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教育振興運動「Q&A」

「教育振興運動」とは
どんな運動ですか？

Q1
A 　教育振興運動は、学校、家庭、住民等が総ぐるみで、地

域の教育課題の解決に向けて自主的に取り組む岩手県独
自の教育運動です。
　昭和 40 年に、県内各地で地域をあげて学力向上のた
めの取組み（読書運動など）を行ったのが始まりで、以来、

本県の教育水準の向上、子どもの健全育成、家庭や地域の教育力向上など、教育環
境の整備充実に大きな役割を果たしています。
この運動の特色は、
①子ども、親、教師（学校）、地域、行政の５者が、それぞれの責任を果たしながら、

相互に連携して進める運動です。
②地域の教育課題を地域単位で話し合い、活動の計画を立て、主体的に解決しよう

とする実践的運動です。
③多くの大人が各種の活動にかかわり、地域全体で子どもたちをはぐくもうとす

る運動です。
　詳しくは、総論編 4 ～ 12 ページ及び巻末をご覧ください。

「教育振興運動」として、
県内の実践区では、どん
な活動に取り組んでいま
すか？

Q2
A

　各実践地区では、学校、家庭、地域などを活動場所とし
て、読書運動やあいさつ運動、花いっぱい運動、クリーン
作戦のほか、自然体験活動、ボランティア活動、郷土芸能
の伝承活動、世代間交流、スポーツ・文化活動、中高生の
社会参加活動など、地域の特色を生かしたさまざまな活動
が展開されています。
　詳しくは、事例編 36 ページをご覧ください。

体験活動の内容や指導者
について相談できる機関
はありますか？

Q3
A 　県立生涯学習推進センター内に設置されている「岩手県

体験活動ボランティア活動支援センター」や県内 19 ヶ所
の子どもセンターでは、子どもたちの体験活動に関する情
報提供や各種相談に応じています。このほか、各市町村の
教育委員会や公民館に問い合わせてみるのもいいですね。
子どもセンターの連絡先などは、事例編 38 ページをご覧
ください。

さまざまな体験活動などが
できる施設はありますか？

Q4
A 　県内には、たくさんの体験活動ができる施設がありま

す。なかには、宿泊しながら自然体験や創作活動などが
できる施設もあります。事例編 39 ページ「活動情報コー
ナー」に主な施設を掲載していますので、ご覧の上、お問
合せください。

「教育振興運動」の運営に
活用できる助成制度はあ
りますか？

Q5
A 　国の基金や民間団体の助成制度を活用している地区も

あります。
　「子どもゆめ基金」で子どもの体験活動や読書活動など
を対象に助成金を交付します。15 年度までに教育振興
運動では７団体がこの助成を受けています。

　　新規の国庫委託事業の活用や財団等による助成制度も検討してみてはいかが
でしょうか。詳しくは、事例編 37 ページをご覧ください。

「教育振興運動」のマンネ
リ化を防ぐには、どうす
ればよいですか？

Q6
A 　各地域の教育課題の解決に向けた実践的な取組みを計

画的に行うことが大切です。１つの取組みを継続し、伝統
とすることも大切ですが、例えば１つの課題を３年計画で
取り組み、評価をしながら、次の課題に移していくことも
必要です。

　また、子どもたちに事業の計画を立てさせたり、運営をまかせたりしてみること
も大切です。総論編巻末のチェックリストを活用してみてください。

教育振興運動がよくわかる手引資料「総論編」及び「事例編」は、ホームページに掲載しています。

アクセスしてみてください！　http://www.manabi.pref.iwate.jp/pdf/kyoshin.pdf

この印刷物の 1 部あたりの単価は
235 円（税抜）です。



発刊のことば

　教育振興運動は、子ども、親、教師（学校）、地域、行政の５者が、それぞれの

責任を明確にしながら相互に連携し、地域の教育課題の解決に自主的に取り組む本

県独自の教育運動です。昭和４０年に運動が提唱されて以来、学力の向上、健全育成、

健康と安全などに取り組み、本県の教育水準や家庭・地域の教育力の向上に大きな

役割を果たしてまいりました。

　全国に誇るこの貴重な財産を継承し発展させていくことが大切であると考えます

し、平成１４年４月から完全実施されました「学校週５日制」の趣旨を踏まえた運

動の展開と充実を期待したく、「教育振興運動がよくわかる手引資料」を作成する

こととし、昨年度は「総論編 ｣ を刊行したところです。

　今年度発刊いたします「事例編」は、運動に直接携わる方々が、実践活動を計画・

実施する際の、手順や方法の参考となるよう、「地域の教育課題」の掘り起こしから、

「計画」→「実践」→「評価」の流れがわかりやすいように構成しました。

　作成に当たりましては、県内各地の運動推進関係者の皆様から、情報や資料等の

提供をいただき、学力向上・健全育成・体力向上などの分野ごと、特色ある実践事

例を収録いたしました。

　紙面の関係から、テーマに関する活動内容に絞って掲載し、活動の位置付けや他

の活動との関連などは省略させていただきましたので、詳細につきましては、所管

の市町村教育委員会等にお問い合わせをいただきたいと存じます。

　掲載いたしました事例は、いずれも今後の推進にとって、大変参考となるもので

あり ､「総論編」と併せて御活用いただければ幸いです。

　平成１６年度は、「本運動提唱４０周年」の節目の年を迎えますが、県民の皆様と

共に改めて岩手の教育を見つめ直し、子どもたちのすこやかな成長を願う本運動の

一層の充実・発展を期待するものです。

　終わりに、資料の作成に当たり御協力いただきました市町村教育委員会並びに関

係者の皆様に感謝を申し上げます。

　平成 16 年 3 月　　

岩手県教育委員会事務局生涯学習文化課

課　長　　吉 川 健 次
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学力向上に関する事例 （1）「読書活動の推進に関する事例」

「地域と子どもの夢を紡ぐ読書の輪」
～地域みんなで取り組む読書推進活動～

紫波町：日
ひ づ め

詰教育振興運動実践区

　紫波町では、教育振興運動が

盛んですが、日詰実践区におい

ては、あまり活発ではありませ

んでした。そこで、本地区では

4 つの課題を掘り起こし、解決に向けた実践が必要で

あると考えました。

１　子どもたちの本離れが著しい

２　異年齢集団での交流が少ない

３　世代間交流が少ない

４　親同士の連携意識・共通理解が薄い

　4 つの課題をすぐに解決する

のは難しいと考え、「子どもたち

の本離れが著しい」と「異年齢

集団での交流が少ない」の 2 つ

の課題について取り組むこととしました。これは、日

詰小学校が様々な読書活動を展開しているという下地

があることと、取り組みやすく長く継続できそうだと

いう理由からです。

　読書をとおし、子どもたちの興味・関心を高めて情操

をはぐくみたいということと、その中で異年齢集団の交

流を深めていきたいという 2 つの思いがありました。

　この 2 つの取組みを継続していけば、他の課題もお

のずと解決できるのではないかと考えました。

　１年目は次のような活動をし

ました。

１　音読集会の実施

２　読書まつりの開催

３　家庭文庫の開設

４　読み聞かせの会の実施

５　図書館活用の学習

６　星空観察会の開催

７　上級生による読み聞かせ

　２年目は、１年目の事業を継続し、次の活動も加え

て実践しました。

１　中学生による読み聞かせ

２　高齢者との交流

1.　1 年目の実践から

（1）音読集会の実施

　　（子･学校･地域）

　学校では、授業の他に、朝の

活動として音読、読書を実施しています。また、地

域の図書館ボランティア「ほん太ネット」が 1 週間

に一度来校し、音読指導や図書の貸し出し、整理を

行い、図書室をより親しみやすいところにしてくれ

ています。このことが、子どもたちの読書力を高め

ています。

（2） 音読集会･読書まつりの開催 ( 子･学校･地域 )

　定期的に音読集会を開き、学年ごとに発表し合い

ます。お互いの良さを認め合いながら楽しく行いま

す。1年に1回の読書まつりでは、子どもたちの興味・

関心を高め、音読集会で培った力を体いっぱい表現

しています。

（3） 家庭文庫の開設（子･親･地域）

　地域の方から「家庭文庫」を子どもたちに開放し

たいという申し出があり、使わせていただくことに

なりました。自由に出入

りして本を読んだり、読

みきれなかったときは借

りてきて家で読んだりし

て、実践区における読書

活動の中心的な場となっ

ています。

（4） 読み聞かせの会の活動（子･親･地域）

　上記のことが契機となり、お母さんたちが中心と

なって「読み聞かせの会」を立ち上げ、活動を開始

しました。読み聞かせの係になった人は、文庫や図

書館、自宅の本などを持ちより、交代で読み聞かせ

をしました。

こんな課題 
があり 

こんな考えで 

こんなことを 

このように 
実践したら 
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（5） 図書館活用の学習（子･親･地域･行政）

　石鳥谷町立図書館を見学し、図書館の利用の仕方

を学習しました。

（6） 星空観察会の開催（子･親･地域）

　星に関する本の読み聞かせや紙芝居を行い、星空

へのイメージを膨らませました。想像力を培うとと

もに体験を通じて感動を味わわせることができまし

た。

（7）上級生による読み聞かせ活動（子･親･地域）

　5，6 年生の子どもたちが下級生向けの本の読み

聞かせや紙芝居を何度も練習して披露しました。そ

の後の感想ではみんな「緊張した」と言いながらも、

全員の顔に満足感や達成感があふれていました。

2. 2 年目の実践から

　基本的には 1 年目と同じ活動ですが、子どもたちの

主体的な活動と地域への広がりが見られました。

（1） 小学生と高齢者との交流活動

  商店街を会場に高齢者の方々を招待して交流会を

行いました。契機となったのは、読み聞かせをして

もらっていた低学年の児童の「自分たちもやってみ

たい」という要望からでした。

　ペープサートをすることになり、1 年生が 1 人 1

役を担い、2 年生がナレーション ､3・4 年生が人形

作りと操作、5・6 年とお母さんたちで背景作りをし、

手作りの劇を発表しました。

　地域のお年寄りの方々が大変喜び、それを見た子

どもたちの顔が一層輝きを増しました。

（2）  中学生による小学生への読み聞かせ

　一緒に資源回収をした後、クイズ形式の紙芝居や

日本の昔話、名作童話などそれぞれ工夫を凝らして

読み聞かせをしてくれました。

　このように、あまり難しく考えないで、無理せず

できる範囲で実行したため、自分たちも楽しんで実

施することができました。

　この活動をとおして、

１　子どもたちが本好きになり、

みんなの前でも堂々と発表で

きる積極性と表現力が身につ

いたこと。

２　異年齢の子ども同士で遊ぶ姿が、日常の場でも

多くみられるようになったこと。

３　子ども、親、地域・高齢者の方々との世代間交

流ができ、繋がりが強くなったこと。

４　親同士の連携も強まったこと。

　また、実践区の 5 者の役割と責任を次のように明

確にできました。

◎　子ども：感動の心･思いやり･主体性の獲得

◎　親：いろいろな体験の場の設定と自己の成長

◎　学校：興味関心と表現力の向上

◎　地域：活動場所の提供、ボランティアの活躍

◎　行政：団体の育成、学習機会の提供

　子どもたちの活動が、地域の方々に温かく見守られ、

会場の確保、準備等で協力いただけるようになったこ

とも大きな成果の一つです。

　無理のない活動を長く継続す

ることにより、地域に根づいた

すばらしい交流の場として発展

できるよう努力していきたいと

思います。

こんな成果が 

今後の発展 
のために 

・　お母さん方の子どもた

ちを思う気持ちと活動

が、学校、地域、行政を

巻き込んだすばらしい事

例ですね。子どもたちが主体的に取り組

めるような手だても見事です。

・　この事例は、初めて運動に取り組むお父

さん・お母さん方にとって、運動を展開し、

地域を巻き込むために大変参考になるで

しょう。

・　読書活動に関する実践モデルは「総論

編」の 17 ページを参照願います。

ひと言 
コメント 

すばらしかった上級生の読み聞かせ
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学力向上に関する事例 （2）「環境学習に関する事例」

「ハナカジカ探検隊」
～環境保護の推進～

山形村：日
ひ の さ わ

野沢地区教育振興協議会

　自然豊かな日野沢地区は、少

子高齢化が進み、日野沢小学校

の全校児童数は 14 名となって

います。

　子どもたちは、地域の家族的な雰囲気の中、温かな

人間関係で結ばれています。しかし、おとなしく消極

的で、自分の考えや思いを「言葉」で表現することが

苦手な子どもが少なくありませんでした。また、恵ま

れた大自然の中で生活しながら、その自然のすばらし

さに気づかずに生活している子どももいました。

　自然豊かなこの地区の自然保

護活動を通して、身近な環境に

ついて子どもたちに考えさせ、

その考えや思いを他に伝える機

会を設けることで、自分の考えを臆せず表現できる子

どもたちを育成できるのではないかと考えました。

　そこで、家庭・地域・学校が連携して『心豊かな子ども、

自ら考える子ども、たくましい子ども』の育成を目指

し実践活動を展開しています。

　その重点活動の一つとして、環境保護・美化活動の

推進（カジカ調査・カジカミーティング、勤労・美化活動）

に取り組むことにしました。

　家庭・地域・学校の役割を明

確にしながら、次の活動を実践

しています。

　平成７年の春に実施した「環

境保護実践講座」で偶然ハナカ

ジカの卵塊を発見したことが保

護活動のきっかけとなりました。

　平成 10 年から本格的にカジカの採卵、人工孵
ふ か

化、

放流という活動を行っていますが、全国でもあまり事

例がなく、手探りでのスタートでした。水温管理や稚

魚の餌やりなど、試行錯誤の連続でした。特に水温管

理が難しく、初めは子どもたちが毎日交代で川の水を

水槽に汲んで入れ替えました。また、低水温を維持す

るために、水を入れたペットボトルを凍らせて水槽に

入れました。この作業は、水槽の水温を見ながら、ペッ

トボトルを出し入れしなければならず、土日、休日も

なく、交代で世話に当たりました。平成 13 年に育成

会からクーラー付き水槽を購入してもらったことで、

飼育活動が楽になり、稚魚の成長を観察する余裕が出

てきました。

　平成 14 年度は、森林愛護少年団育成会が中心にな

り、日野沢部落会、川を守る会、さらには村教育委員

会からの支援や補助をいただき、『日野沢ハナカジカ

ミーティング』を開催することができました。講師には、

日本のカジカ研究の第一人者である北海道大学大学院

の後藤先生をお迎えし、ハナカジカを通した環境保護、

環境保全について学び、ハナカジカの放流や水生生物

調査を行いました。

　さらに、日野沢小学校児童の「ハナカジカ探検隊」は、

地域の方々にハナカジカを通して環境保護を訴えるた

こんな課題 
があり 

こんな考えで 

こんなことを 

このように 
実践したら 

活動の内容 家庭 地域 学校

1 地区クリーン活動 ○ ○

2 カジカ調査 ○ ○

3 カジカ飼育 ○

4 カジカ調査講演会開催 ○

5 ハナカジカミーティング ○

6 そば栽培 ○

7 椎茸栽培 ○ ○

8 花壇、作物作り ○

9 校庭除草、清掃活動 ○

10 地区花壇の整備 ○ ○

11 「みんなの森」刈払い ○

12 日野沢川の清掃 ○

講師の話に耳を傾けるハナカジカ探検隊
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実
践
事
例
1
・

