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科目「課題研究」の効果的な指導方法の研究について

－ 地域連携を中心とした思考力，判断力，表現力を育てる授業展開の取り組み －

千葉県立○○○○高等学校 ○○ ○○（農業）

１ はじめに

本校の教育目標は「学校と保護者・地域との連携をより一層強化して地域に信頼される学校

作りを推進するとともに，農業高校ならではの特色を生かした魅力ある学校作りを目指す。」で

ある。

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災の地震や津波による影響で飯岡と旭の両地区

で多くの方が家屋を失い，現在でも仮設住宅に２００名以上の方が住んでいるという現状があ

る。そこで被災地に立地する本校では，日頃から農家実習，インターンシップ，連携事業等で

お世話になっている地域住民の方々に対して支援活動をしていくため，昨年度から学校目標に

「東日本大震災による被災地の高校として，農業高校の特色を生かしたボランティア活動を組

織的に継続して実施する。」を加え，学校全体で地域支援としてボランティア活動を行っている。

生徒たちが被災された方に，援助活動を行うことは『思いやりある「豊かな心」を育む』とい

う視点からも大きな意義があり，これによって「社会奉仕」の精神を涵養できると考えられる。

支援活動としては災害義援金の募金をはじめ，避難所への慰労訪問として吹奏楽部による音

楽演奏活動，畜産科，生産技術科の生徒による豚汁・ゆで卵・鉢花の配布等を行ってきた。生

徒達はこの支援活動により，日々の学習成果を発表する機会を得ることができ，またそれらの

ことにより知識・技術の深化，生徒個々の学習意欲の高揚がはかれている。

本校，生産技術科では，２年次から専門性を高めるため実習を伴う科目においては「野菜」「果

樹」「草花」「造園」の４つの部門に分かれて学習を行っている。科目「課題研究」は３年次に

２単位を履修している。本研究を行う造園選択生徒は，年間をとおして校内ある６つの庭園の

管理や校舎内外にある樹木等の環境整備を行ない，造園の基礎・基本について学習している。

本研究は，災害復興のためのボランティア活動をとおして，科目「課題研究」の目標にある

「専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに問題解決の能力や自発的，創造的な学習

態度を育てる。」を実践する。通常の学習環境からは得ることの出来ない社会性，自主性，道徳

心の育成を図ることにより課題研究の効果的な指導法について研究する。

２ 研究目的

（１）意識改革の発現

他人と会話することが苦手で，自分の気持ちをうまく表現することができない生徒が多いと

いう現状から，「緑のカーテン」という支援活動をとおして，豊かな心を育むという「道徳教育」

の観点から社会の一員であることを実感させ，思いやりの心や規範意識，コミュニケーション

能力，社会性，自主性を養わせる。

（２）授業内容の実践

「カーボンオフセット」を「緑のカーテン」の中で実践することで，その効果的な活用・管

理についての知識及び技能を習得させるとともに，「自ら学び，思考し，表現する力」を高め，

人生を切り拓く「確かな学力」を育てる。



農－2－2

３ 研究方法

復興支援ボランティアをとおして授業で学んだ学習内容を実践し，専門的な知識と技術につ

いての確認を行う。さらにアンケート調査により，設置した方々の生活環境の変化やその効果，

本校生徒の取り組みについて評価するとともに，実施生徒の意識の変化について考察を行う。

（１）社会性の育成

被災された方々とのふれあいをとおして，言語活動を中心としたコミュニケーション能力を

育成する。また地域社会に目を向けさせることで，社会の一員としての基本的なモラルや社会

生活上のルールを習得させ，責任感や社会性を身につけさせる。

（２）自主性の育成

「緑のカーテン」の準備や設置，管理までの実習を行うことで責任感を養い，積極的な姿勢

や自ら学び行動することのできる態度を育成する。

（３）地域への貢献

居住者の生活環境の改善及び精神面の改善を図ることにより，豊かな心を育み，社会奉仕の

精神を養う。

４ 実施場所

平成２３年度に，旭地区に５０棟，飯岡地区１５０棟，合計で２００棟の仮設住宅が建設さ

