
なかよし遠足・代案 

ロングなかよし集会 

２０２１．８．２４ 特活部 

 

開催の趣旨 

【１】ねらい 

（１）基本的な生活習慣や道徳等についての体験を通して、望ましい成長を図る。 

＊本年度の重点課題（２）の具現化    

（２）集団活動を通して、異年齢集団の児童相互の心のふれあいを深め、望ましい人間関係を築こうとする自主的、 

実践的な態度を育てる。 

＊「力を合わせてやりぬく子」、本年度の努力点２の具現化 

 

〈道徳・重点項目〉 

１・２年  B－（９）友達と仲良くし、助け合う。 

３・４年  B－（９）友達と互いに理解し、信頼し、助け合う。 

５・6 年  B―（１０）友達と互いに信頼し、学び合って友情を深め、異性についても理解しながら、 

人間関係を築く。 

      C－（１６）身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力して主体的に責任を果たす。 

 

〈評価規準と評価方法〉 

 関心・意欲・態度 思考・判断・実践 知識・理解 

評
価
規
準 

 互いを思いやり、積極的に

なかよし集会に取り組もう

としている。 

【事前・当日・事後：振り返りカ

ード、行動】 

 活動班の一員としての自覚をもち、望ま

しい人間関係や行動の在り方などについ

て考え、判断し、協力して実践している。 

【当日：行動 事後：振り返りカード】 

全校なかよし集会の意義

や、集団活動の在り方などに

ついて理解している。 

【事前：めあて・振り返りカ

ード】 

低
学
年 

縦割りグループの一員とし

て楽しく遊ぼうとしている。 

活動班で楽しく遊ぶためにどうすればよ

いか考え、活動することができる。 

集会めあてを知り、活動の約

束や遊ぶ内容がわかる。 

中
学
年 

グループの仲間と助け合っ

て協力しながら、仲良く活動

しようとしている。 

活動班の中で、自分がどう行動すれば楽し

く活動できるか考え、協力しながら、約束

事を守って活動することができる。 

集会のめあてや当日の活動計

画を知り、活動の約束事を理

解している。 

高
学
年 

グループのリーダーとして

意欲的に集団で楽しく活動

しようとしている。 

活動班のみんなが仲良く活動できるか考

えながら、活動計画をたて、望ましい態度

を活動班に伝えながら実践することがで

きる。 

集会の意義や遊びの活動計画

をしっかりと理解し、グルー

プでの約束事を協力して考え

ている。 

 

【２】日 時   １０月１日（金） 

Ｂ５日課 （学校行事④・学級活動①）１３：３０下校 

 

【３】参加児童と活動形態  全校児童  さわやかタイムのたてわり班 

 



【４】主な活動内容 

  ①朝の会・健康観察      →    ②さわやか活動教室で開会式 → ③校内でミッションゲーム  

④さわやか活動教室で閉会式  →  ⑤学年の教室に戻る → ⑥給食 → ⑦ 振り返り 

⑧下校 （１３：３０頃） 

 

🔵校内でミッションゲーム（案） 

リーダーの６年生のタブレットを使って（２人いる場合はどちらか）、校内でミッションゲームを行います。 

☆集会で使う機能☆ 

 ・ Teams で会議に参加する   

・ スカイメニューで写真を撮る → 先生 PC に送る 

 ・ QRコードを読み取る → URLの画像を保存する 

 ・ スカイメニューもしくは Teams でのメッセージを受け取る 

☆ゲームの流れ☆ 

① 開会式の三択クイズで３問正解した人から出発。体育館にミッションカードを取りに行く。 

   ※ ミッションカードは、最初に行く先生を指定しています。分散を目的にしています。 

※ ミッションカードをもらった班から体育館内で集合写真をとります。（主任） 

（写真は後日掲示・６年生のありがとうメッセージ２月に４年生中心に作成） 

 

② 先生方の教室を回ってミッションをクリアし、ＱＲコードを読み取る。 

※廊下等にもQRコードを貼る。  

← 表示されるマークのイメージ 

                 ※QRコードにはりつける URLは、OneDriveから作成可能。 

                 ※１２チームあるので、１２文字を並べ替える。 

 

 

 

③ 文字を並び変えて、文を作る → 解答として先生 PCに送る。 

  ※正解なら、クリアのメッセージが送信されてくる。（賞状は後日印刷？） 

 

④ 時間が余ったら、再度先生のミッションに挑戦したり、見つけていない QRコードを 

探したりする。 

  

   ●先生方に ご協力をお願いしたいこと 

（１）志賀小クイズの作成 

  ・志賀小のこと、ご自身のことなど、３択クイズにしてください。用紙は後日お配りします。 

（２）ミッション 

・各ミッションは、先生方に考えて頂きます。実施する場所は、さわやか活動教室です。 

      ☆ミッションの条件☆ 

・５分強ぐらい、その教室に滞在できる。 

       ・どの学年でも取り組める。 

    （３）振り返り用紙を各学年１名選出し、コピー１部を主任までお願いします。（報告集を作ります。） 

●職員室を本部とし、ミッションの送信や全体の指示（放送等）を行う。（A 先生） 

またタブレットのトラブルや、怪我等の対応（B先生）ができるようにする。 

あ 

赤 AB 



【５】当日のスケジュール 

※めあてカードについては、学活の時間等を利用して事前に記入する。 

予定時刻 ・児童の活動 ・指導上の留意点（担当） 

８：２０ 

 

