
 

 
 
 

多賀町平成 29 年度（多教総委）22 号  
地域診断コンサルティング業務委託  

 
 
 
 

 

質の高い教育環境づくりの実践 

 

総合的な学習の時間で活用するための 

地域診断法ＷＳ 
実施マニュアル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年 3 月  
 

滋賀県立大学  
まちづくり研究室  

  



1 

目 次  
１．業務の目的  ........................................................................................................... 2 

２．業務の背景  ........................................................................................................... 2 

【まちづくり学習プログラムの学習効果】  ................................................................ 4 

３．本マニュアルの概要と趣旨  .................................................................................... 5 

４．総合的な学習の時間での実践  ................................................................................. 6 

参考：学習指導要領（平成 29 年 3 月 文部科学省）第 5 章総合的な学習の時間  ........... 8 

第１ 目標  ............................................................................................................... 8 

第２ 各学校において定める目標及び内容  ................................................................ 8 

１ 目 標  ............................................................................................................... 8 

２ 内 容  ............................................................................................................... 8 

３ 各学校において定める目標及び内容の取扱い  ...................................................... 8 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い  ....................................................................... 8 

５．本マニュアルを活用した「地域診断法ＷＳ」実施要領  .......................................... 10 

（１）授業時間について  ......................................................................................... 10 

（２）実施体制と事前準備  ..................................................................................... 10 

（３）評価について  ............................................................................................... 10 

（４）手法について  ............................................................................................... 10 

６．ＫＪ法等に関する基礎知識  .................................................................................. 11 

（１）ＫＪ法とは  ................................................................................................... 11 

（２）ブレインストーミング  .................................................................................. 11 

（３）ＫＪ法を用いた情報の整理  ........................................................................... 11 

（４）フィッシュボーンによる整理  ........................................................................ 11 

（５）キャッチフレーズの導き方  ........................................................................... 12 

７．指導計画案とポイント  ......................................................................................... 12 

（１）本単元で身につけたい力  ............................................................................... 12 

（２）単元目標  ...................................................................................................... 13 

（３）指導計画  ...................................................................................................... 14 

（４）各回の目標、展開、指導の様子  ..................................................................... 14 

８．授業レポート  ...................................................................................................... 29 

【成果発表プログラム】  ......................................................................................... 34 

９．地域と連携した質の高い教育環境の醸成  .............................................................. 36 

質問シート  ................................................................................................................ 37 

地域診断法ワークショップ ふりかえりシート ........................................................... 38 

  



2 

１．業務の目的  
 本業務では、滋賀県犬上郡多賀町大滝地区における多賀里づくりプロジェクトに位置づ

けられた「質の高い教育環境づくり」の実行にあたり、大滝小学校における地域診断法ワ

ークショップで培ったノウハウを、質の高い教育環境づくりとして継続していくことに役

立てるための小学校教員を対象としたマニュアルを作成することを目的とする。  

 

２．業務の背景  
 日本の多様で豊かな国土・文化を未来に継承するには、持続可能な地域社会の創造・継

承が必須であるが、地方では人口減少、流出の流れを止めることは難しく、地域で育った

人材も都市に吸収されてしまうのが現状である。このような状況を打破するために、地域

の魅力を地域に住む人自身が認識し、その魅力を活かした「まちづくり」(ハードとソフト

の両面の取り組み )を、住民主体で実践することが求められている。この主体性を育むには、

子どもの頃からまちづくりに関心を抱くための教育プログラムが重要である。  

 しかしながら、地域の小学校における教育プログラムは、特に公立学校においては、教

員の流動性から必ずしも地域の魅力を児童生徒に理解させるプログラムが整備されておら

ず、教員は学習指導要領や教科書をもとに、地域の資源を断片的に学習教材として活用し、

自らの知識と技能で学習プログラムを構築している。これでは地域の特徴を活かした持続

可能な「まちづくり」のための「主体性」を育む学びとして十分とは言えない。  

 一方、小学校高学年では、発達段階を踏まえて「抽象的な思考への適応や他者の視点に

対する理解」「自他の尊重の意識や他者への思いやりなどの涵養」「体験活動の実施など実

社会への興味・関心を持つきっかけづくり」

が重視すべき課題とされており、児童生徒が

社会との接点を持ち、物事を客観的にとらえ、

「自分事」として考え始める時期でもある。

この発達段階において自身の将来と地域社会

との接点について想像・体感することは、持

続可能な地域社会を担う人材としての児童生

徒を育むことであると考える。  

 本稿で用いるまちづくり学習は「地域診断

法」を応用した学習プログラムである。学習

では、児童生徒が地域の特徴を把握すること

をねらいとする。地域診断法は 1960 年代に

アメリカのランドスケープアーキテクトであ

るイアン・マクハーグにより開発された「エ

コロジカルプランニング」を基礎として、

1990 年代に大成建設株式会社において開発

ス ケ ー ル 大  

ス ケ ー ル 中  

ス ケ ー ル 小  

地域診断法の概念図（レイヤ分解と総合化）  
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された。エコロジカルプランニングの手法は、生態学的な視点に基づいて開発地域を評価

する手法である。地域診断法では、このエコロジカルプランニングの生態学を重視した視

点と地域を様々な情報に分解する手法を応用し、地域情報を 3 段階のスケール（マクロ、

メソ、ミクロ）、4 つの側面（地学、気象、生態、人為）で情報を収集し、3 行✕4 列を基

本としたマトリックスに整理し、分析することにより、地域の特徴を明らかにする手法で

ある。この地域診断法の有意点は人間の営みと地域の環境的特性の「つながり」を再認識

できることである。すなわち、その地域の特徴は地域の環境と人々の暮らしとのつながり

にあり、それが何であるかを見出すことができる。さらに、この地域診断法を応用し、そ

の理念と仕組みを継承しつつ、地域住民参加型で簡易に実施できる手法として開発された

のが「地域診断法ワークショップ（ＷＳ）」である。ＷＳは 5 つのステップで構成され、

ヒアリングやフィールドワークを行いながら、地域を様々な情報に分解する作業と統合す

る作業を通じて「未来に継承したい○○地区の××××」は何かを明らかにする。  

 

