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くまもと「親の学び」プログラム
次世代編実践事例集
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はじめに
熊本県教育委員会では、くまもと家庭教育支援条例第 １３条に基
づき、中学生、高校生の「じりつ」（自律・自立）を促し、将来親に
なることについて学ぶ機会を提供するため、「くまもと『親の学び』
次世代編プログラム」（以下、次世代編プログラムという。）を推進
しています。
令和２年度（２０２０年度）は、県内の中学校１１校を実践協力
校に指定させていただき、次世代編プログラムの効果的な活用につ
いて、実践を重ねてきました。
この１１校の実践と併せ、各管内で行われた次世代編プログラム
の実践を取りまとめましたので、各学校におかれましては、次世代
編プログラムの今後の積極的な活用に役立てていただきますよう、
お願いします。

★くまもと「親の学び」プログラムについて★
くまもと「親の学び」プログラムとは、保護者や生徒を対象にした参加体験型
コミュニケーション講座を進行するためのプログラムです。
生徒向け「親の学び」プログラム（次世代編）は、まもなく大人になる高校生
や中学生が、「大人になったとき」「親になったとき」に必要な『自立』と『コミ
ュニケーション』をメインテーマにしたプログラムになっています。
また、保護者向け「親の学び」プログラムは、子供の発達段階に応じた「乳幼
児期編」「小学生期編」「中高生期編」があり、テーマをもとに考えを出し合うこ
とを通して、保護者が子育てについて前向きな気持ちをもち、子育てのヒントを
得ることができるプログラムになっています。
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令和２年度（2020 年度）
くまもと「親の学び」次世代編実践協力校
実践協力校

宇城

美里町立中央中学校

実施日

11月27日（金）

実施時間

荒尾市立荒尾海陽中学校

11月17日（火）

実施場所
（対象者等）

講座実施者

14:30～15:20

体育館

宇城教育事務所

(５校時）

（全学年生、保護者）

藤本社会教育主事

7月13日（月）

玉名

実施一覧

2年生各教室
9:30～10:20

（2年生：4クラス）

玉名教育事務所

2年生各教室

福田社会教育主事

（2年生：5クラス）

菊池

菊池市立七城中学校

阿蘇市立一の宮中学校

2月16日（火）

11月19日（木）

家庭科室

菊池教育事務所

（2年生：50名）

工木社会教育主事

2年1組教室（32人）

各学級担任

15:00～15:50

体育館

阿蘇教育事務所

（6校時）

（全校生徒：79人）

井上社会教育主事

8:45～9:35

1年生各教室

（１校時）

（1年生全クラス）

14:50～15:40

9:50～10:40
（2校時）

阿蘇
南小国町立南小国中学校

上益城 甲佐町立甲佐中学校

八代市立千丁中学校

11月9日（月）

11月5日（木）

2月19日（金）

井上トレーナー

体育館

（5校時）

（1年生）

岡田トレーナー

武道場

木本トレーナー

14:45～15:35

（2年生）
1年1組教室（25名）

八代郡氷川町及び
八代市中学校組合立

本田社会教育主事

13:45～14:35

（6校時）

八代

上益城教育事務所

12月24日（木）

10:40～11:30

氷川中学校

1年2組教室（25名）
2年1組教室（31名）

各学級担任

3年1組教室（41名）

芦北

水俣市立水俣第一中学校

11月10日（火）

11:40～12:30

球磨

錦町立錦中学校

10月27日（火）

11：20～12：10

天草

上天草市立大矢野中学校

9月30日（水）

１年１組教室

各教室
（全校生徒）

学級担任

各学年の職員

10:20～12:00

体育館

天草教育事務所

（3・4校時）

（1年生全クラス）

山口社会教育主事

※委員：家庭教育支援推進委員
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「親の学び」次世代編実践協力校 実践事例紹介
～美里町立中央中学校での実践～
【宇城教育事務所】

私の主張と親の主張、どちらも納得するには？
～ＳＮＳの利用を通して～
「自転車の乗り方・安全について考えよう」
【講座の説明】
中央中学校（全校生徒・全保護者）の学校行事において、
宇城教育事務所の社会教育主事（くまもと「親の学び」プロ
グラムトレーナー）が、
「次世代編Ⅱ プログラム５：私の
主張と親の主張、どちらも納得するには？ ～ＳＮＳの利
用を通して～」を参考にして講座を行いました。

