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と き： ２０１９年 １０月 ２１日（月）15:00～

ところ： 野洲市人権センター ２F 交流研修室

令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度 第第第第２２２２回野洲市回野洲市回野洲市回野洲市社会教育社会教育社会教育社会教育委員委員委員委員会議会議会議会議

「次代の地域の担い手の育成 ～豊かな地域社会に～」

一人ひとりが大切にされ、おとなも子どもも
学びあうひとづくり・まちづくり

資料３

「次代の地域の担い手の育成 」

� 市内のコミセンや各地域のまちづくりに若者が参加・参画せず
、役員も年々高齢化しているとのこと。１０年後～２０年後を見
据えてどのような問題が派生してくるのでしょうか？

� それぞれの地域・団体・組織で「少子高齢化」等、社会の波をど
のように解決していきますか？

� また、温暖化問題では、１０年後には、自然環境が大きく壊れ、
異常環境が続発すると予想されています。

� 私たち大人は、これからの社会を見据えて、「子どもたちにどの
ような力」を養うことが大切なのでしょうか？

� 誰かがやってくれるのでなく、私たち一人ひとりが、その当事者
となり、これからやってくる社会に向き合う必要があるのでは？
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学校と地域の連携について、みなさんの
「今」を振り返ってみましょう

� その連携は、「学校応援・支援」にとどまっていませんか？

� その連携は、「十分に意見をもらっている」ではありませんか？

� その連携は、「目標を共有」して取組が行われていますか？

� その連携は、「様々な学校課題にも対応できる」連携ですか？

� その連携は、人が入れ替わっても「持続可能」な仕組みですか？

� その連携により、人々の「当事者」意識は高まっていますか？

� その連携は、未来の学校・地域の姿を見据えたものですか？

分業型社会から協働型社会へ
～自己責任意識を生む社会の見直し～

労労労労 働働働働

学 校

責任責任責任責任

地 域行 政

責任責任責任責任

責任責任責任責任

家庭家庭家庭家庭
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分業型社会から協働型社会へ
～ 少し重ねて活動する中で子ども・地域・学校を育てる風土づくり ～

地 域行 政

学 校
協働協働協働協働

協働協働協働協働

協働協働協働協働

家庭家庭家庭家庭

縦の分業から横の分業に！！縦の分業から横の分業に！！縦の分業から横の分業に！！縦の分業から横の分業に！！

地域の人々は、「土の人」、教師は「風の人」 両者が
協働してはじめて地域や学校の「風土」が築かれる
「企業風土」は組織風土、社風とも呼ばれ、職場でのコミュニケーションのとり方、目標
に向かって仕事に取り組む姿勢、社員の士気の高さといった、人間関係を土台とした労
働環境を指します。
つまり、「うちの会社は風通しがいい」「雰囲気が暗い」「社員の仕事への姿勢が前向き」
「事なかれ主義である」といった職場環境の描写が、企業風土にあたります。例えば、
就活生がOB訪問やリクルーターを通して知ることができる社内の空気も企業風土で
す。
企業風土は、会社が唱えることで形成されるものではありません。社員一人ひとりが感
じとることができて初めて、風土として定着するものだといえるでしょう。

・２０２０新学習指導要領の推進・２０２０新学習指導要領の推進・２０２０新学習指導要領の推進・２０２０新学習指導要領の推進
・「社会に開かれた教育課程」の促進・「社会に開かれた教育課程」の促進・「社会に開かれた教育課程」の促進・「社会に開かれた教育課程」の促進
とカリキュラムマネジメントの作成とカリキュラムマネジメントの作成とカリキュラムマネジメントの作成とカリキュラムマネジメントの作成

学校では
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今後、社会において求められる能力

� 社会の激しい変化の中でも、何が重要かを「主体
的に判断」できること

� 多様な人々と「協働」していくことができること

� 新たな価値を「創造」していくとともに、新たな問題
の「発見・解決」につなげていくことができること

参考：学習指導要領改訂における３つの視点

子どもにつけたい力のヒント
○主体性 ○集団自治力 ○協調性 ○社会性
○魅力ある人との出会い ○自己有用感の育成 ○地
域貢献・奉仕の志 等

「社会に開かれた教育課程」と
カリキュラムマネジメント

①目標達成に必要な内容の組織的配列：各教科等の教育内容を
相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点
で、その目標達成に必要な教育の内容を組織的に配列する。

