
中学生との交流による学ぶ意欲を高める指導の工夫

－ 体験的な活動における「スマイルカード」の活用を通して －

田口 久仁

小学校第６学年児童の学ぶ意欲を高めるために，中学生との交流に着目した。体験的な

活動の事前・事後指導において，児童のもつ活動に対する疑問や不安について中学生との

カードのやり取りを通してアドバイスや激励の言葉をもらう交流を試みた。中学生の経験

に基づいたアドバイスや激励は，児童の目の前の活動に見通しをもたせ，より主体的に取

り組もうとする意欲につながった。また，中学生の様子を知ることは，児童の学習の大切

さへの気付きや必要感を生み，自発的に学習に取り組もうとする意識の向上も見られた。

その結果，中学生とカードを使った交流により，児童の学ぶ意欲の向上が図られた。
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Ⅰ 主題設定の理由

本県学校教育が目指すものとして自ら学ぶ意欲と態度の育成が挙げられている。また，重点の一つ

としてキャリア教育を取り上げ，系統的な事前・事後指導と体験的な活動の充実が求められている。

一方，中教審答申（Ｈ23.1.31）では，キャリア教育の推進は学習意欲の向上に有効であると示され

ている。

研究協力校であるＫ小学校第６学年の児童は，平成25年度のアンケートから学習意欲，自己有用感

が他の学年に比べて低い傾向にあることが分かった。この要因として，学習の見通しがもてなかった

り，今の学習が将来の自分にとって役に立つという必要感が乏しかったりすることが考えられる。ま

た，研究協力校では，小・中学校の交流活動を年間数回行っているが，教育課程や学校行事の調整が

困難なことなどによって，実際の交流を簡単に行うことができない現状である。さらに新たな交流活

動をもつことも容易ではない。

そこで第６学年の体験的な活動の事前・事後指導時に，学習経験のある中学生とカードを使って交

流し，アドバイスや激励の言葉などをもらうことにより，小・中学校の交流活動がより深まるのでは

ないかと考えた。中学生からのアドバイスは，小学生に目の前の活動と，この先の中学校生活への見

通しをもたせることができると考えられる。このように先の見通しをもたせることは，児童の目の前

の活動への意欲を促すとともに，児童一人一人に将来の自分の姿を実現するための学習の必要性を感

じさせ，自ら学ぶ意欲を育むことができるのではないかと考え，本主題を設定した。

Ⅱ 研究目的

第６学年の体験的な活動の事前・事後指導において，

カードを使った小・中学生の交流を図ることによって，

児童の学ぶ意欲（図１）が高まることを実践を通して検

証する。

Ⅲ 研究内容

１ 研究の仮説

第６学年の体験的な活動の事前・事後指導において，

中学生とカードを活用して交流させることによって，目

の前の活動や中学校生活への見通しをもてるようになり，児童の学ぶ意欲が高まるのではないか。
図１ 学ぶ意欲の捉え



２ 研究の全体構想

(1) スマイルカードの活用構想

高学年のキャリア発達課題は「集団の中での役割の自覚」

と「中学校への心の準備」が重要とされている。したがって，

中学校や将来に関わる学習や活動は，キャリア発達において

大切なものとなる。しかし，中にはこうした学習や活動が未

経験であるがゆえ，不安を感じる児童も少なくない。そこで，

次のような内容を盛り込んだカード（以下，スマイルカード）

を活用する(図２)。

①体験的な活動の事前指導において，児童一人一人が目の前の活動に対して疑問や不安に思うこと，

またはその内容に関することなど中学生に教えてもらいたいことを記入する。

②中学生が分担し，自分の経験したことや学習してきたことの範囲で，答えとなるものやアドバイス

などを記入する。

③中学校から戻ってきたスマイルカードを直前の指導や体験活動の計画づくりに活用する。小学生，

中学生には記入内容に個人差があるため，５～６人ずつのグループで，必要に応じて共有する。

④体験活動後の振り返りや感想，アドバイスを生かして学んだこと，また新たに生まれた疑問などに

ついて一人一人が記入する。

⑤中学生が分担し，質問への答えやこれからのアドバイス，

中学校のこれからの予定などを記入する。

⑥中学校から戻ってきたスマイルカードを活用し，事後指

導や学習のまとめを行う。スマイルカードは一人一人が

キャリアノートに保管する。

(2) 中学校との交流の計画

