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　このハンドブックは、小学校などにおける福祉教育（ふくし学習）を進めるための手引書
として作成しました。
　札幌市では、学校教育が目指す子ども像のひとつとして「心豊かで自他を尊重し、共に高
め合い、支え合う人」を掲げています。また、学ぶ力の育成の一環として、課題探究的な学
習を取り入れた授業の充実が図られています。
　一方、社会福祉協議会（社協）は、地域福祉の推進を使命としています。小学校学習指導
要領にある「ボランティア活動などの社会体験」や「地域社会との連携」の推進等にも深く
かかわっており、社会福祉の理念及び福祉教育（ふくし学習）の実践方法とも重なるものです。
　子どもたちの福祉観が深まるためには、学校での学習を土台にして、子どもたちが学びの
場を、町内会などの地域活動や長期休暇でのボランティア活動等へと広げることが大切です。
地域住民の皆さんとともに、地域の福祉へ自発的・主体的に行動する子どもたちの育成を目
指して、日々の授業の中でハンドブックをご活用いただければ幸いです。

　本書は、小学校高学年向けに作成している「ふくし読本」を活用した授業例の紹介と、「総
合的な学習の時間」だけではなく、特別の教科 道徳や特別活動、各教科に、福祉教育（ふ
くし学習）の要素を盛り込んでいただくためのヒントとなるよう編集しています。
（1）「ふくし読本」の編集のねらい
　「ふくし読本」では、福祉の理念を「ふだんの くらしの しあわせ」とし、その実現の
ために「やさしさ」をもち「地域の中でともに生きている」と考えることの大切さを理解
してもらえるよう作成しています。また、福祉人材を幅広く紹介し、福祉の職場で働く
ことの価値ややりがい、魅力についてもふれました。
　こうしたことから、子どもたちの自主的な学習にも対応できるよう、「福祉の読み物」
としても活用できます。

（2）「ふくし読本」を活用した授業展開例の紹介
　「ふくし読本」を活用した授業を展開できるようワークを設けました。
　本書では、ワーク部分のページに「授業のねらい」「ワークを活用した授業の流れ」「発
問」「指導上の留意点やポイント」などを紹介しています。

（3）社協を活用した授業展開
　第 3章に掲載している「実際の授業」では、子どもたちに「やさしさ」や「地域の中
でともに生きている」ことを学んでいただくためのポイントやエッセンスを紹介していま
す。
　また、社協では福祉教育（ふくし学習）の推進を図るため、先生方の福祉教育（ふく
し学習）をサポートしています。
　学校を取り巻く地域環境はそれぞれ異なります。子どもたちの学ぶ力が最大限に引き
出され、自分ができることを理解する喜びを子どもたちが実感する授業を展開できるよ
う、ご活用いただければと思っています。

はじめに

本書のねらいと構成
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第 1章　学校における福祉教育（ふくし学習）～学校と共有したい基本的視点～

1　「福祉」の意味

　社会福祉の考え方は、「障がい者や高齢者などの “社会的に立場の弱い人、困っている人”
に配慮する、助ける」といったことから、「自分を含めすべての人が住み慣れた地域や社会
で幸せになる」という、より広い意味へと変化しています。
　そのように福祉の考え方が変化している中、自分自身のこととして捉えられるようになる
には、子どもたちに「福祉」をどう伝え、どのように教えていけばよいのでしょう。
　私たち社会福祉協議会（社協）では、福祉を「ふだんの くらしの しあわせ」とし、それ
を「みんなで一緒につくっていく」ものと考えています。
　そのためには、まず特定の人たちに関係することだけではなく、私たちが当たり前に過ご
している普段の生活のいたるところに、福祉の考え方や営みが生きているということを伝え
なければなりません。
　さらに、自分の幸せもみんなの幸せも同じように尊重し、共に生きる地域社会を構築して
いくことが福祉につながるということを、子どもたちに理解してもらうことが必要だと考え
ています。

2　福祉教育（ふくし学習）を進めるうえで大切にしていること

　社協は、福祉教育（ふくし学習）を進めるうえで、「共に生きる力を育む」こと、「体験的な
学習を大切にする」こと、「地域の一員としての意識を育てる」ことの3点を大切にしています。

（1）共に生きる力を育む　～教育と福祉の共通する理念～
　学校に限らず、家庭や地域での生活課題は山積しており、子どもたちを取り巻く環境は厳
しさを増しています。そのような環境にあって、教育と福祉は「人間の尊重」や「相手の立
場に立って考える心」を育むことを目指すという観点から基本理念では共通しているものと
考えています。
　一人ひとりが価値ある存在であることを理解し、命を大切にすることを学ぶことは、「共に
生きる力」を育むことにつながるとともに、ノーマライゼーションの考え方にも通じるものです。

（2）体験的な学習を大切にする　～同情から共感へ～
　福祉は、「何を」学ぶかということだけではなく、「どのように」学ぶかが大切だと考えま
す。「ふだんの くらし」を教育課程にどのように取り入れていくかにより、学習内容や効果
は大きく異なってきます。単に疑似体験や技術取得を目的とした学びや体験学習は、ときと
して「障がい者はかわいそう」といった、自分を優位におき相手を同情するようなマイナス
の感想や福祉観を生む場合があります。
　子どもたちが自ら考え、判断し、表現する学習活動とするためにも、福祉を他人の問題と
して捉えるのではなく、生活のしづらさなど「他の人のこと」を「自分のこと」として考え
られるような体験学習となることを大切にしています。

地域の中の
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（3）地域の一員としての意識を育てる
　子どもたちは学校も含め地域の中で生活しており、福祉教育（ふくし学習）は学校の中だ
けにとどまらず、地域全体で捉えることが必要です。
　核家族化や地域社会における人間関係の希薄化は、学校運営にとどまらず家庭の養育環境
や地域コミュニティ機能にも大きな影響を与えています。学校と地域とが連携し「ふくし学
習」の場を地域に広げることにより、子どもたちも地域の一員としての意識をもつことがで
き、そのことが豊かな地域づくりにもつながっていくものと考えています。
　地域と学校とが連携し一体となって子どもたちを育んでいくことが、子どもの成長にとっ
て大切であり、札幌市の教育が目指す「自立した札幌人」育成の一助になるものと考えてい
ます。

