
ふるさとへの愛着を育む「総合的な学習の時間」の実践

～内陸線の過去・現在・未来を考える学習を通して～

北秋田市立大阿仁小学校
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はじめに

「総合的な学習の時間」が，学習指導要

領に導入され，１０年余りが過ぎた。各校

で様々な優れた実践が行われている。その

ような実践とは違い，特に力を入れて研究

をしたわけではないが，今年度行ってきた

ささやかな実践を紹介したい。

１ 大阿仁小学校の概要

（１）地域について

本校は，秋田県の内陸部にあり，森吉山

麓の阿仁川上流に位置する山村である。

旧阿仁町比立内・打当地区であり，マタ

ギの里としても知られている地域である。

交通は，秋田内陸線が平成元年に開通し

ており，並行する国道１０５号とともに地

域の主要な足となっている。

（２）学校について

本校は，北秋田市の中心から約５０ｋｍ

離れているへき地１級校である。児童数は

３０名で，５学級（２複式・１特別支援）

となっている。児童数は，過疎化が急激に

進んでおり，１０年前と比較すると半減し

ている。

学校に対して，保護者・地域の関心が高

く「おらほの学校」という意識を持ってい

る。 PTA の出席率はほぼ１００％であり，

学校行事にも保護者だけでなく，地域の方

も多数参観に来られる。

（３）児童について

素朴で明るく思いやりがある子どもたち

である。どの子も，元気よくあいさつをす

ることができる。給食・清掃活動は縦割り

で行い，上学年が下学年を助けながら活動

することができている。学力は，各学級１

０名未満の少人数のため，一人一人に目が

行き届き，良好である。

一方，社会的事象については，自分の身

の回りの 出来事以外には関心があまりな

く，ニュースなども積極的には見ていない。

また，ふるさとについては愛着をもち，

地域の行事には積極的に参加するものの，

地域の自然や歴史などについての知識はあ

まりない。

２ 本校の総合的な学習の時間の概要

本校の総合的な学習の時間は，ふるさと

学習をふまえ，「とびだせ大小っ子 ふる

さと探検 マタギの里」というテーマのも

と，地域課題の追究に取り組んでいる。

本校の総合的な学習の時間の目標は，次

の通りである。

○自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，

主体的に判断し，よりよく問題を解決す

第26回秋田県教育研究発表会資料



- 2 -

第26回秋田県教育研究発表会資料

る資質や能力を育てる。

○学び方やものの考え方を身に付け，問題

の解決や探求活動に主体的，創造的に取

り組む態度を育て，自己の生き方を考え

ることができるようにする。

また，毎年テーマが重ならないように，

各学年ごとに，おおよそのテーマを決めて

いる。今年度は，

３年 「ふるさとの自慢」

４・５年 「ふるさとの食」

６年 「ふるさとの未来」

である。

３ 本年度の実践（６年生）

（１）構想及び課題の決定

６年生はテーマが「ふるさとの未来」に

なっているが，実際何を題材にして学習を

進めるかは担任の裁量に任されている。そ

のため，ウエービングをつくり，児童の実

態をつかむことにした。

その結果をみてみると，前年度に「ふる

さとの自然」をテーマにしたため，森吉山

や阿仁川などの自然については，たくさん

の発想が出てきた。しかし，社会的な事象

に絞るとほとんど出てこなかった。出てき

ても「人口・産業が少ない」「病院がない」

などというネガティブなものが多くあげら

れた。内陸線を取り上げた子どもは半数弱

であり，取り上げた内容も赤字で存続問題

があること以外詳しいことはよく分かって

おらず，関心度も高くなかった。

内陸線については，以前から存続が課題

となっており， PTA 総会の際にも地域の住

民の方が来校して訴えるなど，地域にとっ

ても大きな課題となっている。加えて，６

年生の児童においては，来年度から内陸線

を利用して中学校へ通学する予定の児童が

７８％と高い割合で存在しており，高校生

になるとほぼ１００％になる。しかし，児

童自身にとっては，自分たちの手が及ばな

いこと，遠い世界のこととしてとらえてい

るようであった。

そこで，児童にとって内陸線の存続問題

が切実な問題であることを意識させ，社会

的な事象や地域についてよりよく知り，愛

着を持てるようにするため，内陸線を題材

として取り上げることにした。

授業を構成するための基本的な考え方と

しては，今年度の本校の重点である「地域
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の元気の源になる学校」「地域と共に歩む