(2)

めに、山形中学校の文化祭に参加し、『ハナカジカ研究』

の成果を発表しました。

　現在では、順調に孵
ふ か

化させることに成功し、放流か

ら翌年の生息調査まで、継続した事業として受け継が

れています。

  子どもたちは、森林愛護活動、

自然環境の保護学習、学校周辺

の環境整備活動を継続していま

す。子どもたちは、現在では希

少となったハナカジカと出会い、地域の自然を見直し、

その営みを学ぶことで、自然のすばらしさを再確認し、

郷土に対する誇りと自信を持って活動するようになり

ました。また、こうした自分たちの実践を内外に発表

する機会が多くなり、自分の考えを相手に分かりやす

く発表したり、話したりすることが上手にできるよう

になってきました。

　平成７年から継

続しているハナカ

ジカの保護活動の

取組みは、ホーム

ペ ー ジ を 開 設 し、

全国に活動状況を

発信するなど、地域のみならず幅広い活動に発展し、

関心がもたれるようになってきました。

　また、実践活動は、ハナカジカを守り育てる活動だ

けにとどまらず、河川周辺の環境美化活動にも発展し

ています。さらに、この活動に端を発し、環境保護に

関する立て看板の設置や地域の不法投棄物が撤去され

るなど、周囲への波及効果もでてきました。このよう

な継続的な取組みは、山形村はもちろん、県内・全国

へと知られるようになってきています。

　今後、子どもたちの願いや父

母・地域の願いを十分に取り入

れ、具現化していくためには、

推進組織の協力体制をさらに強

固なものにしていかなければならないと思います。

こんな成果が 

今後の発展 
のために 

・　希少なハナカジカを通

して、環境保護・環境

美化活動等を、地域が

一体となって取り組み、

まさに子どもたちに「生きる力」を育成

しているすばらしい地域です。

・　このような実践をホームページ（下記）

で紹介し、全国に発信していることは、

多くの方々の励みになるものです。

森林愛護少年団育成会の活動経過等

平成 2 年 4 月～
日野沢森林愛護少年団結成・「みんなの森」（学
校林）の植樹・整備

平成 5 年 7 月～
日野沢の植物調査・撮影（翌年、「日野沢の植
物図鑑」完成

平成 7 年 5 月～
教育委員会による「環境保護実践講座」の実施

（水生生物による水質調査とハナカジカの生息
調査を開始する。）

平成 8 年 5 月～
「ハナカジカの生息調査」を少年団が単独で継
続実施。

平成 10 年 5 月～
ハナカジカの採卵、人工孵化、放流、追跡調査
を始める。

平成 11 年
村制 110 周年
村制功労表彰受賞

長年に渡る環境保護活動の
実践

平成 13 年 7 月～
「全国ハナカジカ子どもサミット」（山形県山形
市）に招待される。

平成 14 年 8 月～ 「日野沢ハナカジカミーティング」を開催。

平成 14 年
いわてユネスコ活動奨励
賞

長年に渡る環境保護活動の
実践

平成 15 年 3 月～
こどもエコクラブ全国フェスティバル（長崎県
佐世保市）に参加。

平成 15 年
第 10 回コカコーラ環境
教育賞

長年に渡る環境保護活動の
実践

URL　http://www11.ocn.ne.jp/̃hinosawa/

＝ハナカジカについて＝

　ハナカジカは、北海道と北東北の一部の川の上

流に棲
す

み、水生昆虫や小魚を主に捕食する魚です。

最近は、川の汚染によりその数が年々減少し、「レッ

ドデータブック」（環境省）によると東北地方のハ

ナカジカは「絶滅

の恐れのある地域

個体群」として指

定されるなど、非

常に希少な魚です。

ひと言 
コメント 

ハナカジカを探す子どもたち
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実
践
事
例
2
・

(1)

健全育成に関する事例 （1）「奉仕・体験活動に関する事例」①

「ぼくたちの故
ふ る さ と

郷、わたしたちの海」
～地域に根ざした「海辺の人々の生活体験」の活動を通して～

田野畑村：島
しまのこし

越地区実践協議会

　島越地区は、東部海岸線の集

落からなり、戸数２００戸、人

口７１０人の漁業を中心に生計

を営む漁村です。島越地区民の

教育に対する関心は高く、実践活動にも協力的です。

　子どもたちは、明るく、素直ですが、自分たちの住

む地区のことや多くの親の職業である漁業のことを、

十分に理解していないのが現状です。

　このような子どもたちの実態

から、当協議会では、次のよう

な活動目標をたてました。

　地域のすばらしさを知る活動や地域を守る活動

をとおして、地域の特色、漁業、親の仕事への理

解を深める。

　具体的活動をとおして、子ども一人一人の心の

中に、次の 3 つを浸透させる。

①郷土愛

②親や家族への感謝や尊敬の心

③漁業に対する理解

　目標を達成するために一年の

計画を次のようにたてました。

 

 ４月 空き缶拾い

 ５月 潮干狩り体験

 ７月 浜清掃、大神宮祭参加

 ８月 うに採り体験・操船体験

 １０月 文集づくり

 １２月 新巻鮭づくり

  寿生苑（特別高齢者施設）訪問　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　環境美化運動（学校中心）

（1） クリーン作戦

（2）浜清掃、海開き

　これらの活動については、総合的な学習の時間を

中心に実施しました。活動のまとめとして、地域の

方々を招き「島越」の環境についてみんなで考える

時間を設けました。

2　潮干狩り体験（学校・家庭の連携）

（1）　ねらい

ア　潮干狩りの体験を通して、地域の特色や漁業へ

の理解を深める。

イ　身近な自然環境に積極的に関わり、自然や環境

への関心を深める。  　

（2）　参加者

　１年生～６年生、保護者、教員

（3）　内容

　岩場で、つぶ貝やマツモやふのり等を採ったり、

磯遊びをしたりする体験活動を親子で楽しみながら、

身近な自然や環境への関心を深める活動になってい

ます。

3　うに採り・操船体験（学校・家庭・地域の連携）

（1） ねらい

　親子でのうに採り・操船体験をとおして、地域の

特色や漁業への理解を深める。

（2） 参加者

　１年生～６年生、中学生、高校生、児童館園児、

保護者、他校の小学生、教職員、教育振興運動実践

区役員

（3） 協力団体

　島越小学校ＰＴＡ、田野畑中学校ＰＴＡ、田野畑

村漁業協同組合、漁協青年部、田野畑村教育委員会

（4）　内容

　夏休みに、親子や地域の方々が一緒に船に乗って

うに採り体験活動を行いました。６年生は、素もぐ

り体験にも挑戦しました。

　村内からは、沼袋小学校の親子の参加もあり、活

気あふれた活動となっています。この活動のために、

こんな課題 
があり 

こんな考えで 

こんなことを 

このように 
実践したら 
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事
例
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・

(1)

漁協の協力により１０艘の船が準備され、一人一人

の子どもたちの活動が十分保証されました。また、

これらの活動の感想をまとめた親子文集『へんぐり』

の作成をＰＴＡ広報部が行っています。

4　新巻鮭づくり体験（学校・家庭・地域の連携）

（1） ねらい

　親子での新巻づくり体験を通して、地域の特色や

漁業への理解を深める。

（2） 参加者

　小学４年生～６年生、保護者、教育振興運動実践

区役員、田野畑中学校生徒、浜岩泉小学校、羅賀小

学校、机小学校の６年生希望者

（3）　内容

　この活動も、島越漁協や地域の方々の協力を得る

ことで実施できている活動です。百匹の鮭が用意さ

れ、子どもたちは、一人で２～５匹さばきます。この

活動は、うに採り・操船体験と同様に村内の他地区

へも呼びかけをして一緒に活動しています。なお、出

来上がった新巻鮭は、各家庭へ持ち帰るほか、地域に

ある寿生苑（特別高齢者施設）や交流のある名古屋市

立中川小学校へも贈り、大変喜ばれており、海の幸へ

の感謝や地域への誇りにもつながっています。

　　

1 地域の人々が中心となり、

企画から運営まで手がけてい

るので、地域や親の思いと願

いが反映された活動になって

います。

2 昨年度から始まった「総合的な学習の時間」のテー

マにも取り上げられ、地域や漁業、海について興味・

関心を抱くとともに、誇りを持つ子どもたちが年々

増えてきています。

3 「総合的な学習の時間」の調べ学習に協力したり、

小学校の学習発表会等に来校する祖父母や地域の

方々が増えてきて、学校、家庭、地域相互の理解が

深まってきています。

1　地域のすばらしさや地域の主

産業である漁業への理解がよ

り深まるよう、子ども一人一

人が、課題を持って活動に参

加できるように、学校、家庭、地域が連携して活動

を工夫していきたいと思います。

2 児童数の減少に伴い、ＰＴＡ会員数も減っている

ので、保護者一人一人に負担がかかりすぎないよう、

各種団体や地域の方々の協力が必要になっています。

こんな成果が 

今後の発展 
のために 

・　島越地区の実践は、
学 校、 保 護 者、 地 域、
関係団体、教育委員会
が地域の特色をしっか

りととらえ、連携して活動しているところが
すばらしいですね。そこには、地域に対する
誇り、自信を持って活動している姿が伺えま
す。

・　自分たちだけの活動にせず、他地区へも呼
びかけ、幅広い活動にしているところも参考
になります。

・　活動のために、漁協のバックアップは、大
きな力になっています。また、子どもゆめ基
金（H13 ～ 14 年度実施）等の助成を活用して、
豊富な体験活動を可能にしています。

※子どもゆめ基金についてはＰ37を参照願います。

５者の役割がよくわかるこんな実践事例もあります。
花泉町金沢地区教育振興実践区の取組み

～道具を使おう運動～
　子どもたちの課題から具体的な活動内容に絞
り５者の役割を明確にした取組みです。詳しく
は、総論編Ｐ 15 を参照願います。

こんなに大きなうにが採れました

地域みんなで新巻鮭づくり

ひと言 
コメント 
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・
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健全育成に関する事例 （1）「奉仕・体験活動に関する事例」②

「地域の力で豊かな心を育む」
～人・自然・文化の 3 つのふれあい体験活動を通して～

釜石市：橋
は し の

野地区実践協議会

　本実践区は、釜石市の中心部

から約 23 ｋｍ離れた自然豊か

な中山間地域に位置しており、

過疎化と併せて少子化に伴う子

どもの人数の減少が大きな悩みとなっています。

　子どもたちは意欲的に学習活動を展開していますが、

少人数の中ではその活動に限りがあり、心身ともに健

全な子どもたちの育成を図るうえで必要な人間関係づ

くりや社会性を身につけるための様々な活動など、家

庭や学校の中だけでは、対応が難しいものが多いとい

う課題があります。

　

　ふるさとの豊かな自然や文化

を理解し、さまざまな体験から

「心身ともに健全でたくましい子

ども」に育ってほしいという思

いは、地域全体の願いでもあります。そこで、学校・

家庭・地域が一体となって、次の３つのふれあい体験

活動を進めています。

1　３つのふれあい体験活動

　

2　学校・家庭・地域の協力体制

　活動の展開にあたっては、概ね次のような役割と

連携により進めています。

　

