
心豊かでたくましく生きる永井の子

～育もう家庭の教育力と地域の支援～

＜永井地区教育振興運動推進会議＞

平成２２年度教育振興運動「実践の３年」集約県大会

平成２１年度
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はじめに・・・

教育振興運動の原点に立ち返って

『学力向上』

全県共通課題への取り組み

（１）基礎・基本の定着のための「家庭学習の充実」

（２）豊かな心を育て、言語に関する能力の基礎を培う
「読書活動の推進」

基本的な生活習慣の側面から
「規則正しい生活リズムの構築」



平成２１年度永井地区教育振興運動について

（１）構成団体

・親＝永井小学校ＰＴＡ、花泉中学校永井地区ＰＴＡ

・子ども＝永井小学校児童、花泉中学校永井地区生徒

・学校＝永井小学校、（花泉中学校）

・地域＝永井地区区長会、永井地区民生委員協議会
永井地区福祉推進協議会、永井地区老人クラブ連合会
ながい子ども教室安全管理委員会

・行政＝永井公民館

※その他関係団体等 ＝永井地区集落公民館長、育実の会
あじさいの会、永井体育協会 ｅｔｃ



（２）運動目標

「Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ運動の推進」
Ａ（あいさつ）、Ｂ（美化）、Ｃ（ｃａｌｌ呼びかけ）、Ｄ（読書）

＜主な活動＞

①永井小学校ＰＴＡ主体

②花泉中学校永井地区ＰＴＡ主体

③永井小学校主体

④永井公民館主体

⑤地域主体

⑥永井地区教育講演会（ＰＴＡ・小学校・公民館の合同開催）



＜子ども＞

育もう家庭の教育力と
地域の支援

・学校支援ボランティア：小Ｐ
・親子読書の励行：小Ｐ
（親子ふれあい文集の発行）
・美化清掃活動の励行：中Ｐ
（親子草刈奉仕作業）

・読書活動の奨励：小
（朝読書、読み聞かせ等）
・社会教育活動の奨励：小
（鶏舞伝承等）
・地域版校報の発行：小

・ながい子ども教室

・永井子ども１１０番

・見守り隊活動（老人クラブ）

・学びの土曜塾
自学自習活動：夏、冬休み学習塾

体験学習活動：ふるさと探検塾

世代間交流事業

自然体験活動：風の子クラブ事業

＜学校＞

＜公民館＞＜地域＞

＜ＰＴＡ＞



◎実態把握

５月１１日～１７日：１週間の家庭教育調査

＜家庭学習について＞

取組状況 学習時間



学習内容



＜生活面について＞



家庭教育調査から見える問題点
・家庭学習の時間にばらつきがある。
・テレビやゲームの時間が全体的に多い。
・読書の時間が全体的に少ない。
・高学年ほど就寝時間が遅くなる傾向がある。

