特集

地域の学校

私たちの住む地域に、身近に存在する学校。それは、自身や家族が卒業した
後は、関係がなくなってしまう存在なのでしょうか。
学校は、地域を構成する重要なコミュニティの一つであり、人づくりの中心を
担う存在です。今回の特集では、地域と学校が連携し子どもたちの学習や育成に
臨む取り組みを通して、これからの地域と学校の関係について考えます。
学校教育課指導係
生涯学習課生涯学習係

☎（63）2236
☎（63）3498

東中学校の和食料理教室
しの のめ

～東雲弁当発表会～
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地域を学ぶ
地域で学ぶ
学校と地域が協力し、
「地域力」を
生かしたさまざまな取り組みが行わ
れています。
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学習支援ボランティア
渡邉 裕男さん
（久野）

パトロールボランティア
待機スペースボランティア
牧野 多佳子さん
（久野）

６年
古澤 勇希さん

５・６年生がうちの田んぼの一角
で稲作体験をしています。田植えか
ら稲刈り、脱穀まで手作業の体験で
す。残った稲わらも無駄にしないよ
う、
縄ない（縄作り）を教えています。
昔からの技ですね。
みんな一生懸命で、子どもたちの
個性も感じます。大人になったとき
まで残る、良い思い出になればいい
ですね。素敵な会をありがとうござ
いました。

１カ月間合奏の練
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みんなと体験でき
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６年 み ち ほ
臼井 理帆さん

地域のせんせい

各小・中学校では、地域の
歴 史 や 文 化・ 風 土 を 大 切 に、
地域の人材や資源を活用した、
特色ある学校づくりに取り組
んでいます。
地域資源は「教育資源」で
す。各校で地域の人を先生に、
郷土の歴史や偉人について学
ぶ授業や、昔遊びの体験など
が行われています。
また、子どもたちが教室を
飛び出し、地域を舞台に学習
する授業も取り組まれていま
す。農業体験では農家の皆さ
んが先生に、工場・スーパー
などの社会科見学やマイチャ
レ ン ジ（ 中 学 生 の 職 場 体 験 ）
ではそこで働く皆さんを先生
に、子どもたちは教室とは一
味違う学びを経験しています。

地域ぐるみで育む

学習面に加え、地域の皆さ
んとの交流が、子どもたちの
健やかな成長にもつながって
います。登下校の見守りでは、
交通事故等防止の安全対策は
もちろん、子どもたちはあい
さつの大切さも学んでいます。
家族や教員だけでなく、幅
広い年代のたくさんの人と関
わる中で、子どもたちは多く
のことを吸収しています。
パトロールボランティアは登下校
の見守りをしています。危険がない
か注意して見ていますが、子どもた
ちの自主性も大切にしながら「見守
る」ようにしています。
１番下の子が学校に上がったこと
をきっかけに、待機スペースボラン
ティアでは、一斉下校までの間低学
年の児童を見ています。一緒に遊ん
だり、顔を覚えてくれて普段から声
を掛けてくれるのが嬉しいですね。

清洲第１小学校
「ボランティア
感謝の会」
２月26日、日頃お世話になっ
ているさまざまなボランティア
の皆さんを招待し、子どもたち
が感謝の気持ちを伝えました。
そこで、学校ボランティアに
参加されている皆さんに話を聞
きました。

披露
合奏を
各学年

お礼の手紙
をプレゼン
ト

地域と学校の
新たな連携
さらなる地域と学校の連携強化を目指した、
新たな取り組みが始まっています。平成 26 年
度の「地域連携重点推進モデル校」に指定され
ている、東中学校の取り組みを紹介します。

本では学べないことを

たくさん知りました

家庭部部長 ２年
柴田 結衣さん（写真右）
部員 ２年
大矢 瑞希さん（写真左）
初めて本格的な和食づくりに挑戦
しました。料理も作り方も初めて知
ることがたくさん。だしの取り方か
ら勉強しました。
部活ではいつもレシピ本を見なが
ら作っていますが、今回は講師の先
生や地域の皆さんがいます。切り方
やゆで卵を作るコツなど、レシピ本
には載っていない、ちょっとしたこ
とをたくさん教えてもらいました。
大人の人と話すのは最初緊張しま
したが、だんだん話せるようになり、
今では和んだ雰囲気の中で料理して
います。勉強にもなってすごく楽し
いです。またこういう機会があった
らやってみたいです。

学校の地域参画

県教育委員会は、学校・家庭・
地域の連携をより深めるため、
平成 年度から県内の全公立
学 校（ 小・中・高 等 学 校、特
別支援学校）
に
「地域連携教員」
を位置付けました。
また、
「地域連携重点推進モ
デル事業」を実施し、地域連
携教員を中心に、取り組みの
企画・運営の連携を強化。地
域の人材・資源を生かすとと
もに、学校の教育力や施設を
生かし、学校の地域参画を目
指しています。