②教育課程のＰＤＣＡサイクルの確立：教育内容の質の向上に向け
て、子どもの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基
づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣ
Ａサイクルを確立する。《《《《サイクルの運用には、エビデンス（根拠データ）にサイクルの運用には、エビデンス（根拠データ）にサイクルの運用には、エビデンス（根拠データ）にサイクルの運用には、エビデンス（根拠データ）に
基づく取組が定着するよう、検証に繋がるＲ基づく取組が定着するよう、検証に繋がるＲ基づく取組が定着するよう、検証に繋がるＲ基づく取組が定着するよう、検証に繋がるＲ《《《《調査＝リサーチ）とそれに基づく策調査＝リサーチ）とそれに基づく策調査＝リサーチ）とそれに基づく策調査＝リサーチ）とそれに基づく策
定の（改善）のＶ（方針＝ビジョン）を明確にすること定の（改善）のＶ（方針＝ビジョン）を明確にすること定の（改善）のＶ（方針＝ビジョン）を明確にすること定の（改善）のＶ（方針＝ビジョン）を明確にすること》》》》

③地域の教育資源の活用：教育内容と教育活動に必要な人的・物
的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に
組み合わせる。
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３つのキーワードで新学習指導要領を見る！
～「学びの質」に大きくシフトして必要になるものは？～

１ 資質・能力
…児童の発達の段階や特性等を踏ま
えつつ，次に掲げることが偏りなく実
現できるようにするものとする。

①「①「①「①「知識及び技能知識及び技能知識及び技能知識及び技能が習得されるようにすること」が習得されるようにすること」が習得されるようにすること」が習得されるようにすること」

②「②「②「②「思考力、判断力、表現力等思考力、判断力、表現力等思考力、判断力、表現力等思考力、判断力、表現力等を育成すること」を育成すること」を育成すること」を育成すること」

③③③③「学びに向かう力、人間性等「学びに向かう力、人間性等「学びに向かう力、人間性等「学びに向かう力、人間性等を涵養すること」を涵養すること」を涵養すること」を涵養すること」
（新学習指導要領案／p4総則より引用）２２２２ カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント
・・・・各教科等の教育内容を各教科等の教育内容を各教科等の教育内容を各教科等の教育内容を相互の関係で捉え相互の関係で捉え相互の関係で捉え相互の関係で捉え、、、、
学校教育目標を踏まえた学校教育目標を踏まえた学校教育目標を踏まえた学校教育目標を踏まえた教科等横断的な教科等横断的な教科等横断的な教科等横断的な
視点で視点で視点で視点で、その目標の達成に必要な教育の、その目標の達成に必要な教育の、その目標の達成に必要な教育の、その目標の達成に必要な教育の
内容を組織的に配列していくこと。内容を組織的に配列していくこと。内容を組織的に配列していくこと。内容を組織的に配列していくこと。

・教育内容の質の向上に向けて、・教育内容の質の向上に向けて、・教育内容の質の向上に向けて、・教育内容の質の向上に向けて、子供たち子供たち子供たち子供たち
の姿や地域の現状等の姿や地域の現状等の姿や地域の現状等の姿や地域の現状等に関する調査や各種に関する調査や各種に関する調査や各種に関する調査や各種
データ等にデータ等にデータ等にデータ等に基づき基づき基づき基づき、教育課程を編成し、実、教育課程を編成し、実、教育課程を編成し、実、教育課程を編成し、実
施し、評価して改善を図る施し、評価して改善を図る施し、評価して改善を図る施し、評価して改善を図る一連の一連の一連の一連のPDCAPDCAPDCAPDCAササササ

