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大館市 

桂城小学校 
宮古市 



宮古との関係は… 

宮古市立山口小学校 

昭56年～昭61年 



大館の教育   

「大館」といえば… 

きりたんぽ 大館曲げわっぱ 

比内地鶏 秋田犬 

・教育視察 
 

・研究会へ 

  の参加 
 

・研究大会 

  フォーラム 
 

・体験入学 



「大館」といえば… 

大館ふるさとキャリア教育 

大館の教育 

子どもたちが育った！ 
   大館の長い教育史の中で最も充実した時代！ 

不遇の時代もあった！ 
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なぜ、ふるさとキャリア教育？ 
人口減少率日本一 

高齢化率日本一 

婚姻率最下位 

出生率最下位 

がん死亡率ワースト 

自殺率ワースト 
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140万人 

子どもたちを育てること→ふるさとの未来づくり 

消滅可能性都市 



未来大館市民の育成（将来の大館を支える人財の育成）   

ふ る さ と 教 育 
（ふるさとに生きる基盤を培う） 

キャリア教育 
（自らの人生の指針を描く） 

大館ふるさとキャリア教育とは？ 

おおだて型学力 
（自立の気概と能力を備え、ふるさ
との未来を切り拓く総合的人間力） 
大館市民実践力・大館市民基礎力・人間的基礎力   

大館盆地を教室に  市民一人一人を先生に 

今年で８年目！ 



①企業・団体が受入申込み 

子どもハローワーク 

主な取組１ 

地域・企業が行う仕事やイベントのお手伝い、ボランティアへの参加等
の体験を子どもたちに紹介するキャリア体験システム。 

②受入れ先と担当の打合せ 

④希望する児童生徒が申込 

⑥体験の実施と振り返り 

③募集票の作成・募集開始 

⑤参加者の決定と連絡 

【平成28年度の参加人数】 

のべ2,370人 



主な取組１（子どもハローワーク活動の様子） 

店員体験 保育士体験 

高校生による教師体験 イベント参加 



おおだて型学力 

主な取組２（おおだて型学力の考え方） 

 自立の気概と能力を備え、ふるさとの未来を切り拓く総合的人間力で
あり、大館版の「生きる力」とも言える。 

大館市民実践力        
社会的使命感・社会貢献力・社会変革力 

大館市民基礎力        
主体的実践力・課題解決力・創造力・組
織力・協働力・情報把握力・発信力 

人間的基礎力 
人間性・道徳性・社会性・基本

的生活習慣・健康 

徹底！ 

未来大館市民   

主体的に学ぶ授業 
（前に踏み出す力） 

思考力・判断力・表現力を磨く授業 
（考え抜く力） 

集団で学び合う授業 
（チームで働く力） 

おおだて型学力を鍛える授業 



主な取組２（おおだて型学力の実践例） 

大館市民基礎力の育成 

児童会中心の学校経営 

おおだて型学力を鍛える授業 

子ども主体の授業づくり 

人間的基礎力の育成 

基本的生活習慣 
～早寝早起き朝ごはん～ 

大館市民実践力の育成 

大館市子どもサミット 

地域行事 



主な取組３（百花繚乱作戦の概要） 

百花繚乱作戦 
 各校が大館ふるさとキャリア教育の趣旨のもと、それぞれの地域の
特色を生かしながら、各校独自のふるさとキャリア教育を展開すること
で、地域に希望と活気をもたらす取り組み。 

学校名 テーマ等 学校名 テーマ等 

桂城小学校 桂城未来科～人づくり・未来づくり～ 西館小学校 ふるさとに夢をえがいて 

城南小学校 大館Ｊプロジェクト～地域に学び、伝えよう～ 東館小学校 つながろう！東小っ子アクションプロジェクト 

城西小学校 夢へのステップアップ～地域とともに～ 早口小学校 「人皆に美しき種子あり」プロジェクト 

有浦小学校 プロジェクトA ～サケたちの大冒険～ 山瀬小学校 やませっ子経営塾 

釈迦内小学校 サンフラワープロジェクト 第一中学校 将来の志とふるさとに生きる気概の確立 

長木小学校 エゾタンポポプロジェクト～命をつないで～ 北陽中学校 地域とともに「助けられる人から助ける人へ」 

川口小学校 地域元気発信「きらきら」プロジェクト 下川沿中学校 ふるさとのために私たちは何ができるか 

上川沿小学校 とびっきりの上川沿 南中学校 創立５０周年「巻き起こせ！南中の風」 

成章小学校 成章枝豆プロジェクト 成章中学校 地域に守られる子どもから、地域を担う人間へ 

花岡小学校 花岡フラワーストリートプロジェクト 東中学校 将来を見据え互いに磨きあう 

矢立小学校 矢立杉林のように 比内中学校 火内の炎を未来にともせ！ 

南小学校 さつまいも夢プロジェクト 田代中学校 ふるさとを誇りに ふるさとの誇りに 

扇田小学校 夢に向かってチャレンジ～夢育て大作戦～ 



主な取組３（百花繚乱作戦の実践例１） 

釈迦内小学校  サンフラワープロジェクト 

学校を核に、地域（住民・企業・農家・協力者等）が一体となり、地域振
興と観光振興を実現した実践！ 

種植え 収穫 商品化・販売 

ひまわりフェステバル ひまわり商品 ひまわりの種の配布 

ひまわり畑が観光地に,ひまわりの街「釈迦内」誕生,地域が元気に！ 

 