れ，当時は約５００名の方が生活を送っていた。旭市役所都市整備課からは「仮設住宅の設置

期間は２年間であり，２年間経過後には仮設住宅を撤去することになるため，居住者はそれま

でに新しい住居を見つけなければならない。」という話があった。そのため本研究は入居が始ま

った平成２３年度と契約期間の終了する平成２４年度の２年間の研究とした。

設置箇所については，平成２３年度は『食と緑とカーボンオフセットを考える会』が事前に

アンケート調査を実施し希望者を募集した。その結果，旭地区で１７棟，飯岡地区で４０棟の

設置希望があった。平成２４年度は造園選択生徒が居住者宅をまわり，アンケートを実施し希

望者を募集した。その結果，旭地区で６棟，飯岡地区で３３棟の設置希望があった。（図１）

旭地区仮設住宅 『食と緑とカーボンオフセットを考える会』

（右）大山さん （左）笹本さん

図１ 旭地区仮設住宅及び『食と緑とカーボンオフセットを考える会』の方々
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５ 科目「課題研究」における研究テーマ及び活動計画

（１）年間をとおしての活動計画

研究テーマ 生徒の学習計画

３月 研究テーマ決定 研究テーマの決定

４月 年間計画書作成，栽培調査 年間計画表の作成，栽培管理方法の調査研究

５月 設置の準備 栽培・管理方法の調査・研究，材料準備

６月 「緑のカーテン」設置（旭地区） 「緑のカーテン」の取付け，設置

７月 「緑のカーテン」設置（飯岡地区） 「緑のカーテン」の取付け，設置

８月 収穫祭〔旭地区仮設住宅〕 資材準備・会場設営・調理補助・撤去

９月 管理実習 苗の誘引及び追肥

１０月 プランター，ネットの撤去 撤去及び清掃

アンケート調査調査 アンケート用紙の配布・回収

１１月 「パンジーの寄植え」の設置 プランター寄せ植えの作成及び設置

「旭農祭」での研究成果発表 展示パネルの制作及び展示

１２月 校内プロジェクト発表準備 発表原稿及びパワーポイントの制作

１月 校内プロジェクト発表 研究内容の発表

「報告書」の作成 活動内容をまとめ報告書を提出

２月 プランターの撤去 撤去及び清掃

３月 次年度の内容検討 次年度研究内容の検討

（２）地域団体との連携

本活動は，地域で活動しているボランティア団体や仮設住宅住居者，沖縄県人会の方々及び，

旭市立第一中学校生徒（平成２４年度のみ参加）も加わっての実施となった。

緑のカーテンで使用した材料は，平成２３年度については「食と緑とカーボンオフセットを考

える会」からプランター，ネット，ゴーヤ苗などを提供していただいた。平成２４年度について

はプランターとネットは提供いただいたが，ゴーヤ苗については本校生徒が栽培したものを使用

して行った。

設置に関しては，平成２３年度は「食と緑とカーボンオフセットを考える会」の方々と本校生

徒が協力して取り付けを行った。設置する前に取り付け方法の説明をうけたことでスムーズに設

置を行うことができた。平成２４年度は旭市立第一中学校の２年生７６名と合同で設置を行った。

設置する前に本校生徒が取り付け方法について説明を行い，その後本校生徒の指導のもとで設置

を行った。また設置の一週間前には，本校生徒が同中学校へ行き設置講習会を実施した。

収穫祭は，平成２３年度に旭地区のみで実施をした。収穫祭には「食と緑とカーボンオフセッ

トを考える会」の方々の他に，「沖縄県人会」の方も参加して実施したため盛大な収穫祭となっ

た。本校生徒も会場の設営やゴーヤの収穫、調理などに積極的に取り組んでおり参加された方か

ら高い評価を得た。さらに「沖縄県人会」の方の方から，「ソーキソバ」「ブルーシールアイス

クリーム」「オリオンビール」を提供していただいたり、沖縄舞踊の演技を披露していただいた

ので大変盛り上がった。

（３）研究テーマの決定

平成２３年度「課題研究」の研究テーマ決定時に「造園技術の授業の中で学習したカーボン

オフセットや，ゴーヤを利用した日除けについての研究がしたい。」という意見が出たため造園

選択生徒全員で話し合った結果，「旭文化の杜公園『ふれあい広場』」に建設された仮設住宅に，

住んでいる方々の生活環境の向上や心のケア，入居者同士のコミュニケーションを図る場の提
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供という目的で「緑のカーテン」を設置することにした。