スマイルカードによる交流は３期に分けて行う。研究協

力校，及び交流する学区内のＫ中学校の計画から，第１期

を６月の中学校総体壮行会への参加の時期，第２期を10～

11月の第６学年の職場見学学習の時期，第３期を２月の第

６学年の中学校体験入学に合わせて行う。第１期では，第６学年児童の関心の高い部活動，それとの

両立が課題と言われている学習の面から，第２期では望ましい勤労観，職業観の育成の面から，第３

期では中学校入学へのより具体的な目標設定の面からの成果が期待される。この３期を通して児童の

「中学校への見通し」ができるとともに「学ぶ意欲」が育まれ，交流してきた中学生への憧れの気持

ちをもったり，将来の自分の姿を重ね合わせたりすることができると考える（図３）。

中学校の交流学年を第２学年とする。１年以上の中学校生活の経験があるという点と第２学年にお

いて職場体験学習を行うという点から，より的確なアドバイスや激励を小学生にしてくれることが期

待される。なお，交流を実施するに当たっては，事前に交流の趣旨やスマイルカードの取り扱いにつ

いて，中学校第２学年の学級担任への

周知を図る。

３ 事前アンケート

６月に第６学年74名（３クラス）を

対象に生活・学習についての意識調査

を行った。それによると，「中学校に行

くのが楽しみである」と感じている児

童は62％であるが，そうでないと感じ

ている児童が40％弱いる。中学校生活
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図４ 事前アンケート
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について教えてくれる人が身近にいる児童は約半分しかおらず，中学校や中学生についての情報が乏

しく，不安感をもつ児童が多いと思われる。一方，進んで勉強に取り組んでいるという項目に対して

「とてもあてはまる」と回答した

児童は17.6％と，質問項目の中で

最も低いことが分かった（図４）。

学習についての調査方法は，学

習に対して当てはまる項目を３つ

以内で挙げるというものである。

表１の網掛け部分の項目は学習に

対して意欲的ではないと考えられ

る項目を表している。結果は，「い

い点を取りたい」「勉強は生活や将来に役立つ」と考えてい

る児童が62％，45％と高い割合を示した（表１）。しかし，

この結果をＡ群（意欲的な項目だけを選んだ児童），Ｂ群（意

欲的でない項目を１つ選んだ児童），Ｃ群（意欲的でない項

目を２つ選んだ児童），Ｄ群（意欲的でない項目だけを選ん

だ児童）の４つに分類してみると，それぞれ全体の39％，34％，９％，18％であった。選択する３つ

のうち，意欲的でない項目を１つ以上選んだ児童が全体の61％を占めており，学習に対して意欲的で

ない児童の割合は少なくないと考える（図５）。

Ⅳ 検証と考察

１ 第１期交流（中学校総体壮行会参加活動）

(1) スマイルカードＮｏ．１

内容は簡単な自己紹介，中学生に教えてもらいたいこと，小学校生活の近況とした。実際の記入内

容を見ると中学生に聞きたいこととして，「中学校にはどんな部活動があるのか」を52％の児童が質

問している。次に「壮行会ではどんなことをやるのか」

が42％，「特定の部活についての質問」が25％，「勉強

との両立について」が６％であった。やはり児童にと

って，中学校に入学すると原則的に全員が部活動に参

加することもあって関心が高いと思われる。また，壮

行会に関しても，学級担任による事前の説明だけでは，

なかなか会のイメージをすることができない児童が多

かったのではないかと推察された。

(2) スマイルカードＮｏ．２

総体壮行会参加後に２回目のカード交流を行った。

児童の記入内容は，壮行会に参加しての「感想」「部

活動について」「これからがんばりたいこと」「中学生

に聞きたいこと」である（図６）。実際に児童が書い

た内容は，「これからがんばりたいこと」について，「勉

強」と記入した児童が全体の73％，「部活動」と記入

した児童が41％，「来年の壮行会」と記入した児童が

９％であった。実際に中学校を訪れ，中学生の様子を

目の当たりにしたり，壮行会の雰囲気に触れたりした

こともあり，学習に関して意欲をもった児童が多く見
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表１ 学習に関する事前アンケート
質 問 項 目 ％