学校」という方針と照らし合わせ，地域に

貢献し，生きる力を育成するために，単な

る調べ発表学習ではない「情報発信型・提

言型の総合的な学習の時間」を目指すこと

とした。

全体で２１時間とし，その中で「現在」

の内陸線の状況を調べ，それと同時に旧阿

仁合線や内陸線全線開通までの「過去」の

歴史や人々の思いを知り，そして「未来」

の在り方について考えることにした。そし

て，その調べたことを内陸線の本社に行っ

て提案したり，人目に付く場所に掲示した

りして情報発信をするようにと構想を立て

た。

また，それに関連するものとして，国語

の学習で 地域紹介のパンフレットも作成

し，比立内駅や道の駅に置き，様々な人々

に地域を紹介をすることもした。

（２）現在の内陸線及びふるさとの認識

①比立内駅の見学

子どもたちは，内陸線沿線に住みながら，

普段は自家用車で遠出をし，年に数度利用

する程度であった。そのため，最初はパン

フレット作りの取材もかねて，実際に比立

内駅を見学し，内陸線の現状をつかむこと

にした。

また，比立内駅には今年度から内陸線支

援室の職員である大穂耕一郎さんという方

が常駐している。大穂さんは，東京出身の

人であるが，内陸線に関するブックレット

を無明舎から出版するなどし，内陸線サポ

ーターとして活躍されている方である。

この時は，比立内駅の空きスペースを初

めて利用して，「がんばろう東北の鉄道！

写真展」が行われていた時期であった。子

どもたちは，比立内駅で初めて行われたイ

ベントを興味深そうに見学していた。しか

し，なぜこのようなことを行っているのか

は，この時点では気付いていないようであ

った。
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② HP での情報収集

情報収集では，インターネットが力を発

揮する。特に，現代的な課題については，

文献に載っていないことも多い。また，図

書館も近くにない地方の学校にとっては，

便利なものである。本校においては，夏休

み以降，光回線になり快適に調査活動を行

うことができた。この調査活動により，内

陸線のサポーターの人々の努力や内陸線本

社で行っている事業などの情報を得ること

ができた。特に，大穂さんや長牛さん，工

藤さんの HP や，内陸線本社の HP やブロ

グに，子どもたちは関心をもって見ていた。

大穂さんの HP

長牛さん（ないりっくん）の HP

③パンフレット作り（国語科）

６年生の国語の単元に「町のよさを伝え

るパンフレットを作ろう」という単元があ

る。地域の自然や特産物などを取材してま

とめ，それをパンフレットにまとめるもの

である。そこで，比立内駅と道の駅に作っ

たパンフレットを置き，地区を訪れた人に

役立ててもらうことをめあてに学習を行っ

た。自分たちが作っているものをわかりや

すくするために，グループで話し合いなが

らよりよいものに仕上げようと努力した。

できあがったパンフレットは，３種類の１

５部ずつ，比立内駅と道の駅に置かせてい

ただいたが，１０日も立たないうちになく

なってしまい，増刷しなければならなくな

った。また，パンフレットを持って行った

人からは，手紙をいただき子どもたちの達

成感と総合的な学習の時間への意欲が高ま

っていった。

（２）内陸線の過去の調査

内陸線が，秋田内陸縦貫鉄道として平成

元年（1989）に全線開通したことや，それ

以前には国鉄阿仁合線であったことは，大

人にとっては常識である。しかし，子ども

たちにとって，内陸線は生まれたときには

すでに存在している。そのため，人があま

り乗っておらず，存続問題にゆれる現在の

姿，すなわち点として理解されている。そ

れを，過去から連続した存在として理解で

きるようにしたいと考えた。そこで，「阿

仁町史」や「ふるさと阿仁４０年の歴史」

の資料を用いて，内陸線の過去から現在ま

での学習を行った。
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子どもたちにとって，内陸線が１００年

