
学びのコミュニティ研究会 ①  

 

平成 24 年 10 月 13 日  

青少年センター 

参加者：25名  

  

久米公民館と福音小学校が取り組んだ「福音公園」の改善を素材に、多くの機関が協

働する場合の課題について事例研究をする。  

  

この事例の主体者２機関の指針  

① 久米公民館の指針          ② 福音小学校の指針  

 

  

「福音公園」が地域課題となるまでの経緯  

事例 ;「福音公園」活動経緯 

平成 17 年より継続的に地域安全マップづくり 

※ 個人の危険予測能力向上ではなく、まちづくりのツールが目標

（これまでに 5） 

   果実 

平成 21 年に①「久米小学校前道路の交通安全」 

②「福音公園の防犯」が地域重要課題に 

  



平成 17年より継続して実施いる久米地区の安全マップつくりは、「子どもの目線から

まちづくり」の趣旨で実践してきた。そのなかで平成 21 年に福音公園が、地域の力を

あわせて解決する課題として指定される。しかし、公園のある場所は素鵞公民館区だっ

たので、久米公民館から素鵞公民館に連絡してみるが課題の共有化が図れない。調べて

みると表 1 のように 6 団体が複雑に関係している公園であった。  

表 1  

所有者  国土交通省  橋脚・外側のフェンス  

占有許可・公園設置者  松山市公園緑地課  遊具・水飲み場・照明器具  

公民館区  素鵞公民館    

学校区  福音小学校    

公園管理組合  枝松町内会  管理費受託  

警察管区  松山南署    

  

1 回目のワークショップ 課題   

組織エリアが違い、または多数の利害関係者が関わっている課題を解決するためには

どういう方法がいいのか?  

意見 関係者と個別に協議しても難しい。一同に会する場を設定するのが効率がよい。  

課題の共有化を図る方法も検討する。  

  

久米公民館がとった手法  

そこで・・・久米公民館のとった手法 

 関係機関が集まり協議           第 3者による客観的なデータ収 

 福音小学校長に依頼し、校長から関係団体に           独立行政法人建築研究所 

 呼びかけて「福音公園を考える会」を結成  

「安全・安心まちづくりのための調査」実施 

久米小学校周辺の車の通り抜け 

   調査   

（素鵞公民館、枝松町会、福音公園管理協          福音公園 

福音小学校 PTA、久米公民館）            事前打合わせ 

・防犯的視点にたつと監視カメラ・閉鎖の意見 

 →地区間に温度差 判明              ・公園ではなくなる・メリットを生かす 

（管理の手間、課題の認識） 

  



福音小学校校長が呼びかけ人となり「福音公園を考える会」を設置し関係団体が一同

に集まった。協議の結果、課題分析のために第三者に調査を依頼する事が了承される。 

マップつくりで協働していた独立行政法人建築研究所に「身近な公園調査」を取り上

げて貰い調査報告を受けた。  

 
平成 21 年 7 月に福音小学校校区にある 5 つの公園の比較調査し、同年 9 月調査の

結果を受けて「大人の目によって守られた、全天候型の楽しい公園に」というコンセプ

トの提案があった。しかし、この提案を地域で協議したが中々温度差がうまらず状況の

改善が図れなかった。  

  

2回目ワークショップ課題 進まない状況・やる気のない人をどう説得し動かすか?  

意見 難しい。実道にくどいていくしかない。  

  

 久米地区では若者の力を借りる事にした。具体的には県の高校生ボランティア組織 

「ヤングボランティアセンター」の高校生にこの問題を投げかけるワークショップを実

施した。 

  

高校生 16 名が集まり公園の改良について議論した結果、公園のイメージを明るくす

るために橋脚に絵を描く事が決定される。この結果を「福音公園を考える会」に提案す

ると了承されたので実施することになる。  

 



 



 

多くの人を巻き込むため小学生の手形を素材に福音小学校の教育指針「たんぽぽ教育」

をモチーフにした絵を描いた。  

 

2月 26 日 公園に設置する。設置後、「公園がとても明るくなった」と地域の感想が

寄せられたり、新聞・テレビ等に取り上げられるなど好評であった。しかし、費用が



かかる事業なので今後の資金確保や、県(ヤングボランティアセンター) との協働体制

の構築が課題として残った。  

 設置後の記念撮影  

  

23 年 3 月 27 日 愛媛新聞         24 年 4 月 1 日愛媛新聞  

  



ワークショップ 3 課題  事業予算や協働体制をどう確保するか?  

意見 受益者が負担する原則としたら、複数関係者が少しずつ負担するのがよいのではな

いか。  

 久米地区の方法  

1 身近な助成金を申請した。愛うぇーぶ 23 に申請助成を受けた。  

2 他者評価を積極的に利用し事業評価を伝えた。  

  

23 年度も同手法で実施する。22 年度の高校生の提案も 1 年かかったがスポーツエリア

として開設することにもなった。そこで 24 年 3 月 31 日多くの関係者が集まるオープ

ニング完成イベントを実施する。このイベントは松山市の広報番組にも取り上げられ多

くの住民に伝わった。  

また、事業開始前後の保護者アンケートを実施し 2 年間の事業評価も試みた。  

 



 
振り返って ポイント② 

協働に必要なもの 

① 目標 何をしたいのか、共有できるのか 

② 課題の把握 何故できないのか、何が足りないのか 

③ 必要な 4役割 

 ・企画 (マーケティング・プランナー) 

・組み立て (プロデューサー・キャスティング/会計) 

 ・呼び込み・結びつけ (コネクター) 

・実施 (ファシリテーター・アクションコーディネーター) 

 ④ 必要な機能 広報・コーチング 

 事例提供後の自由意見として  

① 高校生に丸投げしているようだが、地域が主体的になっているのか心配  



② どこまで行くのか最終到達点が不安  

・・・などの意見が出された。  

  

  

  

 学びのコミュニティづくりのエリアをどう考えるか。  

 

                                                               讃岐幸治  

 かつて地域といえば、小学校区をさし、そこには公民館があった。小学校区が公民館のエリ

アであった。そこを地理的な範囲として日常生活が営まれ、地域の祭りなどの地域行事もそ

こをエリアとして行われていた。校区ごとに各種の地域組織がつくられていた。  

 学校はおらが地域の学校であり、小学校の運動会と地域の文化祭とぶっつかることはなかっ

た。校区と地域が一致していたので、どこをエリアにコミュニティづくりをすすめるか、構

想しやすかった。  

 ところが高度経済成長以後、生活構造の変化にともなって、住民の地域移動が激しくなり、

至るところで、児童生徒の大幅な増減が起こり、それにともなって学校の統廃合や新設が行

われてきた。そういうところでは、地域と校区のズレが生じ、どこを基盤にコミュニティを

つくっていけばいいか、構想しにくくなってきた。  

 農山村などでは、児童減がすすむにつれ、小規模校を廃校にして小学校を統合しているが、

そうしたところでは、小学校区は、廃校した小学校区の子どもたちを取り込んだこともあっ

て、遠い地域の子どもはバス通学せざるを得ないほどに広く、多数の地域を取り込んでおり、

コミュニティのエリアの設定が難しくなっている。  

 統合した学校の校区は、小学校が廃校された地域を多く含んでいる。それらは住民が減少し、

住民組織も維持できないほど、自治機能が低下した地域である。もはや、そうした地域を基

盤にコミュニティをつくっていくことは無理。ではどうするか。  

 それとは反対に、児童数が急増し、新しい小学校をつくったところも、どこを基盤にコミュ

ニティをつくっていけばいいか、難しくなっている。  

 新たな学校を、これまでの学校の校区を二分して、その校区の一部に建設した場合はどうか。

そこでは新設校によって、地域が二分されたことになる。学校と地域との関係づくりのため

には、これまであった地域の組織・団体などを校区別に分けるか、それとも地域の組織・団

体などはそのままにして、それぞれが二つの小学校とかかわっていくか。地域よりも、校区

を大事にしてコミュニティをつくっていくか、校区よりも地域を大事にしてコミュニティを

つくるか。ジレンマに立たされているところである。  



 もう一つ、たとえば四つの小学校があり、それぞれの校区に地域組織・団体、公民館などが

ある地域に、児童が増加したこと、五番目の小学校が、四つの小学校のそれぞれの校区から

少しずつ分割されところを校区として、つくられた。この場合は、どうか。  

 その新設校は四つの地域と関係を保っていかなければならない。その学校の校長として、そ

れぞれの公民館審議会の委員が委嘱された場合、それらに対応していかなければならない。

また、それぞれの地域にしてみても、新設校ができたために、従来からの学校と新設校とに

かかわっていかなければならなくない。  

 この場合も、校区を基盤にしてコミュニティを考えるか、それとも地域を基盤にしてコミュ

ニティを考えるか。いま一度検討してみたい課題だといえる。  

    