  

地域診断法ワークショップのハンドブック  
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 この手法は大人向けとして開発されたものであるが、ＥＳＤ教育として取り組みたいと

いう要請があり、小学校 6 年生向けに学習プログラムが調整された。このプログラムは

2014、15 年に彦根市稲枝北小学校において実施され、2016、17 年には多賀町大滝小学校

で特色ある教育プログラムとして実施された。  

 

【まちづくり学習プログラムの学習効果】  

 地域診断法ＷＳを用いたまちづくり学習プログラムで得られる学習効果としては、  

 ①地域の特徴を学ぶことができる  

 ②地域の環境と暮らしとのつながりについて簡易なＫＪ法やフィッシュボーンで創造

的な考え方を学ぶことができる  

 ③ヒアリング、まちあるき、ワークショップを通じて大人との対話、協働作業を体験

できる  

 ④地域の本質的な特徴を見出すことができる  

 ⑤地域の本質的な特徴と自分自身がすべき事（将来含む）をリンクして考えることが

できる  

 さらに、運営する教員や関係者においては、  

 ⑥教員自身が地域の特徴について理解を深めることができる  

 ⑦教員が地域住民とのネットワークを広げることができる  

 ⑧地域と小学校が連携した地域学習実施体制を構築することができる  

という点が挙げられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大滝小における地域診断法ワークショップの様子  
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３．本マニュアルの概要と趣旨  
 地域診断法は、地域の有している「本質的な特徴」を明らかにすることができる手法で

ある。「本質的」と言う意味は、地域の特徴を、例えば、「有名な神社がある」「農業が盛ん

な地域である」などの現時点で捉えることのできる特徴ではなく、その特徴を構成する「要

素」とそれらの「つながり」を捉えることを意味する。なぜこの神社があるのか？、なぜ

この神社がこの場所にあるのか？、なぜ人々はこの神社を信仰するのか？、そういった、

なぜ？なぜ？という疑問を持つことで、つながりが見えてくる。そしてそのつながりは、

おおよそ、地域の自然環境や気候風土、そこで育まれた人々の生活文化にたどり着く。そ

うした地域の環境等とそこに住まう人々の暮らしがどのようにつながっているかを理解し

表現にまとめたものが地域の本質的な特徴なのである。  

 近年、超高齢社会、人口減少の状況から、地域のことは地域で、という地域自治の考え

が定着しつつある。地域自治をするにしても、それぞれの地域の特徴を活かした活動や活

性化が必要となる。かつての金太郎アメ的な活性化では、地域の独自性は生まれない。  

 地域診断法では、この本質的な特徴を明らかにするために、たくさんの情報を収集し、

それを整理して、つながりを考え、最後は地域の特徴を「キャッチフレーズ」（心に残る印

象深い文句）で表現する。最後に出てくるキャッチフレーズは、「そんなのあたりまえ」「あ

ぁそんなことわかっている」と思われるかもしれないが、そういう結果でも、そこに至る

プロセスで、収集した情報を整理し、論拠を有したフレーズを構築することで、揺るぎな

い地域の特徴を捉えることができるのである。もう一つのポイントはフレーズに「○○地

域の」という前置詞がつくことである。対象とする地域は、地球上で一つしかない。山の

形、川の流れ、日の当たり方、雨の量、風に吹き方、どれをとっても、他の地域と全く同

じことはありえない。したがって、地球上で唯一の「地域のキャッチフレーズ」が生まれ

るのである。特徴を考えていく際には、他の地域と何が違うのかな？という比較する視点

も大切となる。  

 さて、なんだか大変そうだなぁと思うかもしれないが、ここで紹介する地域診断法（ワ

ークショップ）は、地域住民と地域外の人間が協働して、1 日で導くことが出来る非常に

簡易な手法である。ただし、小学校高学年の児童生徒にとっては一気にやってしまっても

消化不良になると考えられるので、地域の特徴を勉強すると言う意味で、少し時間をとっ

てステップを踏みながら答えを探すことにしたいと思う。  

 この手法は、簡単に言うと「たくさんの情報を集めて、整理し、つながりを考える」と

いう内容である。整理し、つながりを考える方法として「ＫＪ法」を活用する。手順は、

「きく・かたる」「みる・あるく」「はる・つなぐ」「未来をえがく」の４つのステップで構

成されている。  

 「きく・かたる」では、地域の方を招いて児童生徒がヒアリングを行う。ヒアリング内

容をメモし、メモした内容を整理して、聞いた内容から地域の特徴を整理する。「みる・あ

るく」では、地域外の人として大学生に参加してもらい、地域の方に案内してもらいなが
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ら地域をあるく。このまちあるきで知ったこと、発見したこと、気がついたことなどを大

学生と一緒に書き出し、整理していく。この二つのステップで、地域に対しての多様な視

点からの情報が収集される。そして、「はる・つなぐ」では、整理した内容をさらに整理し

て地域の特徴は何かを考え、最後の「未来をえがく」で地域の特徴を象徴する「キャッチ

フレーズ」を生み出す。  

 生み出されたキャッチフレーズは、突拍子もないものは出てこない。なぜなら、収集し

た情報に基づく内容となっているからである。これらから地域の本質的な特徴、あるべき

姿が見えてくるのである。そしてこうした一連の作業で多様な方々と出逢い、共同作業を

通じてコミュニケーション力が鍛えられるとともに、児童生徒には、情報を収集する聴く

力、見る・感じるといった感性、つながりを考える創造的な思考力、答えを導く論理的な

思考力、言語力が培われていく。また、自分にとって地域がどのようになって欲しいのか、

地域に対して自分たちが何をすべきなのか、を考えることで主体性を育む機会となり、「愛

郷心」の醸成につながることが期待される。  

 

