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　奉仕学習のそれぞれのステップは、学校や、
地域の人々に手を差し伸べることに焦点を合わ
せているので、子どもたちが自分自身や他の
人々のことについてより多くのことを学ぶこと
ができます。

だれかのために、できること

5.1

だれかのために、
できること

リーダーシップとほう仕活動

活動１1. 見つける 8分 

　今日から単元５「リーダーシップとほう仕学習」に入り、
今日は、学校や地域をよりよく変化させるための倫理的責
任に焦点を当てて学びます。映像資料5.1.1を映し、子ど
もたちにこれまでに学校や地域のための奉仕活動に参加し
たときのことを考えるように言います。

　：無償（お金やものをもらわない）で
他の人を手伝ったのは、いつですか？　その時どの
ような気持ちになりましたか？

　３人程度のグループで話合い、その結果を全体に発表します。先生はそれらを映像に書き加え
た後、奉仕学習は、奉仕を行う側もそれを受ける側も、それに関わるすべての人々が多くのもの
を得られることを指摘します。映像資料の情報は、これから後の学習でも使うため、そのままに
しておきます。

教示2. つなげる 10分

　子どもたちに、今発表した奉仕学習で、どこが一番好きだったか考えるように言います。

　：みなさんは、プロジェクトの計画を立てることが好きでしたか？１つの
目標に向かってみんなで力を合わせて働くことが楽しかったですか？　良い結果が出た
とき、どんな気持ちになりましたか？

　子どもたちから考えを聞いた後、奉仕学習はいくつかのステップから成り立っていて、それぞ
れのステップが目標の達成のために重要なことを指摘します。

■『ほう仕学習の５つのステップ』を紹介します
　映像資料5.1.2を映し、同じ資料がライフスキルノート
にもあることを知らせ、奉仕学習は次の５つのステップか
ら成り立っていることを説明します。
　１）調査
　２）準備と計画
　３）実行
　４）振り返り
　５）発表とお祝い

　昨年もライフスキルの授業をうけている子どもたちは、
これらの５つのステップをすでに学習し、この説明を聞いていることに留意してください。

先生の質問

先生の質問

授業計画の要点
■コア能力
　人間関係スキル
　責任ある意思決定

■学習するスキル
　倫理的責任
　助ける／助けを求める

■教材／準備
□  映像資料5.1.1
□  映像資料5.1.2
□  ライフスキルノート
□  ファミリー通信ワークシート
□  掲示用紙５枚と図工用具

■学習形態
　Part１ 全体／小グループ
　Part２ 全体
　Part３ 小グループ
　Part４ 個人

■到達目標
生徒たちは
・ 学校や地域にとって、奉仕学習が重要な
理由をあげます。
・ 奉仕学習と『ほう仕学習の５つのステッ
プ』について説明します。

■スキルの系統
奉仕学習のステップを明らか
にし、どうすれば家族、学校、
地域に役立つかについて考え
ました。

奉仕学習プロジェクトがどの
ように、学校や地域に良いイ
ンパクトを与えることができ
るか説明します。

奉仕学習プロジェクトのス
テップを実行し、学校や地域
に良いインパクトを与えるこ
とができることを説明します。

前年度

本年度

次年度

Times when you helped 
others without needing  
to be rewarded…

How it felt when you were 
helping others… 

The positive effects of your 
help…

      Discovering

Activity5.1.1
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      Connecting

Activity5.1.2 The Five Steps of 
Service-Learning

1. Investigation

 Think about your skills and talents and how they might be helpful to others. 

 Brainstorm different needs in the school or community. 

 Choose one of those needs, and gather information about it. 

2. Preparation and Planning 

 Consider the information you found. 

 Think of an idea for a service-learning project to address that need.  

 Write a plan with roles and responsibilities for everyone. 

 Collect materials that will be needed during the project. 

3. Action

 Carry out the service-learning project plan. 

 Make sure you take care of your responsibilities. 

4. Reflection

 Think about how the plan was carried out.  

 Reflect on what you learned as an individual and as part of a group. 

5. Demonstration and Celebration

 Show others what you did during the project and what you learned from it. 

 Celebrate with everyone who took part. 
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学校／地域とつながる活動

　地域で奉仕活動をしている団体に連絡を
取り、家族と一緒にその活動を見学します。
そして、そこで見たこと教えてもらったこ
とをノートに記録し、クラスに報告します。

家庭とつながる活動

　ファミリー通信ワークシート「奉仕で実
践」を持ち帰り、家族と一緒に『ほう仕学
習の５つのステップ』を活用し、簡単な奉
仕活動を計画します。

他教科での学習

■社会
　地域の人々に、小学生の時どのような奉
仕活動を行ってきたか、インタビューしま
す。地域にはどんな問題があって、どんな
取り組みをして、どんな成果があったのか
を記録し、これから取り組む奉仕学習プロ
ジェクトの参考にします。

■算数
　グループで、奉仕学習プロジェクトに取
り組む時間が合計何時間になるか計算しま
す。そして、それにクラスの人数を掛け、
のべ何時間学校や地域のために働くか、計
算し、ひとり１人の時間は短くても、全体
では多くの時間が費やされ、これが学校や
地域をよりよく変化させるもとになってい
ることを理解します。

■『ほう仕学習の５つのステップ』について例を使って説明します。
　子どもたちが、これまでに奉仕学習に参加した経験と今日学んだ５つのステップを、先生の例
を使った説明を通してつなげることで、奉仕学習についての理解を深めます。