イクルを確立イクルを確立イクルを確立イクルを確立すること。すること。すること。すること。
・教育内容と、教育活動に・教育内容と、教育活動に・教育内容と、教育活動に・教育内容と、教育活動に必要な人的・物必要な人的・物必要な人的・物必要な人的・物
的資源等を的資源等を的資源等を的資源等を、地域等の、地域等の、地域等の、地域等の外部の資源も含め外部の資源も含め外部の資源も含め外部の資源も含め
て活用て活用て活用て活用しながら効果的に組み合わせること。しながら効果的に組み合わせること。しながら効果的に組み合わせること。しながら効果的に組み合わせること。

（答申（答申（答申（答申p23p23p23p23----24242424より引用）より引用）より引用）より引用）

３３３３ 主体的・対話的で深い学び主体的・対話的で深い学び主体的・対話的で深い学び主体的・対話的で深い学び
アクティブラーニング

「主体的な学び」「主体的な学び」「主体的な学び」「主体的な学び」 学ぶことに興味や関心を持ち、自己の学ぶことに興味や関心を持ち、自己の学ぶことに興味や関心を持ち、自己の学ぶことに興味や関心を持ち、自己の
キャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持ってキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持ってキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持ってキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持って
粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につな粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につな粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につな粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につな

げる「主体的な学び」が実現できているか。げる「主体的な学び」が実現できているか。げる「主体的な学び」が実現できているか。げる「主体的な学び」が実現できているか。
「対話的な学び」「対話的な学び」「対話的な学び」「対話的な学び」 子供同士の協働、教職員や地域の人との対子供同士の協働、教職員や地域の人との対子供同士の協働、教職員や地域の人との対子供同士の協働、教職員や地域の人との対
話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考
えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。

「深い学び」「深い学び」「深い学び」「深い学び」 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教
科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識
を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査してを相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査してを相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査してを相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して
考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えた考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えた考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えた考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えた
り、思いや考えを基に創造したりすることに向かうり、思いや考えを基に創造したりすることに向かうり、思いや考えを基に創造したりすることに向かうり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう

「深い学び」が実現できているか。「深い学び」が実現できているか。「深い学び」が実現できているか。「深い学び」が実現できているか。

社会に開かれた教育課程
よりよい学校教育を通してよりよい社会よりよい学校教育を通してよりよい社会よりよい学校教育を通してよりよい社会よりよい学校教育を通してよりよい社会
を創るという理念をを創るという理念をを創るという理念をを創るという理念を学校と社会とが共有学校と社会とが共有学校と社会とが共有学校と社会とが共有
し、必要な学習内容をどのように学び、どし、必要な学習内容をどのように学び、どし、必要な学習内容をどのように学び、どし、必要な学習内容をどのように学び、ど
のような資質・能力を身につけられるのかのような資質・能力を身につけられるのかのような資質・能力を身につけられるのかのような資質・能力を身につけられるのか
教育課程において明確にしながら、教育課程において明確にしながら、教育課程において明確にしながら、教育課程において明確にしながら、社会と社会と社会と社会と
の連携及び協働の連携及び協働の連携及び協働の連携及び協働によりその実現を図るによりその実現を図るによりその実現を図るによりその実現を図る
というというというという社会に開かれた教育課程社会に開かれた教育課程社会に開かれた教育課程社会に開かれた教育課程の実現の実現の実現の実現
が重要となるが重要となるが重要となるが重要となる
（新学習指導要領案／p2前文より引用）