3　福祉教育（ふくし学習）を進めていくために共有したい役割

　社協は、社会福祉施設や民生委員・児童委員・青少年育成委員など、福祉に関する関係者や、
町内会など地域組織とネットワークを形成し、地域における福祉課題の発見と共有、解決に
向けた取組を進めています。
　そのため社協では、学校や地域をきめ細かくコーディネートしていきながら、福祉教育（ふ
くし学習）の目的を共有していくことが大切であると考えています。
　また、地域の様々な行事は、福祉の学びの機会として非常に有効であり、地域には福祉教
育（ふくし学習）の場はたくさん存在します。例えば、夏まつりや清掃活動などの地域行事
に参加することで近隣住民との交流が深まり、子どもたちが地域住民であることを改めて自
覚するきっかけともなります。
　しかし、体験や参加だけでは、充分な学び、深い学びにはつながりません。地域行事の中
にある福祉的・教育的な意味合いと学校教育の意図をつないでいくことで、福祉教育（ふく
し学習）の場は広がっていくものと考えています。
　社協は、福祉教育を特別なものとして押し付けるものではなく、「福祉教育」をキーワー
ドとし、子どもの多様な学びを支えていくため、学校や地域と連携して役割を果たしていき
たいと考えています。

全国社会福祉協議会発行「福祉教育実践ガイド　地域福祉は福祉教育ではじまり福祉教育でおわる」（平成24年 3月）より

福祉教育をすすめていくために共有したい役割

つながりキーワード

福祉教育

●子どもたちへの働きかけ
●保護者への働きかけ
●地域の人を学校に受け入れる場づくり
●学校から地域に出ていく場づくり
●教職員自身の研修の場の設定

学校

地域

●地域の資源（人・もの）を増やす
●学校行事への協力
●多くの地域住民の地域活動参画推進
●学校の取組を受け入れる意識づくり

●発展的で多様な福祉教育プログラムの企画
●福祉教育サポーターの育成
●コーディネート（つなぎ役）
●広報活動
●話し合いの場の提供

社協
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1　「地域でともに生きる～みんなのやさしさ～」ワーク活用ポイント

　この「ふくし読本」は、子どもたちが自ら疑問や課題をもち、主体的に解決できるよう、
5つのワークを設けました。
　「ふくし読本」を活用した授業を展開する際、ワークの活用方法によって、学習方法は異
なりますが、ここではワークの活用方法の一例を示します。
　子どもたちが「分かる・できる・楽しい『授業づくり』」の参考として、本書をご活用ください。

　ワークを設定した章節名は、子ど
もたちに授業の目標を分かりやすく
示すことができるよう、「発問」形
式としています。

　先生の発問から導かれる授業の
課題を設定しています。

　Dから Eにかけて、授業の流れ
を、子どもたちの学習活動として表
現しています。
　また、段階ごとに確認すべき理解
のポイントを先生と子どもたちとの
対話形式で表現しています。

　子どもたちが理解を深められるよ
う、想定される板書例を示しました。

　以上の授業を効果的に展開でき
るよう、授業全体のポイントや、補
足すべき留意点を示しています。

?

?

1章1　「ふくし」ってなんだろう（ふくし読本1〜2ページ）

知　る 【課　題】「ふくし」 ってなんだろ

「ふくし」って
聞いたことが
ありますか？

「ふくし」とは、
「 ふ だんの く ら
しの し あわせ」
を意味するもの
です。

聞 いたことが な
いよ。どういうこ
とだろう？

ふだんのくらしの
中で、幸せを感じ
るときってどんな
ときだろう？

【指導上の留意点やポイント】
□一見なじみのない「福祉」という言葉と子どもたちの生
活を近づけるために、「ふくし」の捉え方を理解できる
ようにする。

□「どんな時にやさしさを感じたか」を想起することで、
福祉を身近に感じることができる。

【記入例】P1
「どんな時に『人のやさしさ』を
例）・ありがとうと言われた時
・困った時に助けてもらった時
・分からないところを教えてもらっ
・一人ぼっちの時に、声をかけてく

・ありがとう

・困った時に
た時

・分からない
てもらった

・一人ぼっち
かけてくれ

ワークの活用

【板書の想定】
「 ふ だんの く ら 

認め 合い

「人のやさしさ」を感じ

支
え
合
い

（自分）

自分の
しあわせ
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タイトル

【指導上の留意点】

【板書の想定】

【課題】

A

D

H

G

B

第 2 章　小学校高学年向け「ふくし読本」を使った授業展開

子どもたちの学習活動・
先生と児童とのかかわり【 】
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　Dから Eにかけて、授業の流れ
を、子どもたちの学習活動として表
現しています。
　また、段階ごとに確認すべき理解
のポイントを先生と子どもたちとの
対話形式で表現しています。

　ワークの活用のタイミングと記
入例を記載しています。予想される
子どもたちの見方や考え方、反応な
どもあわせて例示しています。

　課題を通して子どもたちが考え
るテーマと、学び合いによって子ど
もたちに獲得してもらいたい知識
や考え方を記載しています。

【授業のねらい】
　身近な生活に置き換えて考えることを通して、「ふくし」の意味は、自分だけではなく地域の全て
の人々がお互いに支え合い、励まし合いながら認め合うということを理解できるようにする。

う？ ふりかえる

友達に
「ありがとう」と
言われた時。

「分からない」時
に、分かりやすく
教えてもらった時。

「ふくし」の意味
が少し分かってき
たよ。支え合うこ
とが大切なんだ。

どんな時に「人のや
さしさ」を感じてう
れ し く 思 い まし た
か？

つまり、「ふくし」と
は「私たちみんなの
幸せ」という広い意
味をもつのです。

毎日のくらしの中で、
「ふくし」がどのよう
に生きているのか調
べていこう！

困った時に
「だいじょうぶ？」
と声 をか けても
らった時。

感じて、うれしく思いましたか」

た時
れた時

と言われた時

助けてもらっ

ところを教え
時

の時に、声を
た時

 ら し のしあわせ」

合い

てうれしく思った時

は
げ
ま
し
合
い

（他の人）

他の人の
しあわせ
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【授業のねらい】

【ワークの活用】

C

F

E子どもたちの学習活動・
先生と児童とのかかわり【 】
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?

