ たしたちのビジョンは

何か

5,何 ができるか

6と どのようにすれば摩成で

きるか
やEdu破対nq ro「the Futtreより



ERiC グ田―パルセミナー

総合的な学習 5つ の提案

提案3 豊 かな人間関係を創る

=自 己理解の鏡としてのコミユニケーション

=コ ミユニケーションを恐れず、コミュニケーション・出

会いから学ぶ
=コ ミユニケーションが成立するコミュニテイづくり

ERICの翻訳出版してきた書籍には、人間関係 トレーエングのもの

もたくさんあります。 「わたし、あなた、そしてみんな」や r対立か

ら学ぽうJ「 いっしょに学ぽう」 「いっしょにできるよ」などがそう

です。そこで紹介されているコミュニケーションのアタティビティ

は、コミュニケーションを鏡として自己を知り、異質なものとの出会

いを恐れることなく、出会いを豊かな学びにしていくことのできる主

体能とス辛ルを育てる方法を示しています。そして、そのようなコ

ミュニケーションから学ぴ合う関係の基本として、安客的な風土が不

可欠であることも指摘されています。

参加型経験学習の方法は、コミュニケーションのスキルをトレーエ

ングするのにも適した指導方法です。自分たち自身のコミュニケー

ションについてお、りかえる、他者の感情、意見に耳を傾けるというの

は、よりよいコミュニケーションの基本であるからです。そのような

コミュニケーションのスキルの訓練に、 T自 分自身をふりかえる」
「わたしを肯定的に、いいところも悪いところも含めて受け止める」

「対立は悪くない」 「相手の話を共感的に聞く」 「傾聴する」 干ゎた

しメッセージで伝える」などの基本的なコミュニケーションについて

の概念の指導を加えることで、単なる技術の反復訓練だけではない、

より効果的な学びにつなげることが可能になります。

総合的な学習の時間や道徳、特活の時間などを活かして、子ども

たちのコミュニケーション能力を指導することは、幼児の頃から取

り組むことができますじ、また、あらゆる技術教科がそうであるよ

うに、繰り返し、繰り返し指導することで、技術は身につき、活用

することができるものになっていくのです。

わたしたち一人ひとりは、さまざまなつながりの中に生きてい

ますぉそれらのつながりが、個人を形成すると言つても過言ではあ

りません。提案3のようなコミュニケーション能力を身につけてい

くためには、一人ひとりが 「安心して、自由に」いられる受容的な

風土.コ ミュニティが必要です。そして、そのようなコミュニティ

をつくっているのは、一人ひとりの存在なのです。
一人ひとりを大切にするということと、その一人ひとりがつなが

り、さまざまなコミュニティに生きていることの両方が、人間の存

在の基盤なのです。自分を大切に思う気持ち、互いを尊重するコ

ミュニケーション、そして共生のコミュニティが達成されていくこ

とがわたしたちが目指す教育の成果なのです。
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自己理解 ・主体的自己主張
対立を恐れず、相手を尊重する
コミュニケーンヨン
受害的風土づくり

申 逸
10の基本糧金

1.対 立ほ悪くない

2.対 立の扱い方
3.対 立は激化する 。内在化する
4[想 りの温度計(感情とからだ)
S、 わたしメッセージ
6、 アクティプ =リスニング(傾聴)
7_視 点メガネ
8,ウ ィン・ウィン型解決
9て 要望と本心