1　人とのふれあい　

（1）地域奉仕活動 ～地域訪問～

　学校で取り組む廃品回収への

地域の協力に感謝しようと、中学生により「さわや

か一座」が結成され

ました。地区内の家々

を訪問し、軒先で演

劇や合唱の公演を行

い、地域との交流を

深めています。

（2）地域奉仕活動　～クリーン作戦～

　地域の環境美化に向けた県道笛吹峠のごみ拾いで

は、笛吹峠頂上付近の道路脇からロープを下ろし、

がけ下の雑木林のごみを拾います。子どもと大人が

協力した作業では、2 ｔトラックの荷台に山積みと

なるごみを集めました。

こんな課題 
があり 

こんな考えで 

こんなことを 

このように 
実践したら 

〈人とのふれあい〉

○子ども、教師、父母、地域の人々のふれあいによ

る相互理解と連帯感の育成を図る。

○豊かな心と実践力の育成を図る。

〈文化とのふれあい〉

○豊かな情操と創造力の育成を図る。

○郷土芸能の伝承をとおして、郷土の文化に親しま

せる。

〈自然とのふれあい〉

○自然に親しみ、自然を大切にする活動を推進する。

○心身の健康と体力の増進を図る。

○地域環境の整備を行い、地域のよさを守り伝える

心の育成を図る。

◇学校＝事前学習（教科等の学習との関連）と
分担の確認、連絡調整

◇家庭＝作業準備の協力、活動内容により計画
作成（PTA 関連）

◇地域＝作業準備や現地での指導協力

自然とのふれあい

勤労体験学習

自然愛護活動

文化とのふれあい

郷土芸能伝承活動

製作活動

人とのふれあい

地域奉仕活動

「さわやか一座」の公演風景
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2　自然とのふれあい

（1）勤労体験学習　～椎
しいたけ

茸植菌作業～

　地域産業を通して働くことの大切さを理解する活

動として、ほだ木（ならの木）に椎茸の種（菌）を

植え付ける活動を実施しています。植菌作業の意義

や方法については、地域の方の指導を受けながら作

業を行います。また、これに先立って、椎茸の採取

を行い、収穫した椎茸を近くの老人ホームに贈り、

交流会も実施しています。

（2）自然愛護活動　～橋野森林愛護少年団活動～

　昭和 62 年（1987 年）に橋野森林愛護少年団を

結成し、環境学習に取り組んでいます。

　小学生はミズナラの木の植樹、中学生は学校林の

下草刈り作業を行っています。　

　ミズナラの木（どんぐり）は豊かな土壌を作ると

ともに、海に栄養分を供給します。山林の多い地域

の特色を生かし、自

然愛護の心を育てる

活 動 と し て、 学 校、

保護者、地域が一体

となって積極的な活

動が展開されていま

す。

3　文化とのふれあい

（1）郷土芸能伝承活動～「さんさ踊り」「神楽」「鹿
ししおど

踊り」～

　地域に伝わる郷土芸能に親しみ、伝承しようとす

る心をはぐくみ、郷土への誇りをもたせることをね

らいとして、「さんさ踊り」「神楽」「鹿踊り」の郷土

芸能伝承活動に取り組んでいます。保存会の方々の

指導により、文化祭前の 2 週間、夜 7 時から約 1

時間半ほどの練習に取り組んでいます。

（2）製作活動  ～しめ縄づくり、みずき団子づくり～

　地域の方々（特にお年寄り）とふれあいながら、

地域に伝わる季節行事の意味を理解し、大切にして

いく心を培うことをねらいとして、地区の公民館や

ふれあいセンターを会場に、しめ縄づくりやみずき

団子づくりの製作活動に取り組んでいます。

1　人とのふれあい

　「すごいことをやっているの

だ。」という気負いがない自然体

の活動は、子どもたち自身にしっ

かり身についています。また、地域訪問によるお年

寄りとのふれあいから、相手の立場に立って物事を

考えるようになりました。

2　自然とのふれあい

　地域産業への理解を深めるとともに、自然の中で

の体験活動をとおして、地域理解と環境問題への関

心が高まりました。

3　文化とのふれあい

　子どもたちとっては、「○年生になれば、△△の役

ができる。」と毎年楽しみにしている活動です。保存

会の方々の熱心な指導によるところが大きいですが、

卒業した先輩（高校生）も指導してくれるなど文化

活動をとおして地域の人々とのふれあいの場となっ

ています。

　過疎化や少子高齢化の中で、

地域の活性化についての視点が

必要となっています。地域のよ

さをもう一度見直すとともに、

学校・家庭・地域が一体となった取組みで、他地域へ

の情報発信を考えたいと思います。

今後の発展 
のために 

・　地域の教育資源（自然・地

域産業・郷土芸能等）を有効

に活用し、多くの地域の方々

の協力を得ながら地域一体と

なって活動しているところに、子どもに対す

る地域の期待の大きさが感じられます。また、

橋野森林愛護少年団活動は、「水資源功績者表

彰国土庁長官賞（平成 12 年）」「緑化推進運動

功労者内閣総理大臣表彰（平成 15 年）」を受

賞しており、子どもたちを含めて地域全体の

活動として大きく評価できるものです。

こんな成果が 

◇◇◇情報発信したい地域の良さ◇◇◇

１　自然環境 

≪豊かな森林、きれいな河川（鵜住居川、沢桧川）≫

２　社会環境  

≪林産業、協力的住民≫

３　子どもたち 

≪前向きな性格（何にでも一生懸命取り組む）≫

ひと言 
コメント 

ミズナラの木の植樹風景



12

実
践
事
例
2
・

(2)

健全育成に関する事例 （2）「世代間交流に関する事例」

「地域ぐるみの世代間交流」

盛岡市：米
よ な い

内小中学校区教育振興協議会

　米内小中校区は、昭和 50 年

代前半まで兼業農家が多く、世

帯数 300 余りで小中学生全体

で 200 名の小規模併設校でし

た。しかし、その後の団地開発により、世帯数は現在、

1,400 世帯となり、小学生 400 名、中学生 240 名

ほどになり、子どもたちの数が急激に増加しました。

　このような地域の変化により、昔ながらのものと新

しいものとの融合（かかわり合いとつながり）をどの

ように進めるか、また、地域の教育環境をどのように

再構築するのかという新たな課題が生じました。

　私たちは、新旧の良さを認め

合い、子どもは「地域全体で育

てていこう」と考え、次のよう

な内容に取り組みました。

1　実践主題

　「かかわり合いとつながりを大切にし、心豊かな子

どもを育てよう」

2　実践の重点

（1） 地域の歴史理解と連帯感を高める

（2） 自然と環境を守る活動

（3） 福祉と安全を進める活動

1　主な活動

（1） 植樹祭

（2） 親子交流スポーツ大会

（3） 高洞山自然観察

（4） 米内川環境整備

（5） あいさつ運動月間

2　通年活動

（1） 愛の一声運動の啓発

（2） 芸能伝承活動の普及促進

（3） 各種団体との密接な連携

3　その他の活動

（1） 地域子どもふれあい懇談会

（2） 奉仕活動（中学生シルバーメイトとの交流・スノー

　　バスターズ）

（3） 広報「米内川」の発行

1　地区「植樹祭」

　平成 14 年度から「米内を桜

の名所に」をスローガンに、山

田線大志田駅周辺で町内会連合

会の植樹祭が行われました。米内川の清流沿いに満開

の桜を見ることができればという夢の実現のため、緑

化に力を入れたものです。当日は、地域住民約 100

人の参加があり、桜の苗木 100 本を植えました。小

学生・中学生・大人が 3 ～ 4 人 1 組になり行いました。

　植樹後は、地域の方々が準備してくださった豚汁や

漬物に舌
したつづみ

鼓を打ち、桜並木を想像しながら第 1 回の植

樹祭を終えました。

2　奉仕活動

（1） シルバーメイトとの交流

　一人暮らしをしている地域のお年寄りのお宅を訪

問して、普段できない窓ガラス等の清掃を行ったり、

お話をしたりする活動です。平成 14 年度は約 30

名の中学生の参加がありました。

（2） スノーバスターズ

　一人暮らしのお年寄りのお宅を訪問して、冬の期

間、家の周りの雪かきを行うものです。また、訪問

した方々に年賀状を送ります。平成 14 年度は約

こんな課題 
があり 

このように 
実践したら 

こんな考えで 

こんなことを 

お年寄りとふれあう中学生
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40 名の参加登録がありました。

　これらは、「身近にできることから、地域のために、

気軽にできるボランティア」をめざして活動を行っ

ています。ボランティア活動をとおして、有意義な

体験となっています。

　

3　高
たかほらやま

洞山自然観察

　平成 15 年度は、7 月 13 日に『国蝶「オオムラサ

キ」を観る集い』を実施しました。国蝶オオムラサキ

は、北海道から九州にかけて分布しています。県内では、

食樹であるエゾエノキが住宅の造成などで切り倒され

て生息が消滅しつつある蝶です。

　今回の集いでは、残念ながらオオムラサキを観るこ

とはできませんでしたが、地域の自然をとおして地域

の交流を図るよい機会となりました。

1　諸行事の定着

　年間をとおして、主な行事は

計画的・継続的に進められ、定

着してきています。毎回参加体

制も整い、地域・家庭・学校の連携が図られています。

特に、学校週 5 日制の完全実施にともない、参加人数

も増え、小中学生に地域の人々との関わりをもとうと

する意識の高まりがみられるようになりました。

2　垣根を越えた世代間交流

　子どもたちは、地域の行事で交流の場が多くなり、

地域の人々とのふれあいが増え、さまざまなことを体

験し学ぶことができました。「学校と地域」との連携に

とどまらず、「子どもと地域」（自治会と生徒会、老人

クラブと生徒会等）の連携が生まれ、教育振興運動に

対する地域の理解が深まりました。

　地域の子どもは「地域全体で育てていこう」という

気運が広まり、こうした実践活動を通して地域の教育

環境は整ってきています。

　米内学区の教育振興運動は、5

者が一体となり、地域と家庭と

学校が緊密な連携をとりながら

進めてきました。子どもを主体

として、「地域では何ができるか」をじっくりと話し合

い、実践活動に結びつけるよう心がけてきました。

　私たちは基本を忘れず実践をとおして、お互いを認

め、関わり合いを大切にしながら強い絆を作っていき

たいと思っています。そして、児童生徒の健全育成を

地域ぐるみで行い、様々な垣根を越え、明るい活気の

ある米内地区にしていきたいと考えています。

今後の発展 
のために 

・　米内小中学校区のすばらし

いところは、中学生が積極的

に地域活動に参画していると

ころです。自然環境・福祉等

の課題を、子どもたちが主体

的に活動を展開し、自然な形で世代間交流がな

されています。

中学生作文　1 年男子

　「シルバーメイトを通して」

　7 月 27 日のシルバーメイトは正直に言って、

僕はあまり行きたくありませんでした。それは、

みんなに言われてしかたがなくやったからです。

でも、今ふりかえるととてもいい経験をしたなあ

と思っています。

　最初は、「朝集合して午前中だけだ」というこ

とでやりました。車に乗って、一人暮らしの老人

のお宅に行ってお手伝いをしました。

　でも、手伝いをやっているうちにだんだん楽

しくなってきました。梅取りや草むしりなどの手

伝いをやりましたが、なぜか時間がたつにつれ

て不思議に楽しさがこみあげてきました。

　おばあさんから、とった梅をジャムにして食べ

ることなどを聞いて、すごく会話が弾み、とても

楽しくいい時間を過ごせたと思っています。僕は

最後にお年寄りの笑顔が見れたのでよかったと

思います。また、こういう機会があればなるべく

参加してみたいと思っています。

こんな成果が 

ひと言 
コメント 

国蝶オオムラサキを探す参加者
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健全育成に関する事例 （3）「現代的課題に関する事例」

「豊かな人間性を育むために」
～ふれあい体験活動をとおして～

湯田町：越
えっちゅうはた

中畑実践区協議会

　越中畑実践区では、地域の少

子化・高齢化に伴って、子ども

の異年齢集団による交流の機会

の減少、多様な社会体験の不足

等がみられ、子どもたちの自主性・社会性が十分に育

たないということが課題としてあげられます。

　越中畑実践区では、子どもた

ちに豊かな人間性や社会性を身

につけさせるために、「地域全体

で子どもを育てる」という観点

から地域住民全体が参加できる組織づくりを行い、小

学生を中心としながらも、幼児、中学生、高校生も参

加できる「ふれあい体験活動」を計画し、多様な社会

体験、自然体験、生活体験、世代間交流活動を推進し

ています。

おもな活動内容は次のとおりです。

1　連合大運動会

2　稲作体験学習（田植え、草取

　　り、稲刈り、脱穀、収穫祭）

3　地域行事への参加

4　山田北小学校との交流

5　あいさつ運動の取組み

6　環境美化・ゴミ問題の取組み

1　連合大運動会

　学校と保護者、地域の方々で

実行委員会を組織し、学校と地

域が一体となった運動会を実施

し、地域の方々との親睦を深めています。

　小学生だけでなく、保育園児の発表があったり、幼児・

中学生・高校生も競技に参加したりして、地域みんな

で運動会を盛り上げています。

2　稲作体験学習

　老人クラブ、祖父母、保護者の指導のもと、総合

的な学習の時間や特別活動で、勤労生産的な体験活

動を行っています。

3　地域行事への参加

　夏祭り、秋祭り、白木野人形送り、しめ飾り作り等、

地域の行事に保護者や祖父母、地域の方々の指導を

受けながら参加する中で、地域の伝統文化を学んで

います。

　昨年度からは、中学生が夏休みを利用して盆踊り

の太鼓のたたき方を地域の方から教えていただいて

おり、今年度は、練習後に講師と小中学生、保護者

が一緒に食事をしたり、肝試しをしたりして楽しみ

ながら交流の輪を広げています。

4　山田北小学校との交流

　山田湾に浮ぶオランダ島で、山田北小学校の子ど

もたちとバーベキュー大会やマリーンスポーツ（バ

ナナボート、カヌー、カッターなど）を行ったり、

名刺交換やゲームをしたりして交流を図っています。

5　あいさつ運動の取組み

　保護者が通学路で、子どもたちの交通安全街頭指

導を兼ねてあいさつ運動を行うとともに、地域の方に

も街頭指導及びあいさつ運動のチラシ配布を行うな

ど、地域一体となってあいさつ運動を推進しています。

　各地区公民館では、各集落公民館長が中心となり、

地区の方や各子ども会に呼びかけ「あいさつ標語」

や「あいさつポスター」の作成をしています。その

作品を各地区公民館や地域の掲示板に掲示して、あ

こんな課題 
があり 

こんな考えで 

こんなことを 

このように 
実践したら 

祖父から孫へ ! ふれあい受け継ぐしめ飾り作り
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いさつ運動への意欲づけを図っています。

　また、地域の方から、家庭でのあいさつについて

心がけていることやこうありたいと思っていること

（あいさつに関しての考え方や実践・取組み等）を寄

せていただき、越中畑小ＰＴＡ新聞に掲載し、あい

さつ運動の推進を図っています。

6　環境美化・ゴミ問題の取組み

　学校では、環境・栽培教育の中でゴミ問題を取り

上げ、地域の環境保全の心を育てるとともに、町の

出前講座を活用して、「環境問題を考えるゴミ分別

学習会」を児童、保護者、地域の方々を対象に開き、

地域の環境問題について考える機会をつくっていま

す。

　地域では、小中学生とともに、リサイクル運動（廃

品回収）を実施し

た り、 小 中 学 生、

老人クラブ、保護

者が協力して環境

看板（ゴミに関す

る標語）の作製・

設置を行っていま

す。

1　連合大運動会、稲作体験学習、

地域の行事等をとおして、た

くさんの地域の方々や高齢者

とふれあうことにより、子ど

もたちはたくさんの知恵を学ぶことができ、高齢者

に対する尊敬と感謝の気持ちを持つことができまし

た。また、多様な社会体験に取り組んだことにより、

自主性や社会性が培われてきています。

2　山田北小学校との交流では、沿岸部に住む人々や

自然にふれあうことにより、その良さを知るととも

に、自分達の住む湯田町の良さを再確認することが

できました。

3　地域、学校でのあいさつ運動、標語、ポスター作

成の取組みを通して、地域での世代間の交流を図る

とともに、子どもたちだけでなく、保護者や地域の

方々にもあいさつに対する関心、意識を高めること

ができました。

4　リサイクル運動とあわせて、環境問題を考えるゴ

ミ分別学習会等を行ったことにより、自分達が住ん

でいる地域を大切にしようとする意識と、環境美化

や環境保全に対する意識の高揚を図ることができま

した。

　越中畑実践区では、学校と家

庭、地域が一体となって課題解

決に向けて取り組むことができ

たと思います。しかし、まだま

だ反省点・改善点・課題等も残されています。これか

らも、今まで以上に協力体制を整えて、一つ一つ課題

を克服し、さらによりよい活動となるよう取り組んで

いきたいと思います。

今後の発展 
のために 

・　越中畑実践区の活動は、

少子化・高齢化による地

域の課題に対して、保護

者、学校、地域がしっかり意識して連携

協力した取組みとなっているところがと

てもすばらしいです。

　また、家庭や地域の教育力が高まってい

く様子が、成果にしっかりと表れており、

今後の活動も大いに期待されます。

『我が家のあいさつ』―越中畑小PTA新聞より―

　我が家では、次の声かけに努めています。ま

ず、朝は誰に対しても「おはよう」、出かける時

は「行ってきます」、それに対して「気をつけて

ね。」の一声をかけるようにしています。

　　　　　　　　  ～中略～

　とにかく、家族・地域みんなが「明るく、大

きな声で」あいさつをするよう心がけていきた

いものだと考えています。　　　【保護者より】

ひと言 
コメント 

こんな成果が 

クリーン宣言 ! 標語看板設置
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健康・安全に関する事例 （1）「体力つくりに関する事例」