?

1章1　「ふくし」ってなんだろう（ふくし読本1～2ページ）

知　る 【課　題】「ふくし」 ってなんだろ

「ふくし」って
聞いたことが
ありますか？

「ふくし」とは、
「 ふ だんの く ら
しの し あわせ」
を意味するもの
です。

聞 いたことが な
いよ。どういうこ
とだろう？

ふだんのくらしの
中で、幸せを感じ
るときってどんな
ときだろう？

【指導上の留意点やポイント】
□一見なじみのない「福祉」という言葉と子どもたちの生
活を近づけるために、「ふくし」の捉え方を理解できる
ようにする。

□「どんな時にやさしさを感じたか」を想起することで、
福祉を身近に感じることができる。

【記入例】P1
「どんな時に『人のやさしさ』を
例）・ありがとうと言われた時
・困った時に助けてもらった時
・分からないところを教えてもらっ
・一人ぼっちの時に、声をかけてく

・ありがとう

・困った時に
た時

・分からない
てもらった

・一人ぼっち
かけてくれ

ワークの活用

【板書の想定】
「�ふ�だんの�く�ら�

認め 合い

「人のやさしさ」を感じ

支
え
合
い

（自分）

自分の
しあわせ
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【授業のねらい】
　身近な生活に置き換えて考えることを通して、「ふくし」の意味は、自分だけではなく地域の全て
の人々がお互いに支え合い、励まし合いながら認め合うということを理解できるようにする。

う？ ふりかえる

友達に
「ありがとう」と
言われた時。

「分からない」時
に、分かりやすく
教えてもらった時。

「ふくし」の意味
が少し分かってき
たよ。支え合うこ
とが大切なんだ。

どんな時に「人のや
さしさ」を感じてう
れ し く 思 い まし た
か？

つまり、「ふくし」と
は「私たちみんなの
幸せ」という広い意
味をもつのです。

毎日のくらしの中で、
「ふくし」がどのよう
に生きているのか調
べていこう！

困った時に
「だいじょうぶ？」
と声 をか けても
らった時。

感じて、うれしく思いましたか」

た時
れた時

と言われた時

助けてもらっ

ところを教え
時

の時に、声を
た時

� し�のしあわせ」

合い

てうれしく思った時

は
げ
ま
し
合
い

（他の人）

他の人の
しあわせ
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2章1　地域ってなんだろう（ふくし読本 4〜5ページ）

比較する 【課　題】2つの地域にはどんな 「

2 つの地域には、
どんなちがいが
あるのかな？
（2 つの街のイラ
ストを提示）

外国の人が困ってい
るけど、右では道案
内をしている。

左の絵ではおばあ
さんが困っている
けど、右では男の
子が助けているよ。

左ではごみのポイ
捨てをしているの
がよくないと思う。

【指導上の留意点やポイント】
□ 2 つの街には 19個の違いがある。ただ、安易に数を競
うものではなく、子ども自身の気付きを促し、想定以
外のことでも合理的であれば認めて褒めてあげること
が大切である。

□高齢者、外国人、子ども、妊婦など様々な立場の人が地
域で暮らしていることに気付くよう促す。

□次時に困っている人の立場（車いすなど）を体験させる
ことで、「やさしさ」の価値を深めることができる。

【記入例】P5
「2 つの地域のちがいについての
例）・左の絵ではおばあさんが困ってい
・外国の人が困っているけど、右で
・左ではごみのポイ捨てをしている

「自分のこととして考えさせるた
例）・僕は右の街に住みたい。だって、困っ
・私も右の街に住みたいな。みんな

ワークの活用

【板書の想定】

19個 の違い

人のや

ルール

ちが

こんな人いませんか？

8
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【授業のねらい】
　多くの人が生活している「地域」について、2つの街を比較することにより、様々な立場の人た
ちが互いに支え合い、一人ひとりがやさしさやルールを守ることを大切にすることで、より住みや
すい地域となることに気付くことができるようにする。

