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第１６号【調査結果特大号】 2010.03.09. 

教育振興運動メールマガジン 
「みんなで教振！」通信  ★家庭学習と読書推進のポイント教えます★ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
☆☆☆ このメルマガの内容とは？ ☆☆☆ 

このメールマガジンは、教育振興運動全県共通課題（「家庭学習の充実」と 

「読書活動の推進」）の推進にあたり、実践事例の紹介や意見交流を行うた 

めに、各実践区事務局、県内小中学校、市町村教育委員会、県内指導主事・ 

社会教育主事、そのほか関係者の方々に送信しているものです。 
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１【事例紹介 14】 「八重畑地区実践区（花巻市）」≪家庭学習・読書推進≫ 
 
県内 10 地区の事例紹介の最後は、花巻市・八重畑地区実践区の紹介です。八

重畑地区では、「まなびフェスト」と連携を図り、学習習慣の定着を図る「八重

畑っ子チャレンジカード」や家庭学習と連動させた「ぐんぐんタイム」などに

より基礎学力の底上げを図っています。 
 
また、地域コミュニティが作った読書小冊子「みんなで読書」を全戸に配布し、

学校が作った読書小冊子「おやこで読書」の推薦図書を月に 2 冊以上、親子で

読む取組をおこなっています。 
 
事例 ⇒ http://www.manabi.pref.iwate.jp/kyoushin/jirei_yaehata.pdf 

読書小冊子「みんなで読書」（全戸配布） 

⇒ http://www.manabi.pref.iwate.jp/kyoushin/jirei_yaehata_minna.pdf 

読書小冊子「おやこで読書」（学校作成） 

⇒ http://www.manabi.pref.iwate.jp/kyoushin/jirei_yaehata_oyako.pdf 
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２【 調査結果 】 平成 21 年度教育振興運動推進状況調査より 
 

オオカミに育てられた少女がいました。その少女は、決して二本足では立って

歩かず、四つ足で走り回っていた。手づかみで食事をすることなく、手にあた



る前足で食物を押さえておいて、そこに口をもっていって食べたといいます。 

 

育て親のオオカミが口であれこれ言ったわけではなく、少女も手とり足とり教

わったわけでもない。少女は、親の生き様を見て、学習し、育ったのです。 

（「カマラとアマラの養育日記」より） 

 

教育振興運動には、２つの側面があります。ひとつは、「子どもの課題を解決す

るために子どもに働きかけ、子どもを変えよう」という側面。もうひとつは、

「子どもの課題について大人が考え、大人の意識が高まり、地域が変わってい

く」という側面です。 

 

皆さんの地域の教育振興運動は、いかがでしょうか？「子どもを変えよう」と

子どもに働きかける視点の活動ばかりではないでしょうか？毎年おこなってい

る『教育振興運動推進状況調査』から、おおよその傾向と課題が見えてきます。 

 

同調査によりますと、地域でおこなっている活動内容のベスト３は、平成 17

年度以降の5年間変わっていません。第1位；「世代間交流・ふれあい交流活動」、

第 2 位「環境美化活動」、第 3 位「基本的生活習慣づくり」です。 

 

少子高齢化・核家族化が進む地域社会において、地域コミュニティを維持する

高齢者と小・中学生の交流や環境美化の共同作業の意義は大きいと思います。

しかし、その成果・達成感を、地域全体が共有し、実感できているでしょうか？ 

 

同調査では、自分の地域における教育振興運動の成果について、「非常に高く評

価」・「おおむね満足」と回答したのは、ほぼ 30％程度。こちらも、平成 17 年

以降 5 年間変わらず、成果がなかなか評価されておりません。 

 

また、教育振興運動をすすめるうえでの課題・悩みのベスト３も、この 3 年間

変わっておらず、第 1 位；「活動する大人が限定されている」、第 2 位「活動の

予算が少ない」、第 3 位；「地域への指導・助言ができない」となっています。 

 

一部の人しか活動に参加しないことから、地域全体に教育振興運動の理解が広

まっていない、また、お金のかかる活動をおこなっている、こういう状況をな

んとかしたいのだが何も言えないでいる。そんな硬直化した様子が窺えます。 

 