　：私は、昨年私のクラスでサービス学習プロジェクトを行いました。私たち
はまず、それぞれのスキルと才能が学校のニーズにどのように役立つか考えるために調
査しました。また、私たちの学校や地域のニーズについてブレーンストーミングを行い、
人々が何を望んでいるかの情報を集めるためにニーズを調査しました。その結果、私た
ちたちはプロジェクトとして学校の花壇をきれいにすることを決定しました。それは校
庭を美しくすることで、みんなが楽しむことができ、学校と地域の両方に利益をもたら
すと思ったからです。

　：次に、私たちは準備と計画を行いました。必要なものを集め、プロジェク
トをどの順番でどのように進めるか予定を立てました。そして、仕事を分担して行うた
めに委員会もつくりました。また地域のライオンズクラブに連絡を取り、花壇をきれい
にするために必要な資材や花の苗の提供してもらい、時間があるときにはメンバーに奉
仕学習に参加してもらいました。

　：私たちは、プロジェクトを通して経験したこと、感じたこと、そして、他
の生徒たち、先生、保護者の方々の学校が美しく変わっていくことへの反応を記録し続
けました。プロジェクトの最後に、プロジェクトの成果を地域の人々に発表しました。
また、プロジェクトを支えてくれた人たちへの感謝の会を行いました。

　：昨年の奉仕学習で、５つのステップにしたがい取り組んだことが分かり
ましたか？　それぞれのステップで、どんな例が示されていましたか？

　５つのステップすべてを、誰かのためにという思いで努力して取り組むことで、質の高い奉仕
学習プロジェクトをやりとげることを強調します。プロセス全体を通して、進み具合を記録し、
できたことできていないことを常にチェックしながら進めることが重要であることを説明します。

活動２3. やってみる 20分

■『ほう仕学習の５つのステップ』について説明します
　グループで協力し、『ほう仕学習の５つのステップ』のスタップを説明するポスターを作成す
ることを説明します。

■ほう仕学習の５つのステップを明らかにします
　「楽しいグループ分け」を使い５つのグループに分け、「グループ活動の約束」を守って活動す
ることを確認します。各グループは５つのステップのうちの１つを担当し、準備係が用紙と画材
を準備し、記録係は用紙に大きな太字でステップ名を書きます。そして、各メンバーが、記号や
絵やイラストを使ってステップを説明します。リーダーは、そのステップが全体の中でどんな役
割を担っているのかを示すために、メンバーが説明や、例の紹介、イラストなど分担して作業を
進められるようにします。『ほう仕学習の５つのステップ』はライフスキルノートの「つなげる」
ページにあります。

　ポスターが完成したら、報告係が担当したステップのポスターを発表します。すべてのグルー
プが発表した後、『ほう仕学習の５つのステップ』は、これから数週間にわたって行う奉仕学習
プロジェクトの流れを説明したものであることと述べ、授業をまとめます。

先生の話

先生の話

先生の話

先生の質問

92

Ch
learn

LIONS  QUEST
Skills for

Growing

 

5.1

Lesson 1 85Lesson 1 85
66 Vol.5 Grade4

1.3 

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.eserved.

o 

 

1.2
!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

© 2015 Lions Clubs International Foundation. All rights reserved.

o 
o 

LIONS  QUEST

3

Facilitator’s  Resource  Guide Vol.5 Unit 5

94

■ふり返り
　ライフスキルノートを使い、この授業で学んだことをひとり１人、あるいは学級としてふり返

ります。

学習の要点 『ほう仕学習の５つのステップ』とは何ですか？

学びと発見

ほう仕学習では、ほう仕をする側の人々にどのような良いことがあると思

いますか？　ほう仕を受ける側にはどうでしょう？
あなたは、『ほう仕学習の５つのステップ』を学んで、ほう仕学習プロジェ

クトを計画する力がついたと感じていますか活用／応用 ほう仕学習について学んだことを、クラスで行うほう仕学習プロジェクト

にどのように生かすことができると思いますか？

4. 使ってみる 2分
　来週中に、地域で奉仕活動を経験している人、例えばライオンズクラブメンバー、学校の奉仕

活動委員会、市民団体のメンバーなどにインタビューします。そして、宿題や授業で学んだこと

の再確認として、またこれからの授業でスキルを活用した経験を交流するために、ライフスキル

ノートの「使ってみる」ページを完成させます。

評価
Part３ やってみる　子どもたちが作成したポスターと、ライフスキルノートの「ふり返り」の質問の答えを読み、

奉仕学習の各ステップがいかに重要かを理解できているか評価します。Part４ 使ってみる　ライフスキルノートの「使ってみる」ページの記述を読み、子どもたちが奉仕学習について学

んだことを、どのよう学級外で活用しようとしているか評価します。

｢ふり返り｣ の教材

ライフスキルノートP85

｢使ってみる｣ の教材

ライフスキルノートP86
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スキルアップ
 
詩を作ろう！

Part３ やってみる　奉仕学習のステップを説明する詩を作ります。そして、詩をゲームとし

て使い、２行目を伏せ、伏せている言葉を他のグループに推測してもらい

ます。

イラストを描こう！
Part４ 使ってみる　ライフスキルノートの「使ってみる」ページを絵や雑誌の切り抜きなど

を使って、奉仕体験を表現した作品に仕上げます。できたら全体に発表し

ます。

 
スキットを書こう！

Part３ やってみる　グループで、担当したステップを説明するスキットを作ります。そして、

下級生が奉仕学習を始める時に参考に見せるために、ビデオに録画します。記録しよう！
Part４ 使ってみる　インタビューのまとめを、他の人を助ける、良い影響を与えるなどのテー

マにしたがって発表します。そして、奉仕学習に関わる言葉を集めた語彙

集をつ作ります。

強化

向上
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