「ちがい」があるかな？ 考える

僕は右の街に住
みたい。だって、
困っている人を助
けているから。

僕も同じ。みんな
が助け合ってくら
している感じがす
るから。

ごみステーション
がきれいだよ。で
も歩きたばこをし
ている人を見たこ
とが…

もし自分が住むなら
どっちに住みたい？
その理由もあわせて
考えてみよう。

自分たちの地域では
どうかな？
（視点の切り替え）

たくさんの人が住ん
でいる地域だから
ルールを守り、やさ
しい気持ちが大切で
すね。困っている人
の立場になって考え
てみましょう！

私も右の街に住み
たいな。みんなが
決められたルール
を守っているから。

記入」
るけど、右では男の子が助けているよ。
は道案内をしている。
のがよくないと思う。

めの記入」
ている人を助けているから。
が決められたルールを守っているから。

の違い

さしさ

やマナー

いは？

どこが変わったかな？
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①

⑲

②

③

⑤

⑥

④

⑦

⑧

⑯

⑱

⑰

⑮

⑭
⑬

⑨

⑫

⑪

⑩

①重たい荷物をもった高齢者が、階段の前で
困っている。

②空き缶をポイ捨てしている。
③子どもたちが歩道で遊んでいるため、ベ
ビーカーを押した女性が通行できない。

④子どもが、赤信号で横断歩道を渡っている。
⑤視覚障がい者が、点字ブロック上の障害物
によって、前に進めなくなっている。

⑥電車で高齢者が立っているにもかかわら
ず、席を譲らない人たち。

⑦2人組が店の前でたむろしている。
⑧学生が食べ歩きしながら、その後のごみを
花壇に捨てた。

⑨車いす利用者がバスのステップの前で困っ
ている。

⑩外国人が、どのバスに乗ればよいか、迷っ
ている。

⑪車いす利用者や親子が、エレベーターにな
かなか乗れない。

⑫困っている高齢者が、近くの人に何か話し
かけたそうにしている。

⑬男性が歩きたばこをしているため、後ろで
親子連れが苦しそうにしている。

⑭幼児が砂場で遊んでいたところ、危険なご
みでケガをしてしまった。

⑮犬の散歩中、飼い主がフンの始末をしない。
⑯少年が、公園内を猛スピードで走り抜け、
避けようした少年が転んでしまった。

⑰清掃活動している高齢者の脇で、子どもが
ごみを捨てている。

⑱路上駐車のため、除雪車が除雪できない。
⑲収集日が守られず、乱雑でちらかっている
ごみステーション。

【こんな人いませんか？】

【こんな人いませんか？】

10



①

⑲

②

③

⑤

④

⑦

⑧

⑯

⑱

⑰
⑮

⑭

⑬

⑨

⑫

⑪

⑩

⑥

①高齢者が、子どもたちに手伝ってもらい
ながら、階段を上っている。

②空き缶をごみ箱に捨てている。
③女性が、安全にベビーカーを押しながら、
歩道を歩いている。

④子どもが、信号を確認し止まっている。
⑤視覚障がい者が、点字ブロックに沿って
進んでいる。

⑥電車で席を譲る人たち。
⑦買い物をし終えた 2人組が、笑顔で店を
後にしている。

⑧学生がベンチに座って食事をし、ごみ箱
にごみを捨てている。

⑨車いす利用者が、運転手と乗客に手伝っ
てもらいながらバスに乗車している。

⑩通行人が、困っている外国人にバスの案
内をしている。

⑪車いす利用者や親子がエレベーターを利
用できている。

⑫困っていそうな高齢者に、通行人が声を
かけている。

⑬喫煙所で喫煙している。
⑭幼児が、清潔な砂場で仲良く遊んでいる。
⑮飼い主がフンの始末をしている。
⑯少年が、公園内を、自転車を押しながら
進んでいる。

⑰高齢者と子どもが笑顔で清掃活動をして
いる。

⑱除雪車が円滑に除雪している。
⑲ごみ出しルールが守られ、清掃も行き届
いた衛生的なごみステーション。

【どこが変わったかな？】

【どこが変わったかな？】

11
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3章 5　高齢者はどんなところで活躍しているの？（ふくし読本11ページ）

知る 【課　題】高齢者はどんなところ

高齢 者はどんな
ところで活躍して
いるのかな？
（写真提示）

何か体操を教えてい
るのかな？

そういえば、自分た
ちの学校にも来てく
れたことがあったよ。

高齢者が活躍？
どういうことだろう？

小学生に物づくりや
実験を教えにきてく
れているのかな？

【指導上の留意点やポイント】
□P11 の写真を効果的に提示することで、高齢者が元気
に地域や社会のために貢献し欠かせない存在であるこ
とに気付くよう促す。

□自分たちの身の回りの高齢者に視点を切り替えること
で、高齢者と自分との地域におけるかかわりを考える
きっかけとする。

【記入例】P11
「身の回りの高齢者を思い出して
例）・マンションの管理人さんがいつも
・スクールガードのおじさんは毎日
・いなかのおじいちゃんが野菜を

「あなたの地域は社会のために、
例）・知恵や経験、技術などを生かして

ワークの活用

【板書の想定】

社会や地域のために 活躍している！

自分たちの身の回りの高齢者

マンションの管理人さんが
いる。いつも玄関の掃除を
してくれている 知識

技

12



【授業のねらい】
　少子高齢化が進み、社会の中で高齢者を取り巻く状況が変化している中で、経験や知識、技術を
生かして社会や地域のために様々な分野で活躍している高齢者の存在に気付くことができるように
する。

で活躍しているの？ 考える

マンションの管理人
さんがいる。いつも
玄関の掃除をしてく
れている。

いなかのおじいちゃ
んが野菜を作って
送ってくれる。

知恵や経験、技術な
どを生かしているん
だ。高齢者ってすご
いね！ぼくたちも見
習わないと。

自分の身の回りの高
齢者を思い出してみ
よう。
（視点の切り替え）

高齢者は地域や社会
のためにどのように
活躍しているかな？

スクールガードのおじ
さんは毎日安全に登
校できるように見守っ
てくれている。

みよう」
玄関の掃除をしてくれている。
安全に登校できるように見守ってくれている。
作って送ってくれる。

、 どのように活躍しているか」
いる。

活躍している！

を思い出してみよう！

スクールガードのおじさん
は毎日安全に登校できるよ
うに見守ってくれている経験

術

13



3章 8　まちのやさしさ、みんなのやさしさ（ふくし読本15～17ページ）

見出す 【課　題】まちにはどんな「やさ

まちにはどんなや
さしさが隠れてい
るのかな？
（絵の提示）

多目的トイレは車い
すの人が使っている
のを見たよ。

目の不自由な人や
車いすの人の立場
を体験してみよう！

点字ブロックだ。
目の見えない人のため。

広い駐車スペースは
お店で見たことがあ
る。車いすの人が使っ
ていた。

【指導上の留意点やポイント】
□普段何気なく見ている点字ブロックや多目的トイレなど
の「まちのやさしさ」を見出すことにより、様々な立
場の人が安心して生活できる工夫がたくさんあること
を実感する。