そこで，被災地で支援活動をしているボランティア団体「食と緑とカーボンオフセットを考

える会」代表の笹本さんに相談したところ「６月中旬に仮設住宅にゴーヤを利用した緑のカー

テンを設置する計画があるので是非，協力して欲しい」という回答があり，協力することにな

った。さらに生徒から「年間をとおして継続的に支援を続けたい」という意見があったため「緑

のカーテン」終了後は，回収したプランターに造園選択生徒が栽培したパンジーを寄せ植えに

し配布することにした。また，平成２４年２月に旭市立第一中学校から「平成２４年度高等学

校と連携した食育活動支援事業」の指定校になるという連絡があり，その一環として「緑のカ

ーテン」の設置作業に参加させて欲しいという依頼があったため，平成２４年度は中学生と共

同で設置を行うことにした。（図２）

図２「緑のカーテン」取付け作業の様子

６ 研究報告

（１）実践内容

平成２３年度実施報告 平成２４年度実施報告

設 造園選択生徒が少ないこともあり，土 ゴーヤの播種は２年生造園選択生徒，土

置 作り及びプランターへの土入れは生産 入れ作業は生産技術科１年生が行い，ネッ

前 技術１年生が行った。ネットの切出し トの切出しは３年生造園選択生徒が行った。

準 や固定や竹の切出しについては３年生 固定用の竹については，篠竹では耐久性に

備 造園選択生徒が行った。 問題があるため今回は竹を購入し使用した。

設置については，来年度も継続する 設置は飯岡地区の仮設住宅においては３

設 ことを考え，２年生造園選択生徒も加 年生造園選択生徒と旭市立第一中学校２年

置 わり両地区で設置を行った。 生７６名で行った。旭地区仮設住宅への設

置は本校生徒のみで行った。

管 １学期中の管理実習は「課題研究」及 昨年と同様に「課題研究」及び「造園技

び「造園技術」の授業で行い，夏季休 術」の授業で行った。夏季休業中の管理は

理 業中は夏季当番実習で行った。 夏季当番実習で行った。

調 アンケート用紙の配布は，両地区と 設置者へのアンケート用紙の配布は両地

査 も１０月に行い，回収はプランターの 区とも９月中旬に行い，回収は１０月上旬

・ 撤去時に行った。しかし半数ほどしか に行った。設置後に転居された方以外から

回 回収ができず後日，回収を行った。生 は全て回収することが出来た。生徒へのア

収 徒へのアンケートも同時に実施した。 ンケートも同時に実施した。

旭地区での取付け作業（H23年度） 中学生と合同の取付作業（H24年度）



農－2－5

継 生徒から「年間をとおして継続的に １０月下旬にプランターを回収した。１

続 支援活動を続けたい」という意見や, １ 月中旬に昨年と同様にプランターへ「パ

的 居住者からの要望もあったため回収し ンジー」を寄植えにし配布を行った。

支 たプランターに造園選択生徒が育てた

援 パンジーを寄植えにし配布を行った。

教 当初計画にはなかったが，平成２４ 平成２４年６月に３年生造園選択生徒が

育 年２月に旭市立第一中学校から「緑の 指導者となり，旭市立第一中学校において

連 カーテン」の設置を合同で行わせてほ 設置講習会を行った。翌週には合同で飯岡

携 しいという依頼があったため，平成２ 地区の仮設住宅に「緑のカーテン」の設置

業 ４年度は合同で設置することにした。 を行った。(設置３３軒)