「心身ともに健やかな子どもを育て、住みよい郷土をつくろう」
～業間マラソンからの挑戦～

一戸町：鳥
ちょうかい

海小学校実践区

　鳥海マラソンへの取り組みは、

平成 4 年の鳥海地区 4 校の統合

までさかのぼります。

　当時、統合により 7 割の子ど

もがスクールバス通学となり、親から、子どもたちの

運動不足を心配する声があがりました。

　そこで業間マラソンを始めることにしました。

　始めるに当たって考えたこと

は、運動不足解消はもちろんの

こと、次の 3 点もねらいとして

取り組むということでした。

ねらい①：自分の体力を知り、挑戦する意欲をもたせ

たい。

ねらい②：互いに励ましあい、お互いの成長を喜び合

える子どもにしたい。

ねらい③：マラソンに地域ぐるみで取り組めるように

したい。

　ねらい①については、「つばめ」

「うさぎ」「ライオン」の難易度

の違う 3 コースを校庭や裏山に

設定し、自分の力に応じてコー

スを選ぶようにしました。

　ねらい②については、月に一度、記録会を実施し、

自分の体力の伸びを自覚させるとともに、お互いの伸

びを喜び合えるようにしました。また、先生も一緒に

走り、励まし合いました。

　ねらい③については、記録会の結果を家庭に知らせ

ることで、家庭でもマラソンが話題に上がるようにし

ました。親からの励ましが、子どもにとって最高の励

ましであることは言うまでもありません。

　業間マラソンに取り組んで 10

年が過ぎましたが、その間、子

どもたちは、友だち、先生、家

族の励ましを受けながら意欲的

に走り続けました。

　そして今、その活動は、「体力つくり」から「運動に

親しむ生活習慣を確立する」方向へとステップアップ

してきたのです。

　平成 15 年度の活動を紹介します。

１　県内各地の健康マラソン大会への参加

5 月：三戸桜マラソン　

6 月：軽米健康マラソン　

9 月：玉山・啄木の里マラソン

　　　JA 安比リレーマラソン

　　　盛岡 SB 健康マラソン

　　　一戸町ロードレース大会

10 月：一戸町民駅伝大会（優勝）

 　　　 　（H9 ～ H13 まで 5 連覇）

　これらのマラソン大会への参加は、業間マラソン

で培った力を試す絶好の機会となり、子どもたちの

新たな意欲を引き出しています。また、子どもたち

に触発され、親子で参加する家族も増えてきました。

大会前は、親子で練習する姿が学区内のあちらこち

らで見られます。

 

2　卓球講習会の開催

　12 月に、中国で卓球の選手、コーチをしていた

章征保氏（大野村教育委員会招聘）をお招きし、子

どもたちを対象に卓球の講習会を実施しました。

こんな課題 
があり 

一戸町ロードレース大会で力走する鳥海っ子

こんな考えで 

こんなことを 

このように 
実践したら 
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　一流の講師から直接指導を受けた子どもたちの技

術は見ちがえるほどに上達し、意欲も高まりました。

3　クロスカントリースキー教室

　1 月に、アルベールビルオリンピック金メダリス

トの三ケ田礼一氏を講師に、奥中山高原スキー場で

クロスカントリースキー教室を実施しました。

　当日は雪まじりの天気でしたが、金メダリストの

指導で「楽しくできるクロカン」に意欲的に取り組

みました。

4　ニュースポーツで三世代交流

　11 月、恒例の三世代交流を実施しました。

　今回は、ニュースポーツ（ビーンボーリング、ディ

スゲッター、カローリング）に父母、祖父母、地域

の方々と楽しく挑戦しました。心地よい汗を流した

後は、学校田でとれたもち米をついて、雑煮を作っ

ておいしくいただきました。

　平成 11 年度「私のはがき提

言～学びと家族～」で佳作に選

ばれた袖子田信子さんの作文を

紹介します。

　子どもたちは、大会をめざして目標をもち、みんな

からの励ましを力に変え、土・日も家の周りを走ります。

子どもにつられて親も走ります。その姿を温かく見守

る地域の方々がいます。そんな風景が、鳥海地区では

当たり前のこととなりました。

　そして、学校、家庭、地域に支えられた鳥海の子ど

もや大人が各地のマラソン大会で活躍するたびに「マ

ラソンの鳥海」が注目されてきました。

　さらに、鳥海地区スポーツ振興会との連携により、

鳥海地区ペタンクリーグ戦、鳥海地区総合スポーツ大

会（ソフトバレーボール、ソフトボール、卓球）、鳥海

地区民体育大会、鳥海地区綱引き大会と、運動に親し

む生活習慣の確立を地域ぐるみで進めるようになりま

した。

　小学校が中心となってすすめて

きた体力つくりへの取組みが、地

域住民を巻き込んでのスポーツ活

動へと発展してきました。

　これからは“いつでも、どこでも、だれでも取り組

める生涯スポーツの里「鳥海」”の実現をめざし、校庭

を飛び出し、地域をフィールドにしたスポーツ活動を

展開していきたいと考えています。

今後の発展 
のために 

・　この実践のすばらし

さは、子どもの運動不

足を心配する親の要望

に、学校が応える形で

始まったマラソンが、地域づくりへと

発展してきたところにあります。

・　スポーツを軸に進める教育振興運動

は、成果や課題が見えやすいという点

で、大いに参考になるでしょう。

娘のマラソン

　「私、絵美ちゃんについて行く。」

　娘の目標は、同級生の子について走ること、

マラソンのことです。父や兄たちの影響もあっ

て、娘もマラソン大会に参加してきました。

　娘は「走るとお腹が痛くなるの。胸がドキド

キして苦しいの。だけど、お兄ちゃんも同じだっ

て」とか、先に折り返してきた兄が「頑張れ―

もう少しだ」と声をかけてくれたなどと話して

くれます。毎日、ケンカばかりしているのに、

と思うとうれしくなります。

　速い子だけでなく、遅い子も最後まで走る。

みんなで応援する、このようなことを大切にし

てくださっている皆さんに感謝しています。

　速い方でない娘は、飛び跳ねるように走り、

すぐに見つけることができます。

　私は、娘と同じ胸の高鳴りを感じながら、精

一杯の応援で迎えてやりたいと思うのです。こ

れからも、走り抜くことを目標に、家族でマラ

ソンを楽しんでいきたいと思います。

こんな成果が 

ひと言 
コメント 
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健康・安全に関する事例 （1）「食育に関する事例」

「心豊かな児童の育成を目指す教育振興運動」
～食意識を高める実践活動を通して～

江刺市：木
き ざ い く

細工地区教育振興会

　木細工地区は、世帯数９６戸、

人口３１１人で、全戸が教育振

興会の会員となっています。地

区民は、小学校を地域の交流の

拠点として、学校行事等に積極的に関わっています。

　子どもたちは、家庭や地域に支えられ、明るく、朗

らかに育っていますが、自分自身の生活や健康につい

て考え、よりよくしていこうという意識に弱い面があ

ります。

　そこで、生きるための基本となる「食」について様々

な活動をとおして、子どもたち自らが生活や健康をふ

りかえることができるようにすることが課題であると

考えました。　

　このような子どもたちの実態

から、当教育振興会では、次の

ような活動目標をたてました。

・ 　地域が一体となって健全育成に努める。

・ 　子どもたちの体験を広める活動を推進し、自

ら考え行動する児童の育成に努める。

　　特にも、食を意識した様々な場面での活動を

とおして、家族や地域とのふれあいを深めなが

ら、子どもたちの食意識を高めていく。

1　学校での実践活動

　　夏休みおやつ教室

2　家庭との連携の実践活動

（1） 学校保健委員会での実践

（2） 家庭での調理活動「ごちそうしちゃうよ」

3　地域での実践活動

（1）親子の料理教室－木細工地区食改善推進委員会と

　　 の連携

（2）豆腐づくり－ＪＡ米里との連携　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　

1　学校での実践活動

　夏休みおやつ教室

　おやつの実態を把握するため

にアンケートを実施しました。

その結果、ふだんのおやつは市販のものが多く、手

作りおやつを食べる機会が少ないことがわかりまし

た。そこで、希望する児童を対象に、パン、ピザ、ゼリー

のおやつ作りを実施し、食物と健康に対する関心を

高められるようにしました。　　　

　　　　　

　

2　家庭との連携の実践活動

（1）学校保健委員会での実践

　児童の食に関する意識の更なる高揚と、保護者等

への啓発のために、食に関する学校保健委員会を開

催し、３回目の学校保健委員会として、給食試食会

と保健集会を開催しました。

　給食試食会は、はじめての取組みでしたが、給食

時の子どもたちの様子を見てもらったり、家庭での

食事の様子について話合いをもちました。

　保健集会は、「野菜となかよくなろう」をテーマに、

児童の保健委員会が企画・運営し、また、保護者等

にも参加してもらい、野菜早書き競争・野菜○×ク

イズ等、子どもたちの興味・関心を高める工夫をし

ながら進められました。

　その後、市給食センター栄養士から、野菜の栄養

についてくわしく学びました。

こんな課題 
があり 

こんな考えで 

こんなことを 

このように 
実践したら 
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（2）家庭での調理活動「ごちそうしちゃうよ」

　作る楽しさ、食べてもらうことの喜び、食事の大

切さ等を体験をとおして感じとらせるとともに、食

事を作ってくれる方への感謝の気持ちを育てたいと

考え、夏休み、冬休みの長期休業に、家族のために

心を込めて食事を作るという取組みを行いました。

出来上がった料理の絵や感想を記入し、家の人から

感想を書いてもらいました。

3　地域での実践活動

（1）親子料理教室ー木細工地区食改善推進委員会との連携

　昔の料理を作ることを通して、食の望ましいあり

方を見直すとともに、親子のふれあいを深める機会

として設定しました。食改善推進委員、親子を合わ

せ４０名が参加しました。親子で協力しながら、い

なり寿司、すいとん、キュウリの炒め漬けを作りま

した。

（2）豆腐づくり－ＪＡ米里との連携

　豆腐づくりを体験する活動を通して、地域の人と

のふれあいを大切にするとともに、昔の調理の工夫

や自分で作る大切さを実感させるために設定しまし

た。豆腐づくりを通して、自然食の良さを学ぶこと

ができました。

1　食に関する多角的な取組みを

とおして、栄養の取り方につい

ての子どもたちの意識が変わっ

てきました。

2　家庭や地域との連携のもとに進められた今回の

実践により「豊かな食事・笑顔のある食卓」を実

感することができました。

3　家族、地域の方々とのふれあいを深めることが

できるとともに、地域の良さを感じました。

　食の指導は、まさに、家庭・

地域・学校が連携して行うこと

によって、指導の成果がより表

れるものです。お互いに情報交

換をしながら、さらに実践を重ねていくことが大切で

あると思われます。

今後の発展 
のために 

・　木細工地区の実践は、

食の意識を高めるため

に、家庭、地域、学校

がそれぞれの場で食に

関して楽しみながら、

実践している点がいいですね。また、こ

の活動をとおして、親と子、地域住民と

子どもたちとのふれあいが深まり、家庭

や地域の教育力が着実に高まっていると

感じられます。

＝幼児期では、こんな実践もあります＝
一関市立真滝幼稚園 PTA の実践

　栄養バランスの関心を高める研修会、

祖父母の支援による餅つき大会、親の意

識を高めるための保健・クラスだよりの

発行と懇談会、課題把握と成果・課題を

明確にするための年 2 回のアンケート調

査等に取り組みました。

　その結果、若い世代の親が自然のもの

や地元産の食材を使った料理を見直すよ

うになり、子どもの弁当づくりや家庭で

の食事のとり方に反映されるようになっ

てきています。

こんな成果が 

ひと言 
コメント 

みんなで楽しくいただく試食会

親子のふれあいを深める「親子料理教室」
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中・高生の社会参加活動に関する事例 （1）「中・高生の社会参加に関する事例」

「高校生による九戸村地域子ども読書会」
～高校生一人一人が輝く社会参加活動～

九戸村：伊
い ぼ な い

保内高等学校実践区

　今年で 24 回を迎える伊保内

高校生徒の九戸村地域子ども読

書会が産声を上げたのは、昭和

56 年 1 月のことでした。

　当時、伊保内高校には、高校生の読書離れや活字離

れが進んでいること、就職が内定した生徒の高校生活

に対する目的意識が薄らぐこと、高校生の地域との交

わりが希薄化していることの 3 つの課題がありました。

　これら課題を解決するために

伊保内高校の先生方によって考

え出されたのが、高校生たちが

地域に出向き、小学生に自作の

紙芝居などを読み聞かせする「地域子ども読書会」です。

　高校生の読書離れ、活字離れは小学生のうちからの

読書体験が大切であると考え、小学生への読書の楽し

さを伝える役目を、就職が内定した 3 年生に託すこと

にしたのです。

　「地域子ども読書会」は、11

月の準備会と１月の本番に分け

られます。

　11 月の準備会は、1 泊 2 日

のボランティアスクールとして、県北青少年の家で実

施されます。

　内容は、紙芝居やカルタの作成、読み聞かせの技術

習得、レクリエーションの実技など、読書会に向けた

準備をします。

　1 月の本番では、1 班 6 人～ 7 人で数班を組織し、

村教育委員会が用意するバスで、村内 23 会場を分担

して訪問します。

　各会場には子どもたちが待っていて、1 会場あたり

2 時間半の読書会を中心とした交流が行われます。

　これまでの 24 年間の一部を紹介します。

　平成 15 年度の実践を紹介し

ます。

1　ボランティアスクールの様子

　11 月 27 ～ 28 日に県北青少

年の家を会場に、男子 32 名、女子 20 名、計 52

名の希望者が 1 泊 2 日の研修を行いました。引率は

伊保内高校の先生 3 名です。

　子どもたちの喜ぶ顔を想像しながら、読み聞かせ

やレクの研修、紙芝居の創作活動を行いました。紙

芝居の読みあわせも、ビデオに撮って練習を繰り返

しました。あとは本番を待つだけです。

2　九戸村地域子ども読書会の様子

　そして迎えた 1 月 7、8 日。生徒たちは 8 班に分

かれ、集落センターなど子どもたちが待つ 23 の会

場を、村のバスで巡回しました。集まった子どもた

ちは合計 400 名でした。

こんな課題 
があり 

こんな考えで 

こんなことを 

回（年度） 読み聞かせ題材 参加者 備考

1 回
（55 年度）

童話
「やまなし」

3 班構成
6 会場

各自路線バスで移動

2 回
（56 年度）

童話
「よだかの星」

7 班構成
14 会場

村教委、小学校、子育
連の協力体制できる

3 回
（57 年度）

童話
「雪渡り」

6 班構成
24 会場

マスコミ取材が始ま
る。以後、毎年報道。

7 回
（61 年度）

童話
「ツェねずみ」

6 班構成
22 会場

第 8 回教育表彰受賞
高齢者学級と連携

8 回
（62 年度）

童話
「オッペルと象」

6 班構成
22 会場

ふれあい教育賞受賞
1、2 年生も参加

11 回
（H2 年度）

童話
「注文の多い料理店」

6 班構成
22 会場

特別養護老人ホーム
「折爪荘」慰問開始

18 回
（9 年度）

童話
「オッペルと象」

6 班構成
23 会場

参加者の募集を希望制
とする

21 回
（12 年度）

童話
「かえるのゴムぐつ」

8 班構成
23 会場

読書活動優秀実践校
文部大臣表彰受賞

22 回
（13 年度）

童話
「雪渡り」

8 班構成
23 会場

野間読書推進賞受賞

このように 
実践したら 
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　今年の題材は「どんぐりと山猫」。低学年の子には