□車いすやアイマスクなどを体験することにより、効果が
より高まる。

□まちのやさしさに対して自分にも協力できることを考
え、地域の一員としての自覚を高めるきっかけとしたい。

【記入例】P16
「まちのやさしさに対して自分が
例）・点字ブロックの上には物や自転車
・多目的トイレを必要な人が必要な
・車いすの人が利用しやすいように、

ワークの活用

【板書の想定】

点字ブロック 　多目的

自分たちにも協力できるやさし

足の不自由な
とって利用し

目の見えない人が安全に歩く
ための道しるべ。

点字ブロックの上には物や自転
車を置かないようにしたいな。

多目的トイレ
いる人のため
け利用を控え

14



【授業のねらい】
　点字ブロック、多目的トイレ、障がい者等用駐車スペースなど様々な立場の人のために工夫され
たものに、「まちのやさしさ」を見出す活動を通して、自分たちにも協力できるやさしさがたくさん
あることに気づくことができるようにする。

しさ」がかくれているの？ 考える

点字ブロックの上に
は物や自転車を置か
ないようにしたいな。

車いすの人が利用し
やすいように、家族
にも話して協力して
もらおう。

自 分たち の 地 域 に
は、どんなやさしさ
が隠れているかを探
してみましょう！

まちのやさしさに対し
て自分たちが協力でき
ることはないかな。

多目的トイレを必要な
人が使えるように、ふだ
んから使わないようにし
たい。

自分たちにもまちのため
に協力できることがたく
さんあるんだね。

協力できることは何だろう？」
を置かないようにしたい。
時に使えるように、ふだんから使わないようにしたい。
家族にも話して協力してもらおう。

トイレ 障がい者等用駐車スペース

さがたくさんあるね！

お店の駐車場で車いすの人が
乗り降りしやすい。

人、高齢者に
やすい。

を必要として
に、できるだ
よう。

車いすの人が利用しやすいよ
うに、家族にも話して協力し
てもらおう。

15



6章　自分にできることはなんだろう（ふくし読本 27～28ページ）

考える 【課　題】自分にできる「やさし

自分にできる「や
さしさ」って何だ
ろう？

ぼくは、地域のごみ拾い
や地域のおまつりに積極
的に参加したいな。

どれもすてきな
「小さなやさしさ宣言」
ですね。

ぼくはこの単元で学んだ
ことを家族に伝えたい。

私は高齢者や障がい
者など様々な立場の
人のことをもっと知
りたい。

【指導上の留意点やポイント】
□一人ひとりの「小さなやさしさ宣言」を交流していく中
で、「広げる・深める」「伝える・表現する」「協力する・
参加する」という視点に焦点化し、価値づける。

□学習したことを学校内に留めておかずに、家庭で話題に
することで、学んだことを生かす幅が広がる。

□「福祉ポスター」として図工などの他教科と関連させて、
作品応募という効果的な手段も可能である。

【記入例】P28
「わたしにできる『小さなやさし
例）〈文　　章〉・�この単元で学んだこと

・�地域のごみ拾いや地域
・�高齢者や障がい者な

〈標　　語〉・�「まちのやさしい笑顔
〈俳　　句〉・�「広めよう　まちのみ
〈イラスト〉・�子どもの自由な発想を

ワークの活用

【板書の想定】

広げる・深める

文章 標語

　伝える・

「小さなやさしさ」を自分なり

　　　わたしにできる「小

この単元で
を家族に伝

高齢者や障がい者など、様々
な立場の人のことをもっと知
りたい。

16



【授業のねらい】
　これまでに「ふくし」について学んできたことを生かして、自分にできる「小さなやさしさ宣言」
を考え、文章や俳句、標語、イラストなど自分に合った方法で表現することができるようにする。

さ」ってなんだろう？ 表現する

ぼくは標語で表した
い。「まちの やさし
い笑顔の花を咲かせ
よう！」

私はイラストが得意
だから絵に表したい。
作品展に募集してみ
たいな。

「小さなやさしさ」を
自分なりの方法で広
めてやさしいまちを
つくっていこう！

「 小 さ なやさしさ 宣
言」を自分に合った方
法で表現してみよう。

ぼくは俳句でチャレン
ジをしたい。「広めよう　
まちのみんなで　しあ
わせを」

ぼくたちの小さなやさし
さがたくさん集まれば、
もっとやさしいまちにな
るんだね。

さ』宣言」
を家族に伝えたい。
のおまつりに積極的に参加したい。
ど、様々な立場の人のことをもっと知りたい。
の花を咲かせよう！」
んなで　しあわせを」
認める。

俳句 イラスト・絵

表現する 協力する・参加する

の方法で広めていこう！

さなやさしさ宣言」

地域のごみ拾いや地域のおま
つりに積極的に参加したい。

学んだこと
えたい。
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「ふくし読本」に掲載されている写真について

　子ども向け教材「ふくし読本」には多くの写真が掲載されています。
　これらは、札幌市内の地域や施設、団体などで取り組まれている実際の活動の様子です。
　特に、地域活動の写真は、札幌市社会福祉協議会（社協）が毎年行っている、「福祉の
まち推進センター活動写真コンクール」において入選した写真を中心に選んでいます。
　活動している人たちのやさしさや笑顔、そして地域福祉活動の魅力や楽しさが十分伝
わるものと思っています。
　札幌市の子どもたちは、このようにやさしさあふれる温かみのある地域社会の中で育
まれています。
　ぜひ、学校、地域、社協とが一体となって子どもたちに「共に生きる」ことの素晴ら
しさを伝えていきたいものです。

コラム
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　前章では、「ふくし読本」について解説しました。
　おそらく、「ふくし読本」は総合的な学習の時間で活用される場面が多いものと思います。
総合的な学習の時間に “福祉” や “地域社会” を扱うことは、子どもたちの暮らしや生活
に直結するものであり、子どもにとっても考えやすいテーマ（単元）であると考えています。
　また、子どもが地域の人や専門家と交流することは、これまで知らなかった事実の発見
につながるとともに、自分の探究している課題が地域社会でも切実な問題となっているこ
とを知る貴重な機会となります。
　さらに、その人たちの取組や生き方に共感することで、問題意識は一層深まり、自分の生
活や生き方と結び付けて物事を捉えることが期待できます。

