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福祉福祉福祉福祉教育教育教育教育ってなにってなにってなにってなに？？？？？？？？    

『福祉』とは？？ 

『福祉』とは、『幸せ』や『ゆたかさ』を意味する言葉です。 

そして『福祉』とは『ふだんの くらしの しあわせ』を実現させる営

みであるといわれることがあります。しかし、何を幸せと思うのかは、人

によって様々な感じ方があり、だれもが『自分の幸せ』を願っています。

だからこそ、『他の人の幸せ』も大切にすることが求められます。 

 『福祉』とは、自分のことだけでなく、周りの人も大切に思い、一人一

人それぞれの考え方、生き方を尊重し、『ともに生きる力』を培うことで

あるといえるでしょう。 

『ともに学び、ともに生きる』理念に基づいた教育活動 

 年少者も高齢者も、障がいのある人もない人も、国籍や言葉の異なる人

も、すべての人々がこの社会の中で、誇りをもって、心豊かで幸せな生活

を送ることができるようにすることが、福祉教育の目的です。 

◆福祉教育は全ての人が『かけがえのない存在』として尊ばれ、差別や排除されたり

することなく社会生活の中でともに支え合い、一人ひとりが生きる喜びを感じるこ

とができるよう、【ともに生きる力】を育むことを目標とした教育でもあります。 

 

◆人は一人ひとりみんな違うということ、そして、違うがゆえに一人ひとりが尊重さ

れなければならないという理念に立って、【違うことは素晴らしい】という違いを

豊かさにした教育活動を推進していかなければなりません。 

 

◆それだけに、学校が地域社会と連携しながら、子どもたちが互いに人間的に成長し

あえるような福祉教育を進めていくことは重要であるといえます。子どもから大人

まで、地域住民すべての人が、障がい者や高齢者などとの出会いやふれあい体験な

どを通じて、生命の尊厳や人間の生き方について学び、それぞれの立場や心情を思

いやり、互いに支えあうことの素晴らしさにふれるような教育活動を創造していく

ことが重要です。 



2 

 

 

福祉福祉福祉福祉教育教育教育教育ののののねらいねらいねらいねらい！！！！    

 福祉教育は、身の回りの人々や地域との関わりをとおして、どのような福祉課題があ

るかを学び、その課題を解決する方法を考え、解決のために行動する力を養うことを目

的としています。 

 今の子どもたちは、地域の大人とかかわる機会が少なくなっています。身近な地域に

暮らす、障がいのある人や高齢者を含めたさまざまな人と関わり、学ぶことを通して、

子どもたちはコミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションの力力力力を高め、多様な生き方にふれ、命命命命のののの大切大切大切大切ささささや思思思思いいいい

やりのやりのやりのやりの心心心心、相手を理解しようとする豊かな心をしっかりと育みます。 

地域の中にある学びの場 

福祉教育を通して育まれる力 

 また、出会いや関わりを通して、自分と違う立場の人と認め合い、人の気持ちに共感

できる力や自分の考えを表現する力、考えを共有し実行につなげていく力等の【ともに

生きる力】をつけていきます。 

 さらに子どもたちが地域の中で交流や活動をすることで地域の人から感謝されたり、

大切に思われていることを実感でき、自己肯定感や、自己有用感を積み重ねていくこと

ができます。 

子どもが変わる！大人が変わる！地域が変わる！ 

 こうした子どもたち一人ひとりの【学び】や【育ちに】つながるだけでなく、クラス

や地域の中においても、お互いの違いを認め合い排除しない仲間づくりへとつながって

いきます。 

 子どもたちが学びを通して変わることで、大人や地域もともに学び、変わることがで

きると考えています。 
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社会福祉法社会福祉法社会福祉法社会福祉法    第第第第１０９１０９１０９１０９条条条条（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））     

次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事業事業事業事業をををを行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的とするとするとするとする団体団体団体団体 

一一一一     社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二二二二     社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三三三三     社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、 

   連絡、調整及び助成 

四     前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業 

   の健全な発達を図るために必要な事業 

何何何何でででで社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉協協協協議会議会議会議会がががが福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育をををを行行行行っているのっているのっているのっているの？？？？？？？？    

そのため、社会福祉協議会は、福祉教育を含めた、

地域福祉の推進を図るために色んな事業を展開

しています。 

 

社会福祉協議会は、 

社会福祉法という法律のなかで 

と定められています。 
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実践実践実践実践事例事例事例事例    

子子子子どもどもどもどもたちへのたちへのたちへのたちへの福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育    

小学校、中学校の担当教師との連絡会議を年に２回開催しておりま

す。連絡会議の際に、新しく担当となった先生との顔合わせや、福祉教

育について理解を深めていただいております。 

福祉教育 

心情心情心情心情のののの育成育成育成育成 

福祉福祉福祉福祉のこころをのこころをのこころをのこころを育育育育むむむむ    

実践力実践力実践力実践力のののの育成育成育成育成 

福祉福祉福祉福祉にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる    

実践力実践力実践力実践力をををを育育育育むむむむ    

知的理解知的理解知的理解知的理解 

福祉福祉福祉福祉についてのについてのについてのについての    

理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる    
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

子子子子どもどもどもどもたちへのたちへのたちへのたちへの福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育    

疑似疑似疑似疑似体験学習体験学習体験学習体験学習((((学年学年学年学年にににに応応応応じたじたじたじた体験的体験的体験的体験的なななな学習学習学習学習))))    

福祉福祉福祉福祉についてのについてのについてのについての理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる((((知的知的知的知的理解理解理解理解))))    

＝＝＝＝高齢者高齢者高齢者高齢者疑似体験疑似体験疑似体験疑似体験＝＝＝＝市原小学校市原小学校市原小学校市原小学校４４４４年生年生年生年生    

＝＝＝＝目的目的目的目的・・・・効果効果効果効果＝＝＝＝    

①①①① 高齢者高齢者高齢者高齢者のののの心心心心をををを推察推察推察推察するするするする    

    疑似体験疑似体験疑似体験疑似体験セットをセットをセットをセットをつけるつけるつけるつけることによってことによってことによってことによって、、、、手足手足手足手足がががが上上上上げにくかったりげにくかったりげにくかったりげにくかったり屈伸屈伸屈伸屈伸がきかがきかがきかがきかなななな