更に、同調査には、市町村における地域の教育課題という設問もあります。現

在、地域が抱えている課題であれば、真っ先に取り組むべきものといえますが、

こちらのベスト３も、この 2 年間変わっていません。 

 

第 1 位；「家庭の教育力」、第 2 位；「地域の連携体制」、第 3 位；「子どもの学力

向上」です。学校・地域・家庭の「連携体制」を整えながら、「子どもの学力向

上」を図る取組をとおして「家庭の教育力」を高めていく必要がある・・・と

市町村は考えているのですが、取り組まれず、今年も課題として残っています。 

 



これは、果たして子どもだけに働きかける課題でしょうか？子どもを取り巻く

大人の姿勢にも課題があり、子どもの課題解決を通して大人が意識を高めてい

くという教育振興運動のもうひとつの側面が求められているのだと思います。 

 

大人の生き様を見て、子どもは学習し、育っていきます。「○○しなさい」と子

どもたちに言葉で要求するより、自分たちのことを真剣に考えてくれる大人の

姿を見て、子どもは変わっていくのです。 

 

平成 17 年度より、教育振興運動はその原点に立ち返るべく『10 か年プロジェ

クト』を進めてきました。しかし、この 5 年間に調査結果に大きな変化は見ら

れていません。この結果を、謙虚に受け止める必要があると考えています。 

 

皆さんの地域の活動は、「家庭の教育力」や子どもの「学力を向上」させる内容

でしょうか？「連携体制」は、十分に機能しているでしょうか？地域課題ベス

ト３が３年連続とならないように、来年度のスタートを前に、市町村や実践組

織の皆さんも今一度考えていただきたいと思います。 
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３【 推進評価 】 平成 21 年度全県共通課題の推進について 

 

昨年 2 月に、「家庭学習の充実」と「読書活動の推進」を全県共通の課題として

取り組むことを提案し、１年が経ちました。これまで、啓発チラシを全児童生

徒に配布し、各地での研修会で奨励するとともに、市町村担当者会議やメルマ

ガにおいて事例紹介をおこなってきました。その結果は、以下のとおりです。 

 

＜データ１＞ 今年度の「全県共通課題」取組状況（H21 教振運動調査より） 
★ 市町村・地区全体の共通テーマとして「全県共通課題」を設定した 

         ［回答数：旧市町村による回答により、４６市町村・地区］ 

  ○「家庭学習」「読書活動」の両方に取り組んだ・・・２５市町村・地区 

  ○「家庭学習」だけ、取り組んだ・・・・・・・・・ ３市町村・地区 

  ○「読書活動」だけ、取り組んだ・・・・・・・・・ ５市町村・地区 

  ○共通テーマとせず、実践組織にまかせた・・・・・１２市町村・地区 

  ○教育振興運動に取り組んでいない・・・・・・・・ １地区 

 

８２％の市町村が「家庭学習の充実」を、８８％の市町村が「読書活動の充実」

を市町村の全域で取り組む共通テーマとして、実践組織に取組の呼びかけまし

た。両方とも共通テーマに設定した市町村は、７４％でした。 

 

＜データ２＞ 今年度の「全県共通課題」取組状況（H21 教振運動調査より） 
★ 実践区においての「全県共通課題」に取り組んだ〔H21 県内 514 実践区〕 
  ○「家庭学習」に取り組んだ・・・・・・・・・・２３９実践区 
                       （未回答 118 実践区） 

 ○「読書活動」に取り組んだ・・・・・・・・・・３４３実践区 

                       （未回答  46 実践区）  



 

４７％の実践区が、何らかの「家庭学習の充実」に取り組み、６７％の実践区

が、何らかの「読書活動の推進」に取り組みました。平成 22 年度には、８０％

の実践組織でこの両方の全県共通課題に取り組むことを目指しています。 

 

とりわけ新しい取組をしようと提案しているのではありません。県内すべての

学校では、「まなびフェスト」を設定しています。この「まなびフェスト」の家

庭学習と読書活動の項目を達成させる家庭・地域の協力体制を整え、役割分担

をしていきましょう、というものです。 

 