ちょっと難しかったようですが、「この話どこかで聞

いたことがある」程度に記憶にとどめてもらえれば

読書へのきっかけになるのではないかと考えて選び

ました。

　読み聞かせの後は、自作の九戸村の民話カルタ、

毎年取り上げることにしている九戸村の民話「オド

デ様」などの自作紙芝居、研修で学んだゲームや各

班が工夫したゲームを行いました。

3　長続きの秘訣は？

　ここで、24 年間続いてきた秘訣を 2 つ紹介します。

（1）5 者の役割分担が明確であり、それぞれの負担が

少ないこと

①子どもの役割⇒主役、②高校の役割⇒参加生徒の

募集と指導、③親の役割⇒会場準備、④地域の役割

⇒会場確保、会場準備、⑤行政の役割⇒実施計画の

作成、移動用バスの手配、社会福祉協議会との連絡、

予算確保。　

（2）この読書会が、村の宝ものとして村民に愛されて

いること

　高校生の活動を支える地域の大人たちも、小学生

や高校生の頃に読書会を経験し、そのすばらしさを

知っているのです。

1　高校生にとっての成果

　読書会に向けて題材を何度も

何度も読み返し、自分なりの読

みを創りあげていく過程で、ど

んどん本の世界に引き込まれていきました。

　そして、やり遂げたことへの達成感、他人に喜ん

でもらえたことの満足感、地域社会のために役立て

たという自己存在感を存分に味わうこともできまし

た。

　

2　小学生にとっての成果

　宮沢賢治の童話やカルタ、紙芝居などの世界を、

高校生とともに味わった楽しい時間は、子どもたち

にとって、貴重な体験となり、本に親しむきっかけ

となりました。

　また、高校生のひたむきな姿を目の当たりにし、

人の役に立ちたいという思いをもつ子どもも増えて

きました。

　本実践が社会への貢献活動と

して今後も続けられることや、

将来、自分の子どもに、経験を

生かして読み聞かせをしてほし

いと願っています。

今後の発展 
のために 

・　読書会を成功させた高校生

は子どもたちのヒーロー・ヒ

ロインで、村内を歩いている

と子どもたちから声をかけられるそうです。　

　恥ずかしそうに手を振って応える高校生の姿

を、にこやかに見つめる大人たち。

　温かい地域の様子が目に浮かんできます。

こんな成果が 

《参加した高校生の感想》

　子どもにボコボコにされた。楽しめた。子

どもは正直だと思った。俺の子どもの時よりも

ずっと立派だ。体中痛くなったが、まあ楽しめ

たと思う。百点だ。悪い所もあったがそれも含

めて百点だ。よくやったと思う、俺。（高 2、男子）

《参加した小学生の感想》

　ただ聞かせるだけではなく、台本のようなも

のも配ってくれたのであきませんでした。それ

から、九戸村の近くのことを紙芝居にしてやっ

ていたので、本で読むよりおもしろいと思いま

した。ぼくもいつかこういうのをやって、みん

なを喜ばせてみたいです。（小 6、男子）

自作紙芝居熱演中

ひと言 
コメント 



22

実
践
事
例
4
・

(2)

中・高生の社会参加活動に関する事例 （2）「リーダー養成に関する事例」

「地域で育む中高生リーダー」
～小梨ジュニアリーダーズクラブ（JLC）「ボランペ」の活動～

千厩町：小
こ な し

梨地区教育振興運動実践協議会

　地域の少子化、過疎化や地域

住民のつながりの希薄化により、

対人関係の欠如、地域の教育力

の低下が指摘され、特にも中高

校生の社会参加に対する意識化やリーダー養成の必要

性が課題として取り上げられました。

　こうした中高校生の課題を解

決するために、公民館や子ども

会が主催する事業のリーダーと

して中高校生を参加させたいと

いう意見が出されました。これは、中高校生にボラン

ティア意識を養い、自主的に地域の社会活動に参加す

る心を育てることがねらいです。

　昭和 58 年～昭和 60 年まで、

（財）あしたの日本を創る協会が

主催する助成事業「児童青少年

の健全な発達・促進『モデル地区』

育成事業の指定を受けて、取り組みました。（全国３地

区）

1　初年度（昭和 58 年）リーダー開発（養成）と組織づくり

　中高生のボランティア・サークル『小梨ジュニア

リーダーズクラブ“ボランペ”』を結成。子ども会の

プレイリーダーや地域の行事、公民館事業、PAL 交

流などを手伝うなど、社会参加を積極的に行うグルー

プとして、毎年 40 ～ 50 名が入会登録しています。

2　２年目（昭和 59 年）冒険遊び場づくり

　親たちが、子どもが外で遊ばなくなったことを危

惧し、川に魚を放流したり、田んぼにスケートリン

クをつくったりなど、外遊びのできる場づくりに取

り組みました。中でも南小梨地区では、親子総出で

黄金山に手作りの「黄金山キャンプ場」を造成し、

ここは、夏 PAL 交流のメイン会場として活用され

ています。

3　３年目（昭和 60 年）地区間相互交流

　３モデル地区の担当者会議で、相互訪問の話がま

とまり、春休み（３月）に「春 PAL 交流」として、

小梨地区の子どもたちが東京都世田谷区太子堂地区

を訪問、夏休み（７月）に「夏 PAL 交流」として

世田谷区太子堂地区の子どもたちが、小梨地区を訪

問する相互交流が始まりました。

1　小梨 JLC『ボランペ』の結成

（1）　愛称『ボランペ』の由来

　“ボランティアをやっぺ”（や

ろう）という地元の言葉を縮

めたものです。

（2）組織構成員

　原則として、小梨地区に在住し、目的に賛同する

中高生で組織します。

（3）目的

　ボランティア活動や子ども会指導を通じて自己を

見出し、喜びと活力と自信を身につけ、明るい地域

作りに貢献します。

（4）主な活動内容

ア　PALPAL 交流への協力

　・春 PAL 交流―引率リーダー

　・夏 PAL 交流―キャンプリーダー

　　　　　　　　　プレイリーダー

　・その他交流―スタッフとして協力

イ　公民館・地域行事への協力

ウ　子ども会への協力―プレイリーダー

エ　その他―各種募金や福祉活動等

（5）関東 OB 会

　卒業後、関東地方に在住する者たちで OB 会を結

成し、「春 PAL 交流」等、東京で開催する事業のスタッ

フとして協力しています。

こんな課題 
があり 

こんな考えで 

こんなことを 

このように 
実践したら 
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2　PALPAL 交流について

○ PALPAL 交流とは・・・

　正式名称は「岩手県千厩町小梨地区と東京都世

田谷区太子堂地区の相互交歓交流」で、長くて呼

びにくいので“P
パ ル パ ル

ALPAL 交流”と呼んでいます。

　PAL は、英語で「仲間」とか「仲良し」という

意味があり、すなわち「都会（世田谷区）と田舎（千

厩町）が相互に訪問し合い、仲間になる交流」と

いう意味です。

（1）春 PAL 交流―大都会探検隊―

　千厩町の子どもたちが世田谷区を訪れ、ホームス

テイ等をとおして、都市型の文化などを直接吸収し

ます。

（2）夏 PAL 交流―サマーアドベンチャーキャンプ―

　世田谷区太子堂地区の子どもたちが小梨地区を訪

れ、農家にホームステイをして、農村の生活体験か

らその生き方を学び、ふれあいを深めます。

3　小梨 JLC『ボランペ』の役割

（1）PALPAL 交流の際に、PALPAL 交流事務局職員

の補助として、小梨 JLC『ボランペ』の中高生が子

どもたちのお世話をします。

　　都内見学などの際には、子どもたちが迷子になら

ないように面倒を見たり、フリータイムの時間等も

参加者と一緒に行動します。

（2）公民館や地域の各種事業に参加し、子どもたちの

お世話をしながら、事業を盛り上げます。

（3）子ども会の活動にプレイリーダーとして参加して、

活動の補助や計画作成の助言等を行い、活動の活性

化を図ります。

1　小梨 JLC『ボランペ』の活

動をとおして、子どもたちの

縦のつながりができるととも

に、自分たちの住んでいる地

域に関心を持ち、進んで社会活動に参加する意識が

芽生えてきています。

2　地域の方々との接点が増えることにより、子ども

たちは「世の中」について学ぶ機会が増え、また、

住民にとっては若者を理解する良い機会となり、相

互理解からコミュニティづくりへと高まっています。

3　子どもたちは、都会での体験をとおして、広い視

野と、他人とのふれあいから人間関係の形成の仕方

や、その機微に触れる大切さを学び、豊かな人間性

が育まれています。

　地域の青少年育成の核として、

その存在の価値や必要性が、認

められてきたことで、子どもた

ちの心が大きく成長しました。

　今後も気負わずに中学１年から高校３年まで６年間

かけてじっくりと育てるというスタンスで継続してい

きたいと思います。

・ 　小梨 JLC『ボランペ』の活

動は、大人への成長過程にあ

る中高生にとって、実社会と

直接ふれあう体験であり、人

間としての生き方、職業観、地域の良さ、社

会秩序などを効果的に学ぶことができるとて

もすばらしい活動です。

こんな成果が 

今後の発展 
のために 

学校・学年別

参加できる交流名

摘　要夏 PAL 交流
キャンプ

春 PAL 交流東
京探検隊

小学 3 ～ 4 年生 参加可 ・・・・・・

小学 5 ～ 6 年生 参加可 参加可
両交流に参加で
きる

中学 1 ～ 3 年生
JL と し て 参 加
が可能

JL と し て 参 加
が可能 JLC ボランペに

入会。登録する
ことが条件。高校 1 ～ 3 年生

JL と し て 参 加
が可能

JL と し て 参 加
が可能

　高校卒業後は、OB として後輩達を指導する立場となり、事務局と
何らかの関わりをもつ。

ひと言 
コメント 

みんなのあこがれ ! プレイ リーダー
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推進体制整備に関する事例 （1）「組織との連携に関する事例」

「葛巻町をあげての青少年の健全育成をめざして」
～ 3 組織の統合と再構築～

葛巻町：葛
くずまきまち

巻町青少年育成ネットワーク

「健全育成」をめざす組織が

３つも４つも

　青少年の「健全育成」をねらいとする団体がいくつ

もあり、また、それぞれの主催事業が、それぞれの日

程で開催されてきました。このため、子どもたちにとっ

て、休日は忙しい日となっていました。

　「教育振興運動」「青少年健全育成町民会議」（以下「町

民会議」）「子ども会育成会」（以下「子ども会」）の組

織や活動について次のような課題が出されました。

1　教育振興運動では

　幼稚園、小、中、高校ごと学校単位に組織されて

いるが、ＰＴＡ活動が主なものとなっている。

2　町民会議では

　事務局主体の大きなイベントが活動の中心で、地

域全体の活動になっていない。

3　子ども会

　小・中学校に子ども会、地区生徒会が組織されて

いるが、子どもたちの主体的な活動となっていない。

4　共通した課題

（1）各組織の構成員が重複（役職の偏り）している

（2）地域とのつながりが不足している

（3）異年齢集団活動が形成されていない

（4）中高生 ( 特にも高校生 ) の地域活動離れが進んで

　　 いる

（5）子どもが事業の計画段階で参画していない

新推進体制（３組織の１本化）

整備が必要

　これまで３組織が、調整する

ことなく同じ子どもを対象にし、

事業展開されてきた反省とそれぞれの課題を踏まえ、

新組織では、次のことをめざすこととしました。　

１　青少年教育の総合的な調整

　　（ねらいを絞り、子どもからゆとりを奪わないこと）

２　地域における異年齢集団の形成

３　子どもによる子どものための活動の実現

４　中高生の社会参加活動

５　地域の教育力の向上（地域づくり）

６　役員、指導者の負担軽減

７　5 者の役割の明確化と連携　

　

1　「青少年育成会」

　　（新基本組織）の設置

　

（1）「青少年育成会」の役員構成

ア　会　長･･･自治会から　

イ　副会長･･･幼児、小学生、中学生、高校生の各保

護者から　

ウ　育成委員･･･幼保小中高各担当教職員、保護者、

地域住民から

（2）「青少年育成会」の基本的な形

　　

2　ネットワーク化でさらに強化

　町内 29 の「青少年育成会」を、より確かな組織に

していくためにネットワーク化されました。

こんな課題 
があり 

こんな考えで 

こんなことを 

教育振興運動

町 民 会 議　　　　　　　「青少年育成会」

子 ど も 会　　　　　　　3 組織を 1 つに！

教育振興推進 
協議会 

子ども会育成会 

青少年健全育成会 
町民会議 

子
ど
も 森林愛護 

少 年 団 

部 活 動 
スポーツ 
少 年 団 

ガ ー ル 
スカウト 

地　域 

家　庭 

学　校 

行　政 

【青少年育成会】 

【子ども会】 

自治会役員 
教職員 保護者 

中・高校生 

小学生 

幼児 

支援 

支援 

支援 

支援 

指導 お世話 

指導 お世話 

指導・支援・評価 

活動中は大人は黒子に徹し、活動終了後に

適切に評価していく。これが役割です。
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　葛巻町内児童数の約 4 割が集