くくくくなったりしますなったりしますなったりしますなったりします。。。。耳耳耳耳がががが遠遠遠遠くくくく、、、、白内障白内障白内障白内障のためのためのためのためかすんでかすんでかすんでかすんで見見見見ええええにくいにくいにくいにくいといったといったといったといった身体機身体機身体機身体機

能能能能のののの低下低下低下低下をををを体感体感体感体感することをすることをすることをすることを通通通通ししししてててて、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの心理状態心理状態心理状態心理状態をををを推測推測推測推測しししし高齢者高齢者高齢者高齢者をををを理解理解理解理解したしたしたした

りりりり気持気持気持気持ちをちをちをちを汲汲汲汲みみみみ取取取取るるるる。。。。    

    

②②②② 介助者介助者介助者介助者のののの役割役割役割役割をををを理解理解理解理解するするするする    

実際実際実際実際にににに自分自分自分自分がががが【【【【介護者介護者介護者介護者】】】】をををを体験体験体験体験してみるとしてみるとしてみるとしてみると、、、、介護介護介護介護されるされるされるされる側側側側、、、、介護介護介護介護するするするする側側側側にもにもにもにも個個個個

人差人差人差人差があることにがあることにがあることにがあることに気気気気づくづくづくづく。。。。介護者介護者介護者介護者としてとしてとしてとして、、、、どうサポートどうサポートどうサポートどうサポートすすすするのがるのがるのがるのが適切適切適切適切なのかをなのかをなのかをなのかを見見見見

つけるきっかけとなるつけるきっかけとなるつけるきっかけとなるつけるきっかけとなる。。。。    

    

③③③③ バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーのののの環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを理解理解理解理解するするするする    

 疑似体験疑似体験疑似体験疑似体験をををを通通通通してしてしてして【【【【高高高高いいいい位置位置位置位置ににににあるあるあるある時計時計時計時計はははは見見見見えにくいえにくいえにくいえにくい】】】】などとなどとなどとなどといったいったいったいったことにことにことにことに気気気気

づくことができるづくことができるづくことができるづくことができる。。。。自分自分自分自分のののの身身身身のののの回回回回りにあるりにあるりにあるりにある、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者にににに優優優優しいしいしいしい商品商品商品商品やややや、、、、サービスをサービスをサービスをサービスを

見見見見つけるつけるつけるつけるきっかけとなるきっかけとなるきっかけとなるきっかけとなる。。。。 
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

子子子子どもどもどもどもたちへのたちへのたちへのたちへの福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育    

疑似疑似疑似疑似体験学習体験学習体験学習体験学習((((学年学年学年学年にににに応応応応じたじたじたじた体験的体験的体験的体験的なななな学習学習学習学習))))    

＝＝＝＝目的目的目的目的・・・・効果効果効果効果＝＝＝＝    

①①①①    車車車車いすにいすにいすにいすについてついてついてついて、、、、使使使使いいいい方方方方、、、、介助介助介助介助のののの仕方仕方仕方仕方をををを理解理解理解理解するするするする    

    どういったどういったどういったどういった人人人人がががが車車車車いすをいすをいすをいすを使使使使うのかうのかうのかうのか、、、、なぜなぜなぜなぜ車車車車いすをいすをいすをいすを使使使使うのかをうのかをうのかをうのかを考考考考えてもらえてもらえてもらえてもらいいいい、、、、使使使使いいいい

方方方方、、、、介助介助介助介助のののの仕方仕方仕方仕方をををを理解理解理解理解するするするする。。。。体験体験体験体験するするするすることによりことによりことによりことにより、、、、適切適切適切適切なななな介助介助介助介助のののの仕方仕方仕方仕方がががができるきっできるきっできるきっできるきっ

かけとなるかけとなるかけとなるかけとなる。。。。    

    

②②②②    車車車車いすをいすをいすをいすを使使使使っているっているっているっている方方方方のののの気持気持気持気持ちちちちをををを理解理解理解理解するするするする    

    車車車車いすいすいすいすをををを体験体験体験体験するするするすることでことでことでことで、、、、不便不便不便不便ななななことやことやことやことや、、、、困困困困りごとにりごとにりごとにりごとに気気気気づづづづくくくくきっかけとなるきっかけとなるきっかけとなるきっかけとなる。。。。    

        

③③③③    バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを理解理解理解理解するするするする    

    車車車車いすをいすをいすをいすを使使使使ってってってっているいるいるいる方方方方たちはたちはたちはたちは、、、、どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら困困困困らずにらずにらずにらずに生活生活生活生活ができるかをができるかをができるかをができるかを考考考考ええええるるるる。。。。    

社会社会社会社会ににににあるあるあるあるバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを伝伝伝伝えるえるえるえることでことでことでことで、、、、理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる。。。。    

＝＝＝＝車車車車いすいすいすいす学習学習学習学習＝＝＝＝中原小学校中原小学校中原小学校中原小学校全校児童全校児童全校児童全校児童    
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

子子子子どもどもどもどもたちへのたちへのたちへのたちへの福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育    

アイマスクアイマスクアイマスクアイマスク体験体験体験体験((((視覚視覚視覚視覚障障障障がいへのがいへのがいへのがいへの理解理解理解理解))))    

＝＝＝＝目的目的目的目的・・・・効果効果効果効果＝＝＝＝    

①①①① 視覚障視覚障視覚障視覚障がいへがいへがいへがいへのののの理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる    

    視覚視覚視覚視覚障障障障がいがいがいがい者者者者のののの気持気持気持気持ちやちやちやちや状態状態状態状態をををを知知知知ることがることがることがることができるできるできるできる。。。。「「「「見見見見えなくえなくえなくえなくてててて不自由不自由不自由不自由」、」、」、」、「「「「見見見見えなくえなくえなくえなく

てててて怖怖怖怖いいいい」」」」というというというという気持気持気持気持ちをちをちをちを学学学学ぶのではなくぶのではなくぶのではなくぶのではなく、、、、視覚以外視覚以外視覚以外視覚以外からからからから得得得得られるられるられるられる情報情報情報情報をををを活用活用活用活用するするするする体験体験体験体験がががが