メイン活動１「あなたは Yes or No？」

講座用プレゼンから

実践校２人の教師によるロールプレイ

生徒と保護者が話し合う様子

【講座の日程等】
実施日：令和２年１１月２７日（金）
時 間：５校時（１４：３０～１５：２０）
場 所：美里町立中央中学校（体育館）
対 象：全校生徒１１０名
保護者及び教職員７１名
進行役：宇城教育事務所 社会教育主事
（くまもと「親の学び」プログラムトレーナー）
【プログラムの実際】
① 講座の「目的」
「学び方」について確認する。
・
「親の学び」プログラム次世代編の説明
② 「リラックスタイム（アイスブレイク）
」
・４つのお題をもとにした親子の話合い
（※ＳＮＳに関するサイコロトークから４つ抜粋）
③ メイン活動１「あなたは Yes or No？」
・考え方の多様性及び認識の共通理解
④ メイン活動２「どちらも納得できるようにするには？」
・教師によるロールプレイ
・親子で課題解決の方法を模索
⑤ SNS 等が及ぼす影響に関する説明
・ＳＮＳの利便性と危険性、同世代の使用状況
・スマートフォン等による被害の事例紹介
（※動画「スマホトラブル、うちの子だけは大丈夫？」）
⑥ メイン活動３「家庭のルールを考える」
・熊本県及び美里町の取組について
・自分が親（保護者等）になった時にどんなルールを作る
か考える。
⑦ まとめ（
「アメリカのある家庭のルール紹介」
）
・具体的なルールについて知り、今後に生かす。
【「親の学び」次世代編Ⅱ実施後のトレーナーのコメント】
〇 実践校教師が親子役を演じてロールプレイすること
で、保護者と生徒に現実感のある事例提示ができた。
○ 事例「ある親子の会話から…。
」をもとに、生徒が親の
立場で、親が生徒の立場で役割演技を行いながら、SNS
の利用について話し合ったことで、生徒も親としての
様々な考えや思いに寄り添うことができた。
○ 映像資料（携帯電話会社制作）の活用により、興味を
持ってプログラムに参加できていた。
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令和２年度（２０２０年度）「親の学び」次世代編報告書
玉名教育事務所
日時・場所

令和２年 ７月１３日（月） 場所（ 荒尾海陽中学校３年生各教室 ）
令和２年１１月１７日（火） 場所（ 荒尾海陽中学校２年生各教室 ）
〇アイスブレイク（画像の見え方２つ）
〇サイコロトーク（３～４人グループで実施）
○ダイヤモンドランキング（３～４人グループで意見交換・発表）
・「地域社会や職場において必要とされる力」について考える
〇まとめ
・学校や学年の実態に応じた内容についてまとめを行う

実施内容

話し合いの様子

講座の様子

〇私は、このプログラムを通して、自分を見つめ直すことができました。「今」
が大切だから、リーダーになるために、夢を実現するために全力で頑張ってい
こうと思いました。
〇自分が知らなかった友達のことを知ることができて嬉しかったです。新しい一
面を知ることができて良かったです。
〇自分以外の人の意見や考えを聞くことができ、自分の考えの幅が広がったと思
います。
参加者の感想 〇今回ように、自分の意見を伝えることや相手の意見を聞くことは、とても大事
なことだと思ったし、このような場を増やすことによって、相手のことや考え
を知ることができると思いました。
〇今回の授業を受けて、班の人といろいろな事を話すことができてとても楽しか
ったし、今後の人生のヒントをたくさん得ることができました。
〇これから大人になっていくために、どのようなことをすればいいのか完全には
分からないけど、周りの意見を聞き、理想を持つことができたので良かったで
す。このような学ぶ機会を持つことができて嬉しかったです。

まとめ

アイスブレイクやサイコロトークを交え、和やかな雰囲気で講座を実施するこ
とができた。各グループの意見交換も活発で、とても講座が進めやすかった。
また、今回のプログラム内容を学校の担当者と相談しながら設定したことで、
実施後、担当者からは「今後の学校生活につながるものになった。」との声が聞
かれた。
実際に講座を実施して、子供達同士をつなぐきっかけづくりとしても「親の学
び」講座はとても有意義な取組であると感じた。
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「親の学び」次世代編実践協力校
～菊池市立七城中学校での実践～