中する葛巻小学校区内の青少年

育成会は子どもたちが比較的多

くいます。一方で少子化のため、

これまでの子ども会地区での活動ができない地域もあ

り、今後、この傾向はさらに進みそうです。そこで各

地区の実態に応じて、青少年育成会がその形態を工夫

しながら活動を進めています。

1　地域分割型　～子どもが多い地区～

地域（自治会）が分かれて組織

＜特徴＞

（１）地域全体での活動　　　　　　　　　　

（２）地域が分かれて活動

（３）幼少中高が分かれての活動

 ※様々な形での活動が可能

2　地域（自治会）統合型　～子どもが少ない地区～

小学校単位で、複数の地域が統合して組織

＜特徴＞

（１）青少年育成会全体での活動　　　　　　　　　

（２）地域ごとの活動

　小学校単位で複数の地域（自治会）が統合して組織

少子化の進む葛巻町内では、地域統合型の形態で進め

ている地域が多く見られます。

　子どもが少なく、子ども会活

動が停滞していた地区も「地域

統合型」を取り入れ、幼・保、中・

高校生の参画によって活動に勢

いが出てきたり、他地区の良さを学びながら健全育成

を進めようというところが出てきています。

　地域統合型で進めていく場合、

活動拠点が広範囲になります。

いかに地域に根ざしていくか、

役員である大人たちの連携の在

り方が一層重要になってきます。

・　青少年の健全育成組織を抜

本的に見直し、町をあげて子

どもたちに熱いまなざしを注

ぎ、大人自身のアクションも

要求される大改革です。幼・保から中・高校生

までを組み入れての活動は、人づくり、ふるさ

とづくり、まちづくりそのものです。新組織の

立ち上げから２年目になりましたが、今後の取

組みと成果に注目していきたい事例です。

こんな成果が 

今後の発展 
のために 

教育振興運動を隅々まで浸透させるための

こんな実践もあります。

～成島地区実践協議会（東和町）の事例～

　成島地区では、教育振興運動の方針、重点等を全地区

民に周知させるために、「子ども会単位」（集落）の４つ

の支部を組織しています。

 成島地区教育振興運動協議会の方針

↓

①読書推進 ②体験活動 ③伝承活動 ④あいさつ運動　　

例えば伝承活動は

Ａ地区－しめ縄づくり、Ｂ地区－どんと祭

Ｃ地区－鹿踊り　　　　Ｄ地区－神楽奉納

というように、子ども会地区単位（集落）ごとに、その

土地独自のものに取り組んでいます。

　また、支部組織のリーダーも地区協議会に参加し、成

島地区全体の方針の確認や他支部の活動の情報を共有し

ながら地区としての活動を盛り上げています。

このように 
実践したら 

ひと言 
コメント 

運営委員会〔各団体の代表〕 

各地区青少年育成会代表者会議 

青少年育成会 青少年育成会 青少年育成会 青少年育成会 

子ども会 子ども会 子ども会 子ども会 

青
少
年
育
成
会 

A 
青
少
年
育
成
会 

B

幼児 幼児 

小学生 小学生 

中学生 中学生 

高校生 高校生 

子ども会 

C地区 

A地区 

B地区 D地区 
青少年育成会 

異年齢グループでおにぎりづくり
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「学校支援ボランティアで広がる体験活動」

花泉町：永
な が い

井地区実践区

　花泉町永井地区では、核家族

化が進み、共働きの家庭が多く

なってきました。

　平成１４年４月、完全学校週

５日制が実施されたこともあり、土、日に両親不在の

家庭の子どもたちが多い中、いかに有意義な休日を過

ごさせるかが問題となりました。

　また、５者の連携を図りながら教育振興運動を進め

てきた当地区では、地区公民館、ＰＴＡなどそれぞれ

の立場で事業を展開しています。より身近なものにす

るために、Ａ（あいさつ）・Ｂ（美化）・Ｃ（呼びかけ）・

Ｄ（読書）運動とするなど独自の展開を試みてきまし

たが、親、子ども、隣近所、地域内での交流の希薄化

がここ数年の課題となっていました。

　教育委員会等が主催する 5 日

制対応事業はありましたが、「地

域の子どもは地域で育てよう」

そして、「動ける人が、やれるこ

とから始めよう」という声が高まりました。そんな中で、

永井小学校のＰＴＡ役員が中心となって５月に結成さ

れた学校支援ボランティアが子どもたちの地域での体

験活動にも乗り出しました。

　ボランティア設立当初のねら

いや活動内容は次のとおりです。

1　ねらい

　永井小学校の教育を支援する

とともに、子どもたちに、様々な活動の場を提供し、

遊びや体験活動をとおし、子どもたちの健全育成を

図る。

2　主な活動　

（1）永井小学校の教育活動を支援してくれるボラン

ティアや人材の発掘と活動への参加の呼びかけ。

（2）土、日に集落内（学区内）公共施設での体験教

室の実施。

3　ボランティアの登録状況（平成１４年度）

図書の整理 ……………………… １名

パソコン ………………………… ６名

スポーツ ………………………… １名

花壇の手入れ等 ……………… １２名

子どもの面倒をみる ………… １２名

その他 ………………………… １０名

1　平成１４年度の実践から　

（1）パソコン教室

全６回　　会場　永井小学校

参加者数　８６人（ボランティアのべ数２８人）　

時間帯　　９：３０～１１：３０が中心　

第１回　パソコンに親しもう（ゲーム、お絵かき）

第２回　基本的な操作を知ろう（立ち上げ、ワープロ）

第３回　インターネットを利用して環境プロジェクト

　　　　に参加しよう

第４回　Ｔシャツに自分の顔をプリントしよう

第５回　年賀はがきを作ろう

第６回　Ｔシャツに自分の顔をプリントしよう

～ボランティアの楽しみ～

　当初４人でスタートしたパソコン教室でしたが、児

童と一緒に参加したお父さんが、途中からボランティ

アとして登録してくれました。

　そのお父さんは、「楽しそうな子どもたちをみて、自

分の知っていることが、永井の子どもたちの役に立つ

なら喜んでお手伝いしたい」と、ボランティア参加の

動機を話してくれました。

（2）昭和の子ども遊び体験

全４回　会場　永井地区公民館

参加者数　７７人　ボランティアのべ数１２人　

時間帯　９：３０～１１：３０が中心　

紹介した遊び

 ・ゴム跳び ・かかし ・うずまき ・十字架鬼

～　発　見！　～

 ・今の子どもにも昔の遊びは十分魅力があります。

 ・遊びの中で体と心が作られることを確信しました。

こんな課題 
があり 

このように 
実践したら 

推進体制整備に関する事例 （2）「ボランティアの活用に関する事例」

こんな考えで 

こんなことを 
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(2)

2　平成１５年度へ

（1）パソコン教室　

４回実施　永井小学校

参加者数　１１１人（ボランティアのべ数　２８人）

　昨年に引き続きの実施です。パソコンの初歩的操

作や文書作成、うちわやＴシャツへのプリント、年

賀状の作成を行いました。

（2）花壇の苗植え

６月に実施　　　永井小学校花壇

参加者数　３４人（ボランティア　１４人）

　これも昨年に引き続いての活動です。８００本ほど

のベコニアを植えました。草花好きの親たちの出番で

す。花を愛でる姿は子どもの心を豊かにしたようです。

植えた後も水やりや草取りなど、子どもと大人の協働

作業の姿が見られました。町の花いっぱいコンクール

で優秀賞に入賞したことが大きな励みとなっています。

（3）料理教室

１１月に実施　　会場　永井地区公民館

参加者数　６８人（うち大人３７人）

講師は地域のおばさん

　メニューは「古代巻きずしと豚汁つくり」です。母

親委員会との共催でしたので、大人（お母さん方）の

参加が多かったのですが、やはり子どもたちはこれま

で以上に楽しそうでした。

１　親のネットワーク強化

　学校支援ボランティアはＰ

ＴＡ役員が中心となってボラン

ティアを募り活動を始めました

が、ボランティア活動を通し、役員以外の父母の支

援をいただくなかで親同士の連携やネットワークの

強化につながりました。

2　親自身の成長 ～「我が子」から「地域の子ども」へ～

　ボランティアとして参加する父母の意識が、「一親」

から「地域の一人の大人」へと高まっています。我

が子のみならず、学年・年齢の異なる学区内の子ど

もたち、地域の子どもたちへの声がけなどが、様々

な場面で見られるようになりました。

3　異年齢集団活動の創出

　少子化により、自宅にいては難しい集団での遊び

場を休日の学校を中心に創り出しました。上級生が

下の子を教えたり、お世話をしたりする場をつくる

ことにもなりました。　

　

１　父母から地域住民のボラン

ティア参画へ　

　地域には、まだまだ多く

の特技を持った方や趣旨を

理解していただける方がたくさんいるはずです。様々

な機会に PR をし、ボランティア参画を呼びかけてい

きたいです。

２　息の長い活動とするために

　一部の大人に負担がかかり、無理をし、燃え尽きて

しまわないようにしなければなりません。ボランティ

アに参画する大人たちの情報交換、横のつながりを大

切にしたいと思います。

・　学校週 5 日制への対応として

ＰＴＡ役員が中心に始めたボ

ランティア活動ですが、成果

の一つとして「親同士の連携、

親自身の成長」もあげられます。

・　ボランティア活動を楽しんだり、地区の人と

豊かに交流する大人自身の姿が、地域づくりの

何よりの手本になるのではないでしょうか。

こんな成果が 

今後の発展 
のために 

ひと言 
コメント 

親子でベコニアを植え、学校花壇をきれいに

地域のおばさんを講師に料理教室
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「教育振興運動の活性化を図る計画と評価」
～ふれあいの輪を広げ、思いやりの心を育てるために～

滝沢村：滝沢村教育振興運動推進協議会

　　　　　　　　　　　　篠
し の ぎ

木実践区

　本村の教育振興運動では、組

織面での 5 者の連携が十分に図

られていない面があり、運動の

達成をより高めるための連携強

化を図る必要に迫られています。そこで次の 6 点の課

題を明らかにし、計画に反映させていきたいと考えま

した。　

　　◆マンネリ化の是正

  　　 ◆組織のスリム化

     　　 ◆中学校との連携強化

        　　 ◆ 5 者の連携と焦点化

            　　◆広報活動の広域化と浸透

              　　 ◆運動の適切な評価

　滝沢村教育振興運動推進協議

会では、上記課題の解決をとお

して、いじめや不登校等の子ど

もたちの心の問題解決や思いや

りの心の育成を図っていきたいと考えました。そこで、

「ふれあいの輪を広げ、思いやりの心を育てよう」をテー

マに、家族間・自然・地域社会等との様々なふれあい

をとおして育むことにしました。

　そのテーマを達成するための基本方針を、次の３つ

として運動に取り組みました。

1　５者の役割と責任を確認し、連携を強化すること

2　運動成果の成就感・達成感を実感できるように評

価活動を確かに位置づけること

3　読書活動を日常化して読書の楽しさを追求すること

1　５者の役割と責任の確認と連

携の強化

　各実践区の計画と評価及

び年度末反省に明確に位置

づけて、意識化を図りながら実践することとしまし

た。

2　成果を実感できる評価活動の位置づけ

　本村の教育振興運動のさらなる発展を期して、「評

価無き運動は進展なし」即ち「教育振興運動に評価

は必要不可欠なもの」とおさえ、教育振興運動を支

えていく「力」としての評価を活動の中に意識的に

組み入れる手立てを検討し、試行的に取り組みまし

た。

　各実践区では、実践活動の展開の際に、その「手

順」と「方法」について、実践のプロセス（計画段階、

実践段階、評価段階）に即して評価することにしま

した。

　評価の観点は次の７点です。（平成１４年度）

（1）　問題の掘り起こし　　　（観点１）

（2）　課題の確認　　　　　　（観点２）

（3）　実践目標の設定　　　　（観点３）

（4）　関係機関・団体の役割　（観点４）

（5）　実践計画の策定　　　　（観点５）

（6）　実践活動の展開　　　　（観点６）

（7）　評価・反省　　　　　　（観点７）

こんな課題 
があり 

活動計画と評価の事例 「市町村及び実践区組織の計画と評価に関する事例」

こんな考えで 

こんなことを 
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3　読書活動の日常化と本の楽しさの追求

　8 年間にわたり具体的重点実践内容としてきた「子

どもに良い生活習慣を身につけさせ、心豊かな子ど

もの育成を図る」の日常化等の成果を受け、改正の

方向へと進むことにしました。新たな方向性として

「読書活動の推進」を焦点化し、運動を展開していく

こととしました。

  そこで、モデルとなる５つの段階を目安として示

し、各実践区で、独自性も加味しながら取り組んで

もらうこととしました。

（1） 話を聞く　　　　　　　（１段階）

（2） 本の読み聞かせ　　　　（２段階）

（3） 本を仲立ちに話し合う　（３段階）

（4） 読書能力を高める　　　（４段階）

（5） 読書の習慣化　　　　　（５段階）

1　５者の役割と責任の確認と連

携の強化

　５者の役割と責任につい

ては、実践区ごとに年度末

反省を行い、次の５点の項目について集約します。

（1）「子ども」の姿がどのように変わってきたか

（2）｢ 親 ｣ の意識や関心がどのように変わってきたか

（3）｢ 教師 ｣ の役割分担が十分に果たせているか

（4）｢ 地域 ｣ のかかわりや取り組みは十分になされ

ているか

（5）｢ 実践目標 ｣ は全体的にどの程度達成されたか

　各実践区では、この年度末反省を実施することよ

り、計画・実践の段階においても、5 者の役割と責

任を明確にすることができます。

　連携の強化については、次にあげる「評価」の中

に位置づけることで実践区の意識化・意欲化を図っ

ています。

2　成果を実感できる評価活動の位置づけ

　「実践活動展開の手順と方法（評価）」による各段

階の（計画・実践・評価）における反省・集約を実

施しました。

　村教育振興運動推進協議会としての反省・評価は

各実践区の集約であることから、反省・評価のため

の共通観点を設定し評点化（10 点満点）しました。

（1）各段階の評価の観点

このように 
実践したら 

観点 1　問題の掘り起こし

1 本年度の活動をスタートさせるに当たって、実践区の
方々が集まって地域の教育的課題と向上について、話
し合う場が設けられたか？　

○調査・参考資料を活用し問題を掘り起こす集
会がもたれた

10 点

8 点

○形式的な面もあったが、一応集会がもたれた 6 点

4 点

○役員や事務局での話し合いだけで終わった 2 点

2 実践区の方々の実践への意欲化が図られたか？

○共通の問題に基づき実践区の方々の意欲が高
められた

10 点

8 点

○問題意識はもっているが、多忙で実践意欲に
結びつかない

6 点

4 点

○問題意識も埋もれたまま一部役員の義務感が
先行している

2 点

観点 2　課題の確認

3 実践区での話し合いにより ､ 重点的な共通課題が設定
されたか？

○問題を体系的に分類し ､ 共通性・緊急性等か
ら設定された

10 点

○十分検討されたものではないが、共通課題が
設定された

6 点

○恣意的にいくつかの課題があげられた程度
だった

2 点

観点 3　実践目標の設定

4 実践目標を定めるための学習の集いがもたれたか ?

○課題の現状や背景等についての学習会が積み
重ねられた

10 点

○一部の者によって学習会が行われた 6 点

○開催されなかった 2 点

5 課題の解決にふさわしい実践目標が定められたか ?