 子どもたちが豊かな学びや多様な体験のできるようなコミュニティにしていくためには、

どうしたらいいか。子どもたちが学びや体験をするのは、何かに触発され、刺激を受けての

ことである。豊かな学びや多様な体験ができるためには、学びや体験を触発し、促進する資

産が豊かであるかどうかにかかっているといっていい。  

 しかし、学びや体験をもたらす資源、学習資源が豊かであっても、それらが子どもたちを刺

激し、ゆさぶる機会やしくみがなければ、まさに宝の持ち腐れとなろう。豊かな学びのコミ

ュニティをつくっていくためには、学習資源の多様さとそれらを子どもたちに結びつけるし

くみにかかっているといえる。  

 そこで、ここでは地域社会にあって豊かな学びや多様な体験をもたらす学習資源としては、

どのようなものがあるか。そのリストづくりをはじめることである。  

 最も重要な地域の学習資源として、学校や公民館などの教育施設があげられよう。さらには

保育所や福祉センターなどの福祉施設、保健所などの医療施設、消防署などの保安施設、あ

るいはレクレーション施設や遊び場などの施設や機関をあげることができよう。  

 つぎに学びや体験の機会を提供しているものとして、地域団体や組織があげられる。子ども

会、愛護班、ボーイスカウト、PTA、スポーツ少年団、NPO など、また自治会などの団体・

組織も重要だ。  

 さらに、地域にどのような事業や行事が行われているか。地域の伝統行事、亥の子、文化祭、

スポーツ大会、音楽祭など、地域の事業や行事は子どもたちに豊かな学びや多様な体験を提

供している。これらをリストアップしてみることである。  

 つぎに人的資源があげられよう。地域の偉人も大事だが、地域住民のひとり一人が人財とし

て、各種の委員やボランティアとして、生活の名人、達人，匠として生活しているか。 

最も重要なのが人的資源であろう。  



 また商店、工場、作業所、農場、漁業市場、スーパーなども重要だ。これらも学校の体験学

習の場やキャリア教育の体験先として、体験活動の場として捉えていく必要がある。  さら

に学習塾、バレー教室、そろばん塾、書道教室なども、子どもにとって重要な学びの場、体

験の場である。どのような内容の塾がどれだけあるか。  

 道路、河川、田畑などの自然環境、神社仏閣・城跡・産業遺跡などの歴史的文化財なども学

習資源として重要だ。  

 その他、多様な学習資源があげうる。地域にあるすべてのものやこと、人が学習資源になり

うるといっていい。  

 学びのコミュニティを構築していくにあたっては、たとえば構築していく中学校区に、どの

ような学習資源があるか、それらを拾い上げてみる。そして、上で見たように、それらを施

設、組織、事業などの種類別に整理し、さらにそれらを学習資源としての重要度に応じて位

置づけ、それらの学習資源の関連図をつくっていくことである。  



学びのコミュニティ研究会 ② 

                        平成 25 年 1 月 12 日（土） 

                         15:00～17:15 

                           権現温泉  

  

「堀江の実践から考える」実施報告書  

テーマ 「学社連携・融合で学びのコミュニティを創造する」  

 

概 略    

本研究会会員を中心に、学校、地域、社会教育、行政、ボランティア関係者、研究

者等、様々な立場の方 49 名が本研究会に参加して、熱い議論を交わした。第１部で

は、讃岐会長のあいさつからスタートして、久保田公夫前堀江公民館長（元中学校長）

の特別講演「学校と地域がとけあう学びの創造」を拝聴する。その後、堀江の実践発

表をプレゼンで紹介され、成果と課題及び本日のワークショップの課題をそれぞれの

立場から提起された。学校（遠藤校長）、PTA（眞鍋 PTA 会長）、地域（長尾公民館長補

佐）から出されたワークショップでの課題は次のとおりである。  

 

 Ａ 学校課題  

 ○ 学習指導要領の改訂に伴って、指導内容が増え、授業時数も増加している。今ま

で 通りの学社融合の活動が学校の教育活動の中で十分できにくくなっている。愛媛県

教育委員会から学力向上の強い指導も入っている。本校では有意義な学社融合の取組

をさらに充実して取り組んで行きたい。学校、地域ではどのような対策を講じればい

いのだろうか。  

 Ｂ PTA 課題  

 ○ 世代が変わり、保護者の意識の変容が見られる。地域との関わりに消極的になって  

 きているような傾向も見られる。また、共働き家庭が増えており、平日に PTA 活動  

 に参加することも難しい状況である。学社融合の活動を推進する場合、PTA が架け  

 橋となる役割を果たすことが重要である。今後、PTA 活動の在り方や保護者への意  

 識啓発をどのようにすればいいのだろうか。   

 



 Ｃ 地域課題  

 ○ 学社融合を推進してきた人が高齢化している。後継者を育成することは切実な問題  

 である。どのように後継者を育成していくことがよいか。   

 ○ 学社融合活動での小中との連携や近隣地域との連携についても視野に入れて発展  

 させたい。どのように展開していけばいいのだろうか。   

  ワークショップは、12 人程度の 4 グループに分かれて行われた。そして、それぞ

れのグループで 45 分程度話し合われ、報告会を行った。短い時間であったが全員が参

加したワークショップになった。そして、最後に青山学院大学鈴木眞理先生がアドバ

イスをしてくださり、第１部を終了する。  

  「実践を語る夕べ」と題した第２部は当日参加もあり、30 名が堀江の実践を酒の肴

に熱く語り合った。権現温泉での冬の研究会、いい湯加減の心が和む研究会だった。  

(1) 讃岐会長あいさつ  

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。大津のい

じめ問題等で、学校は何をしているのかという声が聞こえますが、学校はくたくたで

あります。先生方は疲れ切っています。子どもの教育を学校だけに任したらいけませ

ん。家庭も崩壊しているところもあります。地域コミュニティも壊れているとことも

あります。今こそ、地域でみんながスクラム組んでいかなければならぬ時代です。そ

んなことから、この「学びのコミュニティ研究会」を立ち上げることになりました。

今日は、堀江の実践から学びます。最初に、学校経営、地域経営 にユニークな取組を

されてきた久保田先生の講話、そして、学社融合の取組についての紹介、そして、ワ

ークショップでよりよい学びについて話し合った後で、最後に青山学院大学鈴木眞理

先生に総括していただきます。学校だけでは教育はできない。家庭・地域がスクラム

組んでこそ、子どもが育ち、まちづくりもできてくるのです。  

 