1 テストでいい点を取りたい 62.2

2 勉強は生活や将来に役立つ 45.4

3 いい高校や大学に入るため 44.6

4 新しいことを発見できる 25.7

5 みんながやっているから 23.0

6 勉強よりやりたいことがある 23.0

7 勉強は面倒だ 23.0

8 勉強は楽しい 20.3

9 友だちに負けたくない 14.9

10 勉強は楽しくない 13.5

11 分からないとあきらめる 8.1

12 いい点を取ると何かもらえる 6.8

13 勉強するとほめられる 5.4

14 勉強は将来役に立つか分からない 5.4

15 点数には関心がない 4.1

16 特に何も思わない 4.1

17 やらないとしかられる 1.4

18 その他 2.7

図６ スマイルカードの実際



られた。

また，中学生に教えてもらいたいことについては，36％の児童が学習に関する内容を，39％の児童

が特定の部活動に関する内容を書いていた。Ｎｏ．１の内容よりも教えてもらいたいことが具体的に

なってきていることがうかがえた。

(3) スマイルカードの振り返り

壮行会の前後で行ったスマイルカ

ードのやり取りを通して考えたこと

やそのときの気持ちについて調査を

行った。調査結果からスマイルカ

ードを使った交流により，活動へ

進んで参加したい気持ちになった

児童が94.4％，中学生のアドバイ

スが役に立ったと感じている児童

が95.8％，この後も教えてもらい

たいと感じている児童が95.9％，

前よりも中学校や将来のことについて考えるようになった児童が90.4％となった（図７）。

また自由記述によると，中学生に教えてもらったことなどから，児童がもっていた今まで

とは違う中学校像や中学校生活のイメージをもつことができたり，やり取りをしてくれた中

学生に対して憧れの気持ちを抱いたりしたことがうかがえた（表２）。

２ 第２期交流（小学校職場見学学習）

(1) スマイルカードＮｏ．３

総合的な学習の時間の単元「『働く』ってどんなこと？」に合わ

せて，「自分の将来の夢」｢働くことについての自分の考え」「教え

てもらいたいこと」を記入内容にした。実際の記入内容は，教え

てもらいたいこととして，ほぼ全員が職場見学学習に関わること

を書いていた。具体的内容として｢職場見学とは何か」，「職場体験

で学んだことや気をつけたこと」「先輩が行った見学先について」

などである。中には，「夢をかなえるために日々どんなことをして

いるのか」などといった内容や「自分の将来の夢に役立てるためのアドバイス」を求める児童もいた。

中学生からの返信内容は，｢教えてもらいたことへの返事｣と｢中学生が学んだ働くことについての

考え｣である。中学生からの返信後，その内容をまとめ，職場見学学習の事前指導において活用した

（図８）。中学生が考える「働くこと」と小学生とを比較したり中学生の職場体験学習の意義を中学

生の言葉を借りて紹介したりしながら，計画を立てさせた。

(2) スマイルカードＮｏ．４

職場見学学習を終えて，活動の振り返りと合わせてスマイルカードＮｏ．４に取り組んだ。記入内

容は職場見学学習の「感想」「自分が学んだこと」「これからがんばりたいこと」「教えてもらいたい

こと」とした。「学んだこと」を見ると勤労に対する意識に深まりが見られる内容が多かった。また，

図７ 第１期スマイルカード振り返り
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表２ 中学生と「スマイルカード」をやりとりしての自由記述

・早く中学生になりたい気持ちが強くなりました。
・中学生は勉強だらけでまずいと思った。
・勉強も部活も両立しているのがすごいと思いました。
・明るく楽しい学校生活を送っていて，とても楽しそうだなと思った。
・中学生のことがよく分かり，こわいイメージがなくなった。
・優しく対応してくれて，とても分かりやすかった。中学生になったら，自分も優しくできるよ

うにしたいです。

図８ 事前指導提示資料
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事前の中学生からの学びと自分の実際の体験を結び付け，実感した児童も見られた（表３）。