○実情に即し、分かりやすく具体的な実践目標
が定められた

10 点

○抽象的な実践目標のため具体的活動が明確に
ならない

6 点

○思いつきや他をまねた程度の粗略な目標に
なっている

2 点

※おおよそ 3 段階の評価とするが、実態により中間となる「8 点」

「4 点」の評価も認める。（以下、観点 7 まで同じ）
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（2）村全体の評価（集約）

活動計画と評価の事例 「市町村及び実践区組織の計画と評価に関する事例」

観点 4　関係機関・団体の役割

6 関係機関・団体の役割分担が明確になっているか？

○ 5 者の役割が具体的に定められ、分担表が作
成されている

10 点

○具体性に欠けるが、目標に従い 5 者の分担を
定めている

6 点

○努力するという確認だけで、責任が明確になっ
ていない

2 点

観点 6　実践活動の展開

8 関係機関・団体は相互に連携しながら実践に努めてき
たか？

○全体が有機的関連を進んで持ち、効率的実践
が展開された

10 点

○関係機関・団体はそれぞれ個別に活動してき
た

6 点

○ PTA 等の一部組織のみ活動し、他は会議に出
席するだけ

2 点

9 小グループ ( 実践班 ) による日常的な実践活動が行わ
れたか？

○小グループが学習をしながら日常実践に取り
組んでいた

10 点

○小グループの活発な活動はあまり見られな
かった

6 点

○関係機関・団体以外に実践組織はない 2 点

観点 5　実践計画の策定

7 目標達成の実践計画が作成されているか？

○詳細な年間計画並びに個別事業計画が作成さ
れている

10 点

○大まかな計画は立てられている 6 点

○全体の計画は持たず、関係機関・団体に任せ
ている

2 点

観点 7　評価・反省

10 実践の具体的な結果を適宜、反省・評価したか？

○随時到達目標に照らし、成果や課題を明確に
して評価した

10 点

○年度の終わりに、運動全体の反省評価を行っ
た

6 点

○一部役員、事務局などの話題にする程度であっ
た

2 点

　この後、各実践区の評価を集約して、分析・考察を行っ
ています。

評点 10

評点 8

評点 6

評点 4

評点 2

雑項目 

観点 観点1 
（問題の掘り起こし） 

場の設定 意欲化 
共通課題 
の設定 

学習会開催 
実践目標 
の具体化 

役割分担 
の明確化 

定期計画の 
作成 

相互連携 
実践区の 
細分化 

評価点検 

観点3 
（実践目標の設定） 

観点6 
（実践活動の展開） 

観点2 
（課題の確認） 

観点4 
（関係機関・　 
　団体の役割） 

観点5 
（実践計画の策定） 

観点7 
（評価・反省） 

平成14年度 「実践活動展開の手順と方法」の各実践区の評価集約 は、篠木実践区 　は、他の実践区 



（3）読書活動の日常化と本の楽しさの追求

　子どもたちの読書の習慣化を図るために、平成１５

年度から５ヶ年計画で「読書活動の推進」の年次計画

を立てました。

　これは、あくまでも目安であり、運動展開の段階で、

実践区並びに個々の子どもの実態や発達段階に応じた

プロセスを実践区で設定しています。
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4　実践区の取組み－篠木実践区－

（1） 評価について

　村教育振興運動推進協議会で確認された共通の観

点項目による評価・反省を行うとともに「子ども」「親」

「学校（教師）」「地域」の観点からの反省を行い、次

年度への課題を明らかにしました。

（2） 計画について

主内容 活動内容概要

1 話を聞く

「聞くこと」が「読むこと」への前
提となる基礎なので、大人が話を聞
かせる立場になり、子どもがしっか
り聞けるように、家庭、保育・幼稚
園、学校、地域が連携して取り組む
段階。

2
本の読み
聞かせ

本への誘いの初歩的段階として重

要な「読み聞かせ」を幼児期から

逐
ち く じ

次、発達段階別に対応した取組み

を時・所・内容等を工夫して家庭、

保育・幼稚園、学校、地域が計画的

に推進する。

3
本を仲立ち
に話し合う

同じ本を親子友達等で読み合い、そ
の内容や読後感などについて語り
合って読書に親しみ、本をとおして
人間的なふれあいを深めたり、読書
環境を高めたりする。

4
読書能力を
高めあう

楽しむ読書、調べる読書などを目的
に即して選書し、自分の学習や趣味、
好みなどを生かした読書活動に取り
組み、図書の検索や活用の利便性を
学びながら、選書能力を高める。

5
読書の
習慣化

自分自身の力で選書し、テレビ、ゲー
ム等の利用の兼ね合いを自分で調整
しながら、読書の時間と場所の工夫
ができ、読書が毎日に生活の一部と
なるように読書の習慣化を図る。

観　点 評点

〈子どもの変容〉
・地域の一員としての自覚が高まり、

地域の自然や人々、歴史、施設、文
化への積極的な関わりを求めるよう
になった。

〈親の意識の変容〉
・諸行事への参加及び協力が多く、教

育への関心の高さがうかがわれた。

〈学校（教師）の役割〉
・役割を意識しながら、協力して、

子どもたちと一緒に活動を行ってき
た。

〈地域の関わり〉
・地域の人と一緒に学習したり体験

したりする機会を多く持つように
なった。

1
① 10

② 10

2 ③ 10

3
④ 10

⑤ 10

4 ⑥ 10

5 ⑦ 6

6
⑧ 10

⑨ 10

7 ⑩ 10

合計 96

※評点については自己評価によるもの。

段階 主な活動 本年度の取組み

1 話を聞く
読書の大切さについての話を
始め、聞く態度の育成を 5 者
で推進する。

2 本の読み聞かせ
地区民の協力で、読み聞かせ
の講習会開催。

〈5 者の役割と活動内容〉

○子ども　読書習慣を身につける
・そのために目標年間読書量を設定し、読書調査を実施

する。
・標語コンクールを実施する。

○父母　良書を子どもに推薦する
・そのために購入もしくは借用して子どもに読書を勧め

る。
・読み聞かせ講習会に参加する。

○学校　学校図書館の利用推進
・そのために利用についての指導を行う。
・良書の推薦を行う。
・読書体験談を聞く会を開催する。

○地域　移動図書館の利用促進
・そのために地区での移動図書館の利用率を高める。
・利用可能日の表示活動を行う。

○行政　図書館利用の啓発活動
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1　５者の役割と責任の確認及び

連携の強化

　年度末反省をきちんと実

施したことと計画作りの段

階で５者の役割と責任を提示したことで、実践の際

に強く意識することができました。

2　成果を実感できる評価活動の位置づけ

　評価を観点別に細分化したことにより、具体的な

成果がつかめるようになりました。

　また、次年度への計画立案の指標とすることもで

きました。

3　読書活動の日常化と本の楽しさの追求

　「読書活動の推進」の年次計画を柔軟な設定（目安）

としたことにより、各実践区が読書活動に取り組み

やすくなりました。

こんな成果が 今後の発展 
のために 

　「評価なき運動は進展なし」という理念に滝沢村の教振協の強い意欲を感

じます。その思いが良く現れている評価は、観点ごとによく整理されていて、

実践区のＰ ( 計画 )・Ｄ ( 実施 )・Ｓ ( 評価 ) にとって、よい指針となっています。

　また、計画もマンネリ化を防ぎ、新しいものに進んで取り組むチャレンジ精神に満ち

あふれています。さらに、5 ヶ年計画で進めるなど、無理なく定着を図るための手だて

もきちんと整っています。

ひと言 
コメント 

　実践区の活動の実績や積み重

ねを生かしながらも、村内統一

内容の取組みを通して、各実践

区が切磋琢磨することにより、

高まりを求めていきたいと思っています。

　また、実践活動ごとに、到達目標の設定並びに５者

の役割分担と責任の明確化を進め、評価の目安として

いきたいとも考えています。

実
践
事
例
6
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付属資料 他県の関連事例

子どもたちに「生きる力」を
北海道　江別市教育委員会

http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kyouiku
「北海道江別市教育委員会」

1　ねらい
　家庭や地域の活動の中で、自ら考え、主体的に判断・行動し、問題を解決する能力や他人を思いやっ
たり感動したりする豊かな心、いわゆる「生きる力」をはぐくむため、学校・地域・家庭の「連携」の
在り方を探りながら、子どもを健やかに育てる新しい教育活動をつくり出すための支援として、3 つの
事業を推進する。

2　内　容

・市内在住外国人との国際交流
・花で学校を飾る取り組み
・音楽で情操豊かな環境づくり
・郷土の歴史から学ぶ事業
など 20 のメニューから学校が選択

①地域一体型・
学校の顔作り
事業

・少人数授業の具現化
・習熟度別学習（算数・数学）
・小学校英語教育
・コンピュータを活用した情報教育

②学力向上支援
事業

・江別を学ぶ（子ども学芸員、親子
　土器づくりなど）
・子どもを見守る地域ふれあい事業
・生活体験（農作業・商業体験など）
・自然体験学習　ほか

③地域ぐるみの
教育活動支援
事業

〈参考〉
http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/̃koho/h1407/_kyouiku1407.html　

「えべつの教育を考える」（広報えべつ　平成１４年７月号発行・編集／
江別市・政策審議室秘書広報課広報広聴係）

【子どもの可能性を伸ばす取り組みの概念図】 

学
校と地域の連携

学校 地域

【地域一体型・学校の顔づくり事業】 
各学校が主体的に地域の特性など 

を生かし、「特色ある学校づくり」 

を目指す。 

【地域ぐるみの教育活動支援事業】 
完全学校週5日制に伴い、地域の 

子どもは地域で守り育てることを 

基本とし、一事業には一つのプロ 

ジェクトを構成して子どもを 

中心とする地域の新たな 

教育活動を目指す。 

【学力向上支援事業】 

よりきめ細かな学習環境を 

つくるため、非常勤講師を 

配置し学力の向上を図る。 

学校評議員制度の導入 

子どもを見守るアクシ 
ョンプランの具現化 

総合的な学習の時間 総合型地域スポーツクラブの育成 

完全学校週5日制 

地域で子どもを育て 地域も輝くために
長野県　辰野町教育委員会「地域子育て支援マスター」

http://www.town.tatsuno.nagano.jp/sc/syougai
「長野県辰野町教育委員会生涯学習課」

（生涯学習ガイド⇒地域子育て支援マスター）
1　ねらい

　子育ては家庭が基本としながらも、社会全体で取り組むものと位置づけ、子どもを健やかに育てる教
育環境を総合的に整備し、心豊かで安心して生活できる町づくりを推進する。

2　内　容

「地域子育て支援マスター」 
を中心に 

「地域ふれあい交流会議」 
を持ち 

「みんなが指導者に」 
なって 

地域の子育てを応援します。 

・地域の子育ての連絡調整のトップとして

・地域に即した指導体制を組織し

・家庭や地域の子育て全体をまとめていきます。

・地域に即した構成員で

・子どもの疑問や願いをもとに

・地域の自然や組織を生かすように研究・計画し

・各種団体等の行事の日程・調整をします。

・子どもの主体的な体験学習を援助する方向で

・地域の誰もが、できることを、できるときに

・子どもとかかわります。
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たまり場 しゃべり場 なごみの場
兵庫県　財団法人兵庫県青少年本部

http://www.seishonen.or.jp/
「財団法人　兵庫県青少年本部」

1　ねらい
　地域で若者が気軽に立ち寄り、集った仲間と楽しく交流できる若者の居場所づくりを推進するため、
ＮＰＯや青少年団体・グループなどが運営する“若者ゆうゆう広場”を開設しています

2　内　容

地域の大人がやれること ～体験や出会いの場を提供する～

東京都　稲城市城山文化センター

市民活動「いなぎＦ・Ｆネットワーク」
http://homepage3.nifty.com/inagi-ff-network/

1　ねらい
　青少年事件の多発を背景に「子どもたちの居場所の確保」が叫ばれるようになり、「できることから始
めよう！」を合言葉に地域の子どもたちを見守る活動を展開する。

2　内　容

若
者
ゆ
う
ゆ
う
広
場
の
開
設
に
向
け
て 

若 者 ゆ う ゆ う 広 場 の 開 設  

◇「若者の居場所づくり推進フォーラム 
　の開催 

◇運営団体の募集 

◇10団体を運営団体に 

気運の盛り上げと具体的な 
事例からの学習 

NPOや青少年団体などに呼 
びかけ 

利用のしやすさ、場所の確 
保、事業の確実性、地域性 
を考慮 

ゆうゆう 
　　ユーブラ 

ゆうゆう 
若者広場山の上 

ゆうゆう 
　　缶☆環☆館 

ゆうゆう 
　　　　みやま 

〈 各 広 場 の 取 り 組 み の 中 か ら 〉  

◇場所（神戸市） 
　市立の青少年施設 
　ユースプラザKOBE・WEST 
◇内容 
　たまり場活動 
　サークル活動（音楽・ダンス） 
　国際交流活動（留学生との交流） 

◇場所（明石市） 
　私設公民館的な建物 
　（自費建設） 
◇内容 
　たまり場活動 
　体験活動（山羊の飼育、野菜の栽培） 
　創作活動（竹細工など） 

◇場所（佐用郡佐用町） 
　商店街空き店舗 
　コステーション缶☆環☆館 
◇内容 
　たまり場活動 
　地域イベントにボランティア 
　スタッフとして参加 

◇場所（津名郡五色町） 
　地域福祉センター 
◇内容 
　たまり場活動 
　サークル活動（囲碁・将棋） 
　スポーツやイベントを通じた 
　世代間交流 

連　動 

市民活動 
「いなぎF・ネットワーク」 

自遊空間・サクセス 

城山文化センター喫茶コー 
 ナーを中高生の居場所に 

し
ゃ
べ
り
場
・ 

学
習
コ
ー
ナ
ー 

○毎週水曜日  

　　　　17：00～20：00 

○子どもたちと地域の大人が 

　一緒に活動 

○おしゃべりや読書、ゲーム 

　で交流 

○ボランティアで運営 

城山児童館 
 夜間解放の取組み 

自
遊
空
間 

　
サ
ク
セ
ス 

○毎週水・土曜日  

　　　　17：30～20：00 

○軽スポーツやおしゃべりで 

　交流 

○ユースパートナー（大学生） 

　と職員で運営 

◇中高生の居場所作りを進める自主グル 
　ープ「いなぎF・Fネットワーク （いなぎ 
　フレンドリー＆ファミリー）」を設立。 

◇文化センターの青少年居場所事業と 
　して取り組む。 
◇子どもたちと一緒になって開設準備 
　に取り組む。 

〈参考〉（社）青少年育成国民会議 2003 年 11 月 20 日発行「青少年」P12 ～ P18

〈参考〉（社）青少年育成国民会議 2003 年 12 月 20 日発行　「青少年」Ｐ 17 ～Ｐ 21
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付属資料 平成 15 年度の取組み状況 付属資料