教えたのはいつも

家でやっていること

学校で子どもたちと共同作業をす
るのは初めてのことでした。みんな
本当に可愛いですね。こんな機会を
いただいて嬉しいです。
参加する前は「中学生が私たちと
話してくれるかな？」と少し不安も
ありましたが、そんな心配はいりま
せんでした。
最初は包丁の持ち方から始まりま
した。今ではみんな自分で何でもで
きるようになって、丸い里芋も手際
よくむいていますよ。子どもたちの
成長はすごいですね。
特別なことは教えていません。だ
しに使った残りの昆布もおかずにな
ることなど、私たちが普段している
ことを伝えているだけですよ。

モデル校での取り組み

り っ しょう

モデル事業指定校の東中学
校では、学校支援ボランティ
ア な ど と 協 力 し、
「和食料理
教室」や「東雲バラ園づくり」
「立哨ボランティア（朝のあい
さつ運動）
」
、同中を卒業した
大学生が在校生の学習をサポ
ートする「学習支援ボランテ
ィア」を行っています。
どの取り組みもポイントは
「 会 話」
。生徒と地域の人が同
じ作業を共にすることで、自
然と会話が生まれ、コミュニ
ケーションを深めることがで
きます。
今回はその中から、和食料
理教室を紹介します。
地域支援ボランティア
根津 チヨさん （幸町１丁目）
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東中学校
和食料理教室
今回の料理教室には家庭部
の部員・PTA・地域の人が参
加。料理講師の下、９月から
５回の調理実習を重ね、本格
的な和食弁当「東雲弁当」を
完成させました。
完成した東雲弁当は、２月
22日に東部台コミュニティセ
ンターで販売。木枠の弁当箱
は地元の木材会社の協力で作
られました。
当日は、生徒会役員や保健
委員が配膳を担当し、オーケ
ストラ部が演奏を披露。和食
料理を通じおもてなしの心を
学びました。

炊き合わせなど本格的な料理の数々
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学校・家庭・地域それぞれがそれ
ぞれの立場での自己決定と教育責
任を果たしながらの相互連携

学 校 の 自 主 性・自 立
性の確立と特色ある
学校づくりの推進

自覚し連携する、地域に根差
した教育を進めています。
また、地域コミュニティを
形作る一つとして、学校を「人
づくりの拠点」としています。

開かれた学校と
地域コミュニティ
地域資源を生かした特色あ
る学校づくりは、地域に開か
れた学校づくりでもあります。
子 ど も た ち と 関 わ る こ と が、
地域の皆さんにとっても郷土
への新しい気付きや誇りを見
いだすきっかけになっていま
す。そしてその思いは教育を
通して継承され、次の世代へ
と引き継がれています。
こうした学校を介した取り
組みは、学校教育の枠に留ま
ら ず、地域コミュニティの形
成、そして活性化へもつなが
っていきます。
子育て・教育の舞台は学校
と 家 庭 だ け で は あ り ま せ ん。
地域を含めた協働の教育が未
来を担う子どもたちの成長の
舞台をつくり、そしてそれは
地域社会の持続にもつながっ
ています。

インタビュー
これからの地域と学校

特集の終わりに

取材をする中で、子どもた
ちも地域の皆さんもとても生
き生きと活動している姿が印
象に残りました。
子どもたちは新たな知識や
経験との出会いを楽しんでい
ます。一方、地域の皆さんも、
子どもたちの一生懸命な姿勢
や、物事を吸収し成長する姿
に「 嬉 し さ 」 や「 や り が い 」
を感じているようでした。
現在、市内には の小・中
学校があり、約８，０００人
の児童・生徒が通学していま
す。それぞれの地域で伸び伸
びと成長する子どもたち。地
域に住む一人一人が子どもた
ちの成長・教育に関心を持つ
ことが、これからの学校教育
の充実と地域の活性につなが
ると感じました。
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鹿沼市教育ビジョン

学校を人づくりの拠
点とした地域コミュ
ニティづくり

子どもたちを取り巻く環境
は日々変化しています。こう
した教育環境の中、文部科学
省は改正教育基本法に「学校、
家庭及び地域住民等の相互の
連携協力」の規定を盛り込み、
学校や家庭だけでなく、地域
ぐるみで子どもを育てていく
ことを提唱しています。
平成 年に制定した「鹿沼
市教育ビジョン」でも、３つ
の教育理念の下「人づくりを
通した地域コミュニティの形
成」を推進。学校・家庭・地
域がそれぞれの役割と責任を
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高橋 臣一
教育長

地域にはそれぞれ固有の歴
史があり、多様な文化や風土
が育まれてきました。これか
らも、子どもたちはこうした
地域で育ち、地域に育てられ
るのが望ましい姿です。
また、豊かな地域資源を活
用した教育活動を通して、地
域を愛し、地域に自信と誇り
をもつ子どもたちが育つと考
えています。つまり、地域の
教育力を生かして初めて学校
教育が成り立ちます。
これまでも地域の方々に
は、学校教育に多大なご協力
をいただいてきました。学校
は地域を構成する核となる存
在であり、地域コミュニティ
の拠点でもあります。地域全
体のあり方を総合的に捉える
中で、学校教育の果たすべき
役割を学校と地域が共に考え
ていく必要があるのではない
でしょうか。
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鹿沼市
教育委員会の理念

相互の力を生かした教育は、子どもた
ちの学習だけでなく、地域コミュニティ
の形成へもつながっています。
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学校から始まる
地域づくり
人づくりを通した
地域コミュニティの形成