大切大切大切大切となるとなるとなるとなる。。。。視覚以外視覚以外視覚以外視覚以外のののの情報情報情報情報をををを活用活用活用活用することですることですることですることで、、、、視覚視覚視覚視覚障障障障がいがあってもがいがあってもがいがあってもがいがあっても様々様々様々様々ななななことがことがことがことがでででで

きるきるきるきるとととと気気気気づくきっかけとなるづくきっかけとなるづくきっかけとなるづくきっかけとなる。。。。またまたまたまた、、、、体験体験体験体験することすることすることすることでででで支援支援支援支援のののの方法方法方法方法もももも理解理解理解理解するするするすることことことことができができができができ

るるるる。。。。    

    

＝＝＝＝アイマスクアイマスクアイマスクアイマスク体験学習内容体験学習内容体験学習内容体験学習内容((((例例例例))))＝＝＝＝    

じゃんけんじゃんけんじゃんけんじゃんけん・・・・財布財布財布財布からからからから指定指定指定指定されたされたされたされた金額金額金額金額をををを取取取取りりりり出出出出す・す・す・す・折折折折りりりり紙紙紙紙をををを折折折折るるるる・・・・白杖白杖白杖白杖をををを使用使用使用使用したしたしたした歩行歩行歩行歩行

体験体験体験体験などなどなどなど。。。。    

    

中 原中 原中 原中 原 小 学 校小 学 校小 学 校小 学 校    

福祉福祉福祉福祉についてのについてのについてのについての理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる((((知的知的知的知的理解理解理解理解))))    
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

子子子子どもどもどもどもたちへのたちへのたちへのたちへの福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育    

聴覚障聴覚障聴覚障聴覚障がいがいがいがい疑似疑似疑似疑似体験体験体験体験((((聴覚聴覚聴覚聴覚障障障障がいへのがいへのがいへのがいへの理解理解理解理解))))    

＝＝＝＝目的目的目的目的・・・・効果効果効果効果＝＝＝＝    

①①①①聴覚聴覚聴覚聴覚障障障障がいへがいへがいへがいへのののの理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる    

    聴覚聴覚聴覚聴覚障障障障がいがいがいがい者者者者のののの気持気持気持気持ちやちやちやちや状態状態状態状態をををを知知知知ることがることがることがることができるできるできるできる。。。。「「「「聞聞聞聞ここここえなくえなくえなくえなくてててて不自由不自由不自由不自由」、」、」、」、「「「「聞聞聞聞ここここええええ

なくてなくてなくてなくて怖怖怖怖いいいい」」」」というというというという気持気持気持気持ちをちをちをちを学学学学ぶのではなくぶのではなくぶのではなくぶのではなく、、、、聴聴聴聴覚以外覚以外覚以外覚以外からからからから得得得得られるられるられるられる情報情報情報情報をををを活用活用活用活用するするするする体体体体

験験験験がががが大切大切大切大切となるとなるとなるとなる。。。。聴覚聴覚聴覚聴覚以外以外以外以外のののの情報情報情報情報をををを活用活用活用活用することですることですることですることで、、、、聴覚聴覚聴覚聴覚障障障障がいがあってもがいがあってもがいがあってもがいがあっても様々様々様々様々ななななことことことこと

がががができるできるできるできるとととと気気気気づくきっかけとなるづくきっかけとなるづくきっかけとなるづくきっかけとなる。。。。またまたまたまた、、、、体験体験体験体験することすることすることすることでででで支援支援支援支援のののの方法方法方法方法もももも理解理解理解理解するするするすることことことことがががが

できるできるできるできる。。。。    

    

＝＝＝＝聴覚聴覚聴覚聴覚障障障障がいがいがいがい疑似疑似疑似疑似体験学習内容体験学習内容体験学習内容体験学習内容((((例例例例))))＝＝＝＝    

耳栓耳栓耳栓耳栓・・・・イヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフをををを着用着用着用着用しグループのしグループのしグループのしグループの中中中中でテーマでテーマでテーマでテーマ（（（（好好好好きなきなきなきな動物動物動物動物・・・・好好好好きなきなきなきな食食食食べべべべ物物物物などなどなどなど））））をををを

決決決決めてめてめてめて会話会話会話会話ををををしてもらうしてもらうしてもらうしてもらう。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら話話話話がががが聞聞聞聞きやすかったきやすかったきやすかったきやすかったかかかかををををグループグループグループグループ内内内内でででで

考考考考えるえるえるえる。。。。実際実際実際実際にににに体験体験体験体験することですることですることですることで、、、、気気気気づくことができづくことができづくことができづくことができ聴覚障聴覚障聴覚障聴覚障がいがいがいがい者者者者へのへのへのへの理解理解理解理解をををを理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ

るるるることがことがことがことができるできるできるできる。。。。    

中 原中 原中 原中 原 小 学 校小 学 校小 学 校小 学 校    

福祉福祉福祉福祉についてのについてのについてのについての理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる((((知的知的知的知的理解理解理解理解))))    
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

子子子子どもどもどもどもたちへのたちへのたちへのたちへの福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育    

疑似疑似疑似疑似体験学習体験学習体験学習体験学習後後後後にはにはにはには、、、、福祉施設利用者福祉施設利用者福祉施設利用者福祉施設利用者とのとのとのとの交流交流交流交流    

＝＝＝＝目的目的目的目的・・・・効果効果効果効果＝＝＝＝    

①①①① 高齢者高齢者高齢者高齢者にににについてのついてのついてのついての理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる    

    実際実際実際実際にににに高齢者高齢者高齢者高齢者とのとのとのとの交流交流交流交流をををを行行行行うことでうことでうことでうことで、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者についてよりについてよりについてよりについてより深深深深くくくく理解理解理解理解することのきすることのきすることのきすることのき

っかけとなるっかけとなるっかけとなるっかけとなる。。。。    

    

②②②② 世代間世代間世代間世代間交流交流交流交流    

    少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化やややや核家族核家族核家族核家族、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの結結結結びつきのびつきのびつきのびつきの低下低下低下低下がががが要因要因要因要因となりとなりとなりとなり、、、、世代間交流世代間交流世代間交流世代間交流のののの機会機会機会機会