(2) 特別講演「学校と地域がとけあう学びの創造」 

前 堀江公民館長 久保田公夫氏   

はじめまして。久保田でございます。ここで学社融合をスタートしたのも讃岐先

生の講演を聞いてからです。そして、 10 年前、仙波さんに松山市のモデル校をと

依頼を受け、モデルは お断りしましたが、先駆けになるパイロット校という名称な

らばということで申し出を受けたことを昨日のことのように思い出します。特別講



演ということにはなりませんが、 10 年間の歩みを報告して、講演に変えさせてい

ただきます。  

  学校は学校、地域は地域ではいけない。学校は地域の教育力を生かさぬ手はないと

いうことで、どうしても融合しなければならぬという思い に駆られたのであります。

「地域の子どもは地域で育てる」のが本来の姿であります。当時、星野校長、桐野教

頭がおられ、学社融合にとても理解がありました。公民館から話が行く前に、学校で

は「学校と地域がとけあう教育」の話を教職員研修でしていました。正に、啐啄同時

であり、「天・地・人」に恵まれていました。    

  方針としては、単発のイベント的、モデル的行事でなく、「学校・ＰＴＡと公民館

を核とした地域住民が一体となって、継続かつ協働の内容をもった事業とする。」と

いうことでした。そして、学社融合を推進する機関を三つ作り、学社融  合企画委

員会は委員長を堀江小学校長とし、学社融合推進委員会では堀江公民館長を委員長と

し、学社融合運営委員会では堀江小学校ＰＴＡ会長が委員長としたのです。    

  この事業が継続するために、「ふるさと歴史再現カーニバル」と「命と風土の輝

き：収穫祭 in ほりえ」を立ち上げました。地域の歴史を知る活動と年間を通した

農業「栄吾米づくり」を行うことが学社融合には適しているという考えのもとで行

いました。いろいろ大変なこともありましたが、様々な人のご協力で学社融合が継

続してできるようになりました。やり残したこともありますが、学社 融合で堀江の

名前も少しは有名になりました。傲慢な態度を慎み、謙虚に、そして「徹底した誠

意の前には頭を下げる」ということを自分への戒めとして、これからもお役に立て

ればと思います。（※   詳細資料）  

(3) 堀江の実践発表  

※ パワーポイント資料参照  

(4) ワークショップ（主な意見）  

 

学校課題について 

・学力向上は時間をかければかけるほど成績が上がるとは限らない。家庭での復習や

生活習慣をきちんとして向上を図ることが大切である。  

・コミュニケーション能力を高める必要性がある。  

・学校は忙しいと言って、協力的ではないことが多いので考えてほしい。  

・学社融合の必要性を学校から説くことが大切になる。  

・学社融合での学びが学力向上につながる。  

・学校の授業内容を理解して、それに沿った内容の活動を行う。  

・学校と公民館が事前に話し合い、計画を密にしていくことが必要である。  

  



・学校へは学校の事情があるので口出ししないが、学校からの依頼は万全で受ける。  

・PTA活動が活発なところは、学力が高い傾向がある。  

・全国的にみて、愛媛県は特活の時間が多いのが気になるが地域とのかかわりが多い

ので減らすことは困難な学校も多い。各学校で工夫したい。  

・どの学校でも共通の課題である。子どもの思いをもとにスリム化しながら、地域の

教育力を取り込むことが必要である。  

・学校の門を開放して,校内に地域の方の居場所を提供してほしい。  

・学校の捉え方を見直さなければならない。学力向上のために特活を減らすことはい

いことなのか考えてほしい。  

・地域がしっかりしている方が学力も高い傾向がある。  

・4 年生は 5 年生になりたい。その行事は大事にしていかなければならない。  

・学校を拠点としていると集まりやすい。  

・教員は地域の活動を知らねばならない。  

・活動を教育課程内、教育課程外とスミ分けしていかねばならない。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

  

    



PTA課題について  

 ・学社融合の行事や活動を何のためにやっているのか多くのＰＴＡは理解していない。  

 ・学校に PTAや地域が関わる意味づけを徹底して、学校、市、県などが周知する。  

 ・PTAはやらされている感があるので、経験した友人からの口コミや実際に PTA活動を

体験してもらうことが必要である。  

 ・共働き等の家庭も多くなっているので、時間を短くすることが必要である。  

・総会前に授業参観、進路指導、修学旅行の説明等を入れるなどすると、総会の出席者

が増える。    

・参観日の平日開催は無理がある。学校からの案内があれば、地域－学校、PTA－学校の

つながりが深まる。    

・地域が学校を守っているという形が望ましい。    

・おやじの会をもっと活用したい。    

・PTAは他校の情報を知る機会があればよい。    

・PTAの失敗事例や課題を共有することも必要である。    

・出たがらない人にも実際に体験させたい。    

・学級 PTAの存在が少なくなっている。この会を大切にしたい。  

・お父さんが熱心になれば、活性化する。誘いをかけることが大事である。   

地域課題について    

・町内の催事でも参加して来ないことが多い。地域の人材育成が必要である。    

・学校が必要な人材の情報を発信する。    

・堀江の活動は地域に根ざした活動でよい。    

・門を開放してほしい。そうすれば遠慮はなくなる。    

・参加した者全員が楽しい、元気になれるという気持ちになる方向性が必要である。    

・「ほりえみらいくらぶ」の活動がユニークである。    

・地域の掲示板をもっと活用してほしい。    

・中学校は小学校の宣伝をし、中学校は小学校の宣伝をすることがよい。    

・子どもに夢をもたせる、将来に期待する教育が学社融合である。    

 

 

 

 

 



(5)  鈴木先生の総括  

  「堀江」のイメージがすっきりしないので、今日、東京から参加してきた。話を聞い  

て、また、こんがらがってきた。いろんなことがたくさんあって、たくさんの人がいろ  

んなことをしているというのが分かった。すっきりなんてできるはずがない。それだけ  

たくさんのことをやっているのだから。気になるのが「子ども」を意識するあまり大人  

がどうなのかと心配する。多分、「子ども」にかかわりながら、大人の世界を充実させる  

のだろうと解釈している。「堀江」は動かし方が実にユニークである。大変参考になる。  

ワークショップで課題を考えていたが、なぜ、課題を考えるのだろう。課題、課題と言わ

ないで、いろんなことをいろいろやっていくのが生涯学習、社会教育の分野ではないだろ

うかと思う。他のところのマネじゃない。久保田先生は久保田先生、そういう先導的に行

動できる人のやることを邪魔しないでほしい。そういう人が今後出てこなくなるのは周り

の責任である。だから、やる気のある人が地域のためにどんどん活躍するのを応援してほ

しいと私は思っている。  

  

 

  

  

     

      

       



                                    

学びのコミュニティ研究会 ③ 

            平成 25年 4月 27日 

愛媛大学教育学部附属教育実践総合センター  

 

「子どもが育つ学級・学校づくりのキーワード」  

   鼎談者：八木良氏(中予教育事務所) 

 白松賢氏(愛媛大学) 

 小笠原陽二氏(道後小)    

  

 学級の風土については、教員が風となり、家庭のしつけや校風などが土と

なる。風としての実践として、湯築小での「7 つの夢」道後小での「3 つの夢」

などの児童を中心とした活動がある。 

  

 「ランクをつける」には、教師がランクをつけるのではなく、子ども間で

競争させることが必要だろう。運動会で目立つ子、音楽会でリーダーになる

子、様々なシーンで活躍する子を育てる、そのときのリーダーを支える集団

作りが大切だと思う。 

 教師は、「守ってもらえる」という安心感を子どもに与え、どれだけ目が配

れているかを常に意識していなければいけない。トラブルがあったときこそ、

子どもと近づけるチャンスと考え、先生も困っていることを生徒に伝えれば

いい。 

 リーダーの育成も大きな課題であるが、共通理解として、だれもがリーダ

ー性を持っているということ、リーダーを育てるにはサポーターの存在が重

要であるということ、教師の指導力や考え方がポイントになるということ等

が大切であるという話になった。 

 地域のリーダー育成に大いに参考になる鼎談だった。 

 

 八木 ：学級の風土について  

 小笠原：教員が風となり、家庭のしつけや校風などが土となる。  

 風としての実践として、湯築小での「７つの夢」道後小での「３つの夢」など 

 