収穫祭は実施時期や予算的な面を考 「収穫祭」については実施しなかった。

慮し旭地区のみでの実施となった。居 理由は「食と緑とカーボンオフセットを考

住者全員に連絡し参加を呼びかけた結 える会」が参加できなということで，本校

果，１００名を超える方々の参加があ だけでは準備や予算などの面で無理という

収 り大変盛り上がった。準備はボランテ 結論となり，取りやめとなった。

穫 ィア団体の方々，沖縄県人会の方々，

祭 本校生徒が行った。仮設住宅で収穫し

たゴーヤを使いゴーヤチャンプルーや

ゴーヤの天ぷらなどの料理を振舞った。

沖縄県人会の方の「三線」の演奏，沖

縄琉球舞踊「エイサー」の演技があり，

参加した方々は楽しそうな表情で演技

に見入っていた。

７ アンケート調査及び集計結果

アンケート調査は，取り組みの結果や教育的効果をあげられたかを検証するために，平成２３

年１０月と平成２４年１０月に設置者及び設置を行った生徒に対して実施した。

実施した内容は，設置者には「設置したことによる生活環境の変化」，「日除けの効果」，「生

徒の取り組み」などについて質問を行い，生徒には「設置したこと対する感想」，「設置を行っ

た事による気持ちの変化」，「居住者との関わりの中で学んだこと」などについて質問を行った。

（１）アンケート実施数

【設置者アンケート】

平成２３年度 飯岡地区 配布数40棟 回答数31棟，旭地区 配布数17棟 回答数16棟

平成２４年度 飯岡地区 配布数33棟 回答数26棟，旭地区 配布数 6棟 回答数 1棟

【生徒アンケート】

平成２３年度 ３年造園選択生徒9名 ２年造園選択生徒9名 合計18名

平成２４年度 ３年造園選択生徒9名

（２）設置者アンケート結果

ア アンケート共通項目及び回答結果

平成２３年度と平成２４年度のアンケート項目において「共通項目」と「その他」に分けて集

計を行った。
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（ア）アンケート共通項目結果

① 「緑のカーテン」を設置してどうでし ② 毎日の管理（かん水等）はどうでしたか。

たか。（図３） （図４）

③ 日除けの効果はありましたか。（図５） ④ 来年も「緑のカーテン」の設置を希望し

ますか。（図６）

⑤ 生徒が設置作業と管理作業に取り組む姿勢はどうでしたか。

この質問では設置者全員が「良い」と回答し「悪かった」と回答した方はいなかった。

（イ）共通項目以外のアンケート項目集計結果

① 昨年も「緑のカーテン」を設置しましたか。(Ｈ２４年実施)

〔設置した１５名 設置しなかった１２名〕

② 今回の「緑のカーテン」についての感想（改善点，問題点等）を書いて下さい。

（Ｈ２３，２４年実施）

③ ゴーヤを収穫して食べましたか。（Ｈ２４年実施）

〔食べた１７名 食べなかった１０名〕

④ 「緑のカーテン」全体を通しての感想を書いて下さい。（Ｈ２３，２４年実施）

（ウ）設置者アンケート結果の分析・考察

アンケート集計は平成２３，２４年度の結果を合計して行った。

設置数が平成２３年度は５７棟，平成２４年度は３９棟と減少しているが，これは今年中に

仮設住宅を出る予定の方や，すでに住む場所を確保し引っ越しを予定している方がいたことで

の減少である。また２年間連続で設置した世帯は回答があった２７棟のうち１５棟であった。

アンケート結果で「緑のカーテン」を設置してどうでしたかの質問では，ほとんどの方が「良

かった」と回答していた。「緑のカーテンのおかげで気持ちが安らいだ」「朝起きて戸を開けた

時，緑の匂いに『今日も頑張ろう』という気持ちに

なった」「涼しい風が通り抜け快適だった」などの意

見があり，全体的に感謝される意見が多かった。悪

い意見としては「葉が茂りすぎて風が入らなくなっ

た」「あまり大きく育たずカーテンにならなかった」

などの意見があった。（図７）
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図４ アンケート結果

毎日の管理（かん水）はどうでしたか
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図５ アンケート結果

日除けの効果はありましたか
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図６ アンケート結果

来年も緑のカーテンを設置しますか

希望

する

希望

しない

良かった

95%

悪かった

5%

図７ アンケート結果

「緑のカーテン」を設置してどうでしたか
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生徒の取り組みについての質問では，平成２３，２４年度とも批判的な意見はなく，どの意