がががが減少減少減少減少しつつしつつしつつしつつあるあるあるある。。。。福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設のののの利用者利用者利用者利用者とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会をををを通通通通じじじじてててて、、、、世代間交流世代間交流世代間交流世代間交流ののののきっかけきっかけきっかけきっかけ

となるとなるとなるとなる。。。。    

    

③③③③    福祉福祉福祉福祉にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる実践力実践力実践力実践力のののの育成育成育成育成    

    福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設にてにてにてにて高齢者高齢者高齢者高齢者とととと交流交流交流交流をすをすをすをするるるることによりことによりことによりことにより、、、、福祉福祉福祉福祉のののの現場現場現場現場をををを見見見見るるるる、、、、そそそそしてしてしてして感感感感じるじるじるじる

ことことことことでででで、、、、福祉福祉福祉福祉へのへのへのへの興味興味興味興味やややや実践力実践力実践力実践力のののの育成育成育成育成のきっかけとのきっかけとのきっかけとのきっかけとなるなるなるなる。。。。    

    

市原市原市原市原小学校小学校小学校小学校４４４４年生年生年生年生    

実践力実践力実践力実践力のののの育成育成育成育成((((福祉福祉福祉福祉にかかにかかにかかにかかわるわるわるわる実践力実践力実践力実践力をををを育育育育むむむむ))))    
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

住民参加住民参加住民参加住民参加によるによるによるによる福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育    

＝＝＝＝目的目的目的目的・・・・効果効果効果効果＝＝＝＝    

①①①① 当事者当事者当事者当事者からからからから話話話話をををを聞聞聞聞くくくくことでことでことでことで理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる    

    実際実際実際実際にににに体験体験体験体験をしたをしたをしたをした方方方方のののの話話話話をををを聞聞聞聞くことにくことにくことにくことにによりによりによりにより教科教科教科教科内容内容内容内容のののの理解理解理解理解をををを深深深深めることがでめることがでめることがでめることがで

きききき、、、、教科書教科書教科書教科書ではではではでは知知知知るるるることがことがことがことができなかったできなかったできなかったできなかった、、、、南南南南小国町小国町小国町小国町のののの当時当時当時当時のののの様子様子様子様子をををを知知知知るるるることができことができことができことができ

るるるる。。。。    

    

②②②②    共共共共にににに生生生生きるきるきるきる力力力力・・・・コミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションの力力力力をををを高高高高めるめるめるめる    

    地域地域地域地域にににに暮暮暮暮らすらすらすらすさまざまさまざまさまざまさまざまなななな方々方々方々方々とととと、、、、出会出会出会出会いいいいやややや関関関関わりわりわりわりをををを通通通通してしてしてして、、、、人人人人とのとのとのとの違違違違いをいをいをいを認認認認めめめめ、、、、

共感共感共感共感できるできるできるできる力力力力やややや地域地域地域地域のののの人人人人からからからから大切大切大切大切にににに思思思思われることわれることわれることわれることをををを実感実感実感実感できるなどできるなどできるなどできるなど、、、、子子子子どもどもどもどもたちはたちはたちはたちは

コミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションの力力力力をををを高高高高めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。    

    

③③③③    地域地域地域地域のののの方々方々方々方々のののの活躍活躍活躍活躍のののの場場場場のののの創出創出創出創出    

    地域住民地域住民地域住民地域住民がががが小学校小学校小学校小学校等等等等のののの授業授業授業授業等等等等にににに、、、、培培培培ってってってってきたきたきたきた知識知識知識知識やややや技術技術技術技術、、、、経験経験経験経験をををを発揮発揮発揮発揮するするするする場場場場となとなとなとな

るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、活動活動活動活動をとおしてをとおしてをとおしてをとおして自自自自らのらのらのらの生生生生きがいやきがいやきがいやきがいや、、、、人人人人とととと人人人人とのつながりをとのつながりをとのつながりをとのつながりを築築築築いていていていていくいくいくいく

ことにもことにもことにもことにもつながりつながりつながりつながり、、、、生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの機会機会機会機会になになになになりますりますりますります。。。。    

小学校小学校小学校小学校４４４４年生年生年生年生のののの国語国語国語国語のののの【【【【一一一一つつつつのののの花花花花】】】】のののの先生先生先生先生としてとしてとしてとして佐藤佐藤佐藤佐藤英男氏英男氏英男氏英男氏からからからから、、、、食食食食べべべべ物物物物のののの大切大切大切大切

ささささ、、、、命命命命のののの大切大切大切大切ささささ、、、、みんなみんなみんなみんな仲良仲良仲良仲良くくくく助助助助けけけけ合合合合うことのうことのうことのうことの大切大切大切大切さをさをさをさを話話話話していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。    

心心心心 をををを 育育育育 むむむむ 心 情心 情心 情心 情 のののの 育 成育 成育 成育 成    
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

住民参加住民参加住民参加住民参加によるによるによるによる福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育    

＝＝＝＝目的目的目的目的・・・・効果効果効果効果＝＝＝＝    

①①①① 視覚障視覚障視覚障視覚障がいがいがいがいがあるがあるがあるがある方方方方にににに対対対対ししししてのてのてのての理解理解理解理解    

    なぜなぜなぜなぜ視覚障視覚障視覚障視覚障がいがいがいがい者者者者になったになったになったになったのかのかのかのか、、、、そのそのそのその経緯経緯経緯経緯などをなどをなどをなどを説明説明説明説明しししし視覚障視覚障視覚障視覚障がいがいがいがい者者者者へのへのへのへの理解理解理解理解をををを

深深深深めるめるめるめる。。。。    

    

②②②② 視覚障視覚障視覚障視覚障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方へのへのへのへの福祉福祉福祉福祉サービスのサービスのサービスのサービスの理解理解理解理解    

    点字点字点字点字やややや、、、、白杖白杖白杖白杖などなどなどなどのののの道具道具道具道具のののの紹介紹介紹介紹介・・・・体験体験体験体験することですることですることですることで、、、、様々様々様々様々なななな福祉福祉福祉福祉サービスがあるこサービスがあるこサービスがあるこサービスがあるこ