学びの地図学びの地図学びの地図学びの地図
「何を教えるか」から「何を教えるか」から「何を教えるか」から「何を教えるか」から

「何が出来るようになるか」へ「何が出来るようになるか」へ「何が出来るようになるか」へ「何が出来るようになるか」へ
「子どもたちが身につけるべき資質・能力「子どもたちが身につけるべき資質・能力「子どもたちが身につけるべき資質・能力「子どもたちが身につけるべき資質・能力
や学ぶべき内容などの全体像を分かりやや学ぶべき内容などの全体像を分かりやや学ぶべき内容などの全体像を分かりやや学ぶべき内容などの全体像を分かりや
すくすくすくすく見渡せる」見渡せる」見渡せる」見渡せる」こと、また、「教育関係者がこと、また、「教育関係者がこと、また、「教育関係者がこと、また、「教育関係者が
共有共有共有共有」したり「家庭や地域、社会の関係者が」したり「家庭や地域、社会の関係者が」したり「家庭や地域、社会の関係者が」したり「家庭や地域、社会の関係者が
幅広く活用幅広く活用幅広く活用幅広く活用」するような役割を果たすこと」するような役割を果たすこと」するような役割を果たすこと」するような役割を果たすこと
が期待されているが期待されているが期待されているが期待されている
～学習する側の子どもの視点に立つ～～学習する側の子どもの視点に立つ～～学習する側の子どもの視点に立つ～～学習する側の子どもの視点に立つ～

学習指導要領改訂の考え方

新しい時代に必要となる資質・能力の育成と、学習評価の充実新しい時代に必要となる資質・能力の育成と、学習評価の充実新しい時代に必要となる資質・能力の育成と、学習評価の充実新しい時代に必要となる資質・能力の育成と、学習評価の充実

学びを人生や社会に生かそうとする学びを人生や社会に生かそうとする学びを人生や社会に生かそうとする学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

生きて働く知識・技能の習得 未知の状況にも対応できる未知の状況にも対応できる未知の状況にも対応できる未知の状況にも対応できる

思考力・判断力・表現力等の育成

何ができるようになるか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し
社会と連携・協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

学校における「カリキュラム・マネジメント」の実現」

新しい時代に必要となる資質・能力を踏まえた新しい時代に必要となる資質・能力を踏まえた新しい時代に必要となる資質・能力を踏まえた新しい時代に必要となる資質・能力を踏まえた
教科・科目等の新設や目標・内容の見直し教科・科目等の新設や目標・内容の見直し教科・科目等の新設や目標・内容の見直し教科・科目等の新設や目標・内容の見直し

・小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公・小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公・小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公・小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公
共」の新設など共」の新設など共」の新設など共」の新設など

・各教科等で育む資質・能力を明確化し、目標や内・各教科等で育む資質・能力を明確化し、目標や内・各教科等で育む資質・能力を明確化し、目標や内・各教科等で育む資質・能力を明確化し、目標や内
容を構造的に示す容を構造的に示す容を構造的に示す容を構造的に示す
・学習内容の削減は行わない・学習内容の削減は行わない・学習内容の削減は行わない・学習内容の削減は行わない

主体的・対話的で深い学び（「アクティブ・ラーニン主体的・対話的で深い学び（「アクティブ・ラーニン主体的・対話的で深い学び（「アクティブ・ラーニン主体的・対話的で深い学び（「アクティブ・ラーニン
グ」）の視点からの学習過程の改善グ」）の視点からの学習過程の改善グ」）の視点からの学習過程の改善グ」）の視点からの学習過程の改善

・生きて働く知識・技能の習・生きて働く知識・技能の習・生きて働く知識・技能の習・生きて働く知識・技能の習
得など、新しい時代に求めら得など、新しい時代に求めら得など、新しい時代に求めら得など、新しい時代に求めら
れる資質・能力を育成れる資質・能力を育成れる資質・能力を育成れる資質・能力を育成
・知識の量を削減せず、質の・知識の量を削減せず、質の・知識の量を削減せず、質の・知識の量を削減せず、質の
高い理解を図るため学習過高い理解を図るため学習過高い理解を図るため学習過高い理解を図るため学習過
程の質的改善程の質的改善程の質的改善程の質的改善

主体的な学び
対話的な学び
深い学び

何を学ぶか何を学ぶか何を学ぶか何を学ぶか どのように学ぶかどのように学ぶかどのように学ぶかどのように学ぶか
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・目標の明確化・目標の明確化・目標の明確化・目標の明確化
・課題解決対策やシステムの再構築・課題解決対策やシステムの再構築・課題解決対策やシステムの再構築・課題解決対策やシステムの再構築
・子どもの主体性の尊重並びに地域・子どもの主体性の尊重並びに地域・子どもの主体性の尊重並びに地域・子どもの主体性の尊重並びに地域
ボランティアの主体性ボランティアの主体性ボランティアの主体性ボランティアの主体性