見も好意的であった。これは設置した方から感謝の言葉を頂いたことで生徒の気持ちの中に「住

んでいる方の力になりたい」という思いが強く現れてきた結果であると感じる。回答の内容を

見ると「楽しそうな声が聞こえて元気をもらった」「追肥や誘引などのメンテナンスを良くして

頂き助かった」「生徒たちが話し相手になってくれて嬉しかった」などの回答があった。

管理についての質問では，文頭では「毎日のかん水は大変だった」という回答をしていなが

らも，文末では「成長を見るのが楽しみだった」と回答している方や，「子供と会話しながら楽

しくできた」などの回答があり，全体的に楽しみながら世話をしてくれている人が多いという

印象を持った。やはりかん水は大変な仕事であるが，

精神的な面では植物を育てることで得られる「栽培

する楽しみ」，緑を見ることで得られる「気持ちの安

らぎや潤い」，毎日管理をすることで得られる「生活

のリズム」，ゴーヤを収穫することで得られる「食す

る事への楽しみ」など様々なプラスの効果があった

と見ることが出来る。（図８）

日除けの効果の質問には，昨年度は設置時期が遅いことや設置後に台風がきた影響で「緑の

カーテンにならなかった」と回答した方がいたが，

今年度は設置時期を早めたことと，設置後に台風の

発生もなく天気良かったことも幸いし，ほとんどの

家庭で見事な「緑のカーテン」となった。また「設

置していない部屋よりも涼しく感じた」「日除けの

効果があった」「見た目にも涼しげで良かった」な

どの意見もあり日除けの効果が高かったと考えられる。（図９）

次年度も「緑のカーテン」を設置しますかの質問では，多くの方が設置を希望していたが，平

成２４年度末で仮設住宅の契約期限が切れることから仮設住宅を出る方が多く，平成２４年度の

設置件数は平成２３年度よりも減少している。

全体をとおしての感想では「近所の人達と会話をするきっかけとなった」「植物の育つ姿を見

ていると元気がもらえる」「温かい心遣いに感謝です」という意見があった。被災したことで落

ち込み，心細かった気持ちのところへ「ゴーヤの管理」という共通の話題によって，住んでい

る人同士がコミュニケーションをとるきっかけとなったり，ゴーヤの成長が心に安らぎを与え，

「これから頑張っていこう」という元気を与えたのだと感じる。感謝の言葉や喜びの言葉など

が多く，被災者支援ということから考えて大変有効であった。

「収穫祭」に関するアンケートは，平成２４年度は実施していないため，平成２３年度のア

ンケートの結果をもとに集計を行った。参加者数は仮設住宅全体で１００名にのぼった。「仕事

のため参加できなかった」「ゴーヤが食べられないから参加しなかった」と回答した方がいたが，

参加者からは「にぎやかで楽しかった」「他の方々と話が出来て楽しかった」「沈んだ気持ちが，

生徒達が一生懸命に取り組む姿を見て吹き飛んだ」という意見が多く寄せられた。これはたく

さんの人達と話をしながら，一緒に楽しい時間を共有することで不安な気持ちが払拭され，安

心感が生まれたために出てきた回答であると感じる。

あった

79%

なかっ

た

21%

図９ アンケート結果

日除けの効果はありましたか

楽し

かった

65%

大変

だった

35%

図８ アンケート結果

毎日の管理（かん水）はどうでしたか
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（３）生徒アンケート集計結果