とをとをとをとを理解理解理解理解することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

    

③③③③    発展発展発展発展・・・・次次次次のののの行動行動行動行動へのへのへのへの期待期待期待期待    

    学習学習学習学習したことをふりかえりしたことをふりかえりしたことをふりかえりしたことをふりかえり・・・・共有共有共有共有することですることですることですることで、、、、発展発展発展発展・・・・次次次次のののの行動行動行動行動へのへのへのへの期待期待期待期待がががが出来出来出来出来

るるるる。。。。    ((((例例例例：：：：ろうろうろうろう学校学校学校学校とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会、、、、点字点字点字点字でのでのでのでの文通文通文通文通などなどなどなど))))    

    

小学校小学校小学校小学校４４４４年生年生年生年生のののの国語国語国語国語【【【【だれもがだれもがだれもがだれもがわかりあえるようにわかりあえるようにわかりあえるようにわかりあえるように】】】】のののの先生先生先生先生としてとしてとしてとして河津河津河津河津サワサワサワサワ子子子子氏氏氏氏がががが、、、、

点字点字点字点字のののの先生先生先生先生としてとしてとしてとして子子子子どもどもどもども達達達達にににに点字点字点字点字をををを教教教教えましたえましたえましたえました。。。。    

福祉福祉福祉福祉についてのについてのについてのについての理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる((((知的知的知的知的理解理解理解理解))))    
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

市原市原市原市原小学校小学校小学校小学校ふれあいふれあいふれあいふれあい交流交流交流交流    

＝＝＝＝目的目的目的目的・・・・効果効果効果効果＝＝＝＝    

①①①① 共共共共にににに生生生生きるきるきるきる力力力力・・・・コミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションの力力力力をををを高高高高めるめるめるめる    

    地域地域地域地域にににに暮暮暮暮らすらすらすらすさまざまさまざまさまざまさまざまなななな方々方々方々方々とととと、、、、出会出会出会出会いいいいやややや関関関関わりわりわりわりをををを通通通通してしてしてして、、、、人人人人とのとのとのとの違違違違いをいをいをいを認認認認めめめめ、、、、

共感共感共感共感できるできるできるできる力力力力やややや地域地域地域地域のののの人人人人からからからから大切大切大切大切にににに思思思思われることわれることわれることわれることをををを実感実感実感実感できるなどできるなどできるなどできるなど、、、、子子子子どもどもどもどもたちはたちはたちはたちは

コミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションの力力力力をををを高高高高めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。    

    

②②②②    昔昔昔昔のののの玩具玩具玩具玩具やややや、、、、遊遊遊遊びへのびへのびへのびへの理解理解理解理解、、、、社会社会社会社会のののの授業授業授業授業としてとしてとしてとして    

    当時当時当時当時のののの子子子子どもどもどもどものののの遊遊遊遊びをびをびをびを実際実際実際実際にににに体験体験体験体験することですることですることですることで、、、、当時当時当時当時のののの子子子子どもたどもたどもたどもたちのちのちのちの様子様子様子様子にににに興味興味興味興味をををを

持持持持ちちちち理解理解理解理解をををを深深深深めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。    

    

昔昔昔昔 のののの 玩 具玩 具玩 具玩 具 づ く り ・づ く り ・づ く り ・づ く り ・ 遊遊遊遊 び のび のび のび の 先 生先 生先 生先 生 と し てと し てと し てと し て    

福祉福祉福祉福祉のののの心心心心をををを育育育育むむむむ【【【【心情心情心情心情のののの育成育成育成育成】】】】    
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

中 学 生中 学 生中 学 生中 学 生 へ のへ のへ のへ の 福 祉 教 育福 祉 教 育福 祉 教 育福 祉 教 育    

＝＝＝＝目的目的目的目的・・・・効果効果効果効果＝＝＝＝    

①①①① ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動へのへのへのへの参加参加参加参加    

    子子子子どもどもどもどもデイサービスやデイサービスやデイサービスやデイサービスや、、、、晴晴晴晴ればれりんどうればれりんどうればれりんどうればれりんどうボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの日日日日等等等等にににに参加参加参加参加することにすることにすることにすることに

よりよりよりより、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの活動活動活動活動参加参加参加参加のきっかけとなるのきっかけとなるのきっかけとなるのきっかけとなる。。。。    

    

②②②②    次世代次世代次世代次世代のののの人材育成人材育成人材育成人材育成    

    子子子子どもどもどもどもデイサービスデイサービスデイサービスデイサービスででででののののボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動をををを通通通通しししし、、、、福祉福祉福祉福祉へのへのへのへの関心関心関心関心をををを持持持持つつつつきっかけきっかけきっかけきっかけ

となとなとなとなるるるる。。。。    

    

③③③③    多世代交流多世代交流多世代交流多世代交流・・・・共生教育共生教育共生教育共生教育    

    子子子子どもどもどもども達達達達やややや、、、、多多多多くのくのくのくのボランティアボランティアボランティアボランティア((((高校生高校生高校生高校生ボランティア・ボランティア・ボランティア・ボランティア・子育子育子育子育ててててボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・民民民民

生生生生委員委員委員委員児童委児童委児童委児童委などなどなどなど))))とのとのとのとの交流交流交流交流にてにてにてにて、、、、共生共生共生共生共共共共育育育育のきかっけとなるのきかっけとなるのきかっけとなるのきかっけとなる。。。。    

        

ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動((((子子子子どもどもどもどもデイサービスデイサービスデイサービスデイサービス、、、、晴晴晴晴れれれればればればればれりんどうボランティアりんどうボランティアりんどうボランティアりんどうボランティアのののの日日日日))))    

実践実践実践実践力力力力のののの育成育成育成育成【【【【福祉福祉福祉福祉にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる実践力実践力実践力実践力をををを育育育育むむむむ】】】】    
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