地域では

地域の子ども活動の弱点

� 招待型活動：なにもかも大人たちが準備

� 打ち上げ花火型活動：面白そうな行事を大人
が用意

� 帳面消し型活動：一年交替の役員が去年をま
ねて実施

� おもらい型活動：お菓子やジュースで子どもを
つる
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地域課題を共有するための

「コミュニティ」の視点を探る

� ローカル・コミュニティローカル・コミュニティローカル・コミュニティローカル・コミュニティ

居住する物理的空間を同じくする人たちの集まり。居住する物理的空間を同じくする人たちの集まり。居住する物理的空間を同じくする人たちの集まり。居住する物理的空間を同じくする人たちの集まり。（地域・伝統的共同体）（地域・伝統的共同体）（地域・伝統的共同体）（地域・伝統的共同体）しかし、何らしかし、何らしかし、何らしかし、何ら
かの自発的な地域活動を通じたつながりのメモリーが形成されてはじめてコミュニティかの自発的な地域活動を通じたつながりのメモリーが形成されてはじめてコミュニティかの自発的な地域活動を通じたつながりのメモリーが形成されてはじめてコミュニティかの自発的な地域活動を通じたつながりのメモリーが形成されてはじめてコミュニティ
が形成される。が形成される。が形成される。が形成される。

� テーマ・コミュニティテーマ・コミュニティテーマ・コミュニティテーマ・コミュニティ

ビジョン、価値観、関心などを共有する人たちの集まり。（ボランティア、ＮＰＯ等、自発ビジョン、価値観、関心などを共有する人たちの集まり。（ボランティア、ＮＰＯ等、自発ビジョン、価値観、関心などを共有する人たちの集まり。（ボランティア、ＮＰＯ等、自発ビジョン、価値観、関心などを共有する人たちの集まり。（ボランティア、ＮＰＯ等、自発
性に基づいて形成され、境界線が柔軟で、人々が自由に出入りするような関係）性に基づいて形成され、境界線が柔軟で、人々が自由に出入りするような関係）性に基づいて形成され、境界線が柔軟で、人々が自由に出入りするような関係）性に基づいて形成され、境界線が柔軟で、人々が自由に出入りするような関係）

� 共通点共通点共通点共通点

ある文化に育った人々、すべて自分自身の中にルールを見出し、自分がルールにある文化に育った人々、すべて自分自身の中にルールを見出し、自分がルールにある文化に育った人々、すべて自分自身の中にルールを見出し、自分がルールにある文化に育った人々、すべて自分自身の中にルールを見出し、自分がルールに
従って行動している。従って行動している。従って行動している。従って行動している。

＊＊＊＊ ローカルコミュニティ（縦軸）とテーマコミュニティ（横軸）がうまく交わっていないのが地ローカルコミュニティ（縦軸）とテーマコミュニティ（横軸）がうまく交わっていないのが地ローカルコミュニティ（縦軸）とテーマコミュニティ（横軸）がうまく交わっていないのが地ローカルコミュニティ（縦軸）とテーマコミュニティ（横軸）がうまく交わっていないのが地
域の実態！そのことを域の実態！そのことを域の実態！そのことを域の実態！そのことを 踏まえた中で、学校が発信基地となることが大切。また、学校踏まえた中で、学校が発信基地となることが大切。また、学校踏まえた中で、学校が発信基地となることが大切。また、学校踏まえた中で、学校が発信基地となることが大切。また、学校
の取り組みが縦軸・横軸の出会いの場となるように配慮すること。の取り組みが縦軸・横軸の出会いの場となるように配慮すること。の取り組みが縦軸・横軸の出会いの場となるように配慮すること。の取り組みが縦軸・横軸の出会いの場となるように配慮すること。

