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６ ふるさと学習の支援

平成28年度から継続的に「ふるさと学習の支援」を行っている。これは市外への人口流出抑制や、Ｕ

ターン移住者の増加及び交流人口の拡大などを狙いとしている。また、学校教育を通じて、地元への深

い理解と愛着心の醸成や廿日市市のシビックプライドを構築することも目的に行っている。

なお、この取り組みは主に市内に住む子どもが、地域への誇りや愛着心を持つことにより、将来にわたっ

て本市に住み続けることや、進学、就職、結婚などによりいったんは市外に居住した場合でも、再び本市

に移住することで地域の継続性や地域力維持を図ることに資するものであることから、長期的取り組みと

して位置づけ、継続的に実施している。

６－１ 事業概要

（１）概要

シティプロモーション事業における「ふるさと学習の支援」は４年目を迎えた。

今年度は、新たな連携先となる学校を模索するため、平良小学校、廿日市小学校、大野学園、吉

和学園、四季が丘中学校、廿日市高等学校、佐伯高等学校を訪問し、意見交換やアドバイス等を行

った。

今年度は新たな視点として、SDGｓの考え方を導入した。各校へのアドバイスのときに、SDGｓの考

え方を説明し、総合学習の取り組みに通じることだとを先生方に説明した。また、先生を対象とした研修

会で、SDGs のカードゲームを行った。まずは先生への SDGｓの理解と関心を高めることで、児童・生徒

たちに広めていくことを試みた。

本事業は、昨年度に続き、株式会社ジブンノオトの大野圭司氏をアドバイザーとして、廿日市市教育

委員会と連携して事業を推進した。また、SDGｓの考え方を導入するにあたり、2030SDGs カードゲー

ム公認ファシリテーターである広島城北中学校・高等学校教頭の中川耕治氏の協力を得た。

今年度の成果としては、「ふるさと学習発表会」で、SDGｓの考え方を導入して実施できたことが大き

い。

次年度は、今年度の成果である SDGｓの考え方の導入を進めるとともに、「ふるさと学習発表会」を

小学校・中学校の合同開催および高等学校の単独開催を検討する。
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（２）事業経過一覧

令和元年度は、以下のようなスケジュールで業務に取り組んだ。

回 日程 場所 内容

1 4月 9日（火） 平良小学校 主な協議：4年生「総合的な学習の時間」の方向性

2 4月 18 日（木） 吉和学園 主な協議：ふるさと学習（地域開発）の方向性

3 5月 15 日（水） 平良小学校
主な協議：4年生「総合的な学習の時間（学校ミュ

ージアム）」の具体化

4 5月 17 日（金） 平良小学校
4年生「総合的な学習の時間（学校ミュージアム）」

授業サポート

5 6月 4 日（火） 吉和学園
小学校・中学校合同「ふるさと学習（地域開発）」

授業サポート

6 6月 4 日（火） 四季が丘中学校
主な協議：1年生「総合的な学習の時間（宮島学

習）」進め方

7 6月 14 日（金） 四季が丘中学校
1年生「総合的な学習の時間（宮島学習）」授業

サポート

8 6月 20 日（木） 宮島
1年生「総合的な学習の時間（宮島学習）」現地

での授業サポート

9 7月 16 日（火） 平良小学校
4年生「総合的な学習の時間（学校ミュージアム）」

授業サポート

10 7 月 23 日（火） 廿日市高等学校 主な協議：今年度の探究学習支援について

11 7 月 31 日（水） 大野学園 廿日市市中学校教育研究会

12 9月 4日（水） 廿日市高等学校
1年生「総合的な探究の時間（桜尾ゼミ）」授業サ

ポート

13 9 月 13 日（金） 佐伯高等学校 主な協議：ふるさと学習発表会について

14 10 月 11 日（金） 廿日市市役所 主な協議：ふるさと学習への SDGs 導入について

15 10 月 16 日（水） 平良小学校
4年生「総合的な学習の時間（学校ミュージアム）」

授業サポート

16 11 月 2 日（土） 平良小学校 平良小学校まるごとミュージアム
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17 11 月 27 日（水） 佐伯高等学校
主な協議：ふるさと学習発表会での発表テーマについ