　この章では、社協が考える福祉教育（ふくし学習）のポイントを、実際に “学校” や “地
域” とかかわって積み上げた授業の事例に即して紹介します。
　また、社協への相談から実施までの流れにそって、福祉教材の活用方法なども記載して
います。
　社協は学校のパートナーです。どんな目的で、どのようなことがしたいのか、具体的な
計画を立てる前からでもかまいませんので、ぜひ、社協にご相談ください。

第3章　社会福祉協議会（社協）が考える福祉教育（ふくし学習）のポイント
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1　社会福祉協議会が学校や地域と関わった実際の授業

〔地域でともに生きる〕とは？
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　福祉教育を進める上で、先生方にも子どもたちに
も理解してほしいこと、それは、「違い」の認識に
とどまらず、「接点」を理解することです。
　「自分とは違う他者を認め、尊重する」心を育てる。
それが福祉を教育に取り入れる目標であり、本当に
子どもたちに伝えてほしいことです。
　授業 A、B は同じ視覚障がいについての理解をね
らいとした実践ですが、ねらいの視点の置き方で内
容と効果が異なります。
　“自分と相手の「違い」と「接点」に気づく” 授業
例として参考になる事例です。

21



　白石小学校では平成 27年度、延べ 25時間の単元を費やし、6年生の児童のみなさんが
総合的な学習の時間「やさしさいっぱい　しろいし」に取り組みました。
　高齢者や体の不自由な人たちの生活について知り、「やさしさいっぱいのまちづくり」と
はどんなものか、その実現に向けて自分たちができることは何かを児童たちそれぞれが自ら
考えました。

学習の流れ

事前学習・下調べ 提案交流会の

　まずは、体の不自由な人の暮らしを理解するための体験学習を
実施。さらに、自分の暮らす地域の問題点を明らかにするため、
実際にまちを歩いてみました。
　その上で道行く人たちへのインタ
ビューやアンケート調査、文献やイン
ターネットで資料を集め、自分なりの
改善策をまとめていきました。

　「やさしさいっぱ
意見をもらう「提案
　白石地区社会福祉
児協）のみなさんの協
な」「そのために自分
ました。自分の意見を
ことができました。

　高齢者や障がい者の気持ち・不自由さを理解するための疑似体
験セット・アイマスク・車いすなど、体験学習に使用する機材を
貸し出しました。

●社会福祉協議会（社協）のお手伝い●

●社協のお手伝い

・一人ひとりの未来
の安心を！
・高齢者とのふれあ
いも大切。

〔やさしさいっぱいのまち〕とは？
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開催 まとめ・ふりかえり

いのまちづくり」を同じ地域に暮らす人に提案し、
交流会」を開催！
協議会（社協）・白石地区民生委員児童委員協議会（民
力のもと、児童たちがそれぞれの「こうなったらいい
にはこれが出来る」を発表し、助言や感想をもらい
他の人に伝え、共有することで、一層考えを深める

　自分たちの暮らすこの地域を見つ
め直し、自分たちができることを考
えました。

　提案交流会に向けて、地元である白石地区社協・
民児協に協力を依頼しました。学校と地域が一緒
に「やさしさいっぱいのまちづくり」を考える機会
になりました。

●

●児童の皆さんの感想●（一部）

提案の一例

・市民全員の協力が
必要。
・みんなで町内会に
加入しよう！

・道路の段差解消と
点字ブロックの整
備が必要。

「できない」じゃなくて
「できる」をいっぱい
ふやしたいし、
まわりの人の役にたちたい
です。

このまちがよくなるために、
イベントに参加したり、
人と人との協力、交流を大事に
これから生活していきたい。

よりよい未来を
つくるためにわたしたちが
協力すればいいと思いました。

　福祉の問題はとかく、「他人事」になりがちです。せっかく自分たちが「まちの課題」に
気づいたのですから、課題と捉えるだけにとどまらず「私だったら、ぼくたちだったらどう
するか？」というように、「自分のこと、自分たちのこと」として捉えられるようになって
ほしいと考えています。
　地域社会は多くの人たちの支え合いにより成り立っていること、そして自分たちもそう
いった地域の一員であること、そういった視点や実感を子どもたちにもってほしいものです。
　ここでは、地域のゲストティーチャーがかかわることにより、子どもたちが、「自分がで
きることは何か？」を考え始めた取組を紹介しています。
　“「他人事」から、「自分のこと、自分たちのこと」として捉える”授業例としてご覧ください。
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2　�授業計画の作成なら社会福祉協議会（社協）を活用してください�
～社協は学校のパートナーです～

授業のテーマを見つけましょう
　授業のテーマを見つけることは、すべての教科において重要なことですが、総合的
な学習の時間は教科書もなく授業計画の作成に苦労するところかと思います。
　「福祉」をテーマにしようと調べてみれば、「障がい」「高齢」「地域」「ボランティア」
「ユニバーサルデザイン」など多岐にわたることが分かってきます。
　また、「障がい」や「高齢者」をテーマにすると、対象者理解としての動機付けや
「バリアフリー」「ボランティア」といったまちづくり学習の動機付けにもつながって
くることが考えられます。
　社協に行くと専門家の視点で具体的なアドバイスがもらえます。
　どんなことを取り上げたいか社協へご相談ください。

伝えたいことを堀り下げましょう
　例えば、「障がい」をテーマに決めたとします。授業で取り扱いたいことを少し調べ
ただけでも「身体障がい」の他にも様々な障がいがあること、「ヘルプマーク」や様々
なシンボルマークなど、子どもたちが関心を寄せるだろうテーマがたくさんあることが
分ってきます。
　子どもたちに何を伝えたらよいか、考えてしまうことでしょう。
　授業の趣旨やねらい、実施時期などの概要を整理しましょう。授業の概要に基づき、
先生方が伝えたいことに対して、社協が具体的にアドバイスをします。
　必要であれば、授業のねらいを達成できる講師（ゲストティーチャー）を社協が調整
することも可能です。