自分たちの地域が、どんな地域なのかを共有する

・目標の共有・目標の共有・目標の共有・目標の共有

共有事項
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ぶれてはならない子ども観
「良い子」ってどんな子

� 私たち地域・学校は、どんな子どもを育てたいと思っているのでしょう私たち地域・学校は、どんな子どもを育てたいと思っているのでしょう私たち地域・学校は、どんな子どもを育てたいと思っているのでしょう私たち地域・学校は、どんな子どもを育てたいと思っているのでしょう
か？か？か？か？

� 多忙さの中で、自尊感情の育成や、自己肯定感の育成と言いながら、多忙さの中で、自尊感情の育成や、自己肯定感の育成と言いながら、多忙さの中で、自尊感情の育成や、自己肯定感の育成と言いながら、多忙さの中で、自尊感情の育成や、自己肯定感の育成と言いながら、
ややややややややももももすると、すると、すると、すると、「いつも笑顔で大人に忠実・従順」な子どもをそして「失「いつも笑顔で大人に忠実・従順」な子どもをそして「失「いつも笑顔で大人に忠実・従順」な子どもをそして「失「いつも笑顔で大人に忠実・従順」な子どもをそして「失
敗はしない、させない」目指していませんか？敗はしない、させない」目指していませんか？敗はしない、させない」目指していませんか？敗はしない、させない」目指していませんか？

「あいさつはいつも明るくはっきり」「忘れ物は無し」「言われたことは確「あいさつはいつも明るくはっきり」「忘れ物は無し」「言われたことは確「あいさつはいつも明るくはっきり」「忘れ物は無し」「言われたことは確「あいさつはいつも明るくはっきり」「忘れ物は無し」「言われたことは確
実に」「仲間の中では決して主張せず周りに気遣い、思いやりを実に」「仲間の中では決して主張せず周りに気遣い、思いやりを実に」「仲間の中では決して主張せず周りに気遣い、思いやりを実に」「仲間の中では決して主張せず周りに気遣い、思いやりを」

私たち地域の目標設定と現実の日々の子どもとの向き合い方を確認し私たち地域の目標設定と現実の日々の子どもとの向き合い方を確認し私たち地域の目標設定と現実の日々の子どもとの向き合い方を確認し私たち地域の目標設定と現実の日々の子どもとの向き合い方を確認し
てみましょう！てみましょう！てみましょう！てみましょう！

新指導要領がめざす「主体性」と「自主性」

� 「自主性」とは、他人からの干渉や保護を受けず、独立
してことを行うこと。もう少し噛み砕いて説明すると、自
主性は単純に「やるべきこと」は明確になっていて、 そ
の行動を人に言われる前に率先して自らやることである
。

� 「主体性」とは、様々な状況下においても自分の意志や
判断で行動するということ。つまり「主体性」は、何をや
るかは決まっていない状況でも自分で考えて、判断し行
動するということになる。主体的な人とは「目的は何かを
徹底して明確にし、それを満たすために何をするかを自
分で考え、リスクを承知で行動すること」ができる人。
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例）地域と学校の共有目標を明確に！
子どもは、どこへ行っても「お客さん」
お客さんからの脱却する家庭・地域・学校づくり

� 家庭家庭家庭家庭では、「お手伝い」でなく「家庭の一員としてでは、「お手伝い」でなく「家庭の一員としてでは、「お手伝い」でなく「家庭の一員としてでは、「お手伝い」でなく「家庭の一員として
の仕事」を。の仕事」を。の仕事」を。の仕事」を。

� 地域自治会地域自治会地域自治会地域自治会では、子どもを「自治の一員」としてでは、子どもを「自治の一員」としてでは、子どもを「自治の一員」としてでは、子どもを「自治の一員」として
向き合いましょう。向き合いましょう。向き合いましょう。向き合いましょう。

� 学校学校学校学校では、「自分のことは自分でします。」「自分では、「自分のことは自分でします。」「自分では、「自分のことは自分でします。」「自分では、「自分のことは自分でします。」「自分
で出来ることは手伝いません。」で出来ることは手伝いません。」で出来ることは手伝いません。」で出来ることは手伝いません。」