10、 調停と伸競

― 片 _ さ ′_ ｀

○自省する力・客観的に自分をふリ
かえる

O自尊感情'自分を大切だと思う気
す寺ち

○アサーション・自己表現
○相手に向ける気持ち ,関心

O自他に対する肯定的・プラス愚考
○対立は悪くない
○異質な存在を受け入れる
〇懐聴`共霧的に開く姿勢
○人間を信頼する気持ち

間とエネルギーをかける



ERiC グ 観―パルセミナー

総合的な学習 5つ の提案

子どもたちの一番身近なコミュエティである学級から、 「白尊ど

「共感」 「共生」が実現されていくことが、より大きなコミュエテ

ィヘの効力感のある参姫につながります。まずは、気づき=意 識の

変容があり、態度が変わり、そして行動がともなってきます。ヨ

ミュニケーション能力同様、幼児の頃から繰り返し繰り返し、わた

したちの社会からのメッセージとして、伝え続ける必要のあること

なのです。

学級の受容的風土づくりのためには、次のような活動が役にたつ

のではないでじょうか。

①学級のルールづくリ    キ 「未来を学ぽう」
○話し合いのルールづくり

O嬢聴のトレーエンダ

○対立から学ぽうのカリキュラム

自分をふりかえり、コミュニケーション能力を磨くために、

ERICでは 「わたしからはじまるコミュニケーション」と 「作文緒

導」について新たなワークシート集をまとめました。また、2人一

組でコミュニケーションの基本を育てるノ
｀
Sディ ・システムの提案、

「Lずs偽刑肥慮cttdどの出版も用意しているところですじぜひ、よ

りよい提案につなげるためにご協力ください。

コミュニケーション

1,は じめまして
2,コ ミュニケーションってれ
3_コ ミュニティとわたし
4,高 めあう伸聞
5,世 界とのつながり

6.み んなで取り組もう
7.対 立から学ぽう Pan l
3.対 立から学ぼう Paた 2

9,み んなで行動するとき
40.で きる!やれる1

・バディ ・システムというのは、

グループ学音などに墳れていない

ティーンエイジの子どもたちが、

もっとも安心して語り会える単位

として2人一親で受容的コミュニ

ケーション照十を確立していける

ように配慮した指導方法議です。

「わたし」を育てる作文指導

・
作文指導は、鶴人作業で、コミュニケーションの基本であるまず自分自身をふりかえること、自分を知るこ

と、そしてそれを文章化することを目標としたものです。霞議の授業などでも活用できます。
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わたし寝
自盟