実践事例紹介

令和３年（２０２１年）２月１６日（火）

【菊池教育事務所】
【菊池教育事務所】
テーマ：社会で求められる人になるために必要な力をさぐる。
～立志式に繋ぎ、将来を描こう～
【講座の主な内容】

①錯視・さいころトークの様子

2 年生約５０名の生徒を対象に、「職場や地域社会
で多様な人と仕事をしていくために必要な力を考え、
これからの進路（仕事）選択や将来設計に役立てよう
とする心情を高める。」ことをねらいとして行った。

【講座の日程等】
◇ 実施日：令和３年 2 月１６日（火）
◇ 時 間：１４時５０分～１５時４０分
◇ 場 所：菊池市立七城中学校
◇ 対 象：２年生生徒５０名

②ダイヤモンドランキング（個人思考・班内紹介）の様子

【生徒の感想】

社会から必要とされる人間になれるよう、将来自分の就きたい職
業に就けるよう、小さなことから少しずつ積み重ねて毎日頑張っ
ていこうと思いました。また、ダイヤモンドランキングに書いた
ことが身についている大人に、将来なりたいと思いました。

ダイヤモンドランキングでは、班の人たちがどれを 1 位に
したのか、なぜそういう順位にしたのか、ということを聞
けて良かったです。班の人たちが、社会に出て何を必要と
していくのかを聞くのはワクワクしました。

③まとめの様子
「親の学び」プログラム次世代編の授業を通して、大人に
なっても勉強し続けたいなと思いました。常に自分をアッ
プデートすることを忘れずに「学ぶ」姿勢を大切にして、
社会人として必要な力をつけていきたいなと思いました。

【次世代編講座実施後の担任の先生の感想】
今回は、３月に予定してある「立志式」に繋げることを視野に置
いてある講座であったが、生徒たちが自分自身の将来についての展
望と希望を持つ良い機会にすることができた。
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「親の学び」次世代編実践協力校 実践事例紹介
～一の宮中学校での実践～

令和２年（２０２０年）１１月１９日（木）

【阿蘇教育事務所】
～

学級担任による講座開催

～

テーマ：未来予想トーク～想像しよう自分の未来～
【講座の説明】
２年生を対象に、
「親の学び」プログラム「次世代編Ⅱ プ
ログラム１２：「未来予想トーク～想像しよう自分の未来
～」をテーマにした講座を二人の学級担任に実践していた
だきました。（１組２組クラス毎に同時進行）
～ 講座の流れ ～
① 学級担任による講座の内容とめあての確認
①学級担任による講座の内容とめあての確認

ｔ
②クイズによるアイスブレイク

まず、教科担当の先生が、これまでの学習内容の確認を行
「親の学び」プログラムの実践
い、本時のめあてを提示しました。
② クイズ（内容は英語や地歴）によるアイスブレイク
次に、
「次世代編Ⅱ プログラム８：モラルやマナーにつ
③ すごろくを使って未来予想トークをする
いて考えよう！～自転車の乗り方を通して～」を参考にし
④ グループで話題になったこと等を全体に紹介する
て作成した今回実施するプログラムの流れを説明し、目的、
⑤ 共有したことについての気づきと振り返り
目標を示した後、自転車の乗り方○×クイズを行いました。
その後、自転車に関する交通安全について自分が守って
⑥
学級担任による講座全体についてのまとめ
いること、守れていないことについて班の中で意見交換を
行い、出された意見を代表者に発表してもらいました。
【生徒の感想】
活動の中心として、自転車に乗っているときの自分やみ
んなの様子を振り返り、気を付けたいことについて様々な
今日は、友達の意外な意見や考えを聞くことが出来て良
視点（大人、年下、過去、未来等）から考え、出された意見
かったです。またこの学習を通して、今よりももっと友達
を基に議論を行い、学級全体で考えを共有しました。
のことを知ることができたし、仲も深まったと思います。
講座のまとめとして、
「ある人の手記」の読み聞かせを行
った後、更に生徒一人一人のペースで黙読を行わせ、親の
班のみんなで協力しながら、楽しむことができた。一人で考
視点から今の自分を振り返るよう伝えました。
えたりするよりも、みんながどんな考えをもっているのかを
最後に、授業のまとめとして、生徒は学習の感想を書か
知ることで、今後の生活のヒントを得ることができた。
き、発表を行いました。その後、教科担当の先生が、現状と
将来の二つの視点で安全に関するまとめを行いました。
色々な意見・考えを聞けて良かったし、特に将来のことなど
決まってないという意見もあれば、それについて話してくれ
る人もいたので「へぇ～」と思った部分もありました。