４．総合的な学習の時間での実践  
 地域診断法ＷＳは、「総合的な学習の時間」を中心に実施する。  

 平成 29 年 3 月に改訂された学習指導要領における「総合的な学習の時間」の内容を次

頁以降に記す。この内容の詳細な解説については「小学校学習指導要領解説 総合的な学

習の時間編（平成 29 年 6 月  文部科学省）」に記載されているので参照されたい。ここで

はその要点と、地域診断法ＷＳの整合性について解説する。  

「総合的な学習の時間」の趣旨と改訂の要点  

 総合的な学習の時間は「学校が地域や学校、児童生徒の実態等に応じて、教科等の枠を

超えた横断的・総合的な学習とすることと同時に、探求的な学習や協働的な学習とするこ

とが重要」「特に、探求的な学習を実現するために、「①課題の設定→②情報の収集→③整

理・分析→④まとめ・表現」の探求のプロセスを明示し、学習活動を発展的に繰り返して

いくことを重視」し、その成果として「全国学力・学習状況調査の分析等において、総合

的な学習の時間で探求プロセスを意識した学習活動に取り組んでいる児童生徒ほど各教科

の正答率が高い傾向にあること、探求的な学習活動に取り組んでいる児童生徒の割合が増

えていることなどが明らかになっている」とされている。この状況をふまえつつ改訂の要

点としては、「総合的な学習の時間と各教科等との関連を明らかにする」「学校全体で育て

たい資質・能力に対応したカリキュラム・マネジメント」の必要性、「整理・分析」および

「まとめ・表現」の充実、「一人一人の資質・能力の向上をより一層意識」することが指摘

されている（引用：小学校学習指導要領解説  総合的な学習の時間編（平成 29 年 6 月  文部科学省）

p.6）。  

 地域診断法ＷＳは、まさにこの探求のプロセスと整合したものである。地域の本質的な

特徴は何か？という課題設定からはじまり、ヒアリングやまちあるきで情報を収集し、Ｋ



7 

Ｊ法で整理・分析し、成果をまとめて、交流し、地域住民に向けての発表を行う。そして、

地域診断法ＷＳの一連の活動の中で探求のプロセスが「繰り返され」、グループで「協働し

て成果をつくり」上げていく仕組みが導入されていること、成果が大人に対しても説得力

があるものであることが特徴的である。また、これまで実践された授業では、国語と連携

して調査内容の報告書作成を行うなどが行われている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小学校学習指導要領解説  総合的な学習の時間編（平成 29 年 6 月  文部科学省）  p.9 
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参考：学習指導要領（平成 29 年 3 月 文部科学省）第 5 章総合的な学習の時間  
第１  目標  
 探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，よりよく課題

を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・能力を次の  とおり育成することを目指す。  
 探究的な学習の過程において，課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け，課題に関わる

概念を形成し，探究的な学習のよさを理解するようにする。  
 実社会や実生活の中から問いを見いだし，自分で課題を立て，情報を集め，  整理・分析し

て，まとめ・表現することができるようにする。  
 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生かしながら，積極的に

社会に参画しようとする態度を養う。  
  
第２  各学校において定める目標及び内容  
１  目  標  
 各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の目標を定める。  
２  内  容  
 各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の内容を定める。  
３  各学校において定める目標及び内容の取扱い  
 各学校において定める目標及び内容の設定に当たっては，次の事項に配慮するものとする。  
(1)各学校において定める目標については，各学校における教育目標を踏まえ，総合的な学習

の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。  
(2)各学校において定める目標及び内容については，他教科等の目標及び内容との違いに留意

しつつ，他教科等で育成を目指す資質・能力との関連を重視すること。  
(3)各学校において定める目標及び内容については，日常生活や社会との関わりを重視するこ

と。  
(4)各学校において定める内容については，目標を実現するにふさわしい探究課題，探究課題

の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力を示すこと。  
(5)目標を実現するにふさわしい探究課題については，学校の実態に応じて，例えば，国際理

解，情報，環境，福祉・健康などの現代的な諸課題に対応  する横断的・総合的な課題，地

域の人々の暮らし，伝統と文化など地域や  学校の特色に応じた課題，児童の興味・関心に

基づく課題などを踏まえて  設定すること。  
(6)探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については，  次の事項に配慮す

ること。  
ア  知識及び技能については，他教科等及び総合的な学習の時間で習得する知識及び技能が

相互に関連付けられ，社会の中で生きて働くものとして形成されるようにすること。  
イ  思考力，判断力，表現力等については，課題の設定，情報の収集，整理・分析，まとめ・

表現などの探究的な学習の過程において発揮され，未知の状況において活用できるものとし

て身に付けられるようにすること。  
ウ  学びに向かう力，人間性等については，自分自身に関すること及び他者や社会との関わ

りに関することの両方の視点を踏まえること。  
目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な

資質・能力については，教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力が育まれ，活用

されるものとなるよう配慮すること。  
  
第３  指導計画の作成と内容の取扱い  
１  指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。  



9 

(1)年間や，単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質  
・能力の育成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その

際，児童や学校，地域の実態等に応じて，児童が探究的な見方・考え方を働かせ，教科等の

枠を超えた横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習を行うなど創意工夫を

生かした  教育活動の充実を図ること。  
(2)全体計画及び年間指導計画の作成に当たっては，学校における全教育活動との関連の下に，

目標及び内容，学習活動，指導方法や指導体制，学習の評価の計画などを示すこと。  
(3)他教科等及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能力を相互に関連付け，学習や生活

において生かし，それらが総合的に働くようにすること。その際，言語能力，情報活用能力

など全ての学習の基盤となる資質・能力を重視すること。  
(4)他教科等の目標及び内容との違いに留意しつつ，第１の目標並びに第２の各学校において

定める目標及び内容を踏まえた適切な学習活動を行うこと。  
(5)各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において適切に定めること。 
(6)障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や