ア 平成２３年度生徒アンケート集計結果

アンケート項目及び回答結果

実施数：１８名（２年造園選択生徒９名 ３年造園選択生徒９名 合計１８名）

① ３月１１日に発生した地震，津波によって旭や飯岡で多大なる被害が発生しましたが

それについて感じる事を書いて下さい。

〔かわいそう５０％ 力を貸してあげたい３６％ 早く復興して欲しい１４％〕

② 「緑のカーテン」を設置した感想を書いて下さい。

〔役に立てて嬉しい３３％ 楽しかった５３％ 疲れた１３％〕

③ 「緑のカーテン」を実施前と実施後での気持ちの変化を書いて下さい。

〔達成感があった５０％ 被害の深刻さがわかった５０％〕

④ 住んでいる人達と話をしたと思いますが，その時どんな気持ちでしたか。

〔感謝の言葉が嬉しかった４１％ 会話が緊張した４７％ 住んでいる方が元気だった１２％〕

⑤ 設置準備及び設置を行った時に「苦労した点」を書いて下さい。

〔使用する道具，材料の準備３３％ 取り付け方１７％ コミュニケーションの取り方５０％〕

⑥ 全体を通して，今回「緑のカーテン」をやってみてどういう感想を持ちましたか。

〔良くできた１００％ 良くできなかった０％〕

イ 平成２４年度生徒アンケート集計結果

アンケート項目及び回答結果

実施数：９名（３年造園選択生徒９名）

① 設置講習会で「良くできた点」と「良くできなかった点」を書いて下さい。

〔良くできた点：作業内容の説明がしっかりできた５０％ 実技指導ができた５０％〕

〔良くできなかった点：緊張して説明が雑になった５０％ 会話ができなかった５０％〕

② 合同で行った設置の時に「良くできた点」と「良くできなかった点」を書いて下さい。

〔良い点：説明がしっかりできた３２％ 実技指導ができた３２％ 会話しながらできた３７％〕

〔良くできない点：説明が雑になった３８％ 設置にもたついた３８％ 会話ができなかった２５％〕

③ 全体を通しての感想を書いて下さい。

④ 「仮設住宅」に住んでいる方々と会話をした時の気持ちを書いて下さい。

〔感謝の言葉が嬉しかった６９％ 会話が緊張した３１％〕

⑤ 「緑のカーテン」の設置を「やる前」と「やった後」では，自分の気持ちがどのよう

に変化しましたか。

〔感謝されて気持ちが良い４７％ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに積極的に参加しようと思う２１％

地域貢献の大切さがわかった３２％〕

⑥ 「緑のカーテン」の設置をした時に苦労した所を書いて下さい。

〔中学生への説明３８％ 中学生の動かしかた３８％ 取り付け方２５％〕

⑦ 昨年、設置した時の自分と比べて「成長した」と感じたところはありますか。

〔責任感が身についた３６％ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの取り方２７％ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の大切さがわかった３６％〕