③すごろくを使って未来予想トークをする

まだ将来のことは分からないけど、将来のことについて、
考えられたし、目標なども見えてきた。又、今の自分の良さ
なども考えられたので、この考えを将来に生かしていきたい
と思いました。

【学級担任が講座を行うことのメリット】

④グループで話題になったことを全体に紹介する

○自分の将来像を考えることを通して、進路や自立に向けて考
えるきっかけとすることができる。
○自分自身やお互いを知り、主体的な生活、豊かな人間関係を
築こうとする心情を高めることができる。
〇生徒は講座に対する不安感がなく、安心して参加することが
でき、生徒理解が更に行いやすい。
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「親の学び」次世代編実践協力校 実践事例紹介
～南小国中学校での実践～

令和２年（２０２０年）１１月９日（月）

【阿蘇教育事務所】
～

「親の学び」トレーナーによる講座開催

～

テーマ：「夢」をもとう！
【講座の説明】
（南小国中学校）
全校生徒を対象に、縦割り班の形式を活用し、
「親の学び」
プログラムトレーナーがゲストティーチャーとして入り、
「次世代編Ⅱ プログラム１１：
「夢」をもとう！をテーマ
にした講座を実践しました。
～ 講座の流れ ～
① 講座の内容とめあてを確認
①

「親の学び」トレーナーと講座のめあてを確認

ｔ
③

自分の夢を書いてみよう

「親の学び」プログラムの実践
② さいころトークによるアイスブレイク
まず、教科担当の先生が、これまでの学習内容の確認を行
③ 自分の夢を書いてみよう
い、本時のめあてを提示しました。
④ 夢を達成するためにできることや準備について
次に、
「次世代編Ⅱ プログラム８：モラルやマナーにつ
⑤ 今できることや準備について班内での共有
いて考えよう！～自転車の乗り方を通して～」を参考にし
⑥ 共有したことについての気づきと振り返り
て作成した今回実施するプログラムの流れを説明し、目的、
目標を示した後、自転車の乗り方○×クイズを行いました。
⑦ 講座全体についてのまとめ
その後、自転車に関する交通安全について自分が守って
いること、守れていないことについて班の中で意見交換を
【生徒の感想】
行い、出された意見を代表者に発表してもらいました。
みんなの夢を聞くことができ、よかった。自分の夢につい
活動の中心として、自転車に乗っているときの自分やみ
て考え、今の自分に何ができるかなど考えることができた。
んなの様子を振り返り、気を付けたいことについて様々な
サイコロトークは、初対面の方と話し合ったりするのにと
視点（大人、年下、過去、未来等）から考え、出された意見
てもいい方法だと思った。
を基に議論を行い、学級全体で考えを共有しました。
講座のまとめとして、
「ある人の手記」の読み聞かせを行
人それぞれの夢があっていいと思った。親のおかげで、でき
った後、更に生徒一人一人のペースで黙読を行わせ、親の
ていることが、たくさんあると思った。
視点から今の自分を振り返るよう伝えました。
最後に、授業のまとめとして、生徒は学習の感想を書か
「親の学び」という題だが、
次世代の人も役立つ内容なのか
き、発表を行いました。
その後、
教科担当の先生が、現状と
なと思った。
こういう経験はあまりなかったので、
経験するこ
将来の二つの視点で安全に関するまとめを行いました。
とができてよかった。

⑤今できることや準備について班内での共有

夢があると何事も頑張れそうだなと思った。自分がもし親
になったときは、子どもを応援してあげられる親になりたい
と思った。自分の夢をふせんに書きだしてくださいと言われ
て、二つしか書けなくて、自分でもびっくりした。