子どもたちの心を動かしましょう
　まちのバリアフリー探検に校外へ出かけてみました。福祉の観点からまちを見ることは、
子どもたちが新たな課題を発見することにつながります。
　もし、そこで車いすを利用している人から直接お話を聞くことができたら、子どもたちは
自分たちが発見したまちの課題を「『自分が住んでいるまち』の課題」として捉えなおすか
もしれません。
　また、町内会の人や福祉に携わっている人とまちの課題を共有できたら、子どもたちのま
ちへの関心はもっと広がり深まることでしょう。
　社協は、子どもから大人まで安心して暮らせるまちづくりを進めています。だからこそ、
子どもたちが暮らす「自分のまち」を学ぶ学習の中で、子どもたちの心が動く体験をサポー
トできるのです。

振り返りを社会福祉協議会とともに
　体験や学びをそのまま終わらせずに、「振り返り」を充実させましょう。
　自分と切り離して見たり扱ったりするのではなく、自分や自分の生活とのかかわ
りの中で考えることができたかなど、授業のポイントをまとめるサポートを社協が
担います。

《授業実施へのステップ》

STEP.1

STEP.2

STEP.3

STEP.4
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社協への相談は早い段階でお気軽に
　「分かる・できる・楽しい授業」にするためには、内容の検討、講師（ゲストティーチャー）の調整、
福祉教材の手配など事前準備が必要です。
　内容によりますが、講師（ゲストティーチャー）の調整に数週間を要することもありますし、場合
によっては、授業に協力してくださる方々の予定で、希望日を再検討していただく場合もあります。
できる限り早い段階で社会福祉協議会（社協）へご相談ください。

授業のねらいをしっかり伝えましょう
　よりよい授業にするためには、準備が充分すぎるということはありません。
　講師や協力者は、先生方にできる限り協力できるよう、授業の趣旨や進め方について綿密に打ち合
わせを行いたいと考えています。
　趣旨やねらいをお互いに理解し合い、互いにアイデアを出し合えるような信頼関係が、授業をより
豊かなものにします。
　子どもたちに対しどのような役割や対応を協力者に期待しているのか、希望を明確に伝えましょう。

必要な教材がある場合
　社協には福祉の授業に役立つ、様々な福祉教材があります。
　授業の内容に応じ、福祉機材の活用で学びの効果が深まることも期待できます。
　詳しくは、次のページを参照ください。

障がい者の講師を探すなら社協
　社協では福祉教育（ふくし学習）の推進を目的に、障がい当事者講師の育成を行っています。
　指定講座を修了した方が当事者講師として社協に登録し、学校や企業へ “障がいの理解” を伝えて
います。

事後学習で学びを深めましょう
　体験学習や講師（ゲストティーチャー）との出会いは、子どもたちにとって貴重な経験となるでしょう。
　授業の理解を深めるには、学んだことを普段の生活に活かせるような調べ学習や振り返り学習が効
果的です。

《授業実施にあたって留意していただきたいこと》
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　社会福祉協議会（社協）には、授業を豊かにする福祉教材があります。
　車いすや疑似体験セットなどを活用することにより、高齢者や障がいのある人の状態を
体験できますし、支援方法やコミュニケーションの大切さについても学ぶことができます。
　体験的な学習は「『分かる・できる・楽しい』授業」にもつながりますし、「やさしさ」や「共
に生きる」ことに気づき、理解する手段として、福祉教材の活用は効果的です。

│ 1 │ 車いす
●高齢者や下肢障がいのある人などの理解につながります。
　車いすからの視界や感覚を体験できます。また、押
し手の立場から車いす利用者への配慮等に気づくこと
ができます。
　校内やまちに出かけると、段差や傾斜も強く感じま
すし、バリアフリー設備など見慣れた風景も違った視
点でみることになります。
　車いす利用者からのお話を聞くことにより、より発
展的な学びが可能となります。

│ 2 │ 高齢者疑似体験セット 
●高齢者になった状態を疑似的に体験できます。
　自分の今の年齢から一挙に80歳程度の高齢者になっ
た状態を疑似的に体験できます。立つ、座るといった
行動もなかなかできなくなりますので、その時の高齢
者の心理状態や大変さの一部が想像でき、杖などの福
祉用具への関心が広がります。
　高齢者のみならず、障
がいのある人に対する接
し方や生活環境を考える
学習、福祉用具を使った
実習などにも利用できま
す。

3　福祉教材の活用について
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│ 3 │ アイマスク
●視覚障がいを体験できます。
　点字や白杖、盲導犬、点字ブロックなど自分たちの
まちや社会と関連づけると、障がいへの理解が広がり、
身近に感じ取ることができます。
　また、手引き（視覚に障がいのある人を安全に誘導
するための方法）を体験することで、コミュニケーショ
ンの大切さを学べます。
　障がいのある人をサポートするボランティア活動（点
訳や外出支援など）と結びつけると、自分たちのでき
ることが具体的にイメージしやすくなります。

│ 4 │ 視聴覚教材（DVD等）
●障がいの特性や支援方法について分かりやすく理解できます。
　札幌市や北海道、専門機関などでは、障がいや障がい者への理解促進を図ることを目的に、
DVDなどを作成しています。
　また、札幌市社会福祉協議会情報センターでは、福祉にかかわる図書資料や視聴覚資料
を貸し出ししています。
　自主学習や体験的な学びとあわせて活用することにより、一層の理解を深めることがで
きます。

高齢者福祉や障がい者福祉など、約 1,000
本の視聴覚資料を取りそろえています。 知的障がい理解促進DVD

製作・著作／札幌市
協力／一般社団法人札

幌市手をつなぐ
育成会

わかってください手をか
してください～障がい
者からのメッセージ～
企画／北海道
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│ 5 │ 点字プレート・白杖など
　点字を簡単に打つことができる「点字プレート」や視覚に障がいのある人の安全杖であ
る「白杖」など、他にも福祉教材はあります。
　点字プレートを使って、自分の名前や簡単なメッセージを打つことができます。また、実際
に白杖を使ってみることで、視覚障がいへの関心や理解が一層深まります。
　福祉教材の活用によって、知識を学びとる授業が、心と身体で感じとる
ことができる体験型の授業へと広がります。