学校・地域・家庭が子どもを育てる視点を共有し取り組みを積み上げる学校・地域・家庭が子どもを育てる視点を共有し取り組みを積み上げる学校・地域・家庭が子どもを育てる視点を共有し取り組みを積み上げる学校・地域・家庭が子どもを育てる視点を共有し取り組みを積み上げる

� 学校に依頼されたことだけをひたすら手伝うボランティア
� 子どもの笑顔に魅せられ、子どもの依頼に応えるボランティア
� 子どもとの会話を楽しみにやりがいを感じるボランティア
� ボランティア仲間とつながることに楽しみを得るボランティア
� 子どもに教えることから自己実現を図ろうとするボランティア
� 自分に与えられた支援手段を契機に、子どもの意欲を引き出すことや
、子ども同士の関係性高めようとするボランティア
（子どもの活動をコーディネートすることを大切にする）

� 子どもとの関わりから、「どんな子どもを育てるのか」等、子どもの教
育課題の解決をめざすボランティア

� ボランティア仲間でチームを形成し、子どもの自発性を促し、子どもの
課題を解決するための方策を企画するボランティア

学校支援ボランティアの様々なレベル

ボランティアにも主体性は必要！
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学校生活

人間関係

学習状況

健 康

不満

普通

良好

私たち大人の目のつけどころを少し変える

評価を考える評価を考える評価を考える評価を考える

特別支援ボランティア

月一回のミーティング（茶話会）月一回のミーティング（茶話会）月一回のミーティング（茶話会）月一回のミーティング（茶話会）

管理職・担当者の「受容力」がなければ成り立たない。管理職・担当者の「受容力」がなければ成り立たない。管理職・担当者の「受容力」がなければ成り立たない。管理職・担当者の「受容力」がなければ成り立たない。



11

家庭での「積み上げ学習」実態アンケートより

№ 質質質質 問問問問 内内内内 容容容容

問１ 塾に通わせているので十分である塾に通わせているので十分である塾に通わせているので十分である塾に通わせているので十分である

問２ 家庭でドリル学習等実施して家庭でドリル学習等実施して家庭でドリル学習等実施して家庭でドリル学習等実施して
いるので十分であるいるので十分であるいるので十分であるいるので十分である

問３ 忙しくて見てやれていないが、忙しくて見てやれていないが、忙しくて見てやれていないが、忙しくて見てやれていないが、
子ども自身が努力している子ども自身が努力している子ども自身が努力している子ども自身が努力している

問４ 忙しくて見てやれていない忙しくて見てやれていない忙しくて見てやれていない忙しくて見てやれていない

問５ ほとんど子ども任せであるほとんど子ども任せであるほとんど子ども任せであるほとんど子ども任せである

問６ 子ども任せで不安である子ども任せで不安である子ども任せで不安である子ども任せで不安である

問７ その他（言っても勉強しない）その他（言っても勉強しない）その他（言っても勉強しない）その他（言っても勉強しない）

８７％が不安！８７％が不安！８７％が不安！８７％が不安！

リサーチ（実態調査）の重要性

家庭学習の積み上げ支援１０．５．７～ 発

「土曜教室」 ２・３年生対象 ０９．１２月 試行出発～

支援対象児支援対象児支援対象児支援対象児
＊家庭で学習環境がない子＊家庭で学習環境がない子＊家庭で学習環境がない子＊家庭で学習環境がない子
＊経済的に不安定で、学童保育所や＊経済的に不安定で、学童保育所や＊経済的に不安定で、学童保育所や＊経済的に不安定で、学童保育所や
塾等にも行けない子塾等にも行けない子塾等にも行けない子塾等にも行けない子
＊学習補充の必要な外国籍の子＊学習補充の必要な外国籍の子＊学習補充の必要な外国籍の子＊学習補充の必要な外国籍の子
＊学習の二極化で底辺にいる子＊学習の二極化で底辺にいる子＊学習の二極化で底辺にいる子＊学習の二極化で底辺にいる子