児童会を中心とした活動がある。  

八木 ：リーダーをいかに育てるか。学級がリーダーを育てるものである。  

白松 ：日本は受けもち学年が毎年異なる。そのため強制的指導となり、カウンセリン

グは難しい。  

八木 ：低学年、高学年を受けもつ先生は決まってくる。  

小笠原：同じ学年をもつのがいいのか。様々な学年をもつのがいいのか。  

白松 ：採用 3年間は他の業種で仕事をすることが必要である。担当の業種だけでなく 

様々な子ども史を 知ることが大切。  

小笠原：親として学ぶこともあったり、特別支援学級でも学ぶこともある。  

八木 ：幼稚園では年長児、小学校では 6年生はしっかりするが、競争の在り方につい

てはどう思うか。  

白松 ：教師が子どもをランク付けするのではなく、子ども間で競争することが大切。 

運動会などそこでしか目立てない子もいる。  

小笠原：リーダーを支える集団作りが大切である。音楽会でリーダーになる子、運動 

でリーダーになる子を育てるとともに、その子についていく集団を育てていことが必 

要。  

八木：教師の関わりかたについて  

白松：守ってもらえる安心感 活動した時に周囲の子にどれだけ目を配れるかが大切。  

八木：鳥型いじめというものがあるが、自分より弱いものを見た時に安心する。  

小笠原：トラブルがあったときこそ、子どもと教師が近づけるチャンスである。先生 

も困っていることを子どもに伝える。   

八木：学級で困ったことはないか。マイナスのリーダーがいるときが困った。  

白松：学級の 2、3人が向こうを向いてしまうと困難。大人数の先生でサポートした 

り、空気を無視することが必要である。豊かな先生とは、失敗や不完全であることが

前提である。  

小笠原：例えば学級通信など親との関わりの時間を増やすことが大切である。親と話

すきっかけにもなる。  

八木：学級作りのキーワードとは。  

小笠原：うるさい学級。授業でエネルギーを使う。  

白松：自尊感情は 3年生まではほめて高めることができる。  

短所や失敗を認め合い、先生の失敗も認められるようになることが大切。  

    



学びのコミュニティ 研究会 ④  

平成 25年 5月 25日（土）  

15：00～17：30 

松山市文教会館  

 

生徒が学校を変える？  

  

参加者：42名 

登壇者：村上 親男氏（元道後中学校長） 

村上 伸二氏（元愛媛県小中学校校長会長） 

讃岐 幸治氏（愛媛大学名誉教授）  

 

① 平成１４年から始まった、「夏祭り in 道後」の取り組みから道後中学校が荒れて数年。やっと、

落ち着きかけてきた頃、村上親男氏が校長として道後中学校へ赴任した。 

PTA・生徒会より 8月に夏祭りを開催したいと申し出あり。14年の 8月、最終土曜日に開催す

ることになった。  

  

校長の立場  

中学 3年生にすれば、最後の夏祭りにはなるが、高校受験のための実力テストがあり、8月 29

日に開催してもいいかどうか悩んだ。道後中学校はお勉強の学校と認識していたこともある。  

しかし、生徒会や PTA から「ぜひ開催したい」との要望があったので、保護者の方の苦情は 

PTA 役員にお願いして、教職員は校長がどうにかしようということになった。  

夏祭りの出し物として、生徒会が「よさこいソーラン」を踊りたいという。そこで、保護者に

指導をお願いして、ハッピは南江戸まで行って借りてきた。体育館で幾度も練習を重ねた。参加

した生徒は 100人ほど。 

当日大いに盛り上がった。  

翌年は、中西公民館長の力で道後の湯神社のハッピを借りてきた。3年目には道後公民館が

120着、道後中学校のためにハッピを新調してくれた。  

さらに、生徒会から花火をしたいとの申し出。当時の PTA 会長にお願いして、1人 2本の計算

で 400本の花火を用意してもらうが、小学生の参加が多く中学生まで回らない。そこで、生徒会

の生徒が気をきかせた。中学生は 2人 1本でお願いしますと言って回った。 

中学生も大人も、誰かが「ぱっと」言ったことを誰かがすぐに受け止めてくれた。 

   



翌年には、生徒会からの提案で、地域行事の盆踊りも取り入

れたいとのことであった。生徒は公民館に出かけて行って、盆

踊りの主催者と会い、道後地区で盆踊りをしている地域すべて

回って、習ってきた。生徒から地域の方々へ「わたしたちの夏

祭り、ぜひ、来てください」という声掛け があったようであ

る。  

地域の人から、「閉鎖的だと思っていたが、いい教育をして 

いるね」と話しかけられた。 校長としては、どんな事件があっ

ても逃げない、責任はとるつもりでいた。  

  

当時かかわった主な教師および PTA 関係者の話（当時の公民館長は平成２５年３月御逝去）  

当時の PTA 会長：子どもがかわいそうと言うのが、当時の共通認識だった。道後中学校出身

だが、通っていた時は、「文化祭などなんでもやれ」ということで、のびのびとしていた。保護

者として、子どもが自分たちでやりたいことを見つけて、大人が支援することでやらせることが

できないかと考えていた。バザーにしても盆踊りにしても親が子どもに言うと「従うか反抗する

か」だが、自分たちが考えて実行するとなると、生き生きとして元気になる。夏祭りをきっかけ

として文化祭においても、子どもたちが汗をかき、盛り上がった。  

当時の教諭Ⅰ：当時、学校通信を発行した。平成 14年、15年はいろんなことが起きたが、広

く情報を発信することによって大きな問題にならなかった。行事についても、生徒の意見を取り

入れ、共に開催した。そのことは、生徒にとっても、教師としても感動することができた。難し

い時代から、少しずつ立ち直っていったと思う。  

当時の事務長：当時、夏祭り等のイメージを常に誰かが感じて仕掛けていった。子どもの自治

力を引き出すために、大人が協力的に動いていたと思う。校長は子どもが投げかけたことに、目

で見えるようにはっきり答えていた。生徒会の子どもたちは、校長に「ごくろうさまでした」と

きちんと言葉に出して言えた。（但し、校長は「ごくろうさま」は目上の人に使う言葉、「ありが

とうございます」と言うべきと笑顔で話し、礼儀について生徒に教えた）。  

当時の教諭Ⅱ：公民館がビールを販売させてくれといったが、子どもの祭りなので断った。個

人で飲むことに関しては問題にしなかった。  

  

② 質問タイム  

・学校便りについて聞きたい。道中だよりはもらった保護者が楽しみにしていたと聞く。その

視点とか、どのように考えて発信したのか。  

村上親男：保護者が読んで、楽しいものでないと学校通信とは言わないと思っていた。たいし

た思いで書いていたわけではない。誰かの手を煩わせたり、やらされていることであればやらな

いほうがいい。私が、印刷、製本して配っていた。  



当時の教諭Ⅱ：校長についてどう思っているかと聞かれたことがある。戦術と戦略を使い分け

ている人だと言った。通信の写真の写り方も毎回違う。保護者

は校長の顔を知らないからと、校長はいろんな方向から写真  

を撮って通信に載せていた。教職員にも原稿を書けと言われた

が、読み返すといい思い出となった。文化祭がつまらないとい

う話がでたが、文化祭は総合的な学習の場、学校が荒れていた

時期もあり、生徒主催というのはためらわれた。しかし、実際

は生徒主体でいろんな行事ができた。  

・夏祭りの開催日が、８月の最後の土曜日としたのはなぜか。  

村上親男：最後より前の土日は、中学校全国大会、合唱の四国大会もあった。さらにその前はお

盆。道後中学は、転勤で来た人や県外の人が多い。人が集まらないので思い切って始業式前にす

ることにした。   

  村上伸二：生徒はどういうものにしたいかと、いろいろ考えることで行事の大切さを知る。ギャ

ップイヤーという言葉があるが、いろんな体験をして見聞を広げて、子どもは変わる。子どもの

本当にやりたい思いを周りの大人が応援していく。道後中学校の子どもたちは、どのような取り

組みでどのように変わったのか。  

  村上親男：就任したばかりの 5月、保護者 48名と校長 1名で対決した。運動会の成績発表では

生徒はしらけている、入場も順番を守らない、このままで高校受験も大丈夫なのか等、いろんな

ことを言われた。校長が全責任をとるということで話を終わらせた。  

その年の運動会のフォークダンスでは、校長も PTA 役員も入って生徒と一緒に踊った。子ど

もは、校長と手を組めたのが嬉しいといってくれた。また、冬にコートを着用したいという生徒

会からの提案があったので、すべて生徒会に任せた。すると、ファッションショーを開催して自

分たちで考え、派手なものや高価なものは似合わない、ダウンジャケットは机に入らないからだ

めと自分たちでルールを決めた。生徒に任せたらやれると思った。  

  当時の教諭Ⅲ：当時道後公民館館長であった中西さんがたびたび学校を訪れ、止めていた地域別

懇談会を開催して、地域と連携して道後中学校の生徒が楽しく通えるような学校・地域にしていこ

うといわれたことが印象に残っている。  

  