 



主な取組３（百花繚乱作戦の実践例２） 

東館小学校  東小っ子農業再生プロジェクト 

衰退し始めている地域の農業を、子どもたちが中心となって、復活させ
ようとする実践！ 

東館農業シンポジューム 

とんぶり栽培 米作り しいたけ栽培 

東館米ＰＲ 大葛しいたけＰＲ 大浦小学校へ 



地域行事やイベント、地域住民（企業・団体・施設）と連携し、子ども主
体の活動で地域の活性化に取り組む。 

桂城小学校では… 

主な取組４（桂城小学校のふるさとキャリア教育の概要） 

桂城未来科！ 

①全校未来科：生き方や職業観を学ぶ。 
 ・桂城版ようこそ先輩  ・ふるさとドリーム集会 

②学年未来科：白紙の活動計画（子どもが決める活動計画）で意欲と
向上心を養い、行動力と突破力を育てる。 
 
 
 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

見つけよう！
地域の自慢！ 

発見！地域の
きらっとさん！ 

行動！地域と
つながろう！ 

みんなにやさ
しい大館 

大館のよさ再
発（観光活性化） 

大館元気づく
り（地域活性化） 

③地域センター：コーディネーターを中心に地域交流を深める。 

 ・桂城サポーター(学習支援、読み聞かせ部、子ども見守り部) 
 ・あそ部（遊び方を学ぶ、桂城サポーターとの交流） 

 ・地域行事との連携（桜祭り、バラ祭り、大文字祭り、ゼロダテ、市祭典、シャイ 
   ニングロード、アメッコ市等） 



全校未来科 

主な取組４（桂城小学校の実践１） 

ようこそ先輩（田部井淳子） 

ふるさとドリーム集会（美容師） 

ようこそ先輩（小林 快） 

生き方や職業観を学ぶ 



１年未来科 ～バラ祭りでボランティア  
主な取組４（桂城小学校の実践２） 

２年未来科 ～中庭改造計画～ 

石田ローズガーデン 

すてきな中庭に！ 

行動力と突破力を育てる 



３年未来科 
主な取組４（桂城小学校の実践３） 

～桜祭りでボランティア～ 

４年未来科 ～みんなにやさしい大館にしよう～ 

老人ホーム 大館市立総合病院 

熊本地震の募金活動 

行動力と突破力を育てる 



５年未来科 
主な取組４（桂城小学校の実践４） 

～きらり鶏めし弁当で大館を元気に～ 

鶏めし弁当の開発 アメッコ市で販売 

６年未来科 ～大館のよさを発信しよう～ 

修学旅行でＰＲ 

行動力と突破力を育てる 



地域センター 
主な取組４（桂城小学校の実践５） 

読み聞かせ部 子ども見守り部 

あそ部？ 人材活用（正課クラブ） 

～桂城サポーターを中心に！～ 
地域交流を深める 



主な取組４（桂城小学校のふるさとキャリア教育の成果１） 

桂城未来科で 
実行力、チャレンジ精
神、自立心の向上！ 

子どもたちが主体的になった！ 
あいさつ運動 

サンサン遊んディ 

ＲＡＴ運動 

説明力の向上 学び合いのある授業 発表力の向上 

行動人の出現 



桂城未来科で 

子どもたちが育った！ 

さらに！ 

子どもたちがさらに育つ！ 

職員もチャレンジ！ 

給食甲子園特選 

ＰＴＡもチャレンジ！ 

子ども夢基金（長木川で遊ぼう） 

主な取組４（桂城小学校のふるさとキャリア教育の成果２） 



突破力 
行動力 
向上心 
意  欲 
郷土愛 

まとめ（大館ふるさとキャリア教育の成果と課題） 

実践のまとめ 

未来大館市民の育成（将来の大館を支える人財の育成）   

大館ふるさとキャリア教育 

学力の向上 
生徒指導の充実 

子どもが育つ！ 

地域の教育力
の向上 学校力の向上 
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自己肯定感 
夢や目標 

社会の
評価 



終わりに… 教師としてのすべてを学んだ！ 目標 

ご清聴ありがとうございました！ 