高 校 生高 校 生高 校 生高 校 生 へ のへ のへ のへ の 福 祉 教 育福 祉 教 育福 祉 教 育福 祉 教 育    

＝＝＝＝目的目的目的目的・・・・効果効果効果効果＝＝＝＝    

①①①① 福祉福祉福祉福祉・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア体験体験体験体験をををを通通通通してのしてのしてのしての福祉福祉福祉福祉へのへのへのへの理解理解理解理解とととと実践力実践力実践力実践力のののの涵養涵養涵養涵養    

    ホームレスホームレスホームレスホームレス支援支援支援支援、、、、手話学習手話学習手話学習手話学習、、、、福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設のののの夏祭夏祭夏祭夏祭りのりのりのりの応援応援応援応援などのなどのなどのなどの福祉福祉福祉福祉・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア

体験体験体験体験リストリストリストリストからからからから関心関心関心関心のあのあのあのあるるるる取取取取りりりり組組組組みへみへみへみへ、、、、自自自自らららら進進進進んでんでんでんで参加参加参加参加することですることですることですることで、、、、更更更更にににに福祉福祉福祉福祉へへへへ

のののの理解理解理解理解とととと実践実践実践実践するするするする力力力力をををを育育育育みますみますみますみます。。。。    

    

②②②② 多世代多世代多世代多世代交流交流交流交流・・・・共生共育共生共育共生共育共生共育    

地域地域地域地域にににに直接参加直接参加直接参加直接参加することですることですることですることで普段関普段関普段関普段関わることのできないわることのできないわることのできないわることのできない、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民とととと交流交流交流交流がががができできできでき、、、、

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション力力力力のののの向上向上向上向上につながりにつながりにつながりにつながり、、、、社会社会社会社会でのでのでのでの連帯感連帯感連帯感連帯感をををを涵養涵養涵養涵養しますしますしますします。。。。    

    

③③③③    福祉福祉福祉福祉へのへのへのへの理解理解理解理解向上向上向上向上    

    様々様々様々様々なななな体験体験体験体験やややや学習学習学習学習をとおしてをとおしてをとおしてをとおして、、、、地域課題地域課題地域課題地域課題にににに気気気気づきづきづきづき福祉福祉福祉福祉へのへのへのへの理解理解理解理解をををを深深深深めることがでめることがでめることがでめることがで

きるきるきるきる。。。。    

小国郷小国郷小国郷小国郷というというというという地域地域地域地域をををを基盤基盤基盤基盤にににに、、、、生徒生徒生徒生徒がががが自主的自主的自主的自主的にににに様々様々様々様々なななな福祉福祉福祉福祉・ボランティア・ボランティア・ボランティア・ボランティア活動活動活動活動にににに参加参加参加参加    

福 祉福 祉福 祉福 祉 に つ い て のに つ い て のに つ い て のに つ い て の 理 解理 解理 解理 解 ・・・・ 実 践 力実 践 力実 践 力実 践 力 のののの 育 成育 成育 成育 成    

手話学習会(聴覚障がいの理解) 
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 実践事例 

高 校 生 へ の 福 祉 教 育 
災害対応ゲーム【クロスロード】 

＝目的・効果＝ 

① 災害への対応、価値観の共有 

 災害対応を自らの問題として考え、また、様々な意見や価値観を参加者同士で共有す

ること。災害対応においては、必ずしも正解があるとは限らず、また、過去の事例が常

に正解ではないこともある。それぞれの災害対応の場面で、誰もが誠実に対応するこ

と、また、そのためには災害が起こる前から考えておくことが重要であることに気づ

く。 

＝クロスロードとは？＝ 

 カードを用いたゲーム式による防災教材。ゲームの参加者は、カードに書かれた事例

を自らの問題として考え、ＹＥＳかＮＯかで自分の考えを示すとともに、参加者同士が

意見交換を行いながら進めていくゲーム。 

小 国 高 校 

自分とは異なる意見・価値観の存在への気づき 
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 実践実践実践実践事例事例事例事例    

高校生高校生高校生高校生・・・・中学生中学生中学生中学生ボランティアボランティアボランティアボランティア表彰表彰表彰表彰    

高校、中学校生活３年間の中でボランティア活動した生徒へ表彰をしています。 
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ＱＱＱＱ....福祉福祉福祉福祉教育教育教育教育についてどこにについてどこにについてどこにについてどこに相談相談相談相談すればすればすればすれば良良良良いのいのいのいの？？？？    

ＡＡＡＡ....社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉協議会協議会協議会協議会にごにごにごにご相談下相談下相談下相談下さいさいさいさい    

社会福祉協議会には、福祉教育を担当している職員【コーディネーター】がいます。 

 どんな目的でどのようなことをしたいのか、具体的な計画をたてる前からでもかま

いません。社会福祉協議会に相談してみてください。また、熊本県社会福祉協議会に

もボランティアセンターがあり、様々な教材の貸し出しを行っております。 

社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉協協協協議会議会議会議会がががが対応対応対応対応できるものできるものできるものできるもの【【【【一例一例一例一例】】】】    

○福祉教育に関する企画から実施までの相談 

 

○社会福祉協議会からの派遣 

 福祉学習・講演、ボランティア講座、車いす体験、疑似体験など 

 

○社会資源の情報提供、紹介 

 社会福祉施設、障がい者共同作業所、自治会などでの【ふれあいサロン】、ビデオ教

材など 

疑似体験学習 車いす体験学習 

ボランティア学習 

このこのこのこの他他他他にもにもにもにも、、、、福祉福祉福祉福祉教育教育教育教育としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組みみみみ

たいたいたいたい内容内容内容内容ががががございございございございましたらましたらましたらましたら、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽にににに

ごごごご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。    
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社会福祉協議会への相談から実施までの流れ（例） 

事業計画・企画の検討(校内) 必ずしもしっかりとした企画でなく

ても大丈夫です。こういうことを行

ってみたいという思いと時期をある

程度決めておきます。 

事前相談 

・社協の担当者に企画の内容について説

明します。 

・企画内容の具体化、必要な時間・協力者・

団体の紹介、機材の手配等不明な点を

尋ねます。 

先生が社協を訪問する場合か、社協

担当者が学校に訪問する場合があり

ます。どちらにするのかは、事前相

談の前に確認しておきます。 

講師・施設の紹介・調整 

打ち合わせ 

・体験学習を指導する講師や、訪問する施

設などについて詳しく打ち合わせを行

います。 

・一緒に協働するという姿勢で臨みます。 

体験学習や、施設訪問で必要な物な

どについて十分に確認をしておきま

す。 

 