  讃岐幸治：「生きる力」これしかない。それには、子ども自身が自ら考えることが必要である。

子どものやりたいことをさせるにはどのようにさせるかが問題だろう。地域・PTA と学校が信頼

関係を結び、地域・PTA は子どもが地域の中に入って学校での悩みなどの相談等のできるセコン

ドとなり、学校長は「責任はとる」という決意をもって、子どもが「考えたこと」を体験させる。

そうすることで、子どもは大人を信頼し、自分たちの置かれている立場を知り、話し合うことで、

自己の責任についても考えることができる。  



  

③ 班ごとの話し合い  

 ・保護者は子どもの話を聞き、子どものやる気をサポートしていく。  

 ・地域と保護者、学校がスクラム組んで、子どもたちの主体性を育む。  

 ・学校を変えるための情報発信、だれが書くのか。また、筆者の思い、学校の行事や子どものこ

と、個々の思いなどを載せてほしい。発信は、公民館の回覧板だとタイムリーではないので、子

どもの手によって配布されるか、ホームページ等を利用するといい。  

 ・地域を巻き込むには、学校と地域、積極的な関係づくりが必要。計画の段階からかかわりでき

るだけお互いの思いを出し合っていく。教師のフットワークの軽さも必要。何か新しいことを開

催するのに、催す側も楽しめるものにしていく。続けるためには組織がいる。  

 ・学校に、地域がかかわることで、子どもがかわることを知ってもらう。そのためには、子ども

のよりよい方向性について話し合い、積極的にかかわっていく。  

   

 

   

         

  
  故中西     

     

    

         



 

 

 

 

学びのコミュニティ研究会 ⑤ 

                             平成 25年 8月 11日 15：00～                                                

                         松山市青少年センター 

 

 

インタビュー・シンポジウム「地域での幼児の育ちを考える」  

 

登壇者：元幼稚園長の升田須賀子氏  

松前幼稚園主任の吉岡友美氏  

  子育ち親育ちの会事務局長風戸ひとみ氏  

  

  松前町で「子育てネットワーク」をつくって 10年、年間 5回以上のイベントをして

いる。以前は会費制にしていたが、松前町役場から「住民ふれあい企画講座」というこ

とにしましょうという提案があり、役場から補助をいただくことになった。  

  現代の社会は、子どもをめぐるいろいろな問題をかかえている。幼児がどのように育

つことが必要か、大人はどのような環境をつくればいいか、「個」が育つ地域を地域の人

と一緒に考えたいということで「ほっとステーション」を立ち上げた。誰でも一緒にみ

んなで笑い合える、ホッとできる場所をつくっている。  

 園舎で園児とその親に参加してもらい、「子育ち」を「自分育ち」の場として共に育

ちあい、新しい生き方、自分発見につなげていただきたいという志が「地域の子育ちネ

ットワーク」につながっている。  

 その取り組みは、お魚クッキング、お芋の苗植え、読み聞かせ、陶芸、ウキウキダンス、

お芋パーティなど。  

この活動を立ち上げたことで、様々な人との出会いを生み、地域の人のホットな思い

に支えられた。地域の中で自分の心を開放して人と交わることで、人の思いが分かり自

分が成長したことを実感した域の方々のあたたかな種を心で受け止め、大きく育て、ま

た次に種を蒔いて育てていきたいと思っている。  

幼児を自立させるための関わりを、地域や家庭でも拡げようとする取組は、地域づく

りへ大きく影響を与えることだろうと予想することができる。幼い時期の地域における

親子でのこうした取組は、人間として成長していく上での重要な経験になってくると考

えられる。また、子どもの発達に大きな影響を及ぼす「遊び」の再認識をしていく上で

も重要な取組であろうと思う。幼児教育を専門にしている指導者が地域教育に関わって

くることで大きな影響が生まれてきそうである。  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

学びのコミュニティ研究会 ⑥  

 

 

 

                     平成 25年 10月 19日 16：30～ 

                     エスポワール愛媛文教会館  

           

  実践発表「地域と共に育つ大学生のチャレンジ！」  

  愛媛大学では将来教員を目指す大学生に地域連携実習のカリキュラムを導入して、地

域で子育てを実践的に支える経験を保障している。現場の学校への教育実習では、得ら

れない体験を地域で実践することにより、将来、教員として必要とされる資質を備える

ことになる。このことは、大学生にとって有益であると同時に、地域のまちづくり、ふ

るさとづくりにも大きく貢献している。  

登壇者：愛媛大学准教授白松賢氏  

愛媛大学生 4人  

 愛媛大学白松賢准教授のプレゼンテーションでの発表の後に、無人島体験やわくわくチ

ャレンジのボランティアスタッフ等で、実際に活動した４名の大学生（内 2人現役、2

人 OB 現在教員）に白松先生がインタビュー形式で当時を回顧する方式での発表を行った。  

 

  

 



 

 

  

 

 

【大学生の主な感想】  

・ 大学では学べない経験で、学校とは違う場の子どもの姿に出会えたのは収穫であった。  

・ 現在、地域連携実習の経験が教員になって、生かされている。 

・ 学校だけで教育するのではないということを体験から学んだ。  

・ 私たちの経験が地域で喜ばれていることに感激し、自分のエネルギーになった。 

等大学生の地域での活動が、子どもたちの学びを豊かに支える実践であった。そして、

４名の大学生の報告や感想は、大学生自身の学びも大きく、人間性が育つ貴重なもの

であった。これからの大学教育の方向性を確立すると共に、地域で、大学生を積極的

に受け入れて、活躍する場を設けることが地域にとっても効果的な方法であるという

ことを確認した。今後は、こうした取組を積極的にＰＲしていくと共に、地域での受

け皿づくりをしていく必要性がある。大学生だからできる発想を地域教育に生かすこ

とで、地域で子どもが育つ環境に厚みをつけていくと考えられる。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学にとっての学び 

 

アクティブ・マインド 

人は考えたから動くのではない。人は動きの中で考える。 

「行動」することによって「考える」ようになる。 

我動く、故に我有り。 



学びのコミュニティ研究会 ⑦  

                        平成 25年平成 26年１月 25日（土） 

15：00～18：00 

                       エスポワール愛媛文教会館 

 

「今、コミュニティ・スクールについて考える」 

 

   ステージごと、世代ごとに取り組んできた総括として、「今、コミュニティ・スク

ールについて考える」というテーマでの研究会を開催した。本研究会の帰結点の一つ

に、学校・子どもを核としたコミュニティづくりが掲げられている。学校と地域がど

う向き合い、子縁のコミュニティができてくるのかを、国が推進しているコミュニテ

ィ・スクールの取組を一つの有効な手法として考えてみることにした。  

 

 コミュニティ・スクールのすすめ～若者が戻ってくる地域にするには？  

文部科学省初等中等教育局企画官出口寿久氏  

      

 

 

 

 

平成 16年にコミュニティ・スクール、平成 20年に学校支援地域本部ができた。学校

支援地域本部の方が後であったがこの取り組みの方が先に進んだ。  

学校支援ボランティアは地域の人の思い、コミュニティ・スクールは学校から地域へ

と目的は一緒である。  

 