ウ 生徒アンケート結果の分析・考察
（ア）平成２３年度アンケートについて

地震の被害について感じることについての質問で

は，地震によって家を失った人や家族を亡くしてし

まった人がいたことに対して「かわいそうだった」

という意見が半数を占め，地震が地域社会に及ぼし

た影響を感じる結果となった。（図１０）

50%
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14%

図１０ アンケート結果

災害で発生した被害について感じたこと

かわいそう
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たい

早く復興してほ

しい
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緑のカーテンを設置しての感想についての質

問では「今回の設置によって涼しくなればいい」

「設置場所がたくさんあって大変だったが楽し

かった」など，やった事への満足感を感じる意

見が見られた。（図１１）

実施前と実施後の気持ちの変化の質問では「作

業をやり終わったあととても充実感があった」，「『自分達は今、地域の人たちのために役立つこ

とをしているんだ』という実感が持て，嬉しくなった」「被害の大きさが実感できたのでこれか

らも何等かの形で協力していきたい」などの意見があった。やはり常に責任感を持ちながら実

習を行ったことで達成感が得られ，この後の実習に対しても頑張って取り組んでいこうという

気持ちに変わってきたと感じる。

住んでいる方との会話についての質問では「ありがとうとお礼を言われ嬉しかった」「声をか

けられたことで自分たちのやっていることが報

われていることを実感した」など，住んでいる

方との挨拶や問いかけに対する返事や日常の会

話などから相手の気持ちを理解し，それに対し

て自分の意見を言えるようになったということ

でコミュニケーション能力や表現力などが身に

ついたと考えられる。（図１２）

設置準備や設置を行って「苦労した点」につ

いての質問では，コミュニケーションをとるの

が大変だったと答えている生徒が全体の半分を

占める結果となった。普段の生活で家族以外の

人とあまり会話をする機会がないこともあって，

知らない人と会話をすることは生徒にとって大

変な行為だったと感じる。 （図１３）

全体を通しての感想では「役に立てて嬉しい」「住んでいる方との会話が増えて良かった」な

ど，前向きな意見が多く見られた。このことからも基本的なモラルや社会のルールの習得，責

任感，社会性などを養う事ができ，成果があったと見ることができる。

イ 平成２４年度アンケートについて

今年度，旭市立第一中学校二年生と一緒に行った設置講習会の質問では，教え方がわからず

始めは戸惑っていた生徒だったが，練習した内容を実践した結果，「しっかりと指導することが

出来た」「教える事の楽しさを感じる事ができた」と前向きに回答する生徒が多かった。また年

齢が近いということもあり，実習中は中学生と楽しく，コミュニケーションを図りながら行え

たこともあり非常に満足げであった。しかし緊張のため言葉が出てこなく，説明に時間がかか

ってしまったと回答した生徒もいたが，このような機会を多く体験すれば改善出来ると感じる。

仮設住宅への設置に関する質問では「設置講習会」での反省を生かし，中学生とコミュニケー

ションを取りながら行うように心がけたことで，スムーズに作業を進める事が出来たという回

41%

47%

12%

図１２ アンケート結果
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図１３ アンケート結果
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図１１ アンケート結果
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答があった。今回は設置する際の段取りも生徒が自分で考えて行ったので，自主性や責任感を

身につける上でも大変有効であったと感じる。全体をとおしての感想では，人に教えた事がな

い生徒が多かったので戸惑いながらの設置となった。多くの中学生を前にしての説明に「物事

を教えるのは難しい」という感想が多かった。（図１４，図１５）

住んでいる方との会話についての質問では，住んでいる方々が明るく元気で被災者という事

を感じさせない雰囲気で生活している事に生徒達はビックリしていた。設置前と設置後の気持

ちの変化の質問では，２年間継続して行ったことで，前年と比較して考えることができるため

前向きな意見が多かった。やはり住んでいる方から「感謝の言葉」や「労いの言葉」をもらう

ことで，地域貢献の大切さが実感できたと感じる。自分の成長を感じたところはどこかの質問

では「住んでいる方と気軽に会話が出来るようになった」「これからもボランティア活動に積極

的に参加していきたい」という感想があり，この点からもコミュニケーション能力や奉仕をし

たいという豊かな心が育ったと感じる事が出来た。また「被災地の復興を真剣に考えるように

なった」という回答から，社会奉仕の精神も生徒の気持ちの中に育ってきたと感じる。

９ 平成２３年度の結果と平成２４年度の結果との比較

平成２４年度は時期を少し早めて設置を行った。その結果，台風や大風による被害もなく順

調に生長し見事なカーテンになっているところが多く見られた。今年度は学校で作ったゴーヤ

苗を使用したので成長が心配されたが，昨年の苗と遜色がないくらい見事な苗に育った。

「温度対策」については、旭市役所都市整備課より「仮設住宅の壁や屋根に対しては加工す

ることが出来ない」という回答があったため暑さの対策は行わなかった。しかし設置時期を早

めたことによりゴーヤの成長が良くなり，西日の入りが和らぎ「夕方になると気温が下がった」

と感じる方が多かった。しかし茂りすぎたため「窓を開けても風が入ってこなかった」という

方も見られた。

「収穫祭」については，平成２４年度は実施しなかった。理由としては「食と緑とカーボン

オフセットを考える会」が参加できないということになり，そのため本校だけでは準備や予算

などの面で厳しいという結論となり残念ながら取りやめとなった。（図１６）

平成２４年度の「緑のカーテン」の設置は，旭市立第一中学校二年生と合同で実施した。設

置前には３年造園選択生徒が中学校へ出向き「設置講習会」を実施し，苗の定植方法やネット

の張り方などの指導を行った。仮設住宅への設置の際も，３年造園選択生徒が指導者となり中

学生に取付け方の指導を行った。始めは緊張し戸惑っていた生徒達も最後にはしっかりと教え

られるようになり成長を感じた。また，生徒達は住んでいる方から言葉をかけられると嬉しそ

32%

32%

36%

図１４ アンケート結果
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図１５ アンケート結果
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うな表情で会話をしていた。さらに生徒の方からも積極的に声をかけ会話する場面も見られ，