「まなびフェスト」と「教育振興運動」を一体化させて、子どもの学習環境を

大人が考え、学習時間と読書時間を確保する継続的な取組をおこなうことをね

らっての全県共通課題です。すべての学校で、「まなびフェスト」を達成させる

学校・家庭・地域の連携体制を整えていけば、当然 100％の取組率となります。 

 

12 月に、県における「家庭学習時間」と「読書時間」の目標値を提示しました。

県が実施している学習定着度状況調査の結果によって、到達状況を確認してい

くこととしていますが、今年度の結果をみると、目標を達成しているのは、「家

庭学習時間」では小４・小６のみ、「読書時間」では小３のみでした。 

 

実施状況 ⇒ http://www.manabi.pref.iwate.jp/kyoushin/21kadaijissi.pdf 

 

もちろん、この目標達成状況は県平均の比較であり、各学校・地域によっては、

もっと多くの学年で良い状況となっているところもあると思います。また、県

の目標値との比較ではなく、各学校・地域において児童生徒の実態調査を実施

し、そこから実態に即した独自の目標値を設定することが大切です。 

 

来年度は、もっと多くの市町村及び実践組織で、この全県共通課題に取り組み、

子どもたちの生活時間の改善と大人の意識向上を図っていきましょう 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

４【教振は今】教ちゃん、振ちゃん見聞録 

 