もの歴史があることや，全線開通まで地域

の人たちが８０年もの間，運動をしていた

ことは，驚きであったようである。そして，

自分の祖父母たちもその運動と関わりがあ

ったという事実に心をゆさぶられたようで

ある。そのため，「その当時の人々の気持

ちはどうだったのか」，また，「書かれて

いない歴史には，どんなものがあるのか」

ということに関心を持ち，調べてみたいと

いう意欲をもった。そこで，家族や親戚に

聞き取り調査を行い，さらには地域の人た

ちにも協力を得ることにした。

アンケート用紙やポスターを作成し，比

立内駅から了承をもらい，駅にポストを置

かせてもらうことになった。

また，そのことについて地域の新聞にも

取り上げていただき，さらには，ＮＨＫに

も取材される契機となった。

そして，最終的には６０数枚の思い出を

書いていただくまでに至った。 アンケートより

「習い事」

今から３０年ほど前

４０代女性

小学生の頃通っていたピア ノ教室が阿仁

合にあり，週１回，比立内駅から数人，３時頃

発，帰りは８時頃着の列車に乗り，通っていま

した。

行きは，練習不足の週は，足取りが重く，車

内で必死に練習したりしました。打って変わり，

帰りは仕事帰りの大人や高校生で少しにぎや

かな車内で ，阿仁合駅前の駄菓子屋さんで

買ったアメやお菓子を食べたり ，駅前書店で

買った本を読んだり ，おしゃべりしたり楽し く帰

ってきたという，週１回の子どもたちだけのドキド

キワクワクのお出かけの思い出があります。
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「比立内駅の仕事」

今から２０～１０年前

７０代女性

私の一番の思い出は，平成３年から平成１

２年まで，比立内駅で切符売りの仕事をした

ことです。朝６時から夕方６時まで，学生の定

期券の販売等もやったので，今の駅よりもずっ

と多かったのを思い出します。就職していった

人たちが，お正月とかお盆に帰ってくると，みん

な「ただいま」と言って改札口を出てくるので，

本当に自分の子のようでうれしくなりました。

「開通の思い出」

今から４８年前

７０代

阿仁合線が比立内まで開通したのは ，昭

和３８年１０月１５日と記憶しております。開通

する喜びを町中の人たちで祝い ，小旗を振っ

たのを今でも鮮明に覚えています。当時は，車

も少な く ， ど こへ行 くにも汽車でした。学生の

通学，買い物，病院へと欠かすことのできない

足でした。おかげ様で，学校へも一番の汽車

で通学できて助かりました。今は，人口の減少

から乗る人も少ないため，少しでも乗って残し

たいと思い，内陸線を利用することを常に考え

ております。

「十二段トンネル」

今から３４年前

４０代男性

貫通式の前日，５・６校時の授業中担任の

先生と学友（５ ・６年生）とで ，中村側から長

いトンネルを歩き，かなりの時間をかけて見学し

た記憶があります。貫通式を目前にし，真っ暗

い中をドキドキワクワクさせながら，懐中電灯を

つけ歩いたのを思い出します。

（３）夏休みの課題

夏休みには，内陸線の聞き取り調査を行

うことと，ツアーの計画を立てることを課

題とした。夏休み中に帰省した親戚から内

陸線の聞き取りを行ったり，ツアーを家族

で相談して考えたりするよう助言した。そ

れを行うことにより，話題に広がりができた。

（４）ゲストティチャーの授業

夏休み終了後，５名のゲストティーチャ

ーを教室に招き，内陸線の思い出を聞き，

その当時の大阿仁の様子や人々の内陸線に

対する思いを学ぶ授業を行った。子どもた

ちの夏休みの課題で取材したエピソードの

中から，紹介したいものを選び，それを音

読し，自分の感想を話したり，ゲストティ

チャーの思い出の話を聞き質疑応答したり

する授業を行った。

子どもたちは，友達の発表やゲストティ

ーチャーの話にとても意欲をもって聞くこ

とができた。また，内陸線の一番長い十二

段トンネルの設計図を見たときには，真剣

に食い入るように見ていた。
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さらに，授業の後半の開通当時の人々の