○白調 介

Oわ たしの夢
Oは み
0人 生α河             ‐

0こだわりのもの
O夏休み殺寄

セルフ‐エスティーム

O看棄の量物

O優畿
O名前

あなた頬
コミュニケーション

Oを目を文宰で書く
○塵ガたつたときのこと
O手紙
0は じめの一歩
O言いたくても者えないとき/標解されたときのこと
○感島を伝える

○豊落の優調をふりかえる
一インタピューからストーけ―を作る

人溺関係
○先生             _
0茂だち            す
鎌
○らたしの出会った人

みんな癌
コミュニティ

○棄層お自己分祈

O心 に残るクラス

0わたしの町態住みやすいか
ダコーパブレな翌雇

Or育 児じない男ほ父親とは呼ばない」
O国鎮貿晏と私たちの生活
Oフ ェアー・プレイの構神
○豊かさについて
0転 記を読む
O横者を読んで

技術振
言裏

○ふだんの音葉をふりかえる

O母書を批判的に章む
O盛 宜残音素からの連題

文豪技密/書 くことの楽とみ
Cイ メージを広げよう

○主庭を決める

錬
O職 き拐笛
0毎歌を器む
0電車の中のできごと
0永ほ器に=苺媒から写生文

0写真を見て

0音難を定森じよう そのと



巨RIC ダEl―バルセミナー

総合的な学雷 5つ の提案

提案4 コ ミュエティ意識を育てる

=コ ミュエテ ィの課題解決に取 り組む

重いに学び合う関係の墓盛としてのコミュニティという側面に加

えて、コミュニティは社会であり、子どもたちにとってのもっとも

身近なコミュエティほ学級であるのです。

学級に受容的な員土を作り出すことにひとりひとりが責任を持っ

ていたように、より大きなコミュエティ、地域社会、国、地球社会

というコミュエティに対しても、わたしたちが責任ある存在である

ことを意識化すること、そしてそのためをこ行動すること!ま、グ理―

バルな課題について学ぶもうひとつの方法です。

次のようなアクティビティが子どもたちのコミコゥエティ意識を育

てるの1こ役立つので'まないでしょうか。

○教室の中の世界探検隊   辛

0わたしたちの世界松    本

Oいま、世界で起こっていること

010人の親しじヽ人々

○重題的自己分析

Oコ ミュエティとわたし分析

Oコ ミュエティの夫来    者

○コミュニティを育てる10箇条

「ワールド,スタディーズど
「未来を学|ゴうど

ネ「未乗を学|ゴう」

ョミュニティ豆議を育てる 。

社会的窯題に鏑心を持つ

コミュニティの謡運を知る

解決に向けた行動 ・提言活動

を行う

_丘窒堅重≧窪整塗1登還重運動二ゝュ_
4つ のA's

Awareness気 づき

Att☆ude態 度

Adion行動

Aさv-3y提 言

コミュニティの問題解決

4tョミュニティの溺題を探る
2,問題を選ぷ

3.生徒の技術を伸ばす
4,調査する

5、ビジョンを持つ

6,行動計画を立てる
7.行動に移す

8.行動の評価と変更
tTSW研

修より

２

３

「未来を学ぽうど

そして、子どもたちのコミュエティ意識を、次のコミュエティの

課題解決へつなげましよう。

地域コミュニティについての学びや環境調査、問題解決などが、

絵合的な学習の時間に1ま取り入れられることになるでしょう。それ

は、さきほども言ったように、地域社会が子どもたちを理―カル

な、そしてグローバルな課題に結び付けていく身近な社会、コミュ

ニティであるからです。そのときに、 「隠h主 体釣参加地域評価

法」などの手法を取り入れたERICの 「参加型で伝える12のものの

見方 ・考え方」は、地域の課題を分析したり、行動の優先順位を決

めたり、行動計画を考えたり、その緒果を指標によって評価して

いったりなどに応用できるものです。

また、参加型学習は、その方法自体が、ひとりひとりの参力藤に

よって全体の学び、発見が豊かになるという経験につながるため

に、 「参加意識」を高めるよい方法でもあります。

コミュエティ寺こついて考える時、課題解決をしようとする時、

「未来』について考え、ビジョンを持つのは必須のことです。

8

0二RiC園擦理解教育センター

妻題

○子ども一人ひとりのコミュニ

ティ意識を育てる

○子どもたちの学級コミュエテ

ィを育てる

○子どもの指域コミュニティヘ

の参競を高める

○子どものより大きな共同体、

地球市民意識を育てる

Oョ ミュニティの課題解決のた

めの行動を育てる



=RiC グ露―バルセミナー

総合的な学習 5つ の提案

提案5 L朝 航軽Organiz痕o&を実現し、

Leaming Societyのリーダーとなる学校を目指して
=学 校 と地域の協力を提進 し、資源を活用する

これまでの4つの提案では、子どもたちを対象にして、関 Cか

らの提案を述べてきました。さて、では、総合的な学習の推進体押  4.子 どもたちとともに学緯 校
と人材育成については、どうでしょうか。 2.想 殺として学び、課題に取り組
総合的な学習で子どもたちが学ぶことを求められている誇課題     む 学校

は、実は生涯学習社会の r新しい学習課題」と言われるものと共通   3.驚
撃盟至塁

として 社`会|とゃ

する課題なのです。学ばなければならないのヤま子どもたちだけでは

ないのです。誰かひとりの教師、何かひとつの教科書、どこかひと

つの場所で達成される学びとは、まったく違った学びが求められて

いるのです。

もちろん、生遊学習社会にあって、学校は生涯にわたる学びの基

礎を培うべき位置付けにあることは、これまでと同様です。だから

こそ、ものの見方・考え方、学び方、人間関係のスキル・トレーニ

ングなどを、わたしたらも積極斡に提案しているわけですが、伝え  1真
斎関開房罰爾頭覆斎現扇繭事

~~l

方がメンセ~ジ であるということは、学校の姿勢自体が子どもたち

に対するメッセージになっていることを忘れてはなりません。

生涯学習の基盤を築くためまこ:ま、生涯学習の姿勢が学校に求めら

れているということであり、それはとりも直さず、また、そうあら

ねば、子どもたちに指導することもできないということなのです。

組織としても、 「学び続ける」組織しか生き残ること,まできない

と言われる現在、学校ほ既存の体系化さ才こた、精選された知識・理

解の伝達者から、自ら学ぶ姿勢によって生涯学習の基本を伝える組

織へと変わる必要があるのではないでしようか。

駅宜Cで,よ、毎年年間に180件ほどの指導著育成研修を行ってお

り、総合的な学習の推進のためには、以下のような取り組みが不可

欠であることに気づき、そのための指導者育成研修のノウハウを蓄

積してきました。

○学校と地域が教育の使命についての共通理解を持つ

C湖臥や地域が、子どもの問題を、学校や子どもたちと共に考える

○大人もコミュニケーションの技術を身につける

○組織として取り線むための方法論を身につける

○地域は生きたフィールドであり、地域の課題た共に取り組む

学校】ま決して地域からす―ビスを提供してもらうだけの存在では

ないはずです。学校が地域に何を提供しようとしているのか、その

ためにどのような協力が必要なのか、協力することでどのようなメ

リットが地域にも得られるのか。教育の課題解決は、対立の解決同

様、ウィンウィン型解決であるべきではないでしょうか。
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1_シ ステム恩考