指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。  
(7)第１章総則の第１の２の (2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの関連を考慮し

ながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，総合的な学習の時間の特質に応

じて適切な指導をすること。  
２  第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。  
(1)第２の各学校において定める目標及び内容に基づき，児童の学習状況に応じて教師が適切

な指導を行うこと。  
(2)探究的な学習の過程においては，他者と協働して課題を解決しようとする学習活動や，言

語により分析し，まとめたり表現したりするなどの学習活動が行われるようにすること。そ

の際，例えば，比較する，分類する，  関連付けるなどの考えるための技法が活用されるよ

うにすること。  
(3)探究的な学習の過程においては，コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切かつ効

果的に活用して，情報を収集・整理・発信するなどの学習活動が行われるよう工夫すること。

その際，コンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本

的な操作を習得し，情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮すること。  
(4)自然体験やボランティア活動などの社会体験，ものづくり，生産活動などの体験活動，観

察・実験，見学や調査，発表や討論などの学習活動を積極的に取り入れること。  
(5)体験活動については，第１の目標並びに第２の各学校において定める目標及び内容を踏ま

え，探究的な学習の過程に適切に位置付けること。  
(6)グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得つつ，

全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫を行うこと。  
(7)学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会教育施設や社会

教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行

うこと。  
(8)国際理解に関する学習を行う際には，探究的な学習に取り組むことを通して，諸外国の生

活や文化などを体験したり調査したりするなどの学習活動が行われるようにすること。  
(9)情報に関する学習を行う際には，探究的な学習に取り組むことを通して，  情報を収集・整

理・発信したり，情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行わ

れるようにすること。第１章総則の第３の１の (3)のイに掲げるプログラミングを体験しな

がら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には，プログラミングを体験する

ことが，探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。  
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５．本マニュアルを活用した「地域診断法ＷＳ」実施要領  
 本マニュアルは、平成 29 年度に大滝小学校 6 年生 14 名を対象に実施した内容をもとに

構成している。現場の状況にそぐわない場合もあるので、活用にあたっては、児童生徒の

状況や、訪問するフィールドによって適宜調整いただきたい。授業の実施にあたっては、

児童生徒からの発意を促し、自分事となり、なるほど・わかったという「創造的体験」と

なるよう工夫いただきたい。  

 

（１）授業時間について  

 総合的な学習の時間の授業計画策定時に本マニュアルを参照していただきたい。地域診

断法の実施に必要な時限数は 14 時限となる。ワークショップを行うので、授業は 2 時限

連続を基本に構成する。ただし、「まちあるき」は午前中 4 時限分を利用する。過去の事

例では 6，7 月に 2,2,4,2,2,2 時限で実施していた。総合的な学習の時間には、各種行事な

ども設定する必要が生じると思われるが、２ヶ月間程度で集中的に行うことが望ましい。

なお、この時間には地域への発表の時間、発表のための準備時間は含んでいない。大滝小

学校の場合は、秋の「大滝小まつり」での発表をゴールとして、1 学期に地域診断法ＷＳ

を実施し、最終回に表現方法を議論・決定し、2 学期にはその準備作業を行っていた。  

（２）実施体制と事前準備  

 地域診断法ＷＳは、担任が一人で実施しようとしてはいけない。学校側は、地域をフィ

ールドとした学習を通じ児童生徒が成長することをねらい、地域側は、将来を担う児童生

徒の意識づけや、地域と学校との交流による地域活性化をねらいとしている中で、双方が

ｗｉｎ－ｗｉｎの関係を構築することに意味がある。したがって、地域側の担当者を役場

等に配置してもらい、連絡調整は役場で行ってもらう体制をとることが妥当である。もち

ろん、担当教員はじめ学校側も実施体制を整え、地域とのコミュニケーションをとること

が大切であるが、役割分担を明確にして、役場に任せられるところは任せた方が実りある

授業が実施できる。大滝小学校の実践では、町役場の大滝地区担当職員が協力してくれる

人員の調整や、招待などを適格に段取りしていただく事でスムーズに行うことができた。  

（３）評価について  

 地域診断法ＷＳを通じて、課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・発表を繰り

返し、児童生徒がこの思考・実践方法を習得することが大切である。地域診断法ＷＳの結

果は、その時得られた「情報」に左右されるので、結果の善し悪しではなく、情報に対し

て主体的に考え、得られた結果について自信をもって主張できるようになることが大切で

ある。したがって、児童生徒の評価については、一人一人の特性に応じて「何ができるよ

うになったか」を評価していただきたい。  

（４）手法について  

 地域診断法ＷＳで用いる手法は「ＫＪ法」、「ブレインストーミング」、「フィッシュボー

ン」の３つである。「ＫＪ法」、「ブレインストーミング」は、「発想法」「デザイン思考」と
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して、大人の社会（会社の業務やまちづくり活動など）で頻繁に用いられる手法である。

近年は、大学でもアクティブラーニングとして頻繁に行われるようになっている。これら

の手法に慣れることは、児童生徒にとってよい機会である。「フィッシュボーン」について

は、類似の方法が存在するが、地域診断法ＷＳでのオリジナルな手法である。  

 