て

18 11 月 27 日（水） 廿日市小学校
6年生「総合的な学習の時間（宮島学習）」授業

サポート

19 12 月 13 日（金）
廿日市市

「しごと共創センター」
主な協議：ふるさと学習への SDGs 導入について

20 12 月 18 日（水） 廿日市高等学校 1年生・２年生合同 ポスターセッション

21 1 月 9 日（木） 佐伯高等学校 主な協議：ふるさと学習発表会に向けて

22 1月 21 日（火） 廿日市高等学校 ふるさと学習発表会のプレゼンテーション指導

23 1月 27 日（月） 佐伯高等学校 主な協議：ふるさと学習発表会に向けて

24 2月 3 日（月） 吉和学園 ふるさと学習発表会のプレゼンテーション指導

25 2月 5 日（水） 佐伯高等学校 ふるさと学習発表会のプレゼンテーション指導

26 2月 8 日（土）
ウッドワンさくらぴあ

小ホール
ふるさと学習発表会

27 2月 10 日（月） 廿日市小学校
6年生「総合的な学習の時間（宮島学習）」授業

サポート
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６－２ 校内外での研修・学習支援

本事業を推進するにあたり、複数回の協議を重ねるとともに、校内外での支援を行った。

（１）平良小学校4年生：「総合的な学習の時間」の方向性

＜概要＞

日時：平成３１年 4月 9日（火）15:00～17:00

場所：平良小学校

内容：昨年度支援した 3年生が 4年生となり、「平良小学校の魅力とは何か。」、「どのような手法で、

誰に伝えるのか。」等、今年度の学習コンセプトを先生方と意見交換。

学校ミュージアム構想の具体化を進める。

（２）吉和学園：ふるさと学習（地域開発）の方向性

＜概要＞

日時：平成３１年 4月 18日（木）16:00～18:00

場所：吉和学園

内容：昨年度の地域開発のテーマであった「ルバーブ」も継続的に取り組みつつ、森林資源をテーマにし

た総合的な学習について意見交換。まずは炭焼体験等を見学したうえで、具体的な支援につい

て考える。その他、吉和に関心を持つ、韓国の子ども達とのインターネットビデオ交流の計画もあ

り。

（３）平良小学校４年生：「総合的な学習の時間（学校ミュージアム）」の具体化

＜概要＞

日時：令和元年5月 15日（水）16:00～18:00

場所：平良小学校

内容：学校ミュージアム構想を 4年生でどのように進めるかについて意見交換。

明後日、5月 17日（金）の授業実施に向け、授業内容や役割について協議を行った。

（４）平良小学校4年生：「総合的な学習の時間（学校ミュージアム）」授業サポート

＜概要＞

日時：令和元年5月 17日（金）13:00～15:30

場所：平良小学校

講師：㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：大野氏による「学校ミュージアム構想に取り組みたい」という動機付けとなる授業を実施。
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（５）吉和学園：小学校・中学校合同「ふるさと学習（地域開発）」授業サポート

＜概要＞

日時：令和元年6月 4日（火）10:00～13:00

場所：吉和学園

内容：今年度の地域開発テーマである森林について知る、体験するために、炭焼体験の現場見学を行

った。

（６）四季が丘中学校1年生：「総合的な学習の時間（宮島学習）」進め方

＜概要＞

日時：令和元年6月 4日（火）16:00～17:30

場所：四季が丘中学校

内容：廿日市市の 3地域（廿日市、吉和、宮島）を比較する「ふるさと学習」について、具体的な支

援方法を協議。

（７）四季が丘中学校1年生：「総合的な学習の時間（宮島学習）」授業サポート

＜概要＞

日時：令和元年6月 14日（金）10:45～12:35

場所：四季が丘中学校

講師：㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：宮島で行うインタビュー（班ごとに、日本人と外国人に）を成功させるために、インタビューのコツ

等をアドバイス。

（８）四季が丘中学校1年生：「総合的な学習の時間（宮島学習）」現地サポート

＜概要＞

日時：令和元年6月 20日（木）09:00～12:00

場所：宮島

講師：㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：大野氏が、生徒たちのインタビュー活動をサポート。

（９）平良小学校4年生：「総合的な学習の時間（学校ミュージアム）」授業サポート

＜概要＞

日時：令和元年7月 16日（火）13:30 ～15:00

場所：平良小学校

講師：舩附洋子氏

内容：宮島郷土史家の舩附氏をお招きし、平良小校区の地域と宮島がどのようなつながりがあるのかを

学習。
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（10）廿日市高等学校１年生：今年度の探究学習支援について

＜概要＞

日時：令和元年7月 23日（火）17:30 ～19:00

場所：廿日市高等学校

内容：廿日市高等学校 1年生の探究学習テーマは、「廿日市市の課題解決」。キックオフとして行う

講演会の打ち合わせを先生と行った。

（11）廿日市市中学校教育研究会

＜概要＞

日時：令和元年7月 31日（水）14:00 ～16:30

場所：大野学園

講師：㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：総合的な学習の時間の部会で、宮島水族館で試行した「SDGs ツアー体験会」を実践事例と