課題
・生活リズムの大切さや家庭学習の習慣形成の必要性
があいまいなままになっている。

・能率のよい家庭学習の仕方などが身についていない。

目標
・規則正しい生活リズムの形成を図り、学校と家庭との
連携による学習内容にリンクした家庭学習の習慣化
を図ることで学力向上の一助とする。

家庭教育推進プログラムの作成





◎家庭教育推進プログラム

５者の基本的な役割の明確化

連携による推進

５者の取り組み

家庭と学校の役割を明確にした家庭学習の定着化を図り、
地域ぐるみで家庭教育に対する気運を高める。

最終目的

規則正しい生活リズムを構築することによる

「家庭学習の習慣化」



（１）子どもの役割

・めあてをもって家庭学習に取り組み、家庭学習習慣を確立
させること。

＜具体的な取り組み＞

①家庭学習の内容を自ら考え工夫して、主体的に学習する。
②規則正しい生活と時間を決め、集中して家庭学習を行う。

各学年で話し合って決めたこと（平日）
学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

家庭学習
時間 ３０分 ４０分以上 ５０分 ５０分 ６０分 ６０分

うち読書
時間 １５分 １５分位 １０分 １０分以上 １０分以上 １０分

ﾃﾚﾋﾞ・ｹﾞｰﾑ
時間 １時間 １時間位 ２時間 ２時間 １時間以内 ２時間

就寝時間 ９時 ９時頃 ９時 ９時半 ９時半まで １０時



（２）家庭の役割

・家庭学習の時間を位置づけた望ましい生活リズムを形成し、
家庭学習の習慣化を図ること。

＜具体的な取り組み＞

①学習環境整備
・各家庭における学習時間帯と睡眠時間帯の工夫、テレビ
等の視聴時間の設定を行う。

・子供に対し健全な生活リズムを進め、家族（大人）自身の
生活リズムも見直す。

②意識高揚
・地区懇談会
・祖父母交流会

「子どもの生活リズムについて」



祖父母交流会

地区懇談会



（３）学校の役割

・学び方を身につけさせる授業を行うとともに、見通しを持った
家庭学習への指導を行うこと。

＜具体的な取り組み＞

○家庭学習指導
・成果の見える家庭学習の進め方（工夫）を提示し、子供の
自主的な家庭学習へ向けた指導を行う。

・授業における学習内容と家庭学習の内容が１つのサイク
ルとなるように、課題としての計画的な家庭学習の提示を
行う。



（４）地域の役割

・ボランティア等の支援による地域における学習環境の充実を
図ること。

＜具体的な取り組み＞

①地域支援
・ながい子ども教室による自学自習支援。
・読み聞かせボランティアによる読書活動支援。
・地域による下校時の見守り活動。

ながい子ども教室 読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 下校時の見守り活動



②意識啓発
・生活リズムの大切さなど家庭教育の指針となるポスターの
作成と配布。





（５）行政の役割（永井公民館）

・多面的な実態の調査把握を図り、支援事業や家庭教育意識
の啓発、高揚を図ること。

＜具体的な取り組み＞

①行政支援
・地域の方を講師とする学びの
土曜塾開催。

・永井小学校夏休み学習教室、
冬休み学習教室の共催。

②情報提供
・家庭教育に関する情報収集と意識の啓発や高揚に関する
情報提供を行う。

学
習
塾
風
景

冬
休
み

夏
休
み



（その他）合同開催

・永井地区教育講演会

趣旨 現代の子育てにおける課題を把握し、家庭におけ
る親の果たす役割等を学ぶとともに、子供の健全
な育成を目指す。

日時 平成２１年１２月３日（水）午後１：４０～４：３０

内容 ①講演の部：地域・保護者・学校が一体となった子
育ての在り方について

演題「地域に学び、ふるさと永井に誇りを
持つ子どもの育成」

講師 岩手大学教育学部 教授 新妻二男 氏

②講習の部：体の歪み矯正体操
講師 国際ﾖｶﾞｱｶﾃﾞﾐｰ ﾄﾚｰﾅｰ 永島洋子 氏



講演の部

講習の部



◎調査データの推移

１週間の家庭教育調査 ２回目：１０月１９日～２５日

＜家庭学習について＞

取
組
状
況



学習時間

低学年

中学年 高学年



学習内容



＜生活面について＞

生活習慣を意識しながら、これから
も生活できるよう心がけたいです。子
どもも親に言われなくても自分で行動
できるよう習慣づけていきたいです。

家庭学習に取り組む時間が大体決
まってきて、きちんと自分で取り組む
ようになりました。その後、親も目を通
しています。 （２年 母）

＜保護者の声より＞取り組みを開始して２ヶ月後、５ヵ月後の保護者の感想です。



◎成果と課題

＜成果＞

①子ども…規則正しい生活と時間を意識した家庭学習への継
続的な取り組み

②家庭 …子どもの発達段階に応じた生活リズムや家庭の関わ
り・絆の認識の深まり

③学校 …授業と家庭学習の関わりを深め、効果的な家庭学習
習慣を育成

④地域 …より良い学習環境の提供（自学自習支援、読書活動
支援、下校時見守り活動）

⑤行政 …生活リズムや家庭の教育力の啓発や意識の高揚に
関する情報の提供、５者の連携の強化・推進





◎成果と課題

＜成果＞

①子ども…規則正しい生活と時間を意識した家庭学習への継
続的な取り組み

②家庭 …子どもの発達段階に応じた生活リズムや家庭の関わ
り・絆の認識の深まり

③学校 …授業と家庭学習の関わりを深め、効果的な家庭学習
習慣を育成

④地域 …より良い学習環境の提供（自学自習支援、読書活動
支援、下校時見守り活動）

⑤行政 …生活リズムや家庭の教育力の啓発や意識の高揚に
関する情報の提供、５者の連携の強化・推進



＜課題＞

・家庭学習における読書の位置づけをはっきりとさせ、
取り組んでいく必要がある。

・子どもの自主性を大切にしながらも、適切な生活リズ
ムとするための指導を行っていく必要がある。



◎今年度との比較(２２年度１週間の家庭教育調査)

＜家庭学習について＞

取
組
状
況



学習時間

低学年

中学年 高学年



学習内容