当日(体験学習・施設訪問) 

 

講師・施設へのお礼 

 

振り返り・評価 

児童、生徒の感想文を添えるなどし

て、感謝の気持ちを表します。 

・感想文や話し合いなどで何を感じ

たのか、何を学んだのかを把握し

ます。 

・課題として把握した点について、

次にどう取り組むのかを考えま

す。 

・一連の過程で反省すべき点、改善

すべき点はないかを振り返りま

す。 
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ただのるだけではなく・・もしも、私がこれから⾞いすを利⽤する⽣活になったら 体験学習体験学習体験学習体験学習当日当日当日当日のののの流流流流れれれれ((((例例例例))))    

＝＝＝＝車車車車いすいすいすいす体験学習体験学習体験学習体験学習＝＝＝＝((((２２２２授業授業授業授業分分分分))))    

社協職員到着・準備 
授業授業授業授業がががが始始始始まるまるまるまる約約約約３０３０３０３０分前分前分前分前にににに学校学校学校学校へへへへ行行行行きききき

学習学習学習学習会会会会のののの準備準備準備準備をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

体験学習(１授業) 

・車いすについて質問形式で進めていく。 

・どういったことが要因で足が不自由になるのか説明を行う。 

・障がいについての理解を深める。 

・車いすの使い方、介助の仕方の説明を行う。 

・車いす体験・介助 

【坂道の上がり下り・カラーコーンジグザグ走行など】 

・ノートへ感想を書く。 

体験学習(２授業) 

・学校の中を車いすで移動・介助 

【手洗いや、教室への出入りの体験】 

・ノートへ感想を書く。 

・まとめ【児童から体験学習の感想の発表】 

【【【【ポイントポイントポイントポイント】】】】    

ふだんのふだんのふだんのふだんの生活生活生活生活をををを考考考考える・える・える・える・気持気持気持気持ちをちをちをちを考考考考えるえるえるえる    

（（（（一日一日一日一日すわっているとすわっているとすわっているとすわっていると？？？？    助助助助けてもらったときのけてもらったときのけてもらったときのけてもらったときの気持気持気持気持ちちちち、、、、助助助助けてあげたときのけてあげたときのけてあげたときのけてあげたときの気持気持気持気持ちちちち、、、、助助助助けをけをけをけを

たのむたのむたのむたのむ時時時時のののの気持気持気持気持ちなどちなどちなどちなど））））工夫工夫工夫工夫はははは？？？？    こんなこんなこんなこんな時時時時にどうすればいいのかにどうすればいいのかにどうすればいいのかにどうすればいいのか？？？？    何何何何があればいいのかがあればいいのかがあればいいのかがあればいいのか？？？？    
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ただのるだけではなく・・もしも、私がこれから⾞いすを利⽤する⽣活になったら 体験学習体験学習体験学習体験学習当日当日当日当日のののの流流流流れれれれ((((例例例例))))    

＝＝＝＝福祉福祉福祉福祉施設訪問施設訪問施設訪問施設訪問体験学習体験学習体験学習体験学習＝＝＝＝((((２２２２授業分授業分授業分授業分))))    

社協職員到着・準備 

施設訪問前の学習(１授業) 

・学習の目的の説明 

・町内の福祉施設の紹介 

・りんどう荘について 

・りんどう荘を利用する高齢者について 

・認知症について 

・振り返り、感想 

施設訪問（２授業) 

・交流【自己紹介・インタビュー・肩もみ・握手など】 

・出し物・校歌など 

【【【【ポイントポイントポイントポイント】】】】    

利用者利用者利用者利用者のののの目線目線目線目線でででで、、、、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり、、、、はっきりとはっきりとはっきりとはっきりと話話話話すすすす。。。。    

人生人生人生人生のののの大先輩大先輩大先輩大先輩であるおであるおであるおであるお年寄年寄年寄年寄りをりをりをりを敬敬敬敬うううう気持気持気持気持ちをちをちをちを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに    

いろんなことをインタビューでいろんなことをインタビューでいろんなことをインタビューでいろんなことをインタビューで聞聞聞聞きききき発見発見発見発見するするするする（（（（すごいことすごいことすごいことすごいこと、、、、自分自分自分自分とのとのとのとの共通点共通点共通点共通点などなどなどなど））））    

訪問訪問訪問訪問するだけでするだけでするだけでするだけで喜喜喜喜んでくれるんでくれるんでくれるんでくれる。。。。中中中中にはにはにはには、、、、涙涙涙涙をををを流流流流すすすす方方方方もいてもいてもいてもいて、、、、つたないつたないつたないつたない発表発表発表発表でもでもでもでも一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命にやるにやるにやるにやる

気持気持気持気持ちはちはちはちは言葉言葉言葉言葉がなくてもがなくてもがなくてもがなくても伝伝伝伝わるということをわるということをわるということをわるということを実感実感実感実感できるできるできるできる。。。。    

発表発表発表発表やややや交流交流交流交流でででで配慮配慮配慮配慮することとしてすることとしてすることとしてすることとして、、、、以下以下以下以下のことをのことをのことをのことを確認確認確認確認するするするする。。。。    

①①①①声声声声はははは大大大大きくきくきくきく、、、、ゆっくりとわかりやすくゆっくりとわかりやすくゆっくりとわかりやすくゆっくりとわかりやすく、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく低低低低いいいい音音音音でででで。。。。    

➁➁➁➁恥恥恥恥ずかしがらずにずかしがらずにずかしがらずにずかしがらずに、、、、自分自分自分自分からからからから進進進進んでんでんでんで。。。。    

見見見見せるせるせるせる物物物物はははは大大大大きくきくきくきく見見見見やすくやすくやすくやすく。。。。    

【【【【ポイントポイントポイントポイント】】】】    

・・・・町内町内町内町内のののの福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設をををを知知知知るるるる。。。。    

・・・・施設利用者施設利用者施設利用者施設利用者((((認知症認知症認知症認知症のののの方方方方))))とのとのとのとの接接接接しししし方方方方のののの基本基本基本基本をををを知知知知