【次世代編のメリット】

⑦

講座全体についてのまとめ

○コミュニケーションやモラル、マナー等、自分の将来につい
て考える内容が多く、夢を描くことができる。
○生徒が大人になってから子供に伝えるために、今の自分がど
のような行動をとる必要があるのか考えることができる。
○ゲストティーチャー（トレーナー）が入ることで雰囲気が変
わり、インパクトを与えることができる。
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「親の学び」次世代編実践協力校 実践事例紹介
～甲佐中学校での実践～
【上益城教育事務所】

私の主張と親の主張、どちらも納得するには？
～ＳＮＳの利用を通して～
「自転車の乗り方・安全について考えよう」
【講座の日程等】
日にち：令和２年１１月５日（木）
場 所：甲佐町立甲佐中学校
日 程：１～３校時（８：４５～１１：３５）
１校時５０分を３クラス
対 象：甲佐中学校 第１学年１～３組（３学級）８６名
進行役：社会教育主事・
「親の学び」プログラムトレーナー

活動②

サイコロトークのテーマ資料

ｔ
活動③

ＹｅｓＮｏクイズ資料

活動④

説明の資料

【講座の説明】
甲佐中学校（第１学年３学級）の情報教育において、上益
城教育事務所の社会教育主事と管内の「親の学び」プログ
ラムトレーナーが、
「次世代編Ⅱ プログラム５：私の主張
と親の主張、どちらも納得するには？ ～ＳＮＳの利用を
通して～」を参考にした講座を実践した。
【プログラムの実際】
① 親の学びプログラム次世代編の説明
・家庭教育支援条例の説明を含めて行う。
② アイスブレイク
（ＳＮＳの使い方を意識するためのサイコロトーク）
・トーク内容にプログラムに係る参加者の生活の実態や
振り返りを含め、プログラム進行の布石とする。
③ メイン活動１
（親になってＳＮＳ使用に関するＹｅｓＮｏクイズ）
・参加者の考え方の多様性及び認識の共通理解を行う。
④ メイン活動２（親子の会話から解決策を考える）
・具体例に即して、課題解決の方法を模索する。
⑤ 説明
（ＳＮＳの長所と短所、同世代の使用状況を知る）
・進行役から、現在の中学生のＳＮＳの使用状況及び長
所と短所を聞く。
⑥ メイン活動３（家庭のルールを考える）
・自分が親（保護者等）になった時にどんなルールを作る
か考える。
⑦ まとめ（
「アメリカのある家庭のルール」を知る）
・参考となるルールの作成の仕方を知り、今後に生かす。
【進行役・プログラムトレーナーの感想】
生徒が、もし自分が「親になったら」
「大人になったら」
という視点で考える次世代編は、生徒が興味・関心を持
って取り組むことができるよいプログラムとなった。
○ 具体的なデータを示すことで、生徒が現実感、必要感
を持って、プログラムに参加できていた。
〇 実施校では、本プログラムをもとに他学年にも実施を
予定するなど、事業の高い必要感が見られた。
○

活動⑥

まとめの場面の資料
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「親の学び」次世代編実践協力校 実践事例紹介
～八代市立千丁中学校での実践～
【八代教育事務所】

主体的な生活、豊かな人間性を築こう
～「親の学び」次世代編Ⅱの活用を通して～
～～

【講座の説明】
次のプログラムを参考にして講座を行いました。
主体的な
・１年生「リフレーミング」
・２年生「次世代編Ⅱ プログラム１２：未来予想トーク ～想像しよう自分の未来～」
【講座の日程等】
実施日：令和３年２月１９日（金）
時 間：５校時（１３：４５～１４：３５）
、６校時（１４：４５～１５：３５）
場 所：千丁中学校（１年生 体育館、２年生 武道場）
対 象：１年生 76 人、２年生 66 人（各学級ごとに実施）
進行役：岡田トレーナー（１年生）
、木本トレーナー（２年生）
関係を築こうとする心情を高める。
①
②
③
④
⑤

【プログラムの実際 １年生実践例】
【プログラムの実際 ２年生実践例】
「アイスブレイク」
① 「アイスブレイク」
講座の「目的」
「学び方」の確認
② 講座の「目的」
「学び方」の確認
主体的な生活、豊かな人主体的な生活、豊かな人間
リフレーミング
③ すごろくを使って未来予想トーク
振り返り
④ 振り返り
関係を築こうとする心情を高める。
講座全体のまとめ
⑤ 講座全体のまとめ

関係を築こうとする心情を高める。

【アイスブレイクの様子】

【話し合いの様子】

【アイスブレイクの様子】 【未来予想トークの様子】

主体的な生活、豊かな人間主体的な生活、豊かな人間主体的な生
控えめ
まずは名前を紹介!