して大野氏が紹介。

（12）廿日市高等学校1年生：「総合的な探究の時間（桜尾ゼミ）」授業サポート

＜概要＞

日時：令和元年9月 4日（水）14:00 ～16:00

場所：廿日市高等学校

講師：シティプロモーション室 佐藤萌主任主事、㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：廿日市高等学校 1年生の探究学習で講演を実施。佐藤主任主事による「廿日市市を知る」

講演及び大野氏による「世界を自分ごとに」をテーマにした講演、ワークショップを実施。

（13）佐伯高等学校2年生：ふるさと学習発表会について

＜概要＞

日時：令和元年9月 13日（金）15:00 ～16:00

場所：佐伯高等学校

内容：2020年 2月に実施する、ふるさと学習発表会への参加の打ち合わせ。
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（14）ふるさと学習への SDGs導入について

＜概要＞

日時：令和元年10月 11日（金）09:00 ～11:00

場所：廿日市市役所

内容：ふるさと学習に SDGs をどのように取り入れるかを協議。12月の市教育研究会では SDGs カー

ドゲーム実施、ふるさと SDGs ワークシートへの意見交換を行う。ふるさと学習発表会では、各校

の発表へのラベリング、縦幕等、導入や講評、その他も含めふるさと学習と SDGs の関連性を押

し出すこととした。

（15）平良小学校4年生：「総合的な学習の時間（学校ミュージアム）」授業サポート

＜概要＞

日時：令和元年10月16日（水）08:30 ～10:30

場所：平良小学校

講師：㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：11月2日（土）の「平良小学校まるごとミュージアム」に向けて、大野氏がガイドリハーサルに

参加しアドバイスを実施。

（16）平良小学校まるごとミュージアム

＜概要＞

日時：令和元年11月2日（土）13:00 ～14:30

場所：平良小学校

内容：午前中の学習発表会に連動していて、保護者や地域の人が多数参加していた。4年生以外の

高学年も委員会発表等を行っていて、学校全体使った教育イベントになっていた。

（17）佐伯高等学校２年生：ふるさと学習発表会の発表テーマについて

＜概要＞

日時：令和元年11月27日（水）08:30 ～15:00

場所：佐伯高等学校

内容：「さえき学」のこれまでの情報を共有し、来年度以降の「さえき学」について協議。

（18）廿日市小学校6年生：「総合的な学習の時間（宮島学習）」授業サポート

＜概要＞

日時：令和元年11月27日（水）08:30 ～15:00

場所：廿日市小学校

講師：㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：大野氏が 6年生全員（3 クラス）に向けて「伝え方」をテーマに授業を実施。
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（19）ふるさと学習への SDGs導入について

＜概要＞

日時：令和元年12月13日（金）16:00 ～18:00

場所：廿日市市しごと共創センター

内容：12月 26 日に開催される市教育研究会での SDGs カードゲーム実施の協議及び SDGs ワー

クシートの意見交換を行った。

（20）廿日市高等学校1年生・2年生 合同ポスターセッション

＜概要＞

日時：令和元年12月18日（水）09:00 ～16:00

場所：廿日市高等学校

内容：今年度で 4年目となる、探求学習「桜尾ゼミ」のポスターセッションに参加。1年生・2 年生の合

同開催。ふるさと学習発表会の代表チームの候補も選定した。

（21）佐伯高等学校2年生：ふるさと学習発表会に向けて

＜概要＞

日時：令和２年1月9日（水）09:00 ～10:30

場所：佐伯高等学校

内容：ふるさと学習発表会の発表内容の打ち合わせ。学校設定科目「さえき学」のこれまでの学習につ

いて、2年生が 3名程度で発表することとした。

（22）廿日市高等学校１年生：ふるさと学習発表会のプレゼンテーション指導

＜概要＞

日時：令和２年1月21日（火）15:30 ～17:00

場所：廿日市高等学校

講師：㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：探究学習「桜尾ゼミ」ポスターセッションを通じて選ばれた 2 チームのプレゼンテーションをブラッシュ

アップ。

（23）佐伯高等学校２年生：ふるさと学習発表会に向けて

＜概要＞

日時：令和２年1月27日（月）16:00 ～17:30

場所：佐伯高等学校

内容：ふるさと学習発表会でのプレゼンテーション資料をブラッシュアップ。
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（24）吉和学園：ふるさと学習発表会のプレゼンテーション指導

＜概要＞

日時：令和２年2月3日（月）13:00 ～16:00

場所：吉和学園

講師：㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：吉和学園のプレゼンテーションをブラッシュアップ。昨年度発表した児童・生徒もいるため、生徒間