６．ＫＪ法等に関する基礎知識  
（１）ＫＪ法とは  

 川喜田二郎（かわきだ  じろう、1920-2009 年、地理学・文化人類学）氏の開発した手法。

野外調査時の調査カードへの記録とその整理の手法から、情報を整理し解読することで「発

想する」手法として生み出された。この手法が、川喜田二郎氏のイニシャルからＫＪ法と

名付けられた（参考文献：川喜田二郎著「発想法」中公新書 1967）。  

（２）ブレインストーミング  

 ＫＪ法の一環として、情報を集める手法として頻繁に用いられる手法。ブレイン（脳）

をストーム（嵐）させて、頭の中の考えを外に発散させる、と言う意味。ＫＪ法の中では、

グループで、時間を制限して、付箋を用いて 1 枚に 1 項目を可能な限り多くのアイデアを

書き出し、模造紙に貼っていく形となる。その際のルールは以下の通り。  

 ①数多くのアイデアを出すことを良しとする（質より量）  

 ②出されたアイデアには否定も批判もしない。この段階では議論しない。  

（３）ＫＪ法を用いた情報の整理  

 川喜田氏のＫＪ法では、Ａ型、Ｂ型等の「具体的なやり方」が提示されている。また、

川喜田氏に師事を受けた山浦氏は「質的統合法 (KJ 法 )」として、ＫＪ法に準拠しながら山

浦流の問題解決手法を紹介している（参考文献：山浦晴男著「質的統合法入門－考え方と手順－」

2012 医学書院）。いずれもその基本的な手順は、情報 a と情報 b の関連性を整理していく事

にある。整理の方法としては、「情報のグループ化」→「名札づけ」と、名札同士の関連性

の解読・発想（つながりを考える）の 2 点である。地域診断法ＷＳではこの手法を活用し

ている。名札同士のつながりを考えることがポイントとなるが、これは過去の児童生徒の

様子から「連想ゲーム」的な発想をすると良いと思われる。例えば、「山」と「川」が「な

ぜつながるか」を考えると「「山」があって、そこに雨が降って、「川」に流れていく」と

いうＡとＢの間に何かしらの作用Ｃを入れて結びつけるパターンや、「広い土地」があるか

ら「農業」が盛んである、「「農業」があるから「祭り」がある」など、Ａが原因となって

Ｂという結果があるという因果関係のパターンを、児童生徒に示すと考えやすくなる。  

（４）フィッシュボーンによる整理  

 地域診断法ＷＳでは、最終型として「魚の骨」すなわちフィッシュボーン状に情報を整

理する。なぜ、フィッシュボーンなのか。無機質な形で整理する方法や、樹木の枝を模し

たツリー状に整理する方法、マインドマップのような広がりを持たせる方法も考えられる

が、地域の未来を考えるために、大切にしたいもの・ことは何かを導き出すために、名札
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の関係性を整理しながら優先順位をつけ、その構造を説明するために、フィッシュボーン

の形に整理することにしている。フィッシュボーンでは、背骨が軸となって、その端に、

尾びれ、頭が位置する。背骨からは枝骨が広がる。この形が、背骨＝地域にとって重要な

要素、尾びれ＝重要な要素の根幹的要素、頭＝重要な要素を統合したものという構成がな

される。そして頭の方向＝未来に向かって魚が泳ぐのである。  

（５）キャッチフレーズの導き方  

 キャッチフレーズは、集めた情報とそれらの整理・分析の結果から、結論としてこの地

域の特徴は何か？をひとことで言い表すフレーズである。語彙が少ない児童生徒にとって

は大変難しいところであるが、何が大切であるのか、自分たちは何を伝えたいのか、を考

えさせ、自分たちのことばで地域を表現できるよう支援する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

萱原地区で大人が実施した地域診断法 WS の結果：川と暮らしのつながりから「生活環境」となった 

 

７．指導計画案とポイント  
 大滝小学校 6 年生を対象に平成 28、29 年度に実施された、地域診断法 WS を取り入れ

た「総合的な学習の時間」の指導計画案を以下に示す。  

 

（１）本単元で身につけたい力（平成 28 年度 6 年生担任作成内容を引用）  

総合的な学習の時間では、班での活動や大滝小まつりを通して主体的に学んだり、自分

の思いを発信したりすることの楽しさを感じ、それを他教科でも生かせるようにしたいと
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考えている。  

本学習の導入では、教師側から提案する形で始まった。しかし、本来は日常生活におけ

る課題を発見することから始める必要があるため、それを捉えるよう、児童の考えを交流

する時間を設けるようにしている。その中で、「まずは自分たちが大滝をすきになること」

が大切だという思いをもって学習を進めることを共通理解して始めた。  

本学習は、たくさんの地域の方、県立大学の方、役場の方などたくさんの人と交流する

機会を設定した。少人数で生活している児童にとっては、これらの他との関わりは、コミ

ュニケーション力を育てることにもつながる。また、交流を通して児童の地域に対する考

えを深め、自分の考えに自信をもって発信する力をつけたい。  

また、本学習では「KJ 法」という手法を使う。KJ 法とは、付箋に自分の考えを書き、

班で出た付箋をグループ化していく手法である。付箋に書くという活動は、自分の考えを

明確にしておかなければ書くことができない。付箋をグループ化するためにはつながりや

類似点を見つける力が必要である。そのためには、多面的に物事を見ることも必要になっ

てくる「未来の大滝に継承したいことは何か」という課題に対する結論を考える過程で、

友だちの意見を参考にしたり、聞いたことを発展的に考えたりする姿を期待したい。活動

の中で、ヒントになる視点を個々に伝えたり、班での話をまとめるための助言をしたりし

て支援していきたい。  

未来に継承したいことについての話し合いを重ね、考えを深めたことを大滝小まつりで

発表する活動では、パソコンやインターネットなどを活用する力や、異年齢に対しての適

切な発表方法を考えて準備することができる力をつけたい。そして、自分の住む地域の大

切さを感じ、学習したことで大滝に自信と誇りをもち卒業して行く姿を期待したい。  

（２）単元目標（平成 28 年度 6 年生担任作成内容を引用）  

見つける力  追求する力  

 地域の特徴やくらしについて理解し、自

分の住む大滝を大事に思う気持ちをもつこ

とができる。  

 大滝地区の課題や未来に継承したいもの

が何かを見つけることができる。  

 地域の人にインタビューしたことや、町歩き

をしたことについて付箋に整理、グループ化す

ることで考えをまとめることができる。  

 班で協力して学習し、意見交流を通して考え

を練り上げることができる。  

表現する力  コミュニケーション力  

 大滝の未来について考えたことを自分の

言葉で発信することができる。  

 伝える相手や内容に応じて、適切な方法

を選んだりまとめ方を工夫したりして自分

たちの提案を分かりやすく伝えることがで

きる。  

 地域の人や班の友達と自分から関わろうと

することができる。また、友達と協力して提案

内容を考えたり表現したりすることができる。 

友達と話し合う中で、互いの考えの良さや違い

を認めることができる。  
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（３）指導計画（平成 28 年度 6 年生担任作成内容を引用／全 39 時間）  