白杖の使い方を教える障がい当事者講師。
この後、アイマスクと白杖を使い手引きを体験しました。

点字プレートの使い方を教える障がい当事者講師。
実際に点字で自分の名刺を作りました。

福祉教材を利用するにあたって
Q	 借りるにはどうしたらいいですか？
Ａ�　札幌市社協ボランティア活動センターもしく
は各区の社協までお申込みください。
　�　なお、区ごとに保有している教材が異なりま
すので、お気軽にご相談ください。

Q	 費用はかかりますか？
Ａ�　無料で利用できます。ただし、破損・紛失し
た場合は補修費用等を負担いただきます。
　�　また、福祉教材の引き取り、返却は学校側で
対応をお願いしております。

Q	 どのくらいの期間借りられますか？
Ａ�　1週間程度お貸しします。申込が重なる時は、
貸出期間が短くなる場合があります。

その他によくある質問です。
Q	　社協と協働して福祉教育（ふ
くし学習）を進めたいのです
が、何をどのように相談した
らよいでしょうか？

Ａ�　社協が確認したい項目を次のページ
にまとめてみました。すべての項目が
決まっていない段階でも大丈夫です。
まずは、ご相談ください。
　�　社協では福祉教育（ふくし学習）に
関する企画から実施までトータルに対
応しています。
　�　学校ときめ細かく話し合いながら、
プログラムや内容についてご相談に応
じます。
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　福祉教育（ふくし学習）を進める際には、学校所在地の区社協にご相談ください。社協では、
よりよい福祉教育（ふくし学習）を実施できるよう、以下の点を確認しながらプログラム
や内容などのお手伝いをしています。
　具体的な企画が決まっていない段階でも大丈夫です。できるだけ早い段階でご相談ください。

目的・ねらい
子どもたちに
学んでもらいたいこと・
伝えたいこと

希望する内容

例）車いすやアイマスクなどを使った体験学習、地域の高齢者との交流など

実施する教科・領域

例）総合的な学習の時間「福祉について考えよう！」

回　　数 □　①1回
□　②連続講座　全　　　　回程度

日　　時
現在希望している日程

□　①1回のみ　　　　　年　　　月　　　日　　　曜日
　　　�時間（　　　：　　　～　　　：　　　［　　　限目］）
□　②連続講座

対象と人数
□　①全校で行う　　約　　　名
□　②学年で行う　　　　　年生　約　　　人（　　　クラス）
□　③学級で行う　　　　　年　　　組　　約　　　人

実施場所

例）教室、体育館、校庭、校外　など

紹介してほしい
人材や貸出備品

例）車いす○台と操作方法を教えてくれる方、障がい当事者講師（視覚）　など

その他

例）福祉教育（ふくし学習）取り組みの有無、事前事後学習の内容、予算　など

お問い合わせ先
学 校 名�　　　　　　　　　　担当の先生�　　　　　　　　　
電話番号�　　　　　　　　　　FAX 番号�　　　　　　　　　
メールアドレス�　　　　　　　　　　　　　　　　　　�　　　

まずは社会福祉協議会（社協）へ
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─	福祉教育（ふくし学習）の相談窓口はこちらです	─

名　　　称 住　　　所 連　絡　先

札幌市社会福祉協議会
ボランティア活動センター

札幌市中央区大通西19丁目1番 1号
札幌市社会福祉総合センター 4階

TEL 011-623-4000
FAX 011-623-0004

中央区社会福祉協議会
札幌市中央区南 2条西 10丁目
中央区民センター 1階

TEL 011-281-6113
FAX 011-208-0881

北区社会福祉協議会
札幌市北区北 24条西 6丁目
北区役所 1階

TEL 011-757-2482
FAX 011-737-7270

東区社会福祉協議会
札幌市東区北 11条東 7丁目
東区民センター 1階

TEL 011-741-6440
FAX 011-721-6444

白石区社会福祉協議会
札幌市白石区南郷通 1丁目南 8-1
白石区複合庁舎 1階

TEL 011-861-3700
FAX 011-866-8999

厚別区社会福祉協議会
札幌市厚別区厚別中央 1条 5丁目
厚別区民センター 1階

TEL 011-895-2483
FAX 011-896-4260

豊平区社会福祉協議会
札幌市豊平区平岸 6条 10丁目
豊平区民センター 1階

TEL 011-815-2940
FAX 011-815-7370

清田区社会福祉協議会
札幌市清田区平岡 1条 1丁目
清田区総合庁舎 3階

TEL 011-889-2491
FAX 011-889-2492

南区社会福祉協議会
札幌市南区真駒内幸町 2丁目
南区役所 3階

TEL 011-582-2415
FAX 011-582-7370

西区社会福祉協議会
札幌市西区琴似 2条 7丁目
西区役所 1階

TEL 011-641-6996
FAX 011-611-6620

手稲区社会福祉協議会
札幌市手稲区前田 1条 11丁目
手稲区民センター 1階

TEL 011-681-2644
FAX 011-684-8560

相談の受付時間は、月～金曜日の午前 8時 45 分から午後 5時 15 分
※土日、祝日、年末年始はお休みです。

平成23年3月「教員向け福祉体験アイディア集」発行。以降5版まで作成。
平成30年3月全面改訂し「福祉教育（ふくし学習）ハンドブック」として発行。

社会福祉法人札幌市社会福祉協議会ボランティア活動センター
〒 060-0042　札幌市中央区大通西 19 丁目 1 番 1 号　札幌市社会福祉総合センター 4 階

TEL 011-623-4000　　FAX 011-623-0004
ホームページ　http://www.sapporo-shakyo.or.jp/
※本書は、上記のホームページからダウンロードできます。