①消極的
②のろま
③気が短い

④
活、豊かな人間
➄細かい

⑥怒りっぽい
⑦暗い
⑧くよくよする・心配性
⑨いばる
⑩頑固者
⑪でしゃばり
⑫理屈っぽい
⑬
⑭自慢する
⑮神経質

慎重である
反応が早い
相手のことを考える
几帳面
落ち着いている
良く考える・慎重
自信がある
意思が強い
世話好き
理論的

関係を築こうとする心情を高める
自分の意見を言える
関係を築こうとする心情を高める
細かいことに気がつく

【リフレーミングの例】

【未来予想トークシート】

関係を築こうとする心情を高める
「親の学び」次世代編Ⅱ実施後の感想】

「親の学び」次世代編Ⅱ実施後の感想】

・別の視点から考えると、短所が長所に変わることを
学んだ。
（生徒）
・友だちが自分の短所を長所に変えて言い換えてくれ
たとき、うれしかった。
（生徒）
・リフレーミングの練習では、短所を長所に言い換え
ることができなかった生徒も、学習が進むにつれ、
内容を理解し、言い換えることができていた。また、
振り返りでは、学んでよかったと思っている生徒が
多数であった。本日の学びをこれからの生活に生か
してほしいと思う。（トレーナー）

テーマ：未来予想トーク～想像しよう自分の未来～

・自分の未来やよいところなどを改めて考えること
ができてよかった。（生徒）
・班の人と楽しく将来のことについて考えることが
できた。
（生徒）
・アイスブレイクやすごろくトークをとおして生徒
同士のコミュニケーションを深めるよい機会にな
った。また、今回、将来のことをイメージし話題に
したことが今後の立志式や進路学習につながるき
っかけになればありがたい。
（トレーナー）
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「親の学び」次世代編実践協力校 実践事例紹介
～八代郡氷川町及び八代市中学校組合立氷川中学校での実践～
【八代教育事務所】

～学級活動での「親の学び」次世代編Ⅱの活用～
テーマ：未来予想トーク～想像しよう自分の未来～
【講座の説明】
次のプログラムを参考にして講座を行いました。
・「次世代編Ⅱ プログラム１２：未来予想トーク ～想像しよう自分の未来～」
・「すごろくトーク」等
【講座の日程等】
実施日：令和２年１２月２４日（木）
時

間：３校時（１０：４０～１１：３０）

場

所：氷川中学校（各教室）

対

象：全校生徒

１２２人（各学級ごとに実施）

進行役：学年職員
未来予想トークシート
【プログラムの実際

２年生実践例】

① 講座の「目的」「学び方」について確認する。
② 「アイスブレイク」
③ すごろくを使って未来予想トーク
④ 感想やグループで話題になったこと等を紹介
⑤ 講座全体のまとめ
「親の学び」次世代編Ⅱ実施後の生徒の感想】
未来予想トークの様子
〇知らないこともたくさん聞けたのがよかったと思
いました。そして、将来のことも考えられたので

感想交流の様子

いいと思いました。
〇自分たちのことについて、友達とたくさん話し、
クラスのきずなが深まった。
〇トークのテーマでとても盛り上り、自分のことだ
けでなく相手のことも考えようと思った。
〇なかなか考えることができない内容もあって難し
かったが、会話が弾んで楽しく学ぶことができた。
〇自分があまり考えていない将来のことをしっかり
考えることができたのでとてもよかった。
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「親の学び」次世代編

実践事例紹介

～水俣市立水俣第一中学校における実践～
【芦北教育事務所発】

学級活動における
次世代編「コペルニクス的発想法 ～気になるところはいいところ～」の活用
講座の様子

【 授業の流れ 】

※学級担任による講座

①

アイスブレイク後、学習のねらいを確認する

②

自分の長所と短所について、グループ内で紹介する

③

「逆転の発想」について、担任の説明を聞く

④

グループ内でそれぞれの短所について、逆転の発想を使っ
て考え、話し合った内容を紹介する

⑤

ある事例について、逆転の発想を使って全員で考える

⑥

学習を振り返る

⑦

まとめ（「親の学び」プログラムトレーナー）

【アイスブレイクの様子】

【

生徒の感想

】

自分に自信がなく、逆転して考えられるのか不安だった
が、班のみんながちゃんと考えてくれたので嬉しかった
し、私もちゃんと考えてみようと思った。短所を「逆転の
発想」で考えてみたことがなかったので、ポジティブって
こんな感じなのかなと少し分かった気がする。