（教ちゃん）平成 21 年度教育振興運動推進状況調査の自由記述の欄に様々なご

意見が寄せられたので、３つ紹介するわ。 
（振ちゃん）「いわて型コミュニティースクール構想（まなびフェスト等）と全

県共通課題の活動内容が類似しており、小さな地域で同一の内容

を展開することに疑問を感じる」という意見をいただきました。 
（教ちゃん）そうなの。家庭学習や読書の取組を、学校まかせではなく、家庭

の生活改善と地域全体で支えていく連携体制を整えていくことが

ねらいなので、是非一体化して取り組んで欲しいわ。 
（振ちゃん）「全県共通課題は、分かりやすい課題であり、取り組みやすい内容

であるが、子ども会活動で教育振興運動を取り組んでいると、毎

年役員改選がおこなわれ、十分な引継ぎがおこなわれないという



点が課題です。中長期的な地域のリーダー養成が一番難しいとこ

ろです。」という意見もいただいています。 

（教ちゃん）そうね。教育振興運動は「運動」なので、実践組織は何でもいい

のよね。子ども会で「運動」をおこなっている地域もあれば、Ｐ

ＴＡで「運動」に取り組んでいる地域もあるわ。最上級生の保護

者が役員を務める活動組織では、それをまとめて方向づける市町

村や親組織のリーダーシップが鍵を握るのだと思うわ。 

（振ちゃん）「地域の公民館等にチラシを配布するなど、もっと広く周知したほ

うかいいのでは？」という意見も、ありがとうございます。 

（教ちゃん）県内全小中学校の児童生徒や研修会に参加した皆さんにはチラシ

を配布してきたけど、まだまだ周知が必要なのは、そのとおりだ

わ。このメルマガも、どれくらいの方々に読んでいただいている

のかしら？今、私たちのポスターとロゴマークの作っているので、

楽しみに待っていてくださいね。たくさん、宣伝して欲しいわ。 

（振ちゃん）本当にたくさんのご意見をありがとうございます。市町村や実践

組織、学校と保護者・地域の皆さんが集まっての話し合いをお手

伝いする「チーム教振」もどんどん使ってくださいね。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

５【みんなの声】ぺっこ言い隊 

 
いつも楽しく拝見しております。 
さて、この時期は毎日のように、通信添削のダイレクトメールやら塾の折込チ

ラシやらが届きます。 
 
我が家では塾通いや通信添削などはやっていませんが、これらをみると「中学

生の○人に１人は塾などに行っている」「入学前の今この時期が大切」などとい

うキャッチが目に入ると、若干焦りを覚えます。 
子どもに聞いてみると、「○○ちゃんは、○○をやってる」という話が出てくる

ので、都市部だけの出来事ではないようです。  
 
学校できちんと授業を聞いて、家庭学習で予習・復習をやれば大丈夫だと思い

ながら、一方でそういった通信添削や塾に取り組んでいる子どもがいるんです

よね。産業としても成り立ってますし。 
 
そこで、通信添削や塾との上手な付き合い方とともに、授業と家庭学習の在り

方といったことについて、良きアドバイスをお願いします。（Ｈ町 Ｃさん） 
 
★お答えは、「あつしのひとりごと」で・・・。  
 
メルマガの感想や日頃思っていることをどんどんお寄せください。 

⇒ 21kyoushin@gmail.com 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 



６ 【編集後記】あつしのひとりごと 

 

本日は、県立高等学校の入学試験日です。県内すべての中学校 3 年生のみなさ

ん。自分のやってきたことを信じて、精一杯頑張ってきてください。保護者の

皆さんは信じて待ち、帰ってきたら「お帰りなさい」と言ってあげてください。  
 
「待つ」ことが、育てることの神髄。遠くで見守りながら、どれだけ待ってあ

げられるかが親の最大の役割であり、子どもを無条件で受け止めることが親の

最大の愛情表現です。家庭は、いつでも温かく迎えられる場所でありたいと思

います。 
 
さて、受験生の息子のところにも、「今なら、まだ間に合う」と不安を煽るよう

な通信添削のダイレクトメールを毎月届いていました。息子の学校でも、塾に

通う友達が増えていきましたが、結局息子は何もせずに入試を迎えました。 
 
通信添削や塾には行きませんでしたが、入試までに模擬試験を 5 回受けました。

中学校内部での学習状況だけではなく、他校の生徒と一緒に試験を受ける体験

をし、「井の中の蛙、大海を知らず」とならないようにと刺激を受けてきました。 
 
通信添削や塾といった教育産業の活用は、子どもと保護者の考え次第なのだと

思います。教育産業は、膨大なデータやノウハウを蓄積しています。よりよい 
教材の開発に取り組み、能力の高い講師がいるところも多くあることでしょう。 
 
しかし、それを利用するかどうかを判断する主体は私たちです。教育産業のキ

ャッチコピー等に惑わされず、振り回されないようにしたいです。そして、学

習の基本である「授業で学び、家庭学習で復習をすること」について、親子で

じっくり話し合うよい機会としてとらえて欲しいと思います。 
 
親子で話し合って、家庭学習のガイドがあったほうがよいというのであれば添

削教材は有効でしょうし、一人で勉強をすることが苦手なのであれば、塾に通

うのもよいでしょう。子どものことを考え、そのほうが効果的だと考えるので

あれば、利用するのも手だと思います。 
 
また、話し合って「授業や家庭学習に取り組む姿勢がしっかり出来ていない」

ことが確認されたのであれば、教育産業を利用する前に子どもは子ども自身が

すべきことを、親は子どもの学習環境を整えるためにすべきことをやろう・・・

となるのだと思います。 
 

⇒ 第 17 号は、3 月 23 日（火）配信です。 

 

★教育振興運動の資料・「教振メルマガ」のバックナンバーは、こちらまで。 

⇒ http://www.manabi.pref.iwate.jp/kyoushin/index5.html 

★このメールへの感想、ご意見・ご要望は、こちらまで。 

⇒ 21kyoushin@gmail.com 



 

★生涯学習の役立ち情報なら何でも「まなびネットいわて」まで。 

⇒ http://www.manabi.pref.iwate.jp/ 

★子育てに迷ったら、ひとりで悩まず「子育ていわてケータイサイト」に。 
⇒ http://www.manabi.pref.iwate.jp/kt-shien/ 

 
～～～配信元～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

＊ 岩手県教育委員会事務局 生涯学習文化課 
＊ 発行人：教育振興運動担当 佐藤敦士（さとう あつし） 

 
転送はご自由です。どんどん転送してください。口コミは、あなたから始まり

ます。「みんなでやろう！」という雰囲気をあなたから作りだしてください。 
 
⇒ 学校新聞の裏面に掲載しての各家庭への配布、回覧板を使っての自治会・ 

子ども会への回覧も大歓迎です！ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 