コミュニケーションの取り方や社会性を身につけたという印象を得た。（図１７）

図１６ 旭地区仮設住宅で実施した「収穫祭」（Ｈ23年度）

図１７ 旭市立第一中学校生徒との講習会及び設置の様子（H24年度）

旭市立第一中学校での設置講習会中学生に設置を指導する生徒

旭地区で実施した収穫祭 収穫祭で調理を行う生徒

飯岡仮設住宅の「緑のカーテン」 中学生との記念撮影（飯岡仮設住宅にて）
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１０ 研究のまとめと今後の課題

本研究は課題研究の目標にある内容を災害復興をとおして実践し，その評価を生徒と居住者

に実施したアンケートをもとに行った。まず生徒に実施したアンケートからも見られるように，

「緑のカーテン」の設置や管理実習をとおして，被災された方々と触れあう機会を得たことで

ことで校内での授業からは得られない「自分の判断で行動し，その考えを表現していく力」（思

考力，判断力）が芽生えたと考える。さらに，「被災された方の力になりたい」という気持ちを

持ち，自ら設置計画を立て取り付けを行ったことで「自主性」が養われたと感じる。ボランテ

ィア団体の方や仮設住宅の居住者の方たちと実習中に交わした会話から「コミュニケーション

能力」「表現力」「社会性」が養われたと考える。そしてこの活動が近隣の中学生にも波及し，

中学生に設置方法を指導したことは「責任感」を養う上でも大変有効だったと考える。

今回の震災による災害復興支援は，やはり地元に住んでいる人達が協力していかなければな

らない事であり，地域全体で継続して取り組んでいかなければならないことである。また本活

動を見てきた２年生から「先輩達がやってきた活動を旭農業高校の伝統として今後も継続して

行っていきたい」という意見があったことは，今までの取り組みが実施した生徒にとどまらず，

他学年の生徒にも社会貢献の気持ちを芽生えさせたという意味でも成果はあったといえる。

当初，平成２５年４月に完成予定だった復興支援住宅の建設がなかなか進まないこともあり，

仮設住宅への入居期間が一年間延長されることになった。そこで次年度の課題研究においても

継続して取り組むことにし，さらに２年間の支援活動で培った知識や技術を地域へ還元し，役

立てていきたいと考えている。

そこで地域への還元として考えるのは，１つ目は近隣の保育園，小学校，中学校へ出向いて

の設置講習会や苗の配布，図書館，市役所，駅など公共の場に対する設置である。２つ目は本

校卒業生の就職先としても大変お世話になっている地元の介護施設や障害者福祉施設への「緑

のカーテン」の設置である。本校が立地している旭市には介護施設や障害者施設が多数あり，

また造園選択生徒も昨年度は介護施設へ１名が就職し，今年度も２名の生徒の就職が決まって

いる。このように本校と大変深い関わりのあるこれらの施設とも連携を図り，積極的に活動を

推進していきたいと考える。そして生徒の社会福祉や社会貢献の精神の育成を図っていきたい。

１１ おわりに

今回このような教科研究の機会をいただき，大変感謝しております。当初，取り上げる学習

内容が見あたらなかったため，なかなか主題を決めることが出来ず，自分の不勉強さを痛感さ

せられました。今回被災された方への支援活動を行ったことで，被災された方の心情や，一瞬

で人間の命や生活を奪ってしまう災害の恐ろしさを理解することができ大変勉強になりました。

最後に，本研究を進めるにあたり御指導いただいた平成２３年度千葉県教育庁教育振興部指

導課主幹兼教育課程室長 根本進先生，平成２４年度千葉県教育庁教育振興部指導課指導主事

山本昭博先生，千葉県立旭農業高等学校長 菱木勝平先生，教科指導員（農業）千葉県立君津

青葉高等学校 西川明夫先生をはじめ，教科研究員の先生方ならびに御指導・御協力いただき

ました関係諸先生方に深く感謝申し上げます。

《 参考文献 》高等学校学習指導要領解説農業編 高等学校学習指導要領 （文部科学省）