【逆転の発想を使って考えている様子】

長所・短所ともに自分の特徴だから、短所も受け入れて
自分の性格を大事にしたいと思った。
自分の短所をポジティブに考えることも大事だと思うけ
ど、短所が長所に変わるようにがんばりたいと思う。
自分を知り、相手を知ることが大切と思った。だれかが
ネガティブなことを言ったら、ポジティブに言い換えてあ
げたい。人に対して多様な見方をできるようになりたい。

【話し合った内容を紹介している様子】

これから先、いろいろ悩んだり、人と比べてしまったり
することがあるかもしれないけど、
「やればできる！」
「
『自分にはできない！』とも言い切れない！」という前向
きな精神で、何事もポジティブに考えていきたい。

【参観者の感想】
○これまで、次世代の親たちを育むという視点があまりなか
ったので、これを機に取り入れてみたい。
（授業者）
○「親の学び」次世代編の講座を初めて見学した。生徒は活
発に話し合いや発表をしていた。（市教委）
○ゲストティーチャーの話によって、生徒は更に視野を広げ
【学習を振り返っている様子】

て考えたり、深めたりすることができた。
（授業者、参観者）
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「親の学び」次世代編

実践事例紹介

～芦北町立湯浦中学校における実践～
【芦北教育事務所発】

スマホ・携帯情報安全教室における
次世代編Ⅱ「私の主張と親の主張、どちらも納得するには？」の活用
【 授業の流れ 】 ※オンラインを活用した全学年一斉授業

講座の様子

① 学級担任による SNS に関する DVD を活用した授業
トレーナーによる「親の学び」プログラム講座の実践
② DVD で学んだことと講座のめあて等を確認
③ SNS に関する○×クイズ
④ 生徒自身の SNS の使用状況についての振り返り
⑤

SNS に関するある親子の事例をもとにした役割
演技及び解決策についての話し合い

DVD で学んだことや講座のめあて等の確認

⑥ 話し合ったことをもとにした考えの発表
⑦ 考えを整理し、感想の記入
⑧ 校長先生によるスマホ・携帯情報安全教室のまとめ

【

SNS に関する○×クイズ

生徒の感想

】

SNS のトラブルを防ぐために、保護者と自分のどちら
も納得するようなルールを話し合って決め、必ず守るよ
うにしていこうと思う。
家では、SNS を使うときの決まりがないので、しっか
り親と話し合って決め、今後の生活に生かしたい。
メールやラインなど、文字だけでは自分の感情が伝わら
ないことがあるので、誤解されないように気をつけたい。

事例をもとにした役割演技

話し合ったことをもとにした考えの発表

大事なのは、個人情報を出さないこと。また、親が SNS
を心配するなら子どもと親で話し合い、ルールを決める。
利用時間、利用条件を決めれば、勉強も運動も睡眠もコミ
ュニケーションも問題は発生しないと思う。

【参観者の感想】
○子どもたちが自分事として捉え、意欲的に発表していた。
○リモートであっても自分事として考える時間を持てたこ
とは大きな成果である。
○クイズなどをとおして楽しく学ぶことができていた。
○これを機会に継続的に啓発を行っていきたい。
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「親の学び」次世代編実践協力校 実践事例紹介
～錦町立錦中学校での実践～
【球磨教育事務所】

「生徒同士のつながり」「自立に向けて考える」機会を
～つながり、コミュニケーション、自己認知、喜怒哀楽をキーワードにして～
【 講座の日程等 】
開催日：令和２年１０月２７日（火）
場

所：錦町立錦中学校 各教室

日

程：４校時（１１：２０～１２：１０）

対

象：錦中学校 第１学年～第３学年の全生徒

進行役：錦中学校職員（学級担任及び副担任）
・進行役養成講座に参加をした職員が校内で講座
内容を復講し、全職員で実践。
（①）
① 職員での進行役養成講座の復講
【 講座の説明 】
くまもと「親の学び」プログラム次世代編Ⅰ・Ⅱ（全２４
プログラム）から、各学年の実態に合ったプログラムを選
択し、全学級とも特別活動として実施した。

