
　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。

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。
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　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 開催

　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 いのまちづくり」を同じ地域に暮らす人に提案し、
意見をもらう「提案 交流会」を開催！
　白石地区社会福祉 協議会（社協）・白石地区民生委員児童委員協議会（民
児協）のみなさんの協 力のもと、児童たちがそれぞれの「こうなったらいい
な」「そのために自分 にはこれが出来る」を発表し、助言や感想をもらい
ました。自分の意見を 他の人に伝え、共有することで、一層考えを深める
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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提案交流会の 開催 まとめ・ふりかえり

　「やさしさいっぱ いのまちづくり」を同じ地域に暮らす人に提案し、
意見をもらう「提案 交流会」を開催！
　白石地区社会福祉 協議会（社協）・白石地区民生委員児童委員協議会（民
児協）のみなさんの協 力のもと、児童たちがそれぞれの「こうなったらいい
な」「そのために自分 にはこれが出来る」を発表し、助言や感想をもらい
ました。自分の意見を 他の人に伝え、共有することで、一層考えを深める
ことができました。

　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。

●社協のお手伝い ●

●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。