地域の退職教職員地域の退職教職員地域の退職教職員地域の退職教職員

地域の大学生地域の大学生地域の大学生地域の大学生

学力の二極化をどう克服していくのか？？学力の二極化をどう克服していくのか？？学力の二極化をどう克服していくのか？？学力の二極化をどう克服していくのか？？

地域の施設活用！ 退職教職員をリーダーとして！マンツーマンマンツーマンマンツーマンマンツーマン
指導を基本として指導を基本として指導を基本として指導を基本として

学習支援ボランティア学習支援ボランティア学習支援ボランティア学習支援ボランティア
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子どもたちも
地域の一員として参画・貢献

「岩根サロン」「岩根サロン」「岩根サロン」「岩根サロン」
とととと

「ホタルまつり」「ホタルまつり」「ホタルまつり」「ホタルまつり」

夏休み「店長修行」（就労体験６年）（就労体験６年）（就労体験６年）（就労体験６年）

学校運営協議会で企画・運営学校運営協議会で企画・運営学校運営協議会で企画・運営学校運営協議会で企画・運営

理事の意見：子どもたちの夏休み４０日理事の意見：子どもたちの夏休み４０日理事の意見：子どもたちの夏休み４０日理事の意見：子どもたちの夏休み４０日××××６年間＝２４０日＝１年間の授業日数６年間＝２４０日＝１年間の授業日数６年間＝２４０日＝１年間の授業日数６年間＝２４０日＝１年間の授業日数
家庭の実態格差が、大きく子どもの学びに反映していることを踏まえ、家庭の実態格差が、大きく子どもの学びに反映していることを踏まえ、家庭の実態格差が、大きく子どもの学びに反映していることを踏まえ、家庭の実態格差が、大きく子どもの学びに反映していることを踏まえ、
「子どもたちに地域で豊かな体験の場」「子どもたちに地域で豊かな体験の場」「子どもたちに地域で豊かな体験の場」「子どもたちに地域で豊かな体験の場」づづづづくりを！！くりを！！くりを！！くりを！！
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地域の先生を軸とした様々なクラブ活動

ステンシルクラブステンシルクラブステンシルクラブステンシルクラブ

スポーツスポーツスポーツスポーツいかがクラブいかがクラブいかがクラブいかがクラブ ちぎり絵ちぎり絵ちぎり絵ちぎり絵クラブクラブクラブクラブ

グランドゴルフクラブグランドゴルフクラブグランドゴルフクラブグランドゴルフクラブ

マジッククラブマジッククラブマジッククラブマジッククラブ

クラブ活動でリーダーを育てるクラブ活動でリーダーを育てるクラブ活動でリーダーを育てるクラブ活動でリーダーを育てる
地域の先生は、子どもリーダーにしか説明しません！！地域の先生は、子どもリーダーにしか説明しません！！地域の先生は、子どもリーダーにしか説明しません！！地域の先生は、子どもリーダーにしか説明しません！！

声かけ見守りボランティア
各区の地域課題を考えなが各区の地域課題を考えなが各区の地域課題を考えなが各区の地域課題を考えなが
ら各区に合った見守り方をら各区に合った見守り方をら各区に合った見守り方をら各区に合った見守り方を

区の活動例区の活動例区の活動例区の活動例
月曜日：老人会月曜日：老人会月曜日：老人会月曜日：老人会 火曜日：ＰＴＡ火曜日：ＰＴＡ火曜日：ＰＴＡ火曜日：ＰＴＡ
水曜日：エルダー水曜日：エルダー水曜日：エルダー水曜日：エルダー 木曜日：自治会木曜日：自治会木曜日：自治会木曜日：自治会
金曜日：ＰＴＡ金曜日：ＰＴＡ金曜日：ＰＴＡ金曜日：ＰＴＡ

子どもの声を聴くことからはじめる！子どもの声を聴くことからはじめる！子どもの声を聴くことからはじめる！子どもの声を聴くことからはじめる！

二言目活動の推進