また，「これからがんばりたいこと」について，「勉強」と記入した児童が全体の35％，「職場見学

学習で学んだことを生かす」と記入した児童が19％，勤労意識に関わる内容を記した児童が37％であ

った。職場見学学習とともに，中学生の勤労に対する意識に触れることによって，自分のこれからに

関する意欲をもつとともに，将来と学習を結び付け，必要感をもつ児童が見られたと考える。

中学生に教えてもらいたいことについては，28％の児童が中学生の学習時間などの学習に関する内

容を，24％の児童が将来のために何をがんばればよいのかを問う内容を，38％の児童が中学校での職

場体験学習に関する内容を挙げていた。

さらに中学生からの返信内容には，「教えてもらいたいことへの返事」とともに，小学生へ「これ

からに向けてのアドバイス」を記入してもらう欄を設けた。その結果，中学生からは，学習の取組に

関する内容が63％，生活態度や生活習慣に関わる内容が21％，将来の夢に関する内容の記述が15％で

あった。中学生のアドバイス内容には個人差があるため，アドバイスベスト３として紹介するととも

に，一部具体的な記述内容をまとめ，単元のまとめの時間に紹介した。

(3) スマイルカードの振り返り

12月に行った第２期のスマイルカードの

振り返りでは，進んで参加したいという気

持ちになった児童，アドバイスが役に立っ

たと感じた児童，この後も中学生に教えて

もらいたいと感じている児童が 100％とな

った（図９）。

また，「自分で中学校に向けてがんばろ

う，がんばりたいと思ったこと」に対して

は，94％の児童が「今の勉強」｢一人勉強」

など学習について記述していた。児童にとって卒業から中学校入学への意識が少しずつ現実味を帯び

てくる12月という時期も影響していると考えられるが，中学生の学習や生活についてのアドバイスや

激励によって，自分たちの経験を踏まえてより具体的な内容となってきたためと思われる。そのため，

第１期に比べて，児童の中学生への思いには，楽しいだけではなく中学生の努力している姿など，中

学校の厳しさを実感している記述があった。

３ 事後アンケート

６月と同じ内容で12月にアンケート調査を行

った。学習に関しては，全体的に意欲的でない

項目を選ぶ児童が減少していた。特に「みんな

がやっているから」と答えた児童は一人もいな

かった。一方，｢勉強は将来役に立つ｣と考える

児童が66.2％と増えている。また，意欲的でな

い項目を選んだ児童は61％から45％に減少し

た。これらから，中学生とスマイルカードを使

った交流は，全体的に学習への意欲の向上につながっていると考えることができる（図10）。

図10 学習に対する意識の変容

図９ 第２期スマイルカード振り返り
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進んで参加したいという気持ちになった

アドバイスは役に立った

この後も教えてもらいたい

中学校や将来のことを考えるようになった

とてもあてはまる まあまあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない

表３ 児童の「職場見学で学んだこと」から

・自分が健康であることが大事だと分かった。中学生が言っていたみたいに，地域の人に喜ばれ
ることをするのが働くということだと思った。

・働くというのは，その仕事を通して地域の役に立つこと，その仕事に一生懸命になることだと
思いました。

・職場では，各課の人たちがおたがいに協力し合って仕事を進めていました。働いて得るものが
たくさんあり，本当に仕事は大切なものなんだと改めて実感しました。

・地域に密着して，お客様に喜んでもらえるように仕事をしていることが分かりました。

事前アンケート 事後アンケート
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39%

B群
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24%
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10%
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11%



今の勉強を大切だと感じている児童は 100％となった。児童が学習の必要性を認識した表れと考え

る。しかし，自分の今の学習については全体的に肯定的な考えが微増しているものの，「とてもあて

はまる」と答えている児童は減少している。また，中学校に行くのが楽しみであるという項目も同様

である。これは，中学生の具体的な現実をより知ることによって，自身の現状を振り返り,もっと努

力を求められていると感じていることが

要因ではないかと推察する（図11）。

また学級担任からは，スマイルカード

に中学生がどんなことを書いてくれてい

るのか児童は心待ちにしていること，中

学生の声や様子が児童自身の振り返りに

もつながり，一人勉強や授業への取組等

に変容が見られる児童も出てきたこと，

中学校や将来についての話題も多くなっ

てきたことなどの声も挙がった。

これらのことから，スマイルカードを使った中学生との交流は体験的な活動への見通しや学習の必

要感につながると考えられ，児童の学ぶ意欲を高めるための一方法として有効であると考える。

Ⅴ 成果と課題

１ スマイルカードの有効性

・体験的な活動の事前・事後指導において，スマイルカードを使って中学生からアドバイスや激励を

もらう交流を図ることにより，第６学年児童は先の見通しをもつことができ，目の前の活動に対す

る主体性が高まるとともに，学習の意義や必要感の意識を育むことにつながった。

・スマイルカードによって育まれた学習の意義や必要感を，児童の具体的な取組にどのようにつなげ

ていくのか，各教科等と関連を図った指導や支援の在り方を考えていかなければならない。

２ 小・中学校の円滑な接続

・中学生の経験に基づいた声は，小学生に中学生を身近な存在と感じさせ，中学校生活の具体的なイ

メージをもつことにもつながり，中学校への円滑な接続の役目を果たすことができると考える。

・交流させる小学生と中学生の組合せの工夫を行うことにより，中学生に対する親しみの感情が増し

たり憧れのイメージが高まったりするなど，児童の意欲や中学校生活への期待感に更に効果が期待

できると考える。

３ 中学校との連携

・中学生にとっては自分の学びや経験の振り返りにつながるとともに，自分のアドバイスが小学生の

役に立っていると感じている割合が90％を超えていたことがアンケートから分かった。小学生との

交流は，中学生の自己有用感の向上にもつながった。

・連携を図る中学校の教育課程と合わせながら，意図的，計画的に交流を進める必要がある。また，

交流可能なその他の体験的な活動や各教科等における交流についても，研究していきたいと考える。
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図11 事後アンケート
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今の勉強はとても大切である

進んで勉強に取り組んでいる

自分の家庭学習は6年生としてふさわしい

中学校に行くのが楽しみである

中学校のことを教えてくれる身近な人がいる

とてもあてはまる まあまああてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない


