いわての生涯学習−(2002)研究報告−

Ⅰ 社会教育施設における「総合的な学習の時間」の
支援の在り方関する研究

○ 調査協力市町村
県内５９市町村

研究の概要
社会教育施設と学校との関わりの現状を明らかにする中で、社
会教育施設がどのような形で「総合的な学習の時間」を支援でき
るのかその在り方を検討する。
本研究を通して、次のことが整理された。
①

社会教育施設と「総合的な学習の時間」との関わりについて
整理した。

②

県内市町村所管社会教育施設における学校との連携の現状と
課題について整理した。

③

社会教育施設における「総合的な学習の時間」への支援の方
向性について整理した。

④

先進事例から社会教育施設における「総合的な学習の時間」
への支援の手順や方法等を整理した。

キーワード：学社連携・融合
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１

はじめに
平成 8 年の中央教育審議会答申『21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について』は、これか

らの子どもたちに求められるものは変化の激しい社会を[生きる力]であり、それをはぐくむ視点の
一つとして、
「学校・家庭・地域社会での教育が十分に連携し、一体となって営まれることが重要」
であるとしている。
本来、学校教育と社会教育はそれぞれ独自の教育内容、役割等をもつ教育分野であるが、
「生きる
力」を社会全体ではぐくんでいくためには、学校教育と社会教育が緊密な連携を築くことが必要で
ある。
平成 14 年度からは、小・中学校において「総合的な学習の時間」が完全実施され、各学校は、地
域や児童生徒の実態に応じ、特色ある教育、特色ある学校づくりを進めることが求められている。
「総合的な学習の時間」の活動を行うことは、学校に求められていることではあるが、社会教育施
設がその活動に積極的に関わって取り組むことで、学校との連携を深め、社会教育施設の活性化や
地域の生涯学習の推進に結びつけることができるものと思われる。
そこで、本研究は、社会教育施設と学校との関わりの現状を明らかにする中で、社会教育施設が
どのような形で「総合的な学習の時間」を支援できるのか、その在り方を検討するとともに、先進
的な事例を調査分析し、具体的な支援の在り方を提示するものである。
２

学校教育と社会教育

（１）社会の変化と教育の課題
少子・高齢化、高度情報化、国際化など変化の激しい社会にあっては、青少年の教育において
も、これからの社会を生きていくために必要な資質や能力を身につけることが求められている。
平成 8 年 7 月の中央教育審議会答申『21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について』は、
これからの子どもたちに求められるものは変化の激しい社会を[生きる力]であり、それをはぐく
むためには子どもたちや社会全体に[ゆとり]が必要であると指摘し、それをはぐくむ視点の一つ
として、
「学校・家庭・地域社会での教育が十分に連携し、一体となって営まれることが重要」で
あるとしている。
本来、学校教育と社会教育はそれぞれ独自の教育内容、役割等をもつ教育分野であるが、
「生き
る力」を社会全体ではぐくんでいくためには、学校教育と社会教育が緊密な連携を築くことが必
要であり、その連携・協力の在り方や具体的な方向を検討することが課題となっている。
（２）「生きる力」とは
「生きる力」については、前述の中央教育審議会答申で次のように述べられている。
「生きる力」とは、
①

自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよ

く問題を解決する資質や能力
②

自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、

豊かな人間性
③

たくましく生きるための健康や体力
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（３）学校教育と社会教育の連携・融合
学校教育と社会教育の連携については、
「学社連携」という言葉が使われ、その必要性が各種答
申等で繰り返し述べられてきた。
学社連携の今日的意義について、
『生涯学習事典』（東京書籍、平成 2 年）には、次のように記
されている。
学校教育や社会教育等はそれぞれ独自の教育内容、役割等をもつ教育分野ではあるが、
単独の力では完全な役割を果たしにくいという限界性もあることから、お互いの機能が乗
り入れをすることによって教育効果を相乗的に高めることを意図しているところに意義
がある。
しかし、平成 8 年の生涯学習審議会答申『地域における生涯学習機会の充実方策について』に
述べられているように、これまでの学社連携はともすると、学校教育はここまで、社会教育はこ
こまでというように、両者の役割分担が明確になるだけで、必要な分野での連携が必ずしも十分
ではなかったと考えられている。
このような状況の中から、学校教育と社会教育の融合、すなわち「学社融合」の考え方が生ま
れた。学社融合について、同答申の中では、次のように述べられている。
学校教育と社会教育がそれぞれの役割分担を前提とした上で、そこから一歩進んで、学
習の場や活動など両者の要素を部分的に重ね合わせながら、一体となって子供たちの教育
に取り組んでいこうという考え方であり、学社連携の最も進んだ形態と見ることもできる。
さらに、平成 8 年 7 月の中央教育審議会答申『21 世紀を展望した我が国の教育の在り方につい
て』では、従来の学校教育と社会教育の相互補完的な連携の発想からより一歩踏み込んで、
「開か
れた学校」
「学校のスリム化」
「学校外活動の評価」等の具体的な在り方の中で、一体となって子
どもたちの教育が進められるべきことが強調されている。
つまり、連携を進めるためには、単に両者双方の理解にとどまらず、共同して事業を実施する
ことが必要であるとの考えで、両者が共同で活動する部分と独自に活動する部分とを明確に意識
することにより、連携を担う具体的な内容が明らかになるとしている。
なお、学校・家庭・地域の連携に関わっては、平成 12 年 12 月の教育改革国民会議報告を受け、
平成 13 年 7 月に社会教育法の一部改正が行われ、その改正事項のひとつとして、青少年に社会奉
仕体験活動、自然体験活動等の機会を提供する事業の実施及びその奨励が、教育委員会の事務と
して明記された。
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図１

学社連携と学社融合のイメージ

学社連携

学社融合

学校教育

社会教育
社会教育

学校教育

相互補完

部分的な重ね合わせ

（４）本県の取り組み
県教育委員会は、平成 11 年 9 月に『第 8 次岩手県教育振興基本計画』を策定し、さらに、平成
13 年 11 月には、
『岩手県生涯学習振興計画〜“学びの里”いわて 21〜』を策定した。
それらの計画の中から、学校教育と社会教育の連携及び青少年を対象にした学習機会の充実に
関わる部分を抜粋すると、次のように整理できる。
学

校

教

育

社

会

教

育

○体験的な活動機会の充実

○家庭、地域社会との連携

・「家庭ではぐくみ、学校で学び、地域社 ・社会教育施設における学校外活動の促進
岩手らしさを生かした体験的な活動の充実

会で鍛える」という役割分担の明確化
・三者の連携による児童生徒の生活体験、

・自然体験活動やボランティア活動等体験
的な学習機会の充実

社会体験、自然体験など、体験活動の場
の拡大
○「総合的な学習の時間」の充実
・体験的な活動の積極的な導入
・主体的な学習による生涯学習の基礎づく
り
・地域の特色を生かした教育内容の充実
○「21 世紀の寺子屋」の展開

○岩手アイデンティティーの確立

・豊かな自然や恵まれた環境、伝統文化、 ・山や川、海等の自然やふるさとの歴史、
代表的な偉人等、岩手の特色を素材とす

祭りや民話等の伝統文化、工芸や方言、

る本県独自の科目の設置

食等の生活文化を題材とした「ふるさと

・伝統芸能・伝統工芸などに関する特色あ

塾」、
「自然学校」など、いわば「21 世紀
の寺子屋」の展開

る教育活動の展開
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○社会教育との連携や地域の人材活用の促 ○地域ぐるみの活動の促進
・教育振興運動の推進

進

・社会教育との連携による出張講座や社会 ・伝統文化の継承や世代を超えた交流等、
地域ぐるみの活動の促進

教育施設の利用の推進
地域の教育資源の活用

・子どもたちへの情報提供や相談体制の整

・地域社会の多様な人材の活用
・実際の技術・情報や地域の伝統文化、芸

備
○学校の文化活動への支援

術文化等の人材リストの作成

・舞台芸術等の鑑賞機会の充実

○地域との交流の推進

・地域におけるボランティア活動、伝統芸 ・博物館や美術館等の利用促進
能等の伝承活動、行事や祭事への参加
・各学校と地域の事業所や社会福祉施設、

・地域の芸術文化団体や民俗芸能保存団体
とも連携した児童生徒や指導者への講習
会の開催等の推進

ボランティア団体等との連携

・芸術文化に対する視野を広げる国際文化

○学校の開放
・校舎、屋内運動場、グラウンドの開放

交流の促進

・オープンスペースや諸施設の活用
豊かな心の育成

○高齢者、障害者、異年齢児等との多様な

○豊かな心の育成
・「豊かな心」をはぐくむ生活体験、自然

交流
・思いやりのある心、豊かな心をはぐくむ

体験、社会体験の場の拡大

高齢者、障害者、異年齢児等との多様な
交流や郷土芸能等、地域文化の伝承活動
などの支援

情報の発信

○「子どもセンター」の設置促進

○完全学校週５日制の趣旨の徹底

・完全学校週５日制の実施に伴う保護者や ・子どもたちが参加できるさまざまな学習
地域の人々に対する一層の理解

情報を提供する「子どもセンター」の設
置

これらのことから、本県においても、家庭・学校・地域が連携し、地域社会の中で子どもを育
てる環境づくりを進めるという方向を示していることが分かる。
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３

社会教育施設と「総合的な学習の時間」

（１）「総合的な学習の時間」の創設の経緯
ア

教育観の転換
「総合的な学習の時間」の創設は、
「生きる力」の育成を基本とし、知識を一方的に教え込む

ことになりがちであった教育から、自ら学び、自ら考える教育へという根本的な教育観の転換
が背景となっている。
平成 8 年 7 月の中央教育審議会答申『21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について』は、
これからの子どもたちに求められるものは変化の激しい社会を[生きる力]であり、それをはぐ
くむためには子どもたちや社会全体に[ゆとり]が必要であると指摘し、それをはぐくむ視点と
して「学校・家庭・地域社会の連携によるバランスのとれた教育の推進」、
「生活体験・自然体
験等の機会の増加」
、
「生きる力の育成を重視した学校教育の展開」を示している。
さらに、平成 10 年 7 月の教育課程審議会答申『幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学
校、聾学校、及び養護学校の教育課程の基準の改善について』では、教育課程改善のねらいを
次のように示している。
①

豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること

②

自ら学び、自ら考える力を育成すること

③

ゆとりのある教育活動を展開する中で、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を生
かす教育を充実すること

④

各学校が創意工夫を生かし特色のある教育、特色ある学校づくりを進めること

この答申を受け、学習指導要領が改訂され、特にも④のねらいを達成するために「総合的な
学習の時間」が創設された。
イ

生涯学習政策の流れ
昭和 60 年の臨時教育答申『教育改革に関する第１次答申』において、「生涯学習体系への移

行」と「学歴社会の弊害の是正」が今後の課題として指摘された。これを実現するために文部
省（現文部科学省）内の機構改革では、昭和 63 年に、省内筆頭部局として生涯学習局を設置し、
これにより、政策的には学校教育も生涯学習の一環として位置づけられた。
平成 2 年には、体験学習を重視した生活科が創設され、平成 4 年からの学校５日制の実施と
あいまって、学校教育と社会教育の連携を強調した政策が展開されている。
平成 8 年の生涯学習審議会答申『地域における生涯学習機会の充実方策について』では、学
校による地域社会の教育力の活用と、学校開放や公開講座の提供など、学校による地域社会へ
の貢献が強調され、さらに、多様化・高度化する学習ニーズへの対応として、学社融合の理念
に立った活動の積極的な推進が求められた。その答申の流れを受けて中央教育審議会答申『21
世紀を展望した我が国の教育の在り方について』においても、学校・家庭・地域社会の連携の
役割が強調された。また、横断的・総合的な指導を推進していく必要性が高まったとし、
「総合
的な学習の時間」を設けることを提言している。

-5-

これまで述べてきた、
「総合的な学習の時間」の創設の経緯をはじめ、社会教育と学校教育の
連携などに関わって、各種答申等の中から主なものを抜粋し、その流れを整理した。
表 1 各種答申・報告等にみる社会教育と学校教育の流れ
年・月

答申・報告等

関連する内容

キーワード

昭和 46 年 社会教育審議会答申

「これからの社会教育は、生涯教育の観点から再 ・有機的な協

4月

『急激な社会構造の

構成される必要がある。このため、家庭教育、学

変化に対処する社会

校教育、社会教育はそれぞれの役割分担を明らか

教育の在り方につい

にし、有機的な協力関係をもたなければならない」

力関係

て』
昭和 49 年 社会教育審議会建議

「今後の社会教育における青少年教育は、これま

・学校教育と

4月

での在り方を改め、在学青少年を含めたすべての

社会教育の

『在学青少年に対す

る社会教育の在り方 青少年を対象とし、少年及び青年の発達段階に応

連携

に つ い て − 家 庭 教 じた社会教育独自の役割を明らかにするととも
育、学校教育と社会

に、家庭教育、学校教育との十分な連携の下に進

教育との連携−』

められる必要がある」
「学校教育と社会教育との連携に当たっては、ま
ず、両者の境界にあると思われる教育活動につい
て、それぞれの態様に応じて検討し、適切な位置
づけを図る必要がある」

昭和 56 年 中央教育審議会答申
6月

「学校教育関係者は、社会教育機能について理解 ・社会教育施

『 生 涯 教 育 に つ い を深め、社会教育の各種の施設や機会を子供の発
て』

設の活用

達段階や地域、学校の実情に即しつつ、より積極
的に活用すべきである。また、社会教育関係者も
学校に対して積極的に情報を提供するとともに、
学校の側からのこうした動きに対して進んで協力
することが望まれる」

昭和 60 年 臨時教育審議会答申

「生涯を通ずる学習の機会が用意されている『生

・生涯学習体

6月

『教育改革に関する

涯学習社会』、個性的で多様な生き方が尊重される

系への移行

第１次答申』

『働きつつ学ぶ社会』を建設することが重要であ
る」

昭和 61 年 臨時教育審議会答申

「家庭、学校および地域の三者が有機的な連携を ・学校週５日

4月

『教育改革に関する

保って、学習機会の整備を進めていく上で、今日

第２次答申』

肥大化している学校教育の役割を見直し、その限
界を明らかにすることが必要である」
「子どもの立場を中心に家庭、学校、地域の役割
を改めて整理し見直す視点から、学校の負担の軽
減や学校の週５日制への移行について検討する」
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制

昭和 62 年 臨時教育審議会答申

「これからの『開かれた学校』の在り方は、単な

4月

『教育改革に関する

る学校施設の開放という範囲をこえて、学校施設

第３次答申』

の社会教育事業等への開放、学校の管理・運営へ

・開かれた学
校

の地域・保護者の意見の反映等をはじめとする開
かれた学校経営への努力、学校のインテリジェン
ト化の推進など学校と他の教育・研究・文化・ス
ポーツ施設との連携、自然教室、自然学校等との
教育ネットワーク、国際的に開かれた学校などへ
と、より広く発展するものと考えられる」
平成 4 年

生涯学習審議会答申

「青少年の学校外活動の充実」

7月

『今後の社会の動向

「青少年期における学校教育と社会教育の間の相

に対応した生涯学習

互補完的な関係は、更に広く、系統的・組織的に

・相互補完的
な関係

の 振 興 方 策 に つ い 編成された学習と、各人が自らの興味・関心に応
て』

じて選択し実践する、自発的・体験的な活動との
間の関係」
「学校、家庭及び地域相互の連携を一層緊密にし、
それぞれが持つ教育機能が十分に発揮されるよう
にすることが大切である」

平成 8 年

生涯学習審議会答申

「従来、学校教育と社会教育との連携・協力につ

4月

『地域における生涯

いては、『学社連携』という言葉が使われてきた。

学習機会の充実方策

これは、学校教育と社会教育がそれぞれ独自の教

について』

育機能を発揮し、相互に足りない部分を補完しな
がら協力しようというものであった。しかし、実
際には学校教育はここまで、社会教育はここまで
というような仕分けが行われたが、必要な連携・
協力は必ずしも十分でなかった。
」
「学社融合は、学校教育と社会教育がそれぞれの
役割分担を前提とした上で、そこから一歩進んで、
学習の場や活動など両者の要素を部分的に重ね合
わせながら、一体となって子供たちの教育に取り
組んでいこうという考え方であり、学社連携の最
も進んだ形態と見ることができる」
「学校が地域の青少年教育施設や図書館・博物館
などの社会教育・文化・スポーツ施設を効果的に
利用することができるよう、それぞれの施設が、
学校の連携・協力を図りつつ、学校教育の中で活
用しやすいプログラムや教材を開発し、施設の特
色を活かした事業を積極的に展開していくことが
重要である」
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・学社融合

平成 8 年

中央教育審議会第１ 「これからの子供たちに必要となるのは、いかに ・生きる力

7月

次答申『21 世紀を展

社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら

望した我が国の教育

学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、より

の在り方について』

よく問題を解決する資質や能力であり、また、自
らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思い
やる心や感動する心など、豊かな人間性である」
「たくましく生きるための健康や体力が不可欠で
ある」
「こうした資質や能力を、変化の激しいこれから
の社会を[生きる力]と称する」
「学校・家庭・地域社会での教育が十分に連携し、
相互補完しつつ、一体となって営まれることが重
要だということである」

平成 10 年 教育課程審議会答申

「教育は、学校のみが担うものではなく、学校、

・特色ある学

7月

『幼稚園、小学校、

家庭、地域社会が連携を図り、それぞれがその教

校づくり

中学校、高等学校、

育機能を十分発揮してはじめて子どもたちのより ・
「総合的な学

盲学校、聾学校及び

よい発達が促される」

養護学校の教育課程

「各学校には、地域や学校、幼児児童生徒の実態

の基準の改善につい

等に応じて、創意工夫を生かした特色ある教育を

て』

展開し、特色ある学校づくりを進めることが強く

習の時間」

求められている」
「新たに『総合的な学習の時間』を創設する」
平成 10 年 生涯学習審議会答申

「学校、家庭、地域社会が連携し、これらのバラ

・バランスの

9月

『社会の変化に対応

ンスのとれた教育の推進を図るため、完全学校週

とれた教育

した今後の社会教育

五日制への移行や学校のスリム化が進められる

の推進

行政の在り方につい

中、青少年に対する社会教育の責任は一層重要な

て』

ものとなってくる。」
「子どもたちの生きる力をはぐくむために学社融
合の必要性が言われ、様々な場面で取組が始まっ
ているが、いまだ学校教育と社会教育の連携は不
十分と言わざるを得ない。学校教育と学校外活動
があいまって、子どもたちの心身ともにバランス
のとれた育成が図られることとなる。昨今の子ど
もたちを巡る環境を考えると、早急に学社融合の
実をあげていかなければならない」

（２）「総合的な学習の時間」の概要
「総合的な学習の時間」は、国語や数学など従来の「教科」の学習の枠を超えて横断的・総合
的に、また、児童生徒の生活や興味・関心をベースに、児童生徒が自ら問題を設定し、その解決
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を図るために自ら進んで学習をするための時間とされている。
平成 10 年 7 月教育課程審議会答申及び平成 10 年 12 月告示の学習指導要領に基づいて｢総合的
な学習の時間｣の概要を示すと、次のとおりである。
ア

創設の趣旨

・各学校が地域や学校の実態等に応じて創意工夫を生かして特色ある教育活動を展開できるよ
うな時間の確保。
・自ら学び自ら考える力などの[生きる力]は全人的な力であることを踏まえ、国際化や情報化
をはじめ社会の変化に主体的に対応できる資質や能力を育成するために教科等の枠を超えた
横断的・総合的な学習をより円滑に実施するための時間の確保。
イ

ねらい

・自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や
能力を育てること。
・情報の集め方、調べ方、まとめ方、報告や発表・討論の仕方などの学び方やものの考え方を
身に付けること。
・問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育成すること。
・自己の生き方についての自覚を深めること。
ウ

学習活動の例
・国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題。
・児童生徒の興味・関心に基づく課題。
・地域や学校の特色に応じた課題。

（３）「総合的な学習の時間」を実施するうえでの課題
｢総 合 的 な学 習 の時 間｣は、まったく新しく創られた教育活動であり、平成 14 年度からの完
全実施に向けて、各学校がさまざまな取り組みを進めている。平成 12 年度からは、移行措置と
して、教育課程に位置づけて実施できるようになり、県内のほとんどの小・中学校においても試
行されている。そうした実践をとおして明らかになった問題状況や課題等が『教育研究岩手 特
集

学校・家庭・地域が連携した新たな教育の創造

№85』（岩手県立総合教育センター、

平成 13 年）において整理されており、その中から、社会教育施設がその解決に向けて関わって
いくことが可能だと思われるものを抜粋した。
ア

学校としての取り組みの推進・自校の特色づくりの方向性

・学校や地域の特色を出すことに苦慮（理解不足）
・地域に根ざした、特徴のある学習の在り方、進め方に苦慮
・地域によって、財政上の裏付けや施設、人材など、条件の格差が大
・他校や他地区の模倣の段階でとどまっており、独自のカラーを出すことに苦慮
イ

環境整備・条件整備

・子どもの活動を保障する環境整備が不十分（施設・設備、時間、人材）
・はじめるための準備（組織・スケジュール）
・保護者・学区の人との共通理解・連携
・外部の人材リストの生かし方
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・地域・人的資源の活用
ウ

意識改革・共通理解

・教師が地域について理解不足
・活動の多忙、多忙感
エ

校内体制・研究体制

・子どもの多様な課題や活動への対応能力
・安全面への対応が不備
・校外に出かけるときの学校体制に不備
オ

テーマ設定の方向性

・子どもの興味関心を持続させるテーマ
カ

カリキュラム編成

・人材マップ作成のための調査活動が必要
・実態・人材・まわりの教材把握の必要性
キ

学習活動の展開

・子どものやる気が持続する手だて
・課題解決学習の経験が不足
・準備や条件の整備に膨大な時間
（４）社会教育施設と「総合的な学習の時間」
社会教育施設は、地域の人々の利用に供することを主たる目的とし、地域づくりや人々の生涯
学習を援助する取り組みが行われており、地域と深く関わった施設である。一方「総合的な学習
の時間」の活動は、地域と関わりながら行われることが求められている。
「総合的な学習の時間」は、学校が行う教育活動ではあるが、社会教育施設がその活動に積極
的に関わることで、学校との連携を深め、社会教育施設の活性化や地域の生涯学習の推進に結び
つけることができるものと思われる。
ここでは、「総合的な学習の時間」と地域の関わりについて、各種答申や文献、先行研究等を
もとに整理した。
ア

学習活動の課題との関わり
「総合的な学習の時間」の具体的な学習活動の例として、「地域や学校の特色に応じた課題」

が挙げられており、地域との関わりが活動の大きな部分を占めるものと思われる。地域を発見
し、地域を理解し、そして地域に貢献できるような取り組みが課題として多く取り上げられる
ことが予想される。
イ

学習活動の展開との関わり
「総合的な学習の時間」の学習活動の展開にあたっては、児童生徒のさまざまな興味・関心

や多様な学習活動に応えるために、グループ学習や異年齢集団による学習など多様な学習形態
や、外部の人材の協力を得るなどの指導体制の工夫、地域の豊かな教材や学習環境を積極的に
活用することなどが望まれている。
ウ

地域の人材や自然、文化財等との関わり
「総合的な学習の時間」では、自然体験やボランティアなどの社会体験、観察・実験、見学
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や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習が積極的に
展開されることが望まれている。
地域は、
そうした学習に応えることのできる活動の場や自然、
文化財等の教材となりうる素材を数多くもっている。さらには、地域の人々との新たな出会い
をとおして、人と人とのコミュニケーション能力の向上や人間関係をつくる術も学ぶことがで
きると思われる。
（５）「総合的な学習の時間」を支援する視点
ここでは、
「総合的な学習の時間」を支援する社会教育施設として、県内のほとんどの市町村に
設置され、地域における主要な学習機会提供の場であり、人々の社会参加活動の場でもある公民
館、博物館、図書館に焦点をあて、各種答申や文献、先行研究等をもとに、社会教育施設が「総
合的な学習の時間」を支援する視点について整理した。
ア

公民館
公民館は、地域における住民の身近な学習・交流の場として生涯学習の推進に大きな役割を

果たしており、今後とも、他の機関と連携・協力し、学習情報提供・学習相談事業において中
心的な役割を果たすことが期待されている。また、青少年の学校外活動にも積極的な取り組み
を進めており、地域社会と学校との連携を強める拠点としても、大きな役割を担っている。
公民館が「総合的な学習の時間」を支援する視点としては、次のようなことが考えられる。
①

自然体験・生活体験・社会体験などの体験活動をプログラムの中心にした学習機会の提供

②

地域性のある課題をテーマとした学習機会の提供

③

地域の自然条件や生活・文化・人材などの特色を十分活かした学習プログラムの開発

④

青少年の発達段階に応じたプログラムの開発・提供

⑤

地域の指導者等と学校とを結びつけるコーディネーターとしての役割

⑥

学習者を主体にした事業実施に関するノウハウの提供

⑦

自らが有する特色ある施設・設備、資料や情報などさまざまな学習資源の提供

⑧

地域の教育資源等の情報収集・提供

⑨

学習内容、学習計画、学習方法、その他の学習活動にかかわる各種の相談に応じる学習相

談の充実
⑩

担当職員の設置や学校教育関係職員との定期的な打ち合わせの機会を設けるなど支援体制

の整備・充実
⑪

施設ボランティアの受け入れ

⑫

地域の指導者、助言者等の人材登録と活用

⑬

地域の伝統文化等を保存継承する活動、地域の環境美化のための活動や世代間の交流活動

等の活性化
⑭

青少年の地域における種々の自発的な活動などへの援助

⑮

施設の活動内容等についての積極的な広報・広聴活動の充実

イ

図書館
図書館は、住民の身近にあって、各人の学習に必要な図書や資料、情報を収集・整理し、そ

の利用に供するという、生涯学習を進めるうえで最も基本的、かつ重要な施設である。
また、地域の児童等に対する学習サービスの提供を活動の大きな柱の一つに据えており、地
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域における学習の場としての役割は極めて大きい。
学校教育においても「総合的な学習の時間」への取り組みを進める中で、学校図書館だけで
はなく地域の図書館等を活用した調べ学習などを重視することが予想される。
図書館が「総合的な学習の時間」を支援する視点としては、次のようなことが考えられる。
①

児童生徒の図書館に対する関心を高めるための活動の取り組み

②

多様な種類・内容の資料や情報の収集・提供

③

レファレンス・サービス等の充実と高度化

④

特色ある学習プログラムの開発と提供

⑤

学校図書館と連携した資料の収集及び団体貸出しの実施

⑥

情報検索手法の指導

⑦

個々の学習の興味関心に応じた図書リストの作成と提供

⑧

ボランティアなど地域の人々との協力の推進

⑨

学習テーマに関連した適切な参考資料や発展的な学習に役立つ資料等の紹介・提供

⑩

地域の特色を踏まえた計画的な資料の収集・整備

⑪

他の機関への資料等の提供や相互利用の積極的な推進

⑫

広報活動の充実

ウ

博物館
博物館は、各種資料の収集、保管はもちろんのこと、住民のための資料の展示や事業の実施、

調査研究をも目的とした生涯学習を振興するための重要な社会教育施設であり、学校教育とも
緊密に連携しながら、幅広い活動を積極的に行うことが求められている。
特にも、子どもたちの体験活動の観点からみると、それぞれの博物館の資料や特性を活かし
た学習機会が提供できる施設であり、子どもたちが主体的に五感を使って体験できるような展
示や事業を展開し、生涯にわたって楽しい学習の場として博物館に親しむ素地を培っておくこ
とが求められている。
学校教育においても、授業の中に博物館を活用した取り組みが位置づけられてきており、生
き物や自然に直接触れさせたり、実験やものづくりをさせたりなど、豊かな体験学習の機会を
提供する場としての期待が大きいと思われる。
博物館が「総合的な学習の時間」を支援する視点としては、次のようなことが考えられる。
①

博物館の概要、学校利用の手引き、展示のポイント、所蔵資料、貸出し可能な資料・教育

活動、学芸員の協力可能な領域、研究実績などの情報提供
②

地域の自然や環境、美術や郷土史等をテーマとする講座の実施

③

施設に関する広報資料の充実

⑤

実物資料や実物資料に関する模型、模造、模写または複製の資料の活用

⑥

青少年を対象とする参加・体験型展示の導入

⑦

動く模型・キットの活用など、親しみやすく、わかりやすい展示の開発

⑧

個性的で魅力あふれる特色ある展示の工夫

⑨

学校教育にとって魅力のある展示の企画・開発、指導計画の立案や教材の作成などの博物
館活動への教員の参加協力
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⑩

教員向けの講座の開設

⑪

移動巡回展や移動博物館教室の開催など特色ある教育普及活動の充実

⑫

ボランティアの養成プログラムの作成、研修機会の拡充、活動する場の開発等の推進

⑬

専門的知識や技術、豊かな経験や知恵をもつ地域の人材の活用

⑭

他の機関との連携による実習や実験の実施、専門的な立場からの援助・助言

⑮

博物館資料に関する情報データベース等の整備

⑯

学芸員等専門職員による学習相談への対応や説明

（６）「総合的な学習の時間」を支援するメリット
公民館、図書館、博物館等の社会教育施設が｢総合的な学習の時間｣を支援することのメリット
について、施設の機能や特性などを考慮しながら表２のようにとらえた。なお、施設によって、
特にもメリットがあると思われる項目を◎で、それ以外の項目を○であらわしてみた。
表２

支援のメリット
支

援

の

メ

リ ッ ト

公民館

図書館

博物館

・青少年対象事業の拡大ができ、施設の活性化につながる。

◎

◎

◎

・相互の理解が深まり、連携が進む。

◎

◎

◎

・事業の参加者の確保や施設の利用者の増加につながる。

◎

◎

◎

・地域の人材や教育資源の活用により、地域の活性化に結びつく。

◎

○

○

・地域の教育資源等、学習情報の整備につながる。

◎

○

○

・まちづくりや地域社会の形成に大きな役割を果たすことができる。

◎

○

○

・コーディネート機能の向上につながる。

◎

○

○

・児童生徒の学習成果を活かす場を提供することができる。

◎

○

○

・専門の知識を持ち合わせた職員の資質の向上につながる。

○

◎

◎

・住民や教職員の施設に対する理解を高めることができる

○

○

◎

これまで述べてきたことを踏まえ、本研究は、現在、社会教育施設が学校や地域の児童生徒と
どのような関わり方をしているのか、あるいは、今後、どのように関わろうとしているのかを明
らかにし、社会教育施設の活性化に役立てるため、市町村所管社会教育施設を対象に、以下に述
べる実態調査を行った。
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４

市町村所管社会教育施設における学校との連携に関する調査結果
本調査は、社会教育施設における平成 13 年度の学校（小・中・高等学校）との連携の実態を把握
するため県内 478 の市町村所管社会教育施設を対象に対して行い、その内 429 の施設から回答を得
たものである。以下は、その概要である。

（１）調査結果
ア

学校と連携して行う事業の有無
「連携して行う事業がある」が 75.3％（323 施設）、「ない」が 24.7％（106 施設）である。
図２

学校と連携して行う事業の有無

N＝429

24.7%

ある
ない
75.3%

イ

学校と連携して行う事業の概要
学校と連携して行う事業について、事業の対象者、事業の内容、連携の内容をたずねたとこ

ろ以下のような結果となった。
なお、施設によっては、複数の事業を行っているところもあり、今回の調査で回答のあった
事業数は 631 事業である。
（ア）対象者
「小学生」が 81.6％（515 事業）と最も多く、以下「中学生」が 45.8％（289 事業）、
「地
域」が 34.1％（215 事業）となっている。
（イ）事業の内容
「親、高齢者等との世代間交流、障害者との交流」が 26.0％（164 事業）と最も多く、以
下「地域の伝統行事・芸能活動」が 17.6％（111 事業）、
「子ども同士の異年齢交流」が 17.4％
（110 事業）となっている。
「その他」32.0％（202 事業）については、特に記述を求めなかったが、事業名を見ると、
講演会や映画会、家庭教育学級などで、単発のイベント的なものが多かった。
（ウ）連携の内容
「事業案内、参加への呼びかけ」が 59.0％（372 事業）と最も多く、以下「指導者（職員、
地域の人材等）の派遣」が 30.1％（190 事業）、
「事業の企画段階から相互に参画」が 29.0％
（183 事業）となっている。
図３‑１
100

対象者（複数回答）

（％）

81.6

80
60

45.8
13.0
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地域

12.7

学校

中学生

N=631

小学生

0

16.0

教職員

20

34.1

高校生

40

図３‑２

事業の内容（複数回答）
(％)

N=631

0

5

10

15

20

25

30

35

11.6

教科､特別活動､道徳の授業

15.5

｢総合的な学習の時間｣の授業

6.3

部活動・少年団活動

26.0

親､高齢者等との世代間交流､障害者との交流

17.4
15.8

子ども同士の異年齢交流
登山､キャンプ等の自然体験活動

8.1

ボランティア､奉仕活動

17.6

地域の伝統行事･芸能活動

2.5

国際交流(異文化)活動

32.0

その他

図３‑３ 連携の内容（複数回答）
（％）

N=631

0

10

20

30

40

50

60

29.0

事業の企画段階から相互に参画

59.0

事業案内、参加への呼びかけ

23.5

施設・教材・機器等の提供

18.1

学校の施設・教材・機器等の借用

30.1

指導者（職員、地域の人材等）の派遣

4.9

教員への講師依頼

20.6

情報の提供

6.7

情報の収集

10.0

その他

ウ

70

学校との連絡調整の方法
学校と連携して行う事業があると回答した施設について、学校との連絡調整を主にどのよう

にして行っているかをたずねたところ以下のような結果となった。
「学校等に出向いて行う」が 49.2％（159 施設）と最も多く、以下「その都度電話連絡等を
する」が 46.1％（149 施設）
、
「事業のための会議等を開いて行う」が 21.4％（69 施設）となっ
ている。
図４

学校との連絡調整の方法（複数回答）

N=323

0

10

20

50

(％)

60

13.9

定例的な会議の場で行う

46.1
49.2

その都度電話連絡等をする
学校等に出向いて行う

16.1

学校の担当者に出向いてもらう

5.6

その他

エ

40

21.4

事業のための会議等を開いて行う

無回答

30

0.6

学校と連携して事業を行うことの効果と課題
学校と連携して事業を行うことの効果と課題についてたずねたところ以下のような結果とな
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った。
なお、何らかの効果があると回答した施設のうち、課題については無回答の施設が 68 施設あ
り、現状では課題がないととらえたと思われる。
（ア）効果
「青少年の健全育成の充実」が 57.0％（184 施設）と最も多く、以下「世代間交流等地域
の人的交流の充実」が 46.4％（150 施設）、
「児童・生徒の施設利用の増加」が 45.8％（148
施設）となっている。
図５

事業の効果（複数回答）
（％）

N=323

0

10

20

30

40

50

60

45.8

児童・生徒の施設利用の増加

28.2

地域住民の施設に対する協力、参加の増加

44.0

事業の周知・施設のPR等の効率化

31.0

地域の人材･教育資源等の活用

46.4

世代間交流等地域の人的・物的機能の活用
青少年の健全育成の充実

17.3
18.3

学校施設や学校が有する人的・物的機能の活用
教職員の施設に対する理解

9.3

学校教育の内容の理解
あまり効果は期待できない
その他
無回答

57.0

10.5

プログラムの充実

1.5
1.5
1.2

（イ）課題
○ 「職員が少なく対応が難しい」が 26.0％（84 施設）と最も多く、以下「学校が求めてい
るものが分からない」が 21.7％（70 施設）
、
「学校の求めるプログラムや施設等人的・物的
機能がない」が 17.6％（57 施設）となっている。
○ 「その他」も 13.9％（45 施設）の回答があったが、そのうち学校行事との日程調整の難
しさをあげている施設が 14 施設あり、課題は特にないという回答も 8 施設あった。
図６

事業連携の課題（複数回答）
(％)

N=323

0

5

10

15

20

25

7.1

連携の仕方がわからない

10.2

連絡調整の窓口が決まっていない

13.3

学校の協力が得にくい

21.7

学校が求めているものがわからない

17.6

学校の求めるプログラムや施設等人材・物的機能がない

26.0

職員が少なく対応が難しい

13.0

学校と施設との交通アクセスが悪い
学校と連携しても施設としてのメリットがない

30

0.9
13.9

その他

21.1

無回答
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オ

学校との連携の継続
学校と連携して事業を行っている施設に対して、今後の継続の意志をたずねたところ、回答
のあった 304 のすべての施設が、連携を継続すると回答した。
カ 施設の利用状況
平成12年度における施設の年間利用者数と、そのうちの小・中・高校生の占める割合をたず
ねたところ以下のような結果となった。
（ア）施設の年間利用者数
「20000 人以上」が 25.2％（108 施設）と最も多く、以下「10000 人以上 20000 人未満」が
20.5％（88 施設）
、
「5000 人以上 10000 人未満」が 17.2％（74 施設）となっている。
（イ）小・中・高校生の割合
「20％未満」が 58.1％（249 施設）と最も多く、以下「20％以上 40％未満」が 23.5％（101
施設）
、
「40％以上 60％未満」が 8.4％（36 施設）となっている。
図７‑１ 施設の年間利用者数
2.1%

N=429
25.2%

10.7%
5.1%
7.0%
3.5%
4.9%
3.7%

20.5%

17.2%

500人未満
500人以上1,000人未満
1,000人以上2,000人未満
2,000人以上3,000人未満
3,000人以上4,000人未満
4,000人以上5,000人未満
5,000人以上10,000人未満
10,000人以上20,000人未満
20,000人以上
無回答

図７−２ 小・中・高校生の割合
N=429

2.3%
4.4%
8.4%

3.3%

20％未満
20％以上40％未満
40％以上60％未満
60％以上80％未満
58.1%

23.5%

80％未満
無回答

キ

学校が利用できる施設や教材、機器等の活用状況
学校が利用できる何らかの施設や教材、機器等の保有状況とそれらの活用状況についてたず
ねたところ以下のような結果となった。
（ア）保有状況
何らかの施設や教材、機器等を有する施設は 348 施設で、その内、
「調理施設」、
「多目的ホ
ール」を有する施設が 42.2％（147 施設）と最も多く、以下「16mm、ビデオ等視聴覚機器・
教材」が 42.0％（146 施設）となっている。
図８‑１ 学校が利用できる施設や教材、機器等の有無
1.4%

N=429
17.5%

ある
81.1%

ない
無回答
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図８‑２ 施設や教材、機器等の種類（複数回答）
(％)

N=348

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

42.0

16㎜､ビデオ等視聴覚機器・教材

21.8

パソコン等情報機器

35.3

図書

10.6
8.9

学校の授業に利用できる教材
視聴覚室

23.0

本を読んだり調べたりできる教材

26.1

見学や視察ができる施設

19.8

創作活動ができる施設

42.2

調理ができる施設

2.3

自然観察ができる施設

42.2

多目的ホール等の施設

9.5

昔遊びができる施設

27.9

ゲームやダンスができる施設

24.1

作品を展示したり発表したりできる施設

8.3

野外活動ができる施設

（イ）活用状況
活用状況については、
「たびたび」活用されているという回答の割合が高かったのは、
「図
書」や「本を読んだり調べたりできる施設」、
「自然観察ができる施設」で、逆に、
「まったく」
活用されていないという回答の割合が高かったのは、
「昔遊びができる施設」や「調理ができ
る施設」
、
「ゲームやダンスができる施設」となっている。
図９

施設や教材、機器等の活用状況

たびたび
0%

月に数回
20%

年に数回
40%

まったく
60%

80%

100%

16㎜､ビデオ等視聴覚機器・教材N=146
パソコン等情報機器 N=76
図書 N=123
学校の授業に利用できる教材 N=37
視聴覚室 N=31
本を読んだり調べたりできる教材N=80
見学や視察ができる施設 N=91
創作活動ができる施設 N=69
調理ができる施設 N=147
自然観察ができる施設 N=8
多目的ホール等の施設 N=147
昔遊びができる施設 N=33
ゲームやダンスができる施設 N=97
作品を展示したり発表したりできる施設N=84
野外活動ができる施設 N=29

ク

学校に提供できる情報
学校に提供できる情報についてたずねたところ、「ある」が 75.8％（325 施設）、「ない」が
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24.2％（104 施設）である。
図 10

学校に提供できる情報の有無
24.2%

N=429

ある
ない
75.8%

「ある」と回答した施設に、情報の内容と、それらの情報の主な提供方法についてたずねた
ところ以下のような結果となった。
（ア）情報の内容
情報の内容は、
「地域の文化・歴史に関する情報」が 54.2％（176 施設）と最も多く、以下
「地域の講師等人材情報」が 53.8％（175 施設）、
「地域の団体・サークル情報」が 49.2％（160
施設）となっている。
図 11

情報の内容（複数回答）
0

N=325

10

20

30

40

50

(％)

60

53.8

地域の講師等人材情報

49.2

地域の団体・サークル情報

54.2

地域の文化・歴史に関する情報

23.7

地域の環境・自然に関する情報

27.7

見学や体験学習が可能な他の施設情報

7.1

その他

（イ）情報の提供方法
情報を主にどのようにして提供しているかたずねたところ、
「求めに応じて」が 73.5％（239
施設）と最も多く、
「冊子、チラシ等を作成配布して」が 32.9％（107 施設）となっており、
「特にしていない」という回答も 6.8％（22 施設）あった。
図 12

情報の提供方法（複数回答）
(％)

N=325

0

10

20

60

70

80

4.9
73.5

求めに応じて

6.8

特にしていない

ケ

50

6.2

定期的に会議等の場で

その他

40

32.9

冊子、チラシ等を作成配布して

インターネット等で

30

2.5

学校との連携の程度
学校との連携がどの程度なされていると思われるかたずねたところ、「ある程度行われてい

る」が 59.0％（253 施設）と最も多く、
「不十分である」が 32.9％（141 施設）、
「十分行われて
いる」が 4.9％（21 施設）となっている。
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図 13

学校との連携の程度
3.2%

N=429

4.9%

十分行われている
ある程度行われている
不十分である
無回答

32.9%

59.0%

コ

学校との連携を促進するために重要な事項
学校との連携を一層促進するために、重要と思われることをたずねたところ、
「学校や教職員

に対して、連携についての理解を図る」が 45.7％（196 施設）と最も多く、以下「学校教育関
係者との話し合いの機会を持つ」が 43.4％（186 施設）、「連携を推進するための財政面での充
実を図る」が 28.4％（122 施設）となっている。
図 14

学校との連携を促進するために重要な事項（複数回答）
(％)

N＝429

0

5
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15

20

25

30

35

40

21.2
21.4

学校内の窓口を明確に
連携のための推進組織設置

43.4

話し合いの機会設定

45.7

学校や教職員への理解

26.3

地域住民への理解

13.5
14.5

学習プログラムの開発
人材バンク等の情報の整備充実

17.5

指導者の養成と研修機会の充実

28.4

連携推進のための財政の充実

無回答

サ

50

15.2

教育員会や施設に担当者を配置

その他

45

3.7
3.5

今後の取り組みについて、平成 14 年度から完全実施される「総合的な学習の時間」に対する

対応を含めてたずねたところ以下のような結果となった。
（ア）学校との連携
今後の学校との連携についてどのよう進めるかをたずねたところ「これまでどおり進める」
が 34.3％（147 施設）と最も多く、以下「求めに応じて進める」が 34.0％（146 施設）、「積
極的に進める」が 30.3％（130 施設）となっている。
図 15

学校との連携
0.5% 0.9%

N=429

30.3%
34.3%

34.0%
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積極的に進める
求めに応じて進める
これまでどおり進める
全く考えていない
無回答

（イ）「総合的な学習の時間」への取り組み
○

平成 14 年度以降、
「総合的な学習の時間」を視野に入れた取り組みについてたずねたと

ころ「求めがあったら考える」が 42.7％（183 施設）と最も多く、以下「これまでどおり
進める」が 31.9％（137 施設）、
「新たな取り組みを考えている」が 19.3％（83 施設）とな
っている。
図 16

｢総合的な学習の時間｣への取り組み

N=429

4.0%

2.1%

19.3%

考えている
求めがあったら考える
これまでどおり進める
全く考えていない
無回答

31.9%

42.7%

○

具体的な取り組みの内容
「新たな取り組みを考えている」と回答した 83 施設に、具体的な取り組みの内容をたず
ねたところ、主なものとして次のような記述があった。

表３

「総合的な学習の時間」への新たな取り組み

施設

具 体 的 な 取 り 組 み の 内 容
・総合的な学習を進めるグループ・個人の求めに応じて、地域の人材・施設等の紹介
をする。
・総合的な学習「水を中心とした環境学習」の一部を公民館の少年少女事業として融
合していく。

公

・地域の人材を活用した、地域と密着した事業を実施する。
・イベント的なものだけでなく、年間のテーマを決めて取り組む。
・学校の協力を得ながら、公民館事業のプログラムを工夫する。

民

・生涯学習推進学校教育、社会教育連絡調整会議を定期的に開催(月 1 回程度)する。
・「ふるさと探検隊」
（仮称）を小学校の中・高学年を対象に組織し、地域の地理、歴
史、自然等の調査観察をする。指導者には地域の人材を活用する。
・少年教室（仮称）を開催し、児童を対象に体験学習を通して、健康で心豊かな子ど

館

もの育成を図る。
・豊な自然環境や豊富な人材バンクの活用を図り、次世代を担う児童生徒の育成に役
立てる。
・図書室に「総合的な学習の時間」用図書資料を充実する。
・まるごと博物館めぐり教室、世代間交流事業等を実施する。
・小学生を対象にした地域を学ぶ教室を開催する。
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・調べ学習に対応する指導員を配置する。
・学校との「連絡会議」を開催し、図書資料の要望を集約する。
・郷土資料を中心としたレファレンスツールを整備し、活用を図る。
図

・管内の学校図書館資源共有事業に対して、積極的に支援する。
・調べ学習用資料を積極的に収集する。

書

・学校図書館への司書配置をする。
・「総合的な学習の時間」を視野に入れた図書選定に力を入れ、調べ学習に対応でき
る資料収集に努める。

館

・調べ学習に対応する資料として、郷土等のテーマ別の２次資料を作る。
・学校との連携を確実なものにし、必要な資料を明確にする。
・地域の人材バンクを整備し、情報提供に努める。
・「総合的な学習の時間」に関連する図書、ビデオテープ、CD‑ROM 等の収集を心がけ
る。
・学習成果を地域住民に発表する場を提供する。
・児童・生徒を対象にしたセミナー、ワークショップ等を開催する。
・美術館に対する学校側の理解を深め、学校・地域への出前講座を実施したり、いつ
でも利用できるような体制の整備を図ったりする。

博

・児童・生徒向けのパンフレットづくりを進め、ホームページで紹介する。
・館内資料について、児童生徒向けの一覧表などを作成する。
・地域特有の文化、産業についての講座を開設する。

物

・多様な体験学習の機会を創出する。
・博物館スクールにおける「総合的な学習の時間」コースを充実する。
・博物館と学校との相互理解と利用の促進を図るため、教職員を対象とした研修会を
開催する。

館

・ジュニア研究員の養成のための「子ども研究室」を開催する。
・博物館理解のための「１日学芸員」を実施する。
・学校が求めていることと、資料館側ができること、しなくてはならないことなどを、
話し合いなどにより明確化し、その上で、館内学習用のワークシートを作成したり、
実物の民俗資料を使った「出前学習」を実施したりする。
・インターネットを活用し、資料館収蔵資料の公開及び情報提供に努める。
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表４ 社会教育施設と学校との連携に関する調査結果の概要の一覧
調 査 項 目
回
答
内
容
・「ある」75.3％
連携している事業
・「ない」24.7％
・「小学生」81.6%
事業の対象者
・「中学生」45.8%
・「世代間交流等の交流事業」26.0%
・
「伝統行事･芸能活動」17.6%
学
事業の内容
・「子ども同士の異年齢交流事業」17.4%
・「自然体験活動」15.8%
校
・｢事業案内、参加への呼びかけ｣59.0%
と
・｢指導者の派遣｣30.1%
連 連携の内容
・｢事業の企画段階から相互に参画｣29.0%
携
し 学 校 と の 連 絡 調 整 ・｢学校に出向いて行う｣49.2%
て 手段
・｢その都度電話連絡等をする｣46.1%
い
・｢青少年の健全育成の充実｣57.0%
る 事業の効果
・｢世代間交流等地域の人的交流の充実｣46.4%
事
・｢児童･生徒の施設利用の増加｣45.8%
業
学 校 と 連 携 し た 事 ・｢職員が少なく対応が難しい｣26.0%
業の課題
・｢学校の求めているものがわからない｣21.7%

利
用
状
況
施
設
・
教
材
等

情
報

課
題

今
後

学校との連携の継
・すべての施設が継続
続
・「2 万人以上」25.2%
年間利用者数
・「1 万人以上 2 万人未満」20.5%
・「5 千人以上 1 万人未満」17.2%
小 ･ 中 ･ 高 校 生 の 割 ・「20%未満」58.1%
合
・「20％以上 40％未満」23.5%
学 校 が 利 用 で き る ・「ある」81.1%
施設･教材･機器
・「ない」17.5%
施設･教材･機器の ・
「調理ができる施設」「多目的ホール等の施設」42.2%
保有状況
・
「16mm、ビデオ等視聴覚機器･教材」42.0％
・
「たびたび」→「本を読んだり調べたりできる施設」47.5%、
「図書」43.1%
活用状況
・
「まったく」→「昔遊びができる施設」45.5%、
「調理ができる施設」42.9%
・「ある」75.8%
提供できる情報
・「ない」24.2%
・「地域の文化･歴史に関する情報」54.2%
情報の内容
・
「地域の講師等人材情報」53.8%
・
「地域の団体･サークル情報」49.2%
・｢求めに応じて｣73.5%
提供の方法
・｢冊子、チラシ等を作成配布して｣32.9%
・｢特にしていない｣6.8%
・｢ある程度行われている｣59.0%
学校との連携の程
・｢不十分｣32.9%
度
・｢十分行われている｣4.9%
・｢学校や教職員の理解｣45.7%
連携促進に必要な
・｢学校教育関係者との話し合いの機会をもつ｣43.4%
こと
・｢連携促進のための財政面の充実｣28.4%
・｢これまでどおり進める｣34.3%
今後の連携
・｢求めに応じて進める｣34.0%
・｢積極的に進める｣30.3%
｢総合的な学習の時 ・｢求めがあったら考える｣42.7%
間｣への新たな取り ・｢これまでどおり進める｣31.9%
組み
・｢考えている｣19.3%
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（２）調査結果のまとめ
ア

学校と連携している事業について
社会教育施設の約 75％が、何らかの形で学校と連携しながら事業を実施している。その効果

としては、
「青少年の健全育成の充実」や「地域の人的交流の充実」「児童・生徒の施設利用の
増加」をあげており、青少年を対象とした事業を実施するうえで、学校との連携が、事業効果
を高め、社会教育施設や地域の活性化につながっているものと思われる。
連携の内容としては、
「事業案内、参加への呼びかけ」の割合が高い。さらに、
「情報の提供」
に比べ、
「情報の収集」の割合が低いことからも、一方通行にならないような連携を進める必要
があると思われる。
連携して事業を行ううえでの課題としてあげられた中で、最も割合が高かったのは、
「職員が
少なく対応が難しい」であり、学校との連携を図るうえで、生涯学習ボランティアの養成や活
用も視野に入れながら、地域住民の力を社会教育施設に生かしていく必要があると思われる。
また、連携を進めている中でも、
「学校が求めているものがわからない」をあげている施設が
多く、お互いが連携についての理解をより一層深める必要があると思われる。
イ

学校が利用できる施設や教材、機器等について
社会教育施設の約 80％が、学校が利用できる何らかの施設や教材、機器等を有している。し

かし、それらの活用状況をみると「年に数回しか」あるいは「まったく」使われていないとい
う割合が高く、有効的な活用がなされているとはいえない状況である。その中で、
「図書」や「本
を読んだり調べたりできる施設」は、比較的頻繁に活用されており、学校が調べ学習を取り入
れる中で、児童生徒の多様なニーズに対応するため、学校図書館だけではなく、地域の図書館
等にも目を向けていることがうかがえる。
ウ

学校に提供できる情報について
学校に提供できる情報については、社会教育施設の約 75％が何らかの情報を有している。情

報の内容は、地域の文化・歴史に関するものや地域の人材についてなど、学校が｢総合的な学習
の時間｣で扱うことが予想されるテーマに関するものが多く、今後、情報の提供を求められる機
会が多くなると思われる。しかし、現在の状況は、そうした情報を積極的に提供しているとは
言えず、
「求めに応じて」
提供している割合が高い。もっている情報を有効に活用するためにも、
今後、どのような形で情報を提供すればよいか検討していく必要がある。
エ

学校との連携を進めるうえでの課題について
学校との連携を一層促進するために重要と思われることとして、
「学校や教職員に対して、連

携についての理解を図る」ことや「学校教育関係者等との話し合いの機会を持つ」ことなどを
あげており、社会教育施設の機能や情報などを、今以上に理解してもらえるような取り組みの
必要性を感じていると思われる。
オ

今後の取り組みについて
既に学校と連携して事業を行っているすべての社会教育施設が、今後も連携を継続する意思

をもっている。また、今後、学校との連携を「積極的に進める」という施設が約 30％あり、
「求
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めに応じて進める」との回答とあわせて考えると、社会教育施設が学校との連携をこれまで以
上に重要な課題としてとらえていく方向性がうかがえる。
さらに、まだその形が明らかではなく、社会教育施設との関わりや施設に及ぼす効果も確か
なものではない「総合的な学習の時間」について、今の段階で「新たな取り組みを考えている」
社会教育施設が約 20％あり、
「求めがあったら考える」と回答した施設とあわせると、約 60％
の施設が｢総合的な学習の時間｣について、これまでにはない取り組みの可能性を探っている。
｢総合的な学習の時間｣を学校との連携を進める手がかりとしようという前向きな姿勢がうかが
える。
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５

支援の在り方の方向性
これまで述べてきた各種答申や文献、先行研究等の整理、調査結果の分析から、社会教育施設が
「総合的な学習の時間」に対して、どのように関わり、どのような支援ができるのかなどについて

考察する。
（１）施設の機能や特性を活かした支援の内容
社会教育施設は、それぞれが設置目的や地域性に応じた機能や特性をもっており、それらを活
かした支援であるなら、社会教育施設にとっても、学校にとっても、両者にメリットのある活動
が展開できるのではないかと考える。
そこで、さらに公民館、図書館、博物館別に調査結果を細かく分析し、学校との連携を進める
うえでの傾向について考察する。
ア

利用状況
各施設別の利用者数に対する、小・中・高校生の割合をみると、公民館、博物館は、
「20％未

満」という回答が 60％以上である。全体に小・中・高校生の占める割合が高いとはいえず、小・
中・高校生の施設利用を高めることは、そのまま施設の活性化に結びつくものと考えられる。
図 17 施設別の小・中・高校生の利用割合
20％未満
0%

20％以上40％未満
20%

40％以上60％未満
40%

60％以上80％未満

60%

80％未満

80%

100%

公民館 N=243
図書館 N=37
博物館 N=68

イ

連携した事業
学校と連携した事業の有無をみると、公民館、図書館が 80％以上の割合で「ある」と回答し

ている。次に、その事業の内容をみると、公民館は、
「世代間交流」や「地域の伝統行事・芸能
活動」などが多く、博物館は「教科」や「総合的な学習の時間」に対応した物が多い。図書館
の「その他」の内容は、事業名によると読書感想文コンクール等への取り組みや、移動図書館
車などを利用した図書の貸し出し業務、お話会の開催などが多かった。
このことから、公民館は、自らが主催する事業への参加を呼びかけるなど、学校に働きかけ
る形の連携が多く、逆に博物館は、学校側からの働きかけによる連携が多いように思われる。
図 18−1

施設別の連携した事業の有無
ある
0%

10%

20%

30%

40%

公民館 N＝252
図書館 N=39
博物館 N=67
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ない
50%

60%

70%

80%

90%

100%

図 18−2

施設別の連携した事業の内容（複数回答）

公民館N=433

図書館N=65

博物館N=67
0

（％）

10

20

6.0

教科､特別活動､道徳の授業

30

15.4

部活動・少年団活動

1.5

親､高齢者等との世代間交流､障害者との交流

1.5

子ども同士の異年齢交流

ボランティア､奉仕活動

24.6

53.7

33.0
6.0
21.9
20.6
9.2
22.2
10.4

3.2
1.5

国際交流(異文化)活動

28.2

その他

ウ

70

14.9

4.6
4.5
3.1

地域の伝統行事･芸能活動

60

5.1

6.2
4.5
3.1
6.0

登山､キャンプ等の自然体験活動

50

35.8

7.9

｢総合的な学習の時間｣の授業

40

60.0

25.4

連携の効果
学校と連携して事業を行うことの効果について、図書館、博物館は、圧倒的に「児童・生徒

の施設利用の増加」が多く、公民館は、
「青少年の健全育成」や「地域の人的交流の充実」を効
果としてあげている。
図書館や博物館は、資料の収集やレファレンス、読書や展示などに重点をおいた個人学習へ
のサービスを中心にしているのに対し、公民館は、地域の多様な人間関係を背景にして学級・
講座を中心とした集団に対する学習活動を中心に進めていることから、このような違いが生じ
たと思われる。
図 19 施設別の連携の効果（複数回答）
公民館N=212

図書館N=33

博物館N=38
0

（％）

10

20

30

12.1

地域の人材･教育資源等の活用
3.0

学校教育の内容の理解
あまり効果は期待できない
その他
無回答

80

90
87.9
86.8

61.8

15.8

62.3

青少年の健全育成の充実

教職員の施設に対する理解

70

42.1
43.9
36.8 42.4
35.4
31.6

事業の周知・施設のPR等の効率化

学校施設や学校が有する人的・物的機能の活用

60

31.1

12.1

地域住民の施設に対する協力、参加の増加

プログラムの充実

50

30.2

児童・生徒の施設利用の増加

世代間交流等地域の人的・物的機能の活用

40

3.0

6.1
7.9
9.0
3.0

36.8

12.3
7.9
23.1

36.4
47.4

9.4
18.4

0.9
6.1
3.0
5.3
1.9
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42.4

100

エ

連携を促進するために重要な事項
学校との連携を一層促進するために重要だと考えているのは、どの施設も共通して、
「学校教

育関係者等との話し合い」
、
「学校や教職員に対する連携についての理解」である。
図 20

施設別の連携を促進するために重要な事項（複数回答）

公民館N=261

図書館Ｎ=39

博物館N=63

0

10

（％）
20

30

11.9 15.4

教育員会や施設に担当者を配置
学校内の窓口を明確に

19.0
36.0

59.0
54.0
53.8
54.0

42.1

地域住民への理解

35.6

7.7

11.1
13.8
12.8

学習プログラムの開発
人材バンク等の情報の整備充実

20.6

17.2

7.7

4.8

70

24.5

12.8

学校や教職員への理解

19.9
12.8
15.9

指導者の養成と研修機会の充実

25.7

連携推進のための財政の充実

34.9
1.9
4.8
5.7

無回答

オ

60

28.2

話し合いの機会設定

その他

50

30.2
24.5

11.1

連携のための推進組織設置

40

41.0

10.3

今後の取り組みについて
今後の学校との連携については、すべての施設が何らかの形で「進める」と回答している。

ただ、その中に、
「求めに応じて進める」という、学校にイニシアチブを預けた形の連携を考え
ている施設が 30〜40％となっている。
「総合的な学習の時間」への対応についても、同じような傾向が見られる。連携を促進する
ためには、
「学校教育関係者等との話し合い」、
「学校や教職員に対する連携についての理解」が
重要だと回答していることと併せ、学校や教職員の側からの積極的な働きかけを望んでいると
思われる。
図 21−1

施設別の学校との連携の今後
積極的に進める
0%

10%

20%

求めに応じて進める
30%

40%

これまでどおり進める
50%

60%

70%

全く考えていない
80%

90%

100%

公民館 N=250
図書館 N=39
博物館 N=65

図 21−2

施設別の「総合的な学習の時間」への対応
考えている
0%

10%

求めがあったら考える
20%

30%

40%

公民館 N=247
図書館 N=39
博物館 N=64
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これまでどおり進める
50%

60%

70%

全く考えていない
80%

90%

100%

以上のように、施設によって学校との関わり方にも違いがみられることから、それぞれの施設
の機能や特性を考慮し、共通する内容と施設別の内容に分けて、支援の具体的な内容を次のよう
にまとめた。
表５

支援の内容

共

・学校関係者を含めた話し合いの場を設定する。または、そうした場へ参加する。
・日常的に共通理解が図れるように学校との窓口または担当者を知らせる。
・学校が求める支援の具体的な内容を把握し、出前講座や人材バンクの整備・充実、資料
の収集や効率的な活用など、学校と連携した取り組みを展開する。

通

・地域の教育資源等を活用し、地域を学ぶ体験的な学習プログラムを開発する。
・児童生徒を対象にした学習機会や施設が有する機能や資料等の情報を、広報やチラシ、
インターネット等さまざまな媒体を用いて提供する。
・学校が求める地域の教育資源や学習プログラム、関係機関等の情報を収集・整理して提

公

供する。

民 館

・教室、講座等の開催で培った学習活動のノウハウを研修会等で伝える。
・地域の人材や関係する施設等と学校とをコーディネートする。
・児童生徒の学習成果を発表したり、地域に活かしたりする場を設ける。
・教室、講座等の研修機会や広報などをとおして情報を発信し、地域住民の「総合的な学
習の時間」への理解を深める。
・学校図書館と連携し、調べ学習等に対応した図書・資料の収集や貸出しをする。

図 書 館

・調べ学習等に対応する司書等専門職員の学習相談機能を充実する。
・学習テーマに応じた図書・資料のリストを作成し提供する。
・図書の検索等、調べ方の指導をする。
・読み聞かせやストーリーテリング等特色ある活動を展開し、読書に親しませる。
・施設ボランティアの養成に努め、児童生徒の多様な学習課題に対応できる体制を作る。
・教師や児童生徒を対象とする地域の自然や環境、美術、郷土史等をテーマとした学習プ

博

ログラムを開発し提供する。

物

・実物資料や実物資料に関する模型等を活用した展示の工夫をする。

館

・移動巡回展や移動博物館教室など特色あるプログラムを展開する。
・所有している資料や標本等の一覧を作成し、情報提供や貸出しを進める。
・見学や調べ学習等に対応する学芸員等専門職員の学習相談機能を充実する。
・施設ボランティアの養成に努め、児童生徒の多様な学習課題に対応できる体制を作る。

（２）支援の場
表５で示した社会教育施設における「総合的な学習の時間」への支援の内容を、より具体的な
ものとして実践に結びつけるため、
「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ（学習活動のプロセ
ス）を支援の場として想定し、その流れに対応させて、社会教育施設がどのように支援できるか
をまとめたものが次の図 22 である。
なお、
「総合的な学習の時間」の学習活動のプロセスは、淑徳短期大学教授の浅井経子氏が『「総
合的な学習の時間」と公民館』
（月刊公民館９月号）の中で、「総合的な学習の時間」に地域はど
のような協力ができるのかを示した図を参考にしたものである。
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図22

学習活動の流れと支援の内容

「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ（例）

支援の内容

「育てたい資質・能力」や「目標」の設定
・地域や児童の実態
・実践の積み上げ
・教育目標の具現化

・施設の機能や地域の人材、資源等の情報提供（A）
・人材バンクの整備・充実（C)

推進のための指導体制の確立
・家庭や地域との連携
・目標や学習内容の共通理解

・話し合いの場の設定（A・C）
・連絡の窓口や担当者の明確化（A・C）
・地域住民の理解を深める働きかけ（C)

学年の目標の設定
・共通のテーマ
・共通して身につけさせたい資質・能力
・共通して経験・体験させたい事項
・長期的な見通し

・施設の機能や地域の人材、資源等の情報提供（A)
・学校が求める支援の内容の把握（C)

年間の単元計画（学年別）作成
・テーマの選択
・地域や児童生徒の実態に応じた課題
・学年の発達段階に応じた配置
・時間数や実施時期の割り振り

・施設や地域の人材、資源等の情報提供（A)

単元の指導計画作成
・単元名、時数、ねらい、学習活動の展開案
・地域の教育資源の活用
・課題解決学習や体験的学習の重視

・施設や地域の人材、資源等の情報提供（A)
・学習プログラムの開発（C)
・学習機会情報の提供（A)
・事業展開のノウハウの伝達（A)

学習活動の展開
学習課題の発見
・身近な所の調査活動からの実態把握
・ビデオ、テレビ、新聞からの情報収集
・地域の人々や施設への取材
・地域の施設の見学

・施設見学の対応（B・C)
・調べ学習の対応（B・C)
・相談窓口の設置（B・C)
・出前講座の実施（A・C）

学習課題の設定
・予備調査活動
・コース別の課題設定

・施設見学の対応（B・C)
・調べ学習の対応（B・C)
・相談窓口の設置（B・C)

学習計画の作成
・体験的な学習や問題解決的な学習
・目標の設定
・情報収集
・表現活動の場や機会

・相談窓口の設置（B・C）
・施設や地域の人材、資源等の情報提供（B)
・資料の収集や効率的な活用（C)
・青少年向け事業のＰＲ（A・B)
・専門職員によるアドバイス（B・C）

学習の展開
・地域の協力
・学校外での学習活動
・専門家の手助け
・生きた教材
・地域の人々との交流

・施設見学の対応（B・C)
・調べ学習の対応（B・C)
・相談窓口の設置（B・C)
・施設や地域の人材、資源等の情報提供（B)
・体験的な学習の機会の提供（B・C)
・地域の人材と学校とのコーディネート（A・C）
・出前講座の実施（A・C）
・専門職員による説明（B・C)
・施設ボランティアの活用（C)

自己評価
・目標の到達度
学習計画の修正
・問題点の修正
学習成果のまとめと発表準備
・学習成果の整理
・学習成果のまとめ

・専門職員によるアドバイス（B・C)
・学習室等の開放（C)

学習成果の活用
・学習成果の発表
・学習成果の発展（地域への伝達）

・発表の場の提供（A・C)
・発表会への参加の呼びかけ（C)
・地域への情報発信（C)

反省と評価
・問題を解決する過程や成果の蓄積
・新しい学習課題の発見
単元の指導計画の見直し
・話し合いの場の設定（A・C)
・施設や地域の人材、資源等の情報提供（A)

年間の活動計画の見直し

※A＝主に学校への働きかけ、B＝主に児童生徒への働きかけ、C＝主に施設の取り組み
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６

実践事例に見る「総合的な学習の時間」への支援の在り方
平成 14 年度から全国の公立小・中学校において新学習指導要領が完全実施され、各学校では、
「総
合的な学習の時間」への取組みが本格的にスタートした。
ここでは、平成 13 年度に実施した学校との連携に関する調査の中で、平成 14 年度以降「総合的
な学習の時間」を視野に入れた新たな取組みを考えていると回答のあった施設から情報を収集し、
「総合的な学習の時間」への支援に関する実践について、県内９施設、県外４施設の事例を取り上
げた。

（１）支援の実際
ここで示す 13 施設は、それぞれの施設の持つ機能や特性を活かしながら学校との連携・融合を
推進している。その中で、
「総合的な学習の時間」への支援に焦点をあて、前出図 22「学習活動
の流れと支援の内容」を手がかりにし、具体的に、どのような場面で、どのような支援が行われ
ていたのかを検証した。
また、各施設が行った支援の中で、特にも、連携・融合を推進するための手がかりになると思
われる点を、
「支援の特色」として整理し、次のようにまとめた。
表６ 社会教育施設における「総合的な学習の時間」への支援に関する事例
施設の
№
支 援 の 特 色
施
種類

設

名

１

地域住民や関係団体と学校とのコーディネート

盛岡市立見前地区公民館

２

体験をともなう学習機会の提供

西根町立寺田公民館

３

組織を活かした支援の推進

秋田県井川町公民館

４

年間をとおした融合プログラムの開発

山形県遊座町稲川公民館

５

事前打ち合わせを重視した調べ学習等への支援

大東町立図書館

６

調べる力を身につけさせる工夫

宮古市立図書館

７

図書館利用の知識を身につけさせる工夫

種市町立図書館

８

学校向け「図書館利用案内」の手引きの作成

東京都立川市中央図書館

９

体験的な学習プログラムの提供

滝沢村埋蔵文化財センター

公民館

図書館

10

博物館
等

「総合的な学習の時間」に対応したプログラムの充実 大船渡市立博物館

11

教師・児童対象の博物館教室の実施

12

組織を活かした学習キットおよびプログラムの開発 千葉県立中央博物館

13

青少年
プログラム開発と周辺施設との連携
の家
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遠野市立博物館

陸中海岸青少年の家
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事例１

地域住民や関係団体と学校とのコーディネート〔盛岡市立見前地区公民館〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】
てこい

・

の･
○指導針■作成に ･わるさまざまな情報の撞供
・公民館講座「少年少女教室」プログラム案の
提示
・公民館講座と「総合的な学習の時間」を融合
させたプログラム開発
・公民館のもつ講師情報の提供
・地域住民と連携した活動の提案

Ｆ
−ドにＩトー巳

○講師の派遣
・水生生物や水質調査などの専門的な知識や技
術を有する外部講師のコーディネート
○学校外における体験的活動の支援
・活動場所の事前調査
一調査に必要な用具等の準備

○銅鐸の瀕逢
一昔の様子を匍る地域の方をゲスト苧ィ
ーチヤーとして派遣

︱

こ
m

○地域性罠や ･佩国体との達絡 ･整
・学校近辺の用水路の清掻活動実施
・地域住民や町内会等関係団体等への協力依
頼
・関係する行政各課との連絡調整（地域への
ＰＲ等）
・公民館主催の「環境講座」受講生への参加
よぴかけ

公鳥館側のメリット
・地域を違れる』￨￨や用水路等の「水環境」についての学習を深めることにより、子ど
もたちの地域に対する興味関心を高めることができた。
・地域の人々の学校に対する理解を深め、大人と子どもが、ともに学ぶ機会とするこ
とができた。
・一般的なチラシ等の屈仙だけでは蝕しかった少年少女教室の参加者を容易に確保す
ることができた。
・地域にある様々な団体や組織に倣きかけて活動を進めることにより、団体等の活動
の活性化となるなど、公民館が地域づくりの拠点となることができた。
・成人を対象とした環境講座の受講者に倣きかけをし、用水路の清掃活動に協力して
てもらうことで、社会参加の埴を扱供することができた。
・将来的に学校や地域のアドバイザーとなるような人材を冑てる埴となった。
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【具体的な支援の内容】

１

【施設と拳校との達樵・融合の概要】
きっかけ
・公民館単独での少年少女教室を学校と
連携することでもっとよいものにでき
るのではないかと考え、企画した。
・学校、地域団体等との連携により、よ
りよい地域づくり活動が振興できると
考えた。

２

経過
・前年産に公民館の青少年教育事業につ
いて学校に出向いて説明する。
・学校長、教頭、教務を交えてテーマと
宝な学冒内容について協議する。
・公民館事業「少年少女教室」プログラ
ム試案を提示する。
・公民館講座「少年少女教室」と箆５学
年総合的な学習の時間（環境系）を融
合したプログラムを作成する。
・児童の代表や担当教員、公民館職員を
メンバーとしたプロジェクトチームを
立ち上1ずる。

３

支援の内容
・話し合いの埴の設定
・学習プログラムの提供
・地域の人材や関係する団体と学校との
コーディネート
・情報の発信
・学習成果を地域に活かす埴の設定

４

留意した点
・実施する内容について学校と十分協議
した。
・地域住民や闇値する団体等を巻き込ん
だ活動とした。

５

課題
・毎年、対象となる児童が変わるので、
活動の内容や進め方などを次年度へ引
き維ぐことが酋しい。
・担当教員との連絡膜整の時間を確保す
るのが酋しい。

外部講師を招いて水質調査の方法を学習

学校側めメリット
・専門的な知識や技術をもった外部講師を派遣してもらうことにより、学習内容をよ
りいっそう澗めることができた。
・環境靉査など学校外の活動を進める際、事前の現地靉査を学校と公民館の贋者で実
施することにより、子どもたちの安全面に対する配慮が十分に行えた。
・町内会や老人クラプなど、地域にあるさまざまな人的・物的情報を容易に収集する
ことができた。
・公民館や闇係団体の方々などからアドバイスを受け、「総合的な学習の時間」の活
動を長期的な晨望をもって進めることができた。
・用水路の清掃活動に闘わって、子どもたちに主体性をもたせながら、地域佳民への
参加を呼ぴかけさせるなど、白分たちの活動が地域や家庭に詔められているという
成就感を味わわせることができた。
・意図的に地域との圖わりをもたせる中で、子どもたちに地域の一員であるという自
覚をもたせることができた。
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事例２体験をともなう学習機会の提供〔西根町立寺田公民館〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】
てこい

・

の･

匹
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匹

【具体的な支援の内容】

○指導計圓作成に関わるさまざまな情報の提供
・子どもの食事などをテーマとした生活体験
をともなう活動プログラムの提示
・「国際交流」や「健康」など現代的課題を
テーマにした学習機会情報の提供

○童文化を予−マとした体験的な学習槍●の提供
・ＪＡ等関係機関と学校のコーディネート
・農作業の経験のある地域住民と学校のコーヂィネ
ート
・「千億こき」や「みのう」など、昔の農機具の活
用
・町民大学受講生と児童の交流の埴の劃出
・田植えや稲刈り、脱穀など農作業を体験させる学
社融合講座「お米のがっこう」の共同開催
・収穫した米等を材料にした料理教室の開催
・講師の手配や会場の扱供、チラシの作成など運営
圈での支援
○郷土の文1ﾋを苧−マとした体験的な拳習椙●の撞
供
・「歴史の道」に選定されている「鹿角街道」を
テーマに、郷士の文化の素噴らしさを体験させる
学社融合講座「ふれあいランド」の共同闇催
・児童と地域住民の交流の場の劃出
・安全面での配慮

こ
m
公民館側のメリット
・学校と典催して、学社融合講座「お米のがっこう」や「ふれあいランド」を開催する
ことにより、参加者を暮る苦労がなく、無理なく公民館活動を拡大できた。
・地域の人々の協力を得ることで、地域の学校に対する理解を深め、地域ぐるみで子ど
もを冑てるという意識を高めることができた。
・地域の団体や公民館講座の受講生を巻き込んで活動を進めることにより、団体等の活
動を活性化することができた。
・先人の知恵や昔ながらの農作業の大変さを、体験をとおして学ぱせることにより、子
どもたちの郷士に対する愛着を深めることができた。
・プログラムを工夫することにより、地域の文化財の素噴らしさを子どもたちに伝える
ことができた。
・連携・融合の経験が積み重ねられ、短時間での打ち合わせで事業が悪間できるように
なってきた。
・「公民館まつり」など他の公民館事業に対しても、地域住民の参加や協力が得やすく
なった。
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【施設と拳枝との追樵・融合の糎蔓】
きっかけ
・以前から、地域のまとまりは強かった
が、児童の減少にともない、地域住民
と児童がふれあう機会が少なくなって
いた。そこで、児童生徒と地域住民と
の交流を深める埴を拡大しようと考え
た。
２

経過
・平威12年度から「お米のがっこう」な
ど学社融合プログラムを提供する。
・学年に応じたプログラムを開発する。
・「公民館まつり」などさまざまな事業
で、児童生徒の活動の埴を提供する。

３

支援の内容
一年間計画の提示と事業案内チラシの作
威
・学年に応Lﾆた学習プログラムの提供
・地域の住民や団体、公民館講座受講生
と学校とのコーディネート
・地域にある学習資源を活用した体験的
な学習機会の提供

４

留意した点
・ＰＴＡ総会や各種会議などさまざまな