思いを想像させたときには，その当時の人

々になりきって吹き出しに喜びの言葉を書

いていた。この学習を通して，内陸線には

多くの人々の思い出がたくさんつまってい

るのでなくさないようにしたいという思い

をもつことができたように思う。

（５）未来へ向けて

「情報発信型・提言型の総合的な学習の

時間」を目指すために，自分たちに何がで

きるのかを考えさせた。

「移動するときは，内陸線に乗る」「イ

ベントに参加する」「清掃をする」「内陸

線のことについてよいところなどを勉強す

る」「勉強したこと（歴史など）を紹介す

る」等があげられた。また，ゲストティー

チャーから教えてもらったり，ＨＰで内陸

線のグッズを調べたりすることで，様々な

提言を考えた。その一部を紹介したい。

①ツアーの計画

夏休み の課題として立案されたツアー

は，あまり工夫されたものではなかった。

そのため，ゲストティーチャーからアドバ

イスをもらいグループで作成するようにし

た。また，ターゲットを首都圏のファミリ

ー層に限定し，イメージを具体化しやすい

ようにした。また，時刻表なども使いなが

らできるだけ詳しく作成できるようにした。

その結果，子どもたちは，熱心にアイデ

アを出し合い，様々なプランを立てること

ができた。

②グッズ等について

子どもたちは，夏休み後すぐに修学旅行

に行き，旅行の楽しさを味わってきた。そ

して，修学旅行時のお土産のことを思い出

第26回秋田県教育研究発表会資料
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し，内陸線で売ってあるグッズや，道の駅