日時  学習指導計画  

5 月 24 日（水）  

  ③④校時  

・ゲストティーチャーと出会う。  

・ポストイット KJ 法について学ぶ  

・今後の学習の流れを知る。  

・ポストイット KJ 法を用いて「私の町の魅力」について話し合う。  

6 月 7 日（水）  

  ③④校時  

・地域の方を招き、話を聞いて自分の町の「よいところ」  

「気になること」について付箋に書く。  

・KJ 法を使い、グルーピングして整理する。  

・各班の成果を発表する。  

 13 日（火）  

 ①～④校時  

・実際に町にでかける。地域の方と交流したり、大学生と話し合った

りして、様子を探る。  

・発見したことを付箋に書いて、模造紙にはる。KJ 法でまとめたこ

とを発表し交流する。  

  21 日（水）  

  ③④校時  

・町で見つけたことを書いた付箋を見直し、それぞれのつながりを考

える。  

23 日（金）  

⑤⑥校時  

・「フィッシュボーン」の形にするために自分の意見をまとめる。  

  28 日（水）  

  ④⑤校時  

 

 

・「フィッシュボーン」の形を用いた整理方法の説明を聞く。  

・「未来に残したい○○地区の□□」というテーマで、「フィッシュボー

ン」形式に付箋をまとめる。  

・グループ発表をして、情報を交流する。  

7 月 6 日（水）  

  ③④校時  

・出来上がった「フィッシュボーン」や今までの活動をふり返って、

大滝の良さや地域に残していきたいこと、自分がどんな町にしてい

きたいかを交流する。  

7 月上旬（国語科）  「ようこそ、私たちの町へ」  

・字を案内するパンフレットを作成する。  

2 学期  大滝小まつりに向けての発表準備  

・ステージで power point を使用しての発表予定？  

・6 年生のブースで学習した足跡を展示し、6 年生児童に説明させた

り、クイズ形式にしたりして地域の人にも伝える予定。  

・成果物以外の発表はどうするか？   

10 月 27 日（土）  大滝小まつりで発表する  

 

（４）各回の目標、展開、指導の様子  

次頁以降を参照。
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① 目標：【全体 14 校時】私の地域の「未来に継承したい大切なもの」は何かを考えよう  

② 展開：以下の指導案を参照
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③ 指導の様子  
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① 目標：考えるための方法（ＫＪ法）ができるようになろう！  
② 展開：以下の指導案を参照。行動パターン  ○A ：ブレインストーミング、○B ：張り出し、○C

：キーワード付け、 ○D ：構造化、 ○E ：キャッチフレーズ、 ○F ：発表・交流  
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③ 指導の様子  
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① 目標：地域の方から地域のことを聴き出そう！  
② 展開：以下の指導案を参照。行動パターン  ○A ：ブレインストーミング、○B ：張り出し、○C

：キーワード付け、 ○D ：構造化、 ○E ：キャッチフレーズ、 ○F ：発表・交流  
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③ 指導の様子  
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① 目標：まちあるきをして地域の情報をあつめよう！  
② 展開：以下の指導案を参照。行動パターン  ○A ：ブレインストーミング、○B ：張り出し、○C

：キーワード付け、 ○D ：構造化、 ○E ：キャッチフレーズ、 ○F ：発表・交流  
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③ 指導の様子  
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① 目標：情報を整理してつながりを発見しよう！  

② 展開：以下の指導案を参照。  
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③ 指導の様子  
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① 目標：フィッシュボーンで未来を描こう！  

② 展開：以下の指導案を参照

。  
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③ 指導の様子  
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① 目標：活動をふりかえり、今後の展開を考えよう！  

② 展開：以下の指導案を参照  
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③ 指導の様子  
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８．授業レポート  
平成 29 年度に実施された大滝小学校 6 年生の授業の様子を以下に紹介する。  

 

■第 1 回 5 月 24 日（水）  KJ 法を知る  

■第 2 回 6 月 7 日（水）  地域の方を招いた授業  

■第 3 回 6 月 13 日（火）  実際に地域を歩いてみる  

■第 4 回 6 月 21 日（水）  まちあるきで見つけたことを整理する  

■第 5 回 6 月 28 日（水）  フィッシュボーン形式の整理手法を使い検討する  

■第 6 回 7 月 5 日（水）  活動を振りかえり、何を残していきたいか考える  

【授業後の取り組み】大滝 PR 動画の制作発表  

■10 月 6 日（金）   インタビューのレポート文章を作る  

■10 月 28 日 (土 )  大滝小まつり  

 
第 1 回 5 月 24 日（木）KJ 法を知る  

 まずは滋賀県立大学  鵜飼准教授より挨拶があり、地域診断法について、「地域の未来に

ついて考えるためには、まず地域の良いところを発見することが大事である」と説明があ

った。  

 次に、地域診断法 WS で重要な「要素のつながり」を導き出すための思考法「KJ 法」

について説明がなされた。鵜飼准教授は、「皆さんは何と、誰と繋がっている？」という問

いかけをしながら、連想ゲームの要領で人と家族、家族と地域、地域と日本、日本と世界、

世界と地球というつながりを例に出し、物事は必ず何かのつながりがあることを示した。

その後、付箋とプロッキーを使い「自分の好きなこと・もの」というテーマでグループご

とに KJ 法の練習を行った。初めて KJ 法を体験した児童たちだったが、要素が多く出さ

れ、分類もスムーズに行っていった。  

  