コミュニティ・スクールが導入された背景としてまずあげられるのが平成 10年の中

教審での提言によるもの。生きる力の育成の要請に応えるため、特色ある学校づくりの

視点から学校の自主性・自立性を確立し、校長の裁量権の拡大を提言した。  

「生きる力」は学校の教育活動だけでは育まれない。友達との遊びや親子のふれあい、

地域の人々との交流、多様な体験活動で育まれるもの。これについては、平成 8年の中

教審答申で、これからの学校教育の在り方の一つに家庭や地域との連携を進め、ともに

子供たちを育成する「開かれた学校」が提言された。また平成 12年、教育改革国民会

議において教育を変える 17の提案がなされ、地域が学校運営に参画する新しいタイプ

公立学校の設置が盛り込まれた。  

学校と地域社会、家庭との関係が重視される背景としては、学校週 5日制で子供たち

の「受け皿」として地域活動や家庭の絆が注目され、地域及び家庭との関係を強める必

要性が指摘された。地域の実態に即した教育活動を展開するには地域の人材を指導者や

ボランティアとして活用すること、地域文化の教材化の促進が課題となり、地域や家庭

との結びつきが不可欠となる、また、問題行動要因となる児童生徒の生活態度や情緒が

家庭のありかたに影響されているとともに問題行動の抑制機能として地域に期待され

ている。そのため、地域や家庭を理解し、それらとの協力が必要。学校の創意工夫を図

るため、地域住民や保護者の意向を反映した学校経営が求められている。さらに、生涯

学習の観点から学校施設を開放し、地域・保護者に学習の場を提供する。  

地域コミュニティの拠点として、まとまりやすいのが小学校区。地域の活性化の中核

機関として学校に期待がよせられている。学校、地域の連携は、建前でなく実質的に取

り組まれるべき段階に来ている。  

地域・家庭の学校参加の根拠ないし意義としては、保護者には我が子に対する教育権

が認められている。親は学校を信頼して子ども教育を任せている。したがって学校は保

護者の期待に応えるよう努める必要がある。また、保護者や地域住民の意向が学校や先

生の偏見や独断を調整する役割を果たす。学校は常に公正であるとは限らず体罰、いき

すぎたクラブ活動などに対して、意見を言って是正していく。さらには保護者たちの意

見が学校の教育活動をより効果的にするためのアイデアとなる。先生の知恵だけでは限



界があり、地域の斬新なアイデアが学校に最善の教育に取り組む可能性を広げていくこ

とができる。  

躾は学校任せの保護者も多い。加えて理解不足な地域住民には、学校を敵対視さえす

る者も存在する。これは学校が地域等に積極的に関わりを持とうとしなかった結果。学

校は保護者や地域に積極的に支援を求めていくことが必要。  

学校が地域住民や保護者と対等なパートナーとなる要件としては、名実ともに対等な

立場で、お互いが遠慮なしの関係を持つこと。保護者や地域の遠慮のない行動や学校に

人質にとられているという意識、高圧的な態度に、学校はわずらわしさが先にたって、

対処してこなかった。今後は、忌憚なくもの申せるような余裕のある関係を築くことが

必要。また、学校は地域社会や家庭と協働機能を有する関係が必要。学校が地域住民ら

を単なる手足として使うような一方的な関係ではなくそれぞれが欠けた部分を補い合

うと言う相互扶助的な関係をつくっていかなければいけない。さらには、必要なときだ

けの一過的一時的な関係ではなく、恒常的な関係を結ぶことが必要。  

こうした関係を築くために必要な学校と取組としては、学校はどのような理念で、今

何に取り組んでいるのかを地域にアピールする広報活動が必要になってくる。  

まずは、場の設定をして学校改善の意見をだしてもらう。地域の子どもの課題を同じテ

ーブルで同じ立場で議論する。学校当事者による合意形成も必要。また学校が地域社会

へ協力を要請するよう努める。地域に貢献すると同時に地域の教育資源の活用も重要。  

これらの点を確認しながら、学校に関わる人々の意識改革が必要。スリム化、分権化

が進められる世の中で、協働性を高め、地域性をよりいっそう明確にしたうえで、学校

を地域的存在としながら地域住民の教育思想を集約することが求められている。  

コミュニティ・スクールは、学校運営協議会という会議体を置いたものをいう。法律

上書かれている役割は、委員は、校長の定める学校運営の基本方針や日頃の教育活動、

教職員の任用について意見を言う。委員は地域社会、保護者の代表であって、地域、保

護者の言葉を代弁する役割、学校の様子を伝える役割がある。  

例として、東京都三鷹市のコミュニティ・スクールを紹介する。学校運営協議会と小

中一貫校を会わせて実施。校長のうちの一人が学園長。教職員だけでなく地域・保護者



との交流も盛んに行われている。学校運営委員会では学力を高めたいという提案があっ

た。その言葉を受けて学校と地域が一丸となって学力向上に取り組み高まることができ

た。  

三鷹中央学園では、学校・家庭・地域の関係をマトリックス表で整理した。学校の取

り組みだけではなく、子ども、家庭、地域が取り組むべきことを明記。学校運営協議会

を立ち上げたが何をしていいのか、何回くらい実施すると形骸化していないと言えるの

かと言われるが、まずはこのように教育目標の下、それぞれに何ができるのか整理する。

何回か議論する中で方向性が見えてくる。  

福岡県春日市春日西中学校は、補導数の多い学校だった。中学校区内のコミュニテ

ィ・スクール間で生徒指導上の課題等について共有し、その解決に向けて協働した。  

地域は、自分たちでできることを考え、夜のパトロールを行った。学校の先生もかか

わる。教頭先生は、夜の 10時はたいへんだが、2時 3時に警察に呼ばれるよりはいい

と言う。春日西小学校の校長は、基本的な考え方として新しい組織等をつくらない、無

理をしないこととし、最初の 3年間はそれぞれができることを整理した。その結果、7

つのプロジェクトを考え、それを学校の既存の委員会の役割とした。また、家庭につい

ては PTAの既存の委員会の役割、地域については自治会・公民館等の役割とした。  

PTAは形骸化されている。PTAはなんのためにあるのか、1年間の行事はなんのため

にあるのかを説明しない限り親は協力しようという気にならない。学校の先生と地域の

保護者が同じ立場で子供たちのために議論する場が PTA。  

家庭の役割について、学校で考えて保護者に伝える場合、学校便り等で伝える、保護

者会の席で伝える以外に方法はなかった。しかし問題は、課題を抱えている親に伝わる

かである。家庭教育の難しいところはそういった親へのアプローチ。しかし、課題のあ

る親でも子供の同級生の親とはネットかなんかでつながっているのでは? PTAを活性化

するために一度議論することが必要だろう。既存の行事をこなすことでいいと思ってい

る人の多い中で会長がこんな新しいことをしたいといえば否定されることの方が多い。

しかし、議論した結果、話が発展していって、子育て相談室をつくることができたとい

う事例もある。PTAは議論していない。きちんと、目的を再確認する必要がある。  



地域の自治会長は年配の人が多く、手当てが若干出るのでポストをはなさない。新し

いことを嫌うケースが多いのではないか。団塊の世代の人たちが自由な時期であり、う

まく使うことが必要。自治会として子どもたちのためになにができるか、やっているこ

と等、地域の役割を明確にする。  

小中一貫が大事。荒れている中学校を中学校だけで対処しようと思っても無理。中学

校に進む子どもを育てる小学校が情緒教育に取り組むとともに多くの学校支援ボラン

ティアにご活躍いただくことにより、自分はひとりではないという気持ちが生まれ、そ

れが結果的に非行対策になるのではないか。  

山口県は 67％がコミュニティ・スクールをつくっている。県教委が旗を振ってくれ

ている。山口県は、中学校区単位で地域ネットワークをつくり、地域の様々な組織や団

体が参画し、地域課題についてもきちんとした議論の上、解決していくと言うシステム。

今年度はブロック毎のフォーラムを、未導入県を中心に展開。静岡、栃木、富山、愛媛、

青森で実施。 

フォーラムを開催することで、静岡県は考え方が変わってきたようで、説明会を県が

主催でするようになっている。  