で売っているものを思い出しながら，様々

なアイデアを楽しそうに出し合っていた。

以 下が子ども たちが考えたグッズであ

る。

提言としては，上記の２つの他，「内陸

線に関心を持つ」「できるだけ地元の私た

ちが内陸線を利用する」「親戚や友達・地

域の人に紹介する」「駅の中にもっと工夫

をする」といったものがあげられた。

③詩の作成

提言の最後として，子どもたちが内陸線

に対する思いをそれぞれ詩に表し，言葉を

つなぎ，呼びかけを作り上げていった。そ

して，自分たちの思いを提言する相手に届

けようと，最後の発表の際に群読を行った。

（６）対外的な提言へ

①学習発表会

学習発表会は，初めて「総合的な学習の

時間」で学んだことを披露する機会となっ

た。発表の練習はあまりできなかったが，

子どもたちは自分の役割をしっかりと果た

そうと，大きな声で堂々と発表することが

できた。調べたものは，掲示物にし，体育

館の壁に掲示しておいた。
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②比立内駅での掲示

学習発表会で掲示したものは，比立内駅

の大穂さんに協力していただき，リレーイ

ベントの第３弾として，イベントスペース

をお借りし，絵画などの作品とに掲示した。

１週間で，延べ１５０人以上の方が見に来

られたそうである。

③内陸線フォーラム

当初は，内陸線本社や市役所で発表し，

提言を行う予定であった。しかし，本校の

取組を契機に，北秋田市教育委員会生涯学

習課 が内陸線フ ォーラムを行うことにな

り，そこに招かれることになった。フォー

ラムには，北秋田市の津谷市長を始めとし，

内陸線の若杉社長他内陸線の関係者，多く

の市民が参加された。

内陸線フォーラムでは，北秋田市の小学

校，中学校，高校，市出身の大学生の提言

が発表された。小学生でも一生懸命に内陸

線のことを考えているということで，参加

した方々から，大人の我々もがんばらなく

てはならないという気持ちになったという

意見もいただいた。

５ 保護者及び地域の人たちの反響

①学習発表会の感想

・私個人的には，６年生の「走れ！内

陸線 いつまでも」は，感動して涙が出

ました。みんなの思い，内陸線を応援す

る気持ちが伝わってきました。私もぜひ，

内陸線を活用し，サポーターの一員にな

りたいと思っています。

・６年生の内陸線調べの発表では，まじ

めな発表会だと聞いていたのですが，子

どもたちなりにたくさん内陸線のことを

考えたという思いがよく伝わってきまし

た。最後に全員で「走れ！走れ！ 内陸

線」と声をあわせて呼びかけられたとき

は，何故だろう，泣ける場面ではないは

ずなのに「ホロッ」ときてしまいました。
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②内陸線フォーラム