 

第 2 回 6 月 8 日（水）聞き取りをする  

 第 2 回目から、鵜飼准教授に変わり、担任教諭が地域診断法 WS を進めた。今回は、地
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域 (字 )ごとに住民を招き、児童たちがインタビューを行った。  

 挨拶の後、児童らは地区ごとにグループで別れ、事前に考えてきた質問を行った。「地域

の自慢したいところは何か」「昔はどんな遊びをしていたか」「昔と変わったところと、今

も変わらないところはどこか」「人口や面積はどれくらいか」などについて聞き取りをした。

その後、インタビュー内容を前回習った KJ 法で整理し、皆の前で発表した。  

 授業終了後は、地域の方も交え、グループごとに給食を食べ、交流を深めた。  

  

  
 

第 3 回 6 月 14 日（火）まちあるきをする  

 第 3 回目は、地元住民案内のもと、各地区のまちあるきを行った。ルートについては、

昨年度の授業で歩いたコースを踏襲した。  

 今回は、児童、地元住民の他に、本学か

ら「地域診断法」の授業を学んだ学生や「近

江環人地域再生学座」を受講する院生・社

会人受講生 8 名が「よそ者」として参加し

た。「よそ者」の視点で地域を歩くことによ

り、WS に新しい気づきや発見を取り入れ

ることが狙いである。よそ者を地域ごとに

グループ分けをした後、自己紹介をし、交
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流をしながらまちあるきを行った。立ち寄った先のスポットで、地元住民から説明を受け、

児童たちは熱心にメモをとった。  

  
11 時に学校へ戻りまとめの作業を行った。  

 「○○地域はこんなところ」というテーマで、グループ全員が、まちあるきで感じたこ

と、気づいたことなどを付箋に書きだし、KJ 法を用いて整理した。整理した内容を発表

して交流した。  

  

 

第 4 回 6 月 21 日（火）つながりを考える  

 前回のまちあるきから得られたキーワードのつながりを考えた。  
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第 5 回 6 月 28 日（水）フィッシュボーンを作り地域の未来に継承したいものを考える  

 グループ内で各自がノートに書いてきたフィッシュボーンを発表し、互いに共有して、

キャッチフレーズを魚の形を議論した。その結果を模造紙に描いた。  

  

 
 

第 6 回 7 月 5 日（水）活動のふりかえり  

 「地域の未来に継承したいものを見つける」という地域診断法 WS 最後の授業となった。  

 今回は振り返りワークシートに、自分の地域の特徴とその理由をまとめ、書いた内容を

くじ引きで交換して発表し、その内容についてコメントをしあう形とした。  

発表では、今までの地域診断法 WS を通して考えた「未来に継承したいもの」とその理
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由を確認し、感想・質問を行うことで、自分の地域（字）との違いを認識することができ

た。  

 発表を聞いていた鵜飼准教授からは「これから大滝に残る人、大滝を出る人、いろいろ

な道を選択すると思うが、大滝を出た時に、全国に向けて大滝を紹介して欲しい」という

コメントがなされた。  

 発表終了後、担任からこのあとどうする？という投げかけがなされ、児童の一人が「ＣＭを

つくったらいいのでは」という案が出た。担任が他の児童にＣＭづくりをしてみるか？と問い

かけ、大滝小まつりに地域の特徴を紹介するＣＭを発表することになった。（担任としては、

マップづくりなどへの展開も考えていたとのことであった）  

 

大滝小まつり発表に向けての取り組み  

「大滝の魅力を発信する」PR 動画の作成  

 地域診断法 WS の成果は、「大滝小まつり」という小学校の催しにて発表した。  

 今年度はびわ湖放送株式会社の協力を得て、大滝地域の魅力を発信する PR 映像を児童

らが中心となり作成した。  

 

10 月 6 日（金）インタビューのレポートの文章を作る  

 PR 動画は、地域ごとに様々なシチュエーションで住民の方にインタビューを行い大滝
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の魅力をレポート風に伝えるという構成だ。当日はびわ湖放送株式会社の岩井氏の指導を

受けながらレポートの台本作りを行い、PR 動画に使うシーンの一部撮影を行った。  

 レポートの台本作りでは、今まで WS で児童たちが分解、再構築してきた地域の魅力を

ベースにレポートの文章を作った。「相手に話しかけるような気楽な感じで」「肩の力を抜

いた感じに」などのアドバイスを受けながら、レポートの文章を考えた。  

 続いて体育館に移動し、地域住民 30 名と撮影。児童監督の元、映像の最後に使われる

地域住民からのメッセージシーンを撮影した。  

 別日に、各地域において各グループでの撮影が行われた。  

 

10 月 28 日（土）大滝小まつりでの発表  

 大滝小まつりは、例年、全学年が学習で学んだことを、保護者や祖父母を招き、ステー

ジ発表やブース展示を行うイベントである。  

学校長の挨拶の後、1 年生から順に発表を行い、最後に 6 年生から地域診断法 WS の成

果発表と完成した PR 動画のお披露目が行われた。  

まず、児童らは地域ごとに別れた合計 6 グループから、継承したい地域の未来をそれぞ

れ発表した。  

【成果発表プログラム】  
１．グループごとの発表 

(川相地区と富之尾地区は 2 班

に別れ発表) 

①富之尾地区 A班、②一ノ瀬地

区、③川相地区 A 班、④萱原地

区、⑤富之尾地区 B 班、⑥川相

地区  B 班 

２．PR 動画のお披露目会 

３．一人一人の宣言 
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（１）富之尾地区 ： 農業で生まれる協力を未来に継承したい  