 

８：３５ 

・朝の会 

・健康観察、先生の話を聞く。 

 

・机を下げ、トイレを済ませて、帽子＋ハ

チマキで各教室に移動する。 

・クラスの欠席者を確認し、さわやか班担

当教員に報告する。 

・各教室で健康観察と出欠の確認をする。 

 

 

・８：３５に移動の放送アナウンスをいれる。

（主任） 

・班員が集まったら担当の班の欠席者確認を

する。 

・Teams の準備をする。 

８：４５ 開会式（１５分） 進行：代表委員会 

 ① はじめの言葉（   ） 

 ② 校長先生の話 

 ③ 劇・児童会（ゲームの説明をする） 

 ④ 諸注意（主任） 

・担当教室に移動する。 

・児童を床に座らせて静かに聞くように  

する。 

９：００～ 

 

ゲーム （１20分） 

・クイズに３問正解できた班から、体育館

へ移動する。 

・クイズは１５分で終了。残っている班も

全員出発する。 

 

・体育館でミッションカードを受け取り、

写真を撮る。 

 

・ミッションを解いていく。 

 

・Teams で志賀小クイズを出す。（校長） 

 ※最長 9：１５まで 

・担当班が全部出発したら、Teams を切る。 

 

 

・ミッションカードを渡す。（教頭） 

・班の集合写真を撮る（主任） 

１１：００ ・ミッション等が途中でも終わりにする。 

・自分のさわやか活動教室に戻る。 

・ミッション終了の放送を流す（主任） 

・手洗い見守り。 

１１：１０ 閉会式（１５分） 進行：代表委員会 

 ① はじめの言葉（    ） 

 ② 結果発表  （    ） 

 ③ 感想発表 各学年１名 

 ④ 終わりの言葉（    ） 

・児童を床に座らせて静かに聞くようにす

る。 

１１：２５ ・自分の学年の教室に戻る ・手洗い見守り 

１１：３０ ・休み時間  

１１：４０ 給食（４０分）  

１２：２０ 片付け・休み時間（１０分）  

 

 

 

・下校指導 

１２：３０ 振り返りをする（４５分） 

・めあてカードの下の振返欄に記入する 

１３：１５ 帰りの会（１０分） 

１３：３０ 学年下校 

 



【６】持ち物、服装、係分担 

  服装：学年帽子、ハチマキ 

    持ち物：ランドセル・健康チェックカード・連絡帳・連絡袋・筆箱・その他クラスで必要なもの 

      ※給食が出ます。お弁当はいりません。  

～係分担～ 

      ・班長  （６年）→ 班をまとめる。自分のタブレットを持って移動する。 

      ・副班長 （５年）→ 班長を助ける。ミッションカード持つ（筆記用具を持っていく。） 

   ・保健係 （４年）→ 班員が怪我・具合が悪くなったら、職員室に連れていく。 

   ・クイズ解答係（１～３年）→ ３択クイズの解答する際に立つ。（1だと思う班は、１年生が立つ） 

 

【７】約束事 

  ・校内は走らない。     ・班でまとまって行動する。  ・遊びの後には、必ず手洗いする。 

・密にならないようする。  ・個人のものには触らない。  ・はぐれないようにする。（勝手な行動×） 

 

【８】今後のスケジュール 

日にち クラスでの取り組み 代表委員会の動き さわやか班の活動 

９／３（金） 

 

朝の会などで 

・遠足に代わり学校でロン

グなかよし集会になる旨を

伝える。 

昼休み 13:25～ 

・ゲーム等の詳細会議 

 

 

９／１４（火）ま

で 

班会議ノートに自分の案を

記入しておく。 

６ 日 以 降 ・ 昼 休 み  

13:25～ 

・小道具等の制作 

 

９／１５（水）   昼休み さわやか班会議 

・約束事、役割の確認 

・グループのマーク決め 

当日の遊びの決定 

9／２２（水）   昼休み さわやか班会議 

・約束事の再度確認 

・決め切れていないものの会議 

（終わっていたら、外で遊ぶ） 

９／２４（月）～ ・感想発表する児童を  

学年１名選出 

・約束事の確認 

開閉会式の練習  

９／２８（火）  昼休み 開会式練習  

９／２９（水） 昼休み 閉会式練習 

・感想発表の児童は放送室

へ行く。 

昼休み 閉会式練習  

９／３０（木） ・６年生はタブレットを確

実に充電しておく。 

・各学年で約束事の確認 

  

1０／ １（金） ロングなかよし集会 

必要なことは  

随時行う。 



【９】さわやか班会議 

 〇期日：９月１５日（水）・２２日（水）…掃除なし・１３：１５～１３：４０ 各活動教室で行う。 

 〇議題：グループのマークを決めよう 

     ・６年生が司会グループとして会を進行する。各教室の学級会グッズを使用する。 

  （グッズが無い教室は、申し訳ないのですがチョーク等でご対応下さい。） 

     ・児童は学級会ノート（児童に配布）の“わたしの意見“を１４日（火）までに書き、当日持っていく。 

 

 ◎各担当の先生方は、班会議が円滑に進行できるようにご配慮ください。 