2ャ 自己マスタリー千 ひ とりひ

とり、あるいtま縫綴そのもの、が

自分を高める態度を持つ

3ト メンタル ・モデルの売服i 鶴

穀における自己イメージの変事

4、 共有ビジョンの構築i 個人の

ビジョンを趣繊のビジョンに

ユ チ ーム学習: 組織における対

話と共同最考



ERrC グロー/wレセミナー

継合的な学督 5つ の提案

学校自由裁量の幅が大きく認められている総合的な学習を展開す

るためには、学校全体で取り縄むこと、地域との連携を計ることが

課題であるとは、だれもが指擦するところです。協力のためには、

具体的には r参加」してもらうことが大切なのですが、一人ひとり

の動力感につながる参加のため,こは、やはり参加型手法を活用する

ことが効果的で楽しい参加につながるのではないでしょうか。

理 Cでは、地域の合意影威のための構造化された会議の方法と

して、フユーチャーサーチ会議という方法論について学んできまし

た。さまざまな参加者が想定される場合、そしてコミュエティとい

うものは本質的にそうなのですが、合意を得ようとするならば、過

去を共有し、現状についての理解を共有し、そして未来のビジョン

を共有することが不可欠です。フューチャーサーチ会議では、さま

ざまなセクターからの参加を得て、異なる価値観を持つ人々の目で

も、未来のビジョンを共有する申で、最低撰の共通基盤に焦点を当

てて、共通の行動計画に合ましていくという段階を踏んでいます。

学校内での脇力、地域との連携を進める上で、参加型を取り入れ

た計画立案のための効果的な会議の方法が役に立つことでしょう。

下記の8つの共有項目も参考にしてください。
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ユ ~ア
マ

~y一
ァ 言 =り 何

―地域の合意形成のために

過去の共有
現状分析の共有
未来のシナリオ

題 難

１

２

３

４

５

地域との

連携によ

る教育の

理念

械市の目標.地 この強

育に果たす役割につい

て共に考える

盤進の使

命

ミッション `ステー ト

メントを書こう

リソース

分析

絶域にはどのような

人、毒、乗材、がある

か、確認しよう

ネットワ
ーク地題

どんな機力関係が存在

するか

季加を提控する

学校の数員も地域の人も忙しい。競加が難しく

てもがつかりしない。ということを競提に、会
議を発 しく効率よく進めること.

過去を共有する
一人ひとりの体験を含め、地域の歴史、あるい
fま学校と地域の欝係の歴史なども共有する。

現状分析を共有する
地城の譲題、資源、ネットワークなどについて
の分析を共有する。

共通の霧艇を探る
地域の離襲の中から、共通に取り組める、双方
にとってメリットのある離題を採る

未来のビジョンを共有
する

地域の未来餞、社会の未来をどう考えているか
について共有し、一人ひとりがビジョンを持
て) .

ミッションを共有する
業に取り捜む静闘や組織の使命は何かt共 有す
る。常に参出を広げていくことも使命のひと
D .

共通基盤を横立する

パートナーシップのためにtよ、それぞれの組緯
盛理、時閣の使い方などが違っていること、飼
を共通基空にして取り組めるのかを確認すると

行義計画を立てる 役部分担を含め、窯理のない計画を立てる。

効果的なA・―トナTカ フ
°
のための

力
・
イト
・
ライン

とみんなが合意できる目壊を選ぶ
・つねに人を巻き込む
。それぞれが衰惑できることは違う
。過去の違いは不間に
・行動計画を立てる
。スタッフを窪うか指名する
・意志決定の機進をつくる
。競果的に会合を運営する
手情報クリヤランスの方法を確立する
・互いの努力を認める
・齢利を勝ち取る
。お視いしよう !

本
ァピィ .ラスキィの研修よ,