平成15年度の取組み状況（実践区）
1　市町村推進組織（平成 15 年度）

教育振興運動単独組織で推進 他の運動体や組織と合わせて推進 その他

41 市町村 14 市町村 4 市町村

　旧三陸町には、「大船渡市民運動推進協議会」と合併しない独立した推進組織として「三陸地区教育振興連絡協
議会」が運動を進めていることから、1 町分としてカウントした。

2　実践組織の状況

（1）実践地区の規模及び主題別実践地区

内容 実践地区数 内容 実践地区数

学習活動　注 1） 533 世代間交流 595

社会参加　注 1） 900 勤労体験 393

自然体験 327 国際理解 75

郷土芸能 244 スポ・レク 517

文化・芸能 257 その他 89

生活・健康 491 計 4,421

注 1）学習活動の内訳：読書活動 275、学力向上 174、その他 84
注 2）社会参加の内訳：社会奉仕体験活動 345、環境美化活動 466、その他 89

平成15年度の取組み状況（県事業）
1　教育振興運動推進幹事会

年３回開催 ( ５月・１０月･３月）、推進幹事による運動の推進方針等の協議、評価等

2　教育振興運動市町村担当者会議

平成１５年５月２１日 ( 木 )、県庁 12 階講堂で開催

市町村担当者を対象、運動の推進方針等周知、「教育振興運動における読書活動の推進」をテーマとした先進事例

発表と協議

3　教育振興運動リーダー研修会

平成１５年６月４日～７月４日、教育事務所単位で開催

　　各市町村推進組織・実践組織関係者を対象、運動の推進方針の周知、事例発表、研究協議

※各地区の課題に合わせてテーマ設定（９地区が読書活動を取り上げる）地域教育推進員も参加

4　教育振興運動地域懇談会 ( 新規事業 )

平成１５年６月４日花巻地区 ( 東和町 )、６月２４日遠野地区 ( 宮守村）で開催

各実践区リーダーとの懇談　実践区の現状と課題等の把握

5　教育振興運動推進県大会

平成１５年１１月１２日 ( 水 )、遠野市民センターで開催

　　テーマ：「教育振興運動を次代への財産とするために」

　　講　演：「自作（茂市久美子ワールド）を語る」　講師：童話作家　茂市久美子（新里村出身）

オープニングアトラクション、読書啓発冊子「読書のススメ」表彰、活動事例・成果発表

6　手引資料【事例編】の作成・配布　（４，０００部）

※前年度は手引資料【総論編】を作成、セットで利用することをお勧めします。

実践地区の規模 実践地区数

小学校区 308

中学校区 101

公民館区 31

町内会区 204

その他（保育園、高校区等） 76

合　計 720
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付属資料 教育振興運動に活用できる助成制度等

青少年の体験活動を助成する制度等の紹介

1. 子どもゆめ基金
http://cs.kodomo.nyc.go.jp/yume/
問合せ先：市町村教育委員会、県教育委員会生涯学習文化課（019-629-6176）

　青少年教育に関する団体が行う、「子どもの体験活動の振興を図る活動」や「子どもの読書活動の振興を図る活

動」などを対象に助成金を交付する国の基金です。

　本手引資料で紹介している「田野畑村島越地区（Ｐ 8 参照）」をはじめ、県内の教育振興運動組織でもこれま

で７つの団体がこの基金を活用しています。「予算がないから…」「本当はこんな取組みをさせたいが…」と取組

みが進まない実践区の方、この基金の活用も考えて見てはいかがですか。

・夏休み～海を体験する活動～「自然体験」（大迫町）
・ふるさとふれあい活動 2001「自然体験、創作活動」（大迫町内川目地区）
・外川目地区教育振興運動実践協議会事業「自然体験、創作活動」（大迫町外川目地区）
・ふるさとふれあい活動 2002「自然体験、創作活動」（大迫町亀ヶ森地区）
・まほろばの郷・ふれあい交流体験活動「自然体験、交流体験、社会奉仕体験」( 東和町 )
・宮守村子ども地域体験活動 2002「自然体験、交流体験」( 宮守村）
・ぼくたちの故郷、わたしたちの海、島越「自然体験、社会奉仕体験」（田野畑村）

ゆめ基金活用例

2. 子どもの居場所づくり新プラン（地域子ども教室推進事業）（新規国庫委託事業）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/03082601/03082601.htm
問合せ先：市町村教育委員会、県教育委員会生涯学習文化課（019-629-6176）

　青少年の問題行動の深刻化や地域・家庭の教育力の低下等の課題に対応し、緊急３ヵ年計画で文部科学省が県

運営協議会 ( 仮称）を通じて、市町村単位の運営協議会に委託する新規事業です。

　内容は以下のとおりですが、市町村の教育振興運動推進協議会や各実践区に子どもたちの居場所をつくること

も検討してみてはいかがでしょうか。

・学校や社会教育施設等に安全で安心して活動できる子どもたちの居場所を設置します。
・活動指導員及び安全管理人（地域の大人、退職教員、大学生、青少年、社会教育関係団体関係者等）
　を配置します。
・小中学生を対象とした放課後や週末におけるスポーツや文化活動等の様々な体験や地域住民との交流

活動等を実施する。

地域子ども教室推進事業

申請時期／ 10 月～ 12 月

申請時期／ 2 月～ 3 月上旬

3. 民間団体の助成制度

　青少年の体験活動や健全育成を対象とした助成制度がいくつかあります。申請に当たっては、それぞれ対象と

なる条件がありますので、問合せのうえ、ご検討ください。

ニッセイ財団児童・
少年の健全育成助成

http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/
問合せ先：県青少年・男女共同参画課（019-629-5346）

申請時期／ 11 月～ 12 月

・自然と親しむ活動　・世代間での伝承活動　・互いの個性を認め合い共に理解を深める仲間づくり活動。

（1）

（社）岩手県青少年育成県民会議
青少年育成地域活動支援事業

http://www12.ocn.ne.jp/̃ipayd/

問合せ先：（社）県青少年育成県民会議（019-641-7712）

・青少年と大人が共に取り組む体験活動や交流活動。

（2）

申請時期／ 6 月～ 7 月

（財）カメイ社会教育振興財団
青少年の社会教育活動に対する助成

http://www.kamei.co.jp/museum/main_flame.htm

問合せ先：県教育委員会生涯学習文化課（019-629-6176）

申請時期／ 2 月～ 4 月

・青少年の健全育成のための社会教育活動、またはこれを促進するための事業。

（3）

※このほかにも青少年の活動を助成している市町村や団体もあります。

「手続きが大変だから…」 

と、あきらめないで!



38

付
属
資
料

20

19

18

17

15

14

13

11

10

12

16

6

4

2

5

8

9

7
1

3

教育振興運動の活動に役立つ

活動情報
コーナー

情報提供をしている施設

子どもの体験活動の情報提供や相談、ボランティアの紹介などをします！

①岩手県体験活動ボランティア活動支援センター
（県立生涯学習推進センター内）
TEL:0198-27-4555　 http://www.manabi.pref.iwate.jp
 「学びネット IWATE」
※次の子どもセンターのホームページへは、上記「学びネット IWATE」
からアクセスできます。

子どもセンター（県内 19 ヵ所）
②子どもセンター・イーハトーブもりおか（盛岡市）

TEL:019-651-4111（7346）
③雫石町ふれあい子どもセンター

TEL:019-692-5920
http://www7.ocn.ne.jp/̃sizukyou/

④岩手・葛巻・玉山子どもセンター
TEL：0195-62-2111（344）

⑤こどもネット・しわ　　　　
TEL：019-672-3362
http://www.rnac.ne.jp/̃siwakyoi/kodomo/index.htm

⑥子どもセンター・あしろ
TEL:0195-72-2111（515）

⑦花巻市子どもセンター
TEL:0198-23-4234
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/manabi

⑧はやちね子どもセンター（大迫町）
TEL:0198-48-2244
http://www.echna.ne.jp/̃kohasama

⑨東和町子どもボランティア活動支援センター（東和町）
TEL:0198-42-4054
http://www.michinoku.ne.jp/̃touwakko

⑩わが子ども情報センター（沢内村）
TEL:0197-85-2337
http://www.kitakami.ne.jp/̃kodomo

⑪みずさわ子どもセンター（水沢市）
TEL:0197-51-2525　

⑫えさし子どもセンター（江刺市）
TEL:0197-35-2111（221）
 http://www.rnac.ne.jp/̃homura

⑬いわい子どもセンター（一関市）
TEL:0191-26-1419
http://www.kpc.co.jp/codomo/

⑭子どもセンター”縄文ホール”支局（藤沢町）
TEL:0191-63-5515
http://www.kurikoma.or.jp/ j̃omon/kodomo/kodomo.htm

⑮けせん子どもセンター
TEL：0192-27-9910(276)

⑯とおの郷≪カリンちゃん・ミーくん≫の子どもセンター
TEL:0198-62-4411

⑰わくわく子どもセンター（釜石市）
TEL:0193-22-3808　

⑱宮古地区子どもセンター（宮古市）
TEL:0193-64-2222

⑲子どもセンターくじ（久慈市）
TEL:0194-52-2111（452）
http://www.nnet.ne.jp/̃amber/kodomo

⑳カシオペア子どもセンター
TEL：0195-23-9210（316）
http://www7.ocn.ne.jp/̃w-kodomo/

※②～⑳は各子どもセンターの所在地です。

　また、色別の地域は、各子どもセンターが担当するエリアを表しています。
　A ～ G は県立の宿泊体験施設の所在地です。

各地域の詳しい情報は、お住まいの市町村教育員会や
公民館にお問合せください。
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　子どもたちを「地域で育てる」には、
その地域の課題にあったさまざまな活
動を体験することが必要です。
　県内にはその手がかりになる「情報
提供」を行う施設や「体験活動」を目
的とした施設、中でも「宿泊型」の施
設がたくさんありますので、その一部
を紹介します。

宿泊やさまざまな体験ができる施設

　子どもたちが集団で宿泊し、自然体験や創作活動などを行うことは、仲
間作りや少年リーダーの養成に効果的です。寝食をともにし、語り合うの
もいいですね。
　もちろん、日帰りでの活動や野外炊飯などもＯＫです！

　国立岩手山青年の家
TEL：019-688-4221

　県立県南青少年の家
TEL：0197-44-2124

　県立陸中海岸青少年の家
TEL：0193-84-3311

　県立県北青少年の家
TEL：0195-23-9511

A

B

C

D

　県立花巻野外活動センター
TEL：0198-25-2140

　県立高田松原野外活動センター
TEL：0192-54-5115

　県立児童館「いわて子どもの森」
TEL：0195-35-3888

E

F

G

体験活動等ができる文化施設

＝博物館＝
・県立博物館 ……………………………… TEL:019-661-2831

・農業科学博物館（県立農業ふれあい公園内） … TEL:0197-68-3975

・盛岡市中央公民館郷土資料展示室 …… TEL:019-654-5366

・岩手大学農学部附属農業教育資料館 … TEL:019-621-6260

・花巻市博物館 …………………………… TEL:0198-32-1030

・北上市立博物館 ………………………… TEL:0197-64-1756

・北上市立鬼の館 ………………………… TEL:0197-73-8488

・大迫町立山岳博物館 …………………… TEL:0198-48-3020

・南部杜氏伝承館（石鳥谷町） ………… TEL:0198-45-6880

・石鳥谷町農業伝承館 …………………… TEL:0198-45-6566

・ふるさと歴史資料館（東和町） ……… TEL:0198-42-3056

・碧祥寺博物館（沢内村） ……………… TEL:0197-85-3330

・歴史公園「えさし藤原の郷」 ………… TEL:0197-35-7791

・牛の博物館（前沢町） ………………… TEL:0197-56-7666

・一関市博物館 …………………………… TEL:0191-29-3180

・柳之御所資料館 ………………………… TEL:0191-34-1001

・平泉郷土館 ……………………………… TEL:0191-46-4012

・石と賢治のミュージアム（東山町） … TEL:0191-47-3655

・大船渡市立博物館 ……………………… TEL:0192-29-2161

・陸前高田市立博物館 …………………… TEL:0192-54-4224

・海と貝のミュージアム（陸前高田市）… TEL:0192-54-5520

・住田町民族資料館 ……………………… TEL:0192-48-2013

・鉄の歴史館（釜石市） ………………… TEL:0193-24-2111

・遠野市立博物館 ………………………… TEL:0198-62-2340

・とおの昔話村 …………………………… TEL:0198-62-7887

・遠野城下町資料館 ……………………… TEL:0198-62-2502

・久慈琥珀博物館 ………………………… TEL:0194-59-3821

・アジア民俗造形館（野田村） ………… TEL:0194-78-3252

・御所野縄文博物館（一戸町） ………… TEL:0195-32-2652

＝美術館＝
・県立美術館 ……………………………… TEL:019-658-1711

・盛岡山王美術館 ………………………… TEL:019-654-0596

・深澤紅子野の花美術館（盛岡市） …… TEL:019-625-6541

・石神の丘美術館（岩手町） …………… TEL:0195-62-1453

・萬鉄五郎記念美術館（東和町） ……… TEL:0198-42-4405

・湯田町立川村美術館 …………………… TEL:0197-82-3240

・福田繁雄デザイン館（二戸市） ……… TEL:0195-25-5411

＝科学館＝
・盛岡市子ども科学館 ……………………TEL:019-634-1171

・炭の科学館（葛巻町） …………………TEL:0195-66-4099

・県立水産科学館（宮古市） ……………TEL:0193-63-5353

・鯨と海の科学館（山田町） ……………TEL:0193-84-3985

・田中館愛橘記念科学館 ( 二戸市） ……TEL:0195-25-5411

・もぐらんぴあ（久慈市） ………………TEL:0194-53-9600

＝偉人記念館＝
・盛岡市先人記念館 ………………………TEL:019-659-3338

・原敬記念館（盛岡市） …………………TEL:019-636-1192

・石川啄木記念館（玉山村） ……………TEL:019-683-2315

・野村胡堂・あらえびす記念館（紫波町 ) 

……………………………………………TEL:019-676-6896

・高村記念館（花巻市） …………………TEL:0198-28-3012

・宮沢賢治記念館（花巻市） ……………TEL:0198-31-2319

・花巻新渡戸記念館（花巻市） …………TEL:0198-31-2120

・利根山光人記念美術館（北上市） ……TEL:0197-65-3158

・サトーハチロー記念館（北上市） ……TEL:0197-65-5401

・日本現代詩歌文学館（北上市） ………TEL:0197-65-1728

・芦東山先生記念館（大東町） …………TEL:0191-75-4303

・西塔幸子記念館　（川井村）……………TEL:0193-78-2705

・久慈市立三船十段記念館 ………………TEL:0194-53-2210

　このほか、各市町村には、

たくさんの宿泊施設やさま

ざまな活動が体験できる施

設がたくさんあります。地

域課題にあわせて、子ども

たちと調べてみるのもいい

ですね !
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