るるるる。。。。認知症認知症認知症認知症へのへのへのへの理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる。。。。    

・・・・りんどうりんどうりんどうりんどう荘訪問前荘訪問前荘訪問前荘訪問前のののの準備準備準備準備についてについてについてについて    

認知症についての学習会 福祉施設にて高齢者と交流会 
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ただのるだけではなく・・もしも、私がこれから⾞いすを利⽤する⽣活になったら 
授 業授 業授 業授 業 のののの 中中中中 でででで 取取取取 りりりり 入入入入 れれれれ ら れ るら れ るら れ るら れ る 内 容内 容内 容内 容 (((( 例例例例 ))))    

内容の中には、地域の方が活動できないものも含まれておりますが、参考として  

ご紹介させていただきます。まずは、ご相談ください。 

教 科 内 容(例) 

国語 

読み聞かせ、点字学習、民話や方言について、戦時中のお話し、俳句、

手話学習、百人一首、短歌、硬筆、詩など 

算数 数や図形の不思議、数式、そろばんなど 

生活 

季節の草花や虫の話、生き物の飼育指導、地域の伝承遊び、むかしの

遊び、農園作業(野菜などの栽培指導)、地域の祭りなど 

理科 

樹木観察や野鳥、昆虫観察、生き物の飼育、植物の発芽や成長、野菜

などの栽培指導、季節の星座、天体観測、生物と環境など 

社会 

むかしの道具や生活について、文化財や年中行事、ゴミの分別やリサ

イクル、森林資源の動き、地域の伝統行事、戦争体験など 

音楽 鍵盤ハーモニカやリコーダー、和太鼓の演奏、合唱、民謡など 

図工 

小刀、彫刻刀の使い方、のこぎり使い方、水彩画や油絵の観賞や指導、

絵手紙など 

体育 陸上競技、水泳、球技、フォークダンス、レクダンスなど 

保健 ケガの防止や応急手当、病気の予防、アルコールの害、喫煙の話など 

家庭 ミシン操作の指導、運針、調理実習補佐など 

道徳 仕事や人生における体験談など 

総合的な学習

の時間 

車いすやアイマスク体験、点字や手話、リサイクルについて、ゴミと

環境、ボランティア体験、地域の歴史や文化、地域の伝承、行事、食

べ物など 
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福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育へのへのへのへの協力者協力者協力者協力者一覧一覧一覧一覧    

【【【【福祉施設等福祉施設等福祉施設等福祉施設等】】】】    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

【【【【福祉福祉福祉福祉・ボランティア・ボランティア・ボランティア・ボランティア団体団体団体団体】】】】    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個人】※下記のような活動を協力できる方がいます。 

施設名 福祉教育体験例 
りんどう荘福祉サービスセンター（介護施設） 介護体験、施設利用者との交流など 
グループホーム森園（入所施設） 介護体験、施設利用者との交流など 
福寿苑グループホーム（入所施設） 介護体験、施設利用者との交流など 
特別養護老人ホーム 悠清苑（介護入所施設） 介護体験、施設利用者との交流など 
南⼩国町⽴保育園（市原・中原・⿊川） 保育体験、園児との交流など 
熊本県⽴⼩国支援学校 生徒・児童との交流など 
サポートセンター悠愛（障がい者支援施設） 施設見学など 
おぐに老人保健施設（介護施設） 介護体験、施設利用者との交流など 

 

グループ名 活動内容 
南⼩国町食生活改善推進員協議会 子どものおやつ作り、料理教室、食育支援など 
読み聞かせボランティア 四ツ葉のクローバー ⼩中学校での読み聞かせ 
南⼩国町更生保護女性会 社会を明るくする運動（中学生への薬物乱用・非

行防止キャンペーン）など 
中原婦人会 まちづくりの推進 
きよらパトロール隊 地域を⻘⾊回転灯で巡回パトロール 
きよらの郷わくわくクラブ 子ども達の健全育成を目的に８つのクラブ活動

をおこなっています 
子どもに夢をはこぶ会 きらきら健康ウオーキング大会、赤い羽根街頭

募金運動、クリスマスサンタクロース事業など 
NPO 法人自然を愛する会 山岳行方不明者捜索ボランティア、参勤交代九

州横断徒歩の旅（⻘少年の健全育成）など 
りんどう唱歌の会 童謡唱歌の文化活動、高齢者の生きがい活動 
子育てボランティア ぽっかぽ家 子どもデイサービスボランティアなど 
南⼩国町⺠生委員児童委員協議会 地域住⺠の⾝近な相談役として、様々な福祉・生

活問題の相談を受け、役場や福祉機関へつなぐ
地域福祉の担い手  

南⼩国町老人クラブ連合会 現在１７クラブの老人クラブが加入しており、
様々な健康・生きがい活動をおこなっています。 

市原どげする会 地域おこしグループで年数回 ⼩地域でのイベ
ントを開催（お祭りなど） 

 

点字指導、読み聞かせ、農業指導、戦時中のお話、自然体験、防災、子育て、健康づくり、スケッ
チ、絵手紙、お手⽟、けん⽟、交通安全、手芸、⺠芸、⼩国弁、昔の生活・道具のお話 
地域の伝統行事 



 

＝＝＝＝おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ・ご・ご・ご・ご連絡先連絡先連絡先連絡先＝＝＝＝    

南南南南小国町社会福祉協議会小国町社会福祉協議会小国町社会福祉協議会小国町社会福祉協議会    

南小国町南小国町南小国町南小国町ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター    

((((南小国町南小国町南小国町南小国町地域地域地域地域福祉福祉福祉福祉センターりんどうセンターりんどうセンターりんどうセンターりんどう荘内荘内荘内荘内))))    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ：：：：０９６７０９６７０９６７０９６７－－－－４２４２４２４２－－－－１５０１１５０１１５０１１５０１    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ：：：：０９６７０９６７０９６７０９６７－－－－４２４２４２４２－－－－１５０５１５０５１５０５１５０５    

メールメールメールメール：：：：rindouso@minamirindouso@minamirindouso@minamirindouso@minami----catv.jpcatv.jpcatv.jpcatv.jp    