コミュニティ・スクールの取組みは、現状で満足している所はなかなか進まない。日

本海側は学力が高いのでそれで満足しているのでは。しかし、点数の差はわずかであり、

一喜一憂するのではなく、長い目で見ることが必要ではないか？子どもたちのためにい

い環境を作りたいと言うところは積極的に取り組んでいる。  

成果と課題については保護者や地域から苦情が減ったというものがある。これまで学

校は、情報をかたくなに外に出さなかった。ある学校の教員の多忙化の一番の理由が、

モンスターペアレンツ対策で、毎日特定の人から特定の先生に苦情電話があった。学校

と家庭との信頼関係がないのでは。苦情について学校運営協議会で議題にすると、委員

も事情を知り、学校が抱えている問題についても知ることが出来る。成果については、

学校への理解と情報共有などはすぐ結果が出るが、時間のかかるものも多い。長いスパ

ンで見ていくべき。  



地域とともにある学校づくりにより得られる成果としては、子供たちの「生きる力」

を育むことができる。職員・保護者・地域住民らがともに成長していく。コミスクも学

校支援地域本部も教育に対して責任を持つ人が増えるプロセス。学校を核として地域ネ

ットワークが形成される。子どもたちにとっては、安定した安心できる地域となる。学

校を卒業した後も保護者が地域に関わっていく流れができれば地域づくりの核となる。  

自分の経験として、子どもが小学校の時、おやじの会の活動を経験した。PTA会長が、

新しいことをしたいと思っても役員はすべて女性。新しいことをするのを望まない。そ

こで、会長はおやじの会を立ち上げた。何をしてほしいかと先生に聞いて、「どぶさら

い」や「里山」の階段づくり、お祭りの時には「たこ焼き」も焼いた。おやじの会は飲

み会つきで仕事上のしがらみがないので盛り上がった。その活動により自分は地域デビ

ューした。子どもが卒業しても OB会を開催して今でもつながりがある。専業主婦の中

でも PTAを通して、会長、コーディネーターをし、眠っていた才能を見出すこともある。

男性の地域デビューは子どもを介したタイミングがいいのでは。  

コミュニティ・スクールの導入の進まない最大の理由が教職員の人事に対する意見が

言えること。  

これまで、地域や保護者は学校の人事については意見が言えない。社会性の見識ある

先生を残してほしいと言っても教育委員会が決めることだからと去っていく。せっかく

良くなってきていても見識のない先生が来ると元に戻ってしまう。しかし、コミスクで

は残留の意見を言うことができる。岡山の荒れた中学校では、荒れが減少してきた段階

で教員一人も転勤させないでといった意見を出した。使うタイミングが良ければ、非常

に効果的であった。  

学校運営委員会の委員は校長が選ぶ。どのような人を選ぶか。学校の応援団と言う観

点で選んでほしい。学校運営協議会はあくまでも合議制、一人の意見が通るということ

はあってはいけない。対等な立場という観点から校長や一般の先生方も入ってもらった

らいい。  

準備期間として、1年ぐらい協議を行っているところが多い。また、導入のきっかけ

としては、教育委員会の主導が多いが、学校側の希望もある。  



会議の開催頻度としては、年 3回が半分ほどとなっている。ちゃんと機能していると

ころは月１くらいで行っている。学校支援地域本部事業とコミスクの両方に取り組んで

いるところもある。一緒に取り組んでほしい。  

安部政権になってコミニティ・スクールについて教育再生実行会議で議論されている。

12月に中教審答申が出て方策等、今後の展望について発表された。  

学校地域支援本部とコミニティ・スクール、運営協議会の違いが分からないというと

ころが多い。学校地域支援本部事業を行っているところでも、すでに学校に十分貢献し

ていると言う回答が多い。学校運営で実施されている PDCAサイクルに当てはめて考え

てみると、学校支援の取組は Dの部分であり、学校が主体で地域が客体、残りの PCAに

地域住民が関わることができるのがコミスク。この二つの取組を車の両輪のように同時

に取り組むことにより学校と地域と保護者が一体となった取組となる。  

学校地域支援本部の課題は、学校は支援してもらうことが当たり前になっていないか、

一人のコーディネーターに頼っていないか、ボランティアの人たちは活動を何のために

やっているのかと疑心暗鬼になっていないか。  

コミュニティ・スクールも法律に書かれていることだけをやっていると、場合によっ

ては上から目線で学校に意見を言うことも。コミュニティ－スクールから自然発生的に

支援活動に発展した例もあるコミュニティ・スクールは意見をいうことに留まることな

く、支援活動まで取り組んでほしい。  

コミュニティ・スクールに関する予算総額は、1億 7千万円程度。導入に向けての実

践研究については 26年度から補助金化。市町村が 2/3、国が 1/3を負担。事業費は一

校当たり 25万円程度。ただし、25年度から実施分は経過措置として従来の委託事業と

して実施。この実践研究については、教職員の加配申請も可能。  

予算の中には、コミュニティ・スクールの立ち上げの実績のある先生に CSマイスタ

ーを依頼しており、要望があれば、謝金と旅費を文科省で用意して派遣も可能。職員が

出向いて制度について話をする制度説明会も行っている。ただし、今年分はすでに予算

を使い果たしており、現在は訪問先に旅費を負担していただいている状況。  



今後の方向性として家庭教育＝PTAと位置付けて、家庭教育学級を PTA主催で出来な

いかと思っている。  

学校と地域の関係でいうと東日本大震災の際に多くの学校が避難所となった。その避

難所において自治組織を自ら立ち上がったのが 28％、学校の依頼により立ち上がった

のが 

26％、残り半分近くが自ら組織を立ち上げなかった。行政職員や先生も被災しているこ

とからすると他人任せや行政任せという考え方が住民の中にあったのでは。自分たちの

ことは自分たちでやるという意識をもたなくてはいけない。新しい公共と言う考え方は

必要である。  

人口が減って、税収は減る一方。税収が減ると公共サービスはマイナスになる。自分

たちのことは自分たちでしなければならない。公共サービスの充実がよくなることはな

いのではないか。公共サービスの発展が地域の人間関係を希薄化させたとも言えるので

は。被災した日本。隣の寝たきりのおばあちゃんを誰が助けるか、そんな熟議が自治会

単位で必要ではないか。  

また、子どもが戻ってくる地域にするにはどうすればいいか。子どもが地域から出て

再び帰って来ない。なぜ帰って来ないか、田舎には勤める場所がないという。サラリー

マンとして働くことだけが仕事かどうか考えてほしい。漁業だって、農業だって必要で

ある。見たこと、経験したことから職業を選ぶ。愛媛県の子どもが戻ってくるには農業、

漁業のよさを伝える。愛媛がこんなに好きなんだということを話さないと、伝わらない、

好きにならない。  

コミュニティ・スクールのような制度が必要な理由としては、学校の先生の異動によ

って左右されない、一定の安定した三者の関係をつくっていくことがポイント。  

コミニティ・スクールはあくまでも道具にすぎない。校長先生がどのように使うか。

地域の現状を掘り下げ、状況を把握するかがポイント。域内の全ての学校で一斉に導入

されるケースがあるが。いろんな考えの校長がいるので、きちんと校長が理解したうえ

で取り組むことが必要。校長がやらされ感ですると形骸化する。    



小中学生は地域の将来を担う人材。これまでその子供たちの教育を学校に任せていた。

校長はもちろん最終責任者であるが、校長も先生もいつかはいなくなる。どう育つかに

よって影響を受けるのは地域の人。こんな子供に育ててほしい、地域文化について理解

を深めてほしいなどと地域の人が意見をいうべきではないか。言うに当たっては、誰彼

なく無責任に発言するのではなく、責任ある立場の人が責任ある発言をして、言ったか

ぎり、責任ある支援活動を行う、そんな仕組みを構築できるのがコミニティ・スクール

だと思って 

いる。 

 

 鼎談 

「コミュニティ・スクールで学校や地域が変わるか」  

 （話し手）出口寿久氏（文科省参事官）、西村久仁夫氏（日吉中校長） 

讃岐幸治(会長) 

 

 