ｔ
② 各学級でのねらいの確認

③ 友達同士でフレンドリービンゴ

【 プログラムの実際 】
(1) アイスブレイク
幸せじゃんけん、聖徳太子ゲーム他
(2) ねらいの確認（②）
(3) メインプログラム
（第１学年）「すごろくトーク」～広げよう友達の輪～
（第２・第３学年）
「フレンドリービンゴ」
（③）
～親しくなろう、仲間を増やそう～
（特別支援学級）
「イライラ解消法」
～見つけたよ、my リラクゼーション～
「うれし、恥ずかし、顔文字づくり」
～自分の気持ちに向き合って～
(4) まとめ
プログラムを通して気付いたことや感想等を記入し、
学級内で発表し合い共有する。

【 生徒・進行役（担任）の感想 】

○

クラスメイトの個性を改めて理解することができた。普段聞けないことをたくさん聞くこ
とができて、より仲を深めることができたのでよかった。（中１生徒）
○ 新型コロナウイルスや令和２年７月豪雨による度重なる休校で、生徒同士でコミュニケー
ションを取る機会が減少していた。今回のくまもと「親の学び」プログラム次世代編の取組に
より、すごろくトークをプログラムに取り入れ、生徒がこれまで話していなかった友達と笑顔
で話したり、積極的に質問したりする等、楽しんで取り組む姿があった。（中１担任）
○ 特別支援学級における取組では、ソーシャルスキルトレーニングに繋がる内容を取り入れ
て実施した。気持ちのコントロールやコミュニケーションの取り方について考えることがで
きたよい機会となった。今後も、生徒の実態に応じて、プログラムを活用する機会を増やして
いきたい。（特別支援学級担任）
13

「親の学び」次世代編実践協力校 実践事例紹介
～天草市立栖本中学校・上天草市立大矢野中学校での実践～
【天草教育事務所発】

「親の学び」プログラムと総合的な学習の時間との連携
「自分の進路を見つめてみよう」
【講座の説明】
中学校の授業（総合的な学習の時間等）において、
「親の
学び」プログラムトレーナーがゲストティーチャーとして
「親の学び次世代編ログラム No.９：高校生のハローワー
ク～自分の進路を見つめてみよう～」を参考に、中学生向
け講座を実践し、将来の夢や自立について考えました。

～ 授業の流れ ～
①

講座用プレゼンテーション（自立への一歩）

① 学習の意義・説明（各校担当者より）
「親の学び」プログラムの実践
② アイスブレイク
（しあわせジャンケン・すごろくトーク他）
③ ○○中生のハローワーク～自立への一歩～
「自分の進路を見つめてみよう」
④ 授業のまとめ
【次世代編を受講した生徒さんたちの感想】

ｔ
②

③

自分達の考えを意見交換、発表

社会的自立について自分の考えを交流

今回、親の学びプログラムの次世代編を受講して、と
ても楽しく、色々なことを学べて受講して良かったと思
いました。アイスブレーキングや色々なゲームを通して、
自分が考えていることだけでなく、様々な考え方がある
ことが分かりました。また、
「身辺自立」と「社会的自立」
の２つの観点から、自分がまだまだできていないこと、
そして、これから頑張らないといけないことが分かりま
した。これからの生活に生かせることもあると思うので、
学んだことを頭に置いて生活していきたいです。
このプログラムを受講してみて、社会的自立はよくで
きていたけど、身辺自立が親任せにしているところが多
かったので、これから、大人になっていく中、このまま
ではいけないと思うので、もっと普段から意識しながら
生活していきたいと思いました。
「しあわせジャンケン」
をすることで、みんなの心が一つになってとても楽しか
ったです。また、他の人の違う意見が聞けたので良かっ
たです。

【次世代編実施後の担当の先生のコメント】

④

自分たちの考えを全体で共有後、まとめ

○次世代編については、地域の特性として家庭教育力の向
上という課題があるので、中学生のうちから将来自分が
社会人として必要な力について確認できた貴重な時間で
した。また、自分が親になったらと考える機会は、今後も
継続していく必要を感じています。
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