 富之尾の自慢できるところを、「行事が多いところ」「農業を協力して行っているとこ

ろ」と挙げ、行事や農業を協力することで、人との繋がりを深め、地域を守る心を持っ

ている地域であると紹介した。  

（２）一ノ瀬地区 ： 自然を利用して協力するくらしを継承したい  

 一ノ瀬を、「行事や普段の生活の中で人との繋がりを深めていく地区」であると紹介し、

一ノ瀬の自然を工夫してみんなが有効に利用し暮らしてきたことが心の繋がりに結びつい

ているのではないか。と発表した。  

（３）川相地区 ： 人が楽しめる交流の場を継承したい  

 川相は大滝の中心地であり、地域の人と協力する行事や、人が集まる憩いの場がある。人

が集まる場所や歴史があることで、川相は元気のまちとして続いてきた、と発表した。  

（４）萱原地区 : 地域の人と協力して暮らしと自然を守る継承したい  

 萱原はおしどり、自然、行事、笑顔を大切にしてきたところであると紹介し、自然を守る

暮らしを継承していきたい、と発表した。  

続いて、児童らがレポーターとなり、大滝の魅力を発信する PR 動画をお披露目した。動画

には大滝小学校出身の楽天イーグルス則本選手からのメッセージも含まれていた。  

そして最後に、児童たちが「大滝愛」を宣言した。  

「行事に積極的に参加していきたい。」「大滝が好きであることを忘れない。」  

「大滝にずっと住み続けたい。」「地域の人を大切にする気持ちを持って笑顔でいたい。」  

など、一人ずつ自分ができることを堂々と宣言した。発表後は大きな拍手に包まれ、涙ぐむ保

護者もおり、感動のうちに６年生の成果発表が終わった。  

 発表後、各学年は体育館内に設けられたブースにてそれぞれの展示紹介を行った。6 年生の

ブースでは、WS のステップ６で制作したフィッシュボーンや、地域に関するクイズを展示し、

地域ごとの見所パンフレットを配布した。  

 今年で２年目となる地域診断法 WS の授業。５ヶ月の間だったが、児童たちは WS を通して大

滝と向き合った。短い期間の中でも大きな成長が感じられた成果発表だった。  

 制作した PR 動画は、今後 SNS 等を通じ全世界へ発信されている。   
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９．地域と連携した質の高い教育環境の醸成  
地域診断法ＷＳは、グループや外部の方々と関わりながら、客観的な情報を収集し、整

理・分析し、「あらたな発想」を生み出すという一連の思考を訓練することで、児童生徒の

主体性、コミュニケーション力、そして創造力を育むワークショップである。  

この地域と連携したワークショップを、より充実したものとするには、以下の 2 点が必

要と考える。  

1 点目は、粘り強く思考する訓練を低学年から育むことである。  

児童生徒の発達の段階や個性に配慮しつつ、興味関心に対する集中力を高めること、Ｔ．

エジソンの幼少期のように、①何事にも疑問を抱き（課題の設定）、②聴いたり、調べたり

して、③「わかった」状態に到達する、この体験の積み重ねが大切となる。教室内外で低

学年からこのような体験ができる環境を整えることが大切であろう。  

2 点目は、多様な人々とのコミュニケーションをとる力を育むことである。  

人と話すことが苦手な子も多い。得手不得手はあろうが、人間どうしのコミュニケーシ

ョンが今後のＡＩ社会においてますます大切になってくる。おしゃべりである必要はない

ので、①相手の話を聴き、②理解し、③思いを受け止め、④自分の考えを返す、練習を積

むことが必要である。  

これら 2 点を実践するフィールドとして「地域」は、身近で、取り組みやすい舞台であ

る。地域には子どもたちの疑問となり得る要素がたくさんある。そして、様々な人が暮ら

している。大滝小学校でいえば、山々や清流、美味しい食べ物、厳しい気候、それらに育

まれた、大滝ならではの歴史や生活文化、暮らしがある。また、地域の活力が小学校の存

続にかかっており、地域と学校の連携は多くの方々が必須と考える状況にある。そうした

意味では、地域と連携した学習への取り組みがしやすい環境にあるともいえる。  

このような状況をふまえて、各学年においては、いずれかの教科において、創意工夫し、

地域の特徴との関係性、地域の人々との関係性を意識しつつ、「思考する力」、「コミュニケ

ーションをとる力」を育む授業計画がなされることが、6 年生の地域診断法 WS における

豊かな思考の発揮につながると考える。  

また、地域や行政としては、この小学校における児童生徒の学びを、中学校においても

継続し、高校、大学への進学後も地域とのつながりをフォローし、就職を考える時には、

地域に戻り、働きたいと思う「地域愛」を醸成することが大切である。  

このような学校全体での地域と連携した取り組みが、質の高い教育環境を醸成するのだ

と考える。  
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質問シート  
 

氏名           

①地域の特徴を知るために、地域の人にきいてみたい「地域のこと」を書き出しましょう。  

②一つのことの答えをきいて終わりではなく、「なぜそうなのか？」も確認しましょう。  

③質問が終わったら、答えを、「付箋」に大きな文字で、短い言葉で書き直しましょう。一

つの答えが何枚かの付箋に分かれても構いません。  

質問

番号  
質問内容  答え  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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地域診断法ワークショップ ふりかえりシート  
 

氏名         

 

自
分
の
地
域
（
字
）
の
特
徴 

 

ど
う
し
て
そ
う
い
う
特
徴
が
で
き
た
の
で
す
か
？ 

 

自
分
と
地
域
の
特
徴
は
ど
う
つ
な
が
り
ま
す
か
？ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多賀町平成 29 年度（多教総委） 22 号地域診断コンサルティング業務委託  

 

質の高い教育環境づくりの実践  
総合的な学習の時間で活用するための地域診断法ＷＳ実施マニュアル  
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