コミュニティ・スクールで学校や地域がかわるか住民と連携して、隣接する小学校 

と一緒に中高一貫教育をしている。  

41名の生徒、へき地小規模校、学校・地域共々活力が低下していた。生徒数が激変 

する中、どのようにして立て直すかが問題だった。中学校と小学校が校区に一校ずつ、

運動場を共有していた。50年以上運動会を一緒に開催しているという環境の中、地域

と友好関係を保ち、愛され信頼される学校作りを志した。教育委員会に一歩踏み出して

もらう後押しをした。過疎化に対する願いや生徒の将来のことなど、地域と目的は一緒。

強固な連携をもち、地域と共に学校運営をすることにした。  

部活動は、県ソフトボール全国大会出場、ソフトテニスも。地域住民のおおきな活力

となっていた。地域の人に指導者として支援してもらった。地域の方が学習支援や環境

整備、見守りなどをしてくれる。子どもは地域住民の愛情に育まれている。地域の教育

力を組織的、継続的に活かした。学校支援の取り組みは、どの事業も学校の希望だけで

は無理なことが多かったので、教育委員会にお願いした。コミニティ・スクールは、学



校運営協議会をもとにして、いじめ問題等についても専門家にお願いしたらどうかと、

準備まで委員がしてくれた。中学校の農業等のものづくりも地域でしている。地域の方

にお願いして生徒に教えてもらった。3つの事業を同時には難しいのではということだ

ったが、地域コーディネーターにお願いして、地域の声をいただき、伝えてもらう。郷

土学もお願いした。教育の質と核につながっている。  

どういう子どもに育てたいかという目標があれば、どんな取り組みが必要か、どんな

サポートが必要かということでおのずと１つになってくる。コミュニティ・スクールに

取り組んだところでは自然発生的に支援活動が行われている。  

過去に学校支援地域本部の制度設計の際にどちらでやるかの議論があった。事業計画

案を学校サイドで書くと学校に必要な支援活動を全て同じ条件で実施するというもの

になった。すべての学校で同じ条件で支援活動ができるほどの地域はない。コミニテ

ィ・スクールはアメリカとかモデルにしながら、学校主導で行っていた。  

最終的には、地域の活性化も視野に入れる必要があると考えている。地域が元気にな

らないと、学校が元気になれない。コミニティ・スクールだけに囚われずもっとおおき

な円を描くイメージで。学校教育は義務教育課の担当であって、地域と共にとは植えつ

けられていなかった。ここは一緒にやりたい。  

学校としてどのような取り組みをしていくか。取り入れることを最高の認識としたら

学校教育とか初等教育とか関係ない。  

PTA会長に話をしたのが５月、先進地の視察に教職員を連れて行った。PTA総会や民

生委員会等で話をした。目的は子どもを大切にすること。地域の置かれている現状も話

した。保護者の願い、地域の思いをおきざりにしない。意義を唱える人はいなかった。

自信を持って異論のない人に話をした。  

学校で話をするにあたって、教職員には先進地に行かせ、自分の目で見てもらった。

こんなふうになっているんだと認識してくれた。それが今につながっている。  

中学校が 1つで小学校が 3つというような学校区、三鷹市は組織のつくりかたを考え

た。運営協議会委員は学校ごとに発令し、3つの協議会の委員が 1つの学園として話を

する場を作り、3つをまとめて取り組んでいる。一緒に話をすることにより問題そのも



のは解決される。しかし、組織の人数が多い。三鷹市では各学校の委員をだぶらせては

ない。大事なことは校長先生がどうイニシアティブをとっていくかである。  

今すごい勢いで統廃合が進んでいる。導入の時期と統廃合の時期とどうみていくか。

同時にコミニティ・スクールを導入することも考えられる。統合によって地域に学校が

なくなったところはどうするか。子どもたちがその地域にどうかかわっていくか、学校

に対する思いがあって抵抗勢力が出来るのではないかと思う。しかし、子どもたちのこ

とを考えて議論することが必要で 

ある。  

発言する人と実際に動く人とで遊離するか 

どうかという問題に対しては、一緒になって 

わり方があるので、 取り組む。いろいろな関

目的は子どもをどう支援するか、どう育てる 

かにかかわる。  

学校だけで教育はできない。いろんな人と知恵を出しあって、学力以外の人間形成が

必要である。学校教育だけであってはい 

けない。それで、地域、関係機関を巻き込む。すると、子どもたちが育っていく。学校

だけではひ弱い。協働で取り組む。社会に出たときに、子どもはやっていいことと、だ

めなことを理解する。学校だけでは無理である。  

「放課後子ども教室」の仕組みを使ってもいい。色々なケースがある。島根の隠岐の学

校は、離島であって子どもの数が限られている。島前高校では、1クラスになり、最低

33 名となってなんとかしなくてはと取り組んだ。離島だから進学が出来ないというこ

とにはさせたくないと、公設の塾を開いた。ネットや東大生等、人間関係をつかって。

地域全体が取り組んで、地域の子供たちも残るようになり、外から高校生が来るように

なって、2クラスになった。地域づくりを大切にしながら学力をつけたい。  

地域を変えようとする校長先生がいる、しかし、年度初めにやると既にカリキュラム

が組んである。地域からこのようなことをやってはどうかと提案してもどうにもならな

 



いことがあるが、動かせない行事を先に抽出して学校が我慢できるところは動かしてや

っていく。地域に支えられている意識があれば優先させても教員からクレームはこない。  

頑張っている校長先生は、社会教育に関わった人が多い。学校教育のみで育った人が

一番難しい。教育長自身も社会教育経験者は前向きに取り組んでいただいている。傾向

的にみると、先生 OBより行政 OBの人の方がこのような取り組みに熱心である。校長先

生だけで決めるのは大変。前向きに取り組んでいる人はポイントを押さえている。有事

の時など困っているときにだれに頼めばいいかと顔が浮かぶ関係がいい。いろいろ心配

している校長は最初からやらない。校長先生にまず、ビジョンを持ってもらうとともに

コミュニティ・スクールの制度について研究してもらうという段階を踏んでやる。委員

になっていただく方も当初は学校のことがわからないから意見を言うことが出来ない。

会議の回数を多くすることにより学校の制度を知ってもらう必要がある。委員も段階を

踏んで意見を言えるよう成熟していくのではないか。地域コーディネーターも最初から

コーディネートできる人はいない、経験をふむことによってできるようになる。制度を

理解してもらった上で取り組んでいただくことが必要。地域の人も当初は手伝ってあげ

ていると当然言われる。災害ボランティアも同じ。天気が悪いと 2次災害を心配して活

動が中止になると、ボランティアの中にはせっかく仕事を休んできているのにどうして

くれるんだと苦情を言う人がいる。自己実現としてのボランティアと取り組んでいるの

ではないかボランティアは活動をすることによって自分も得ることがある。触れ合うこ

とによって、子どもが変わるということを地域の人が知る。地域の人のボランティア意

識を高めるには時間がかかる。きっかけがないとできないので、何かしらのボランティ

ア活動の場を作っていただくとともに研修の場も必要だろう。このような取組が全体の

意識も高まる。どのような取組もプロセスを踏むことが必要である。  

1945から 1950まで、コミュニティ運動があった。その頃は、地域が学校を支えてい

た。今は、2つの流れがある。1つは教育が画一化され、同じことをする。ばらばらで

はいけない。地域の特性をまるがかえして、責任は学校の先生。ちゃんとしないからと

言う。 もう一つは、自由化、マーケット主義、校区の弾力化、地域を抜きにしましょ

うと。勝ち組、負け組で格差がある。現在は、コミニティ・スクール、地域再生。地域



も責任があるのではないかと地域運営型の学校にしていく。統廃合の問題もある。たい

へんな時代であるが、住民も責任があることを考えるいい時期だと思う。地域のコミュ

ニティも必要だが、学校を核として再生してもいいのではないか。わが町をどうするか。

そのような発想をしてほしい。コミニティ・スクールの問題は大きなことである。学校

が地域の中にはいっていくということ等、学びのコミが考えていかないといけない。い

い参考となった。  

本年度、まとめの会となった研究会は、県内外から 50名以上参集した。登壇者のコ

ミュニティ・スクールに関する有効性や課題に学びながら、これからの地域コミュニテ

ィの方向性も模索することができた。会場にはＣＳマイスターの方や大学教授、県外の

地域教育の実践者、本県の教育委員会関係の方やＰＴＡの立場の方など多くの方が参加

されて、フロアとの意見交流も活発に行われた。その中で、確認されたのは、子縁社会

を地域コミュニティの中核とすることで、だれもが学び合うコミュニティにつながると

いうことであった。  

本年度までの取組で、「子ども」を核とした地域づくりがこれからの学びのコミュニティの確

かな方向性である。来年度以降、第 2ステージの本会の方向性として、「子ども」を核とした地

域での学びの取組を県内各地の実践に学びながら、地域教育の理論立てをしていきたいと考えて

いる。社会教育、生涯教育の概念をさらに発展させた、地域にある様々な資源を活用した「地域

教育」の拡がりが風通しの良い、オープンエンドの社会づくり、人づくりにつながるものだと考

える。  