でのアドバイスも見受けられた。

（25）佐伯高等学校２年生：ふるさと学習発表会のプレゼンテーション指導

＜概要＞

日時：令和２年2月5日（水）13:30 ～15:00

場所：佐伯高等学校

講師：㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：３人のプレゼンテーションをブラッシュアップ。

（26）ふるさと学習発表会

＜概要＞

日時：令和２年2月8日（土）09:30 ～13:00

場所：ウッドワンさくらぴあ

内容：SDGs の視点を取り入れたプレゼンテーションを実施。平良小学校、吉和学園、佐伯高等学

校、廿日市高等学校の発表 4校それぞれの特性が発揮できた発表会であった。

（27）廿日市小学校6年生：「総合的な学習の時間」授業サポート

＜概要＞

日時：令和２年2月10日（月）09:00 ～12:30

場所：廿日市小学校

講師：㈱ジブンノオト 大野圭司氏

内容：宮島体験学習に向け、チラシ配布による観光客とのコミュニケーション方法を大野氏が指導。
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６－３ カードで学ぶ SDGｓワークショップ

（１）概要

目的： カードゲーム体験を通してSDGｓについての理解を図る。

期日： 令和元年１２月２６日（木） １３：００～１６：３０

場所： 廿日市市役所 ７階会議室

対象者：小・中学校教諭等

内容：

１３：００ 開会

１３：０５ ワークショップ１（SDGｓカードゲーム体験）

１５：４０ ワークショップ２（SDGｓ学習プログラムについて、SDGｓ学習シートについて）

１６：２５ 閉会

講師：

中川耕治氏（2030SDGｓカードゲーム公式ファシリテーター、広島城北中学校・高等学校教頭）

（２）当日の様子

６－４ ふるさと学習発表会

廿日市市内の児童・生徒に「ふるさと廿日市」への愛着と誇りを醸成するとともに、児童・生徒が発信

することにより、観覧・聴講に訪れた市民・事業者の皆さんと地域への関心を高める波及効果を期待して、

平成 28年度から継続的に開催している。

（１）概要

日時：2020年 2月 8日（土） 10:30～12:30

場所：ウッドワンさくらぴあ小ホール

司会進行：大野慶子氏、コーディネーター：株式会社ジブンノオト 代表取締役 大野圭司氏
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プログラム：

０ リハーサル

9：00～ 廿日市高等学校、9：20～ 平良小学校、9：40～ 佐伯高等学校、

10：00～ 吉和学園

１ 開会

２ 市長 開会あいさつ

３ コーディネーターによる取り組み趣旨の説明

４ 学習発表

（１）平良小学校 4年生

発信しよう木の学校「平良小学校まるごとミュージアム」

ー大好きな学校のよさを地域の人にガイドしよう

（２）吉和学園 中学1年生、小学 5・6 年生

「吉和の森林開発」に向けた取り組み

（３）佐伯高等学校 2年生

「さえき学」ー地域活性化の提案と実現に向けてー

（４）廿日市高等学校 1年生

「地域の課題を考える」

ー廿日市市を私たちにとって住みやすい街にして、廿日市市の魅力を紹介しようー

５ コーディネーターによる講評

６ 教育長 閉会あいさつ

７ 閉会

参加者：約３００人（※発表者含む）
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チラシと当日配付資料：

当日配布資料（表面） （裏面）

募集チラシ

メディア掲載：

中国新聞 令和２年 1月 31 日（金）
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（２）当日の様子

受付の様子 ポスター掲出の様子 松本市長挨拶

平良小学校① 平良小学校② 平良小学校③

吉和学園① 吉和学園② 佐伯高等学校①

佐伯高等学校② 廿日市高等学校① 廿日市高等学校②

大野氏挨拶 奥教育長挨拶 集合写真
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（３）効果検証

全体では、「知っている」が 10.3%、「知らなかった」が 89.7%で、ほとんどの人が「ふる

さと学習発表会」を知らなかった。

広島都市圏と廿日市市を比較すると、廿日市市では「知っている」が 20.0%と、広島都市

圏より認知率が高い傾向を示している。

図 「ふるさと学習発表会」の認知率（n=600）

全体では、「良いと思う」が 47.7%で最も高く、次いで「どちらともいえない」が 28.5%で

続く。

広島都市圏と廿日市市を比較すると、廿日市市は「非常に良いと思う」と「良いと思う」

を合わせると 71.5%と、広島都市圏より肯定的な意見が多い傾向を示している。

図 「ふるさと学習発表会」の評価（n=600）

Q 廿日市市の「ふるさと学習発表会」を知っていますか？

【ふるさと学習発表会】廿日市市内の小学生、中学生、高校生が、地域（廿日市市）の課

題と魅力を調査して、その成果を発表することで、地域への理解と愛着を深める取り組

み。

Q 廿日市市の「ふるさと学習発表会」の取り組みについて、どのように思いますか？
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非常に良いと思う
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良いと思う
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思わない

4.2
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