フォーラムにおいては，コーディネータ

ーやコメンテイターから次のような言葉を

いただいた。

・内陸線は，本当に地域や市全体で考え

ていかなくては・・・。一人一人が意識

して内陸線を利用するようにしなければ

いけないと思いました。「詩」がよかっ

た。ジーンときました。

・６年生の「走れ！内陸線 いつまでも」

は，その時代の思い出が映像とともに流

れ出し，思いがとても伝わるものでした。

本当に残ってほしい。残したいと改めて

考えさせられました。

・６年生の内陸線，よくまとめていたと

思います。そのままＴＶに出してよいほ

ど，よかったです。

・内陸線の発表は調べるのが大変だっ

たろうなと思いました。すごくがんばっ

たのがよくわかりました。とても感心し

ました

・とても感動しました。気持ちをつな

ぐことが鉄道の使命だと思いました。み

なさんの調べたことは，おじいさんやお

ばあさんのむかしから，１００年以上も

つながっているのだと思いました。

・調べていくうち，最初は関心を持って，

そして自分のことのようとして考えて，

そして最後は人のために考えていくこと

ができたのではないでしょうか。

・すばらしい発表でした。学習としては，

地域に提案をするというところまで行っ

ていているところが価値あるところだ

③メディアでの取り上げ

本校の活動が，地方紙やテレビ局でも取

り上げられ，子どもたちのがんばりが，た

くさんの人々に伝わった。子どもたちは，

自己有用 感や達成感を味わうことができ

た。

また，阿仁出身で現在九州熊本に住んで

いる方が，テレビを見て，わざわざ手紙を

書いて，感想や激励の言葉を伝えてくれた。

と思います。提案することによって，地

域の人たちが改めて自分たちのこととし

て，考えたことと思います。
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６ 児童の変容

学習終了後，子どもたちに学習を終えて

の作文や，アンケートをとった。それを紹

介したい。

１．学習する前と比べて内陸線のことが好き

になりましたか。

とても好きになった 好きになった 変わらない そうでもない 全然そうでもない

１００％ ０％ ０％ ０％ ０％

・内陸線は，昔からたくさんの人たちが願っ

て作られたし，今でも支えようとする人たち

がいるから。

・学習するまでは，赤字のことしか知らなか

ったけど，内陸線を守るためにサポーターの

人たちが，がんばっている姿を知ったから。

・内陸線が赤字でもみんなのためにがんばっ

ていることがわかったから。

・内陸線を勉強してから，内陸線のすばらし

さを知ることができたし，今年は１０回乗っ

て好きになりました。

２．学習する前と比べてふるさとのことが好

きになりましたか。

とても好きになった 好きになった 変わらない そうでもない 全然そうでもない

１００％ ０％ ０％ ０％

・この地区には，何もないと思っていたけど

道の駅や温泉などもあって，この地区はいい

なあと関心を持つようになったから。

・自分のふるさとで，いつも当たり前にある

ものが，他のところではないものもあること

がわかったからです。

３．学習する前と比べてふるさとの未来や内

陸線の未来について，もっと調べたり，考え

たりしたいと思いましたか。

○内陸線について
とてもそうである そうである 変わらない そうでもない 全然そうでもない

１００％ ０％ ０％ ０％ ０％

・内陸線の赤字を解消するための方法を，自

分たちなりに考えたりしたい。

・廃止されてしまうと，ぼくたちも，年下の

人たちも，不便な生活を送ることになるので，

しっかり未来のことを考えたい。

・これからの取り組みや，社長が替わったこ

とにより何が変わるか調べてみたい。

○ふるさとについて
とてもそうである そうである 変わらない そうでもない 全然そうでもない

７７．８％ ２２．２％ ０％ ０％ ０％

・少子化や高齢化の問題をどう解決するか。

そして，内陸線存続への取り組みをどうする

か調べたい。

・今よりももっと地域が明るくなる方法を調べ

たい。

４．この学習を通して考えさせられたこと，

心に残ったこと

・地域を活性化するためには，移動手段の内

陸線の活性化をするのが有効だと思い，地域

一丸となって取り組んでいけばいいと思いま

した。

・内陸線には，地域の人やサポーターの方な

どに大切に守られていることが心に残りまし

た。

・私たちの活動がきっかけで，内陸線のフォ

ーラムが行われることがうれしかった。
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７ 成果と課題

○成果

・地域課題を取り上げたことにより，地

域社会で起きている現象に関心をもつこと

ができた。また，アンケート結果から分か

るように，ふるさとへの愛着心がさらに高

まった。さらに，「自分ができることをや

ってみよう」「自分たちの力でやってみよ

う」という意欲や判断力等も養われた。

・地域の過去・現在を調査することによ

り，今の自分たちの目の前の現象が，単な

る点の現象ではなく，過去・現在の様々な

人の関わりの連続性の上にあることを具体

的に理解することができた。そして，地域

社会の一員としての自覚を深めることがで

きた。さらに，様々な時代や世代の人々の

思いを，自分の家族を通して実感すること

ができた。

・自分たちの調査したことを発信すること

により，保護者や地域の住民を巻き込み，

地域の問題を考えてもらうことができた。

また，自分たちの発表を聞いてもらい，そ

の感想や反響を聞くことで，自己達成感を

得ることができた。

さらに，自分たちの思いを様々な人たち

・初めは，キャラクターやグッズにしか目

が行かなかったけれど，内陸線の本当がわか

り，サポーターの人たちの努力で車内がきれ

いになっていること。

・内陸線の思い出のアンケートを読んで，

みんなは内陸線にいろいろな思い出があるの

で，内陸線を残していけるようにしたいと思

いました。

・サポーターの方々や地域の人たちが，が

んばって車内の掃除や看板塗りなどをしてい

るので，私たちもできることを手伝いしてが

んばっていこうと思いました。

に伝えることにより，思いをつなげること

ができた。

●課題

・情報発信型・提言型の総合では「何を」

「だれに」「どこで」「何のために」とい

う構想や戦略が必要である。しかし，情報

発信の場や機会を確保することが困難にな

る。そのため，常にアンテナを高くし，情

報収集をしたり，地域の人材を確保したり，

連絡を密にしたりする必要がある。

・小学校の総合的な学習の時間で学んだこ

とが，中学校・高等学校において，学校体

制等の理由により，逆にレベルダウンにな

ってしまう場合があるようだ。そのため，

小学校と中学校，場合によっては高等学校

と指導計画や状況の情報交換を行い，中学

校・高等学校においては，小学校で学んだ

ことをさらに発展させられるように連携を

深める必要がある。そのことにより，「生

きる力」を育てるための，より質の高い学

習活動が行われると思う。

おわりに

今年度は，地域課題を解決するための「情

報発信型・提言型の総合的な学習」を目指

して実践を行ってきた。先にも述べたよう

に，ふるさとへの愛着心をさらに高め，人

々の思いをつなげ，生きる力を育成するこ

とができたと考える。このことは，現在の

日本の課題である中央と地方の格差を少な

くする方法であるとも思う。地域の活力な

くして，日本の繁栄はあり得ない。自分の

地域をよりよくしようと考える人材が増え

ることで，真の意味での「地域の元気の源

になる学校」「地域に活力を与える学校」

になると思う。ささやかな実践であるが，

地域の発展のための参考になったら幸いで

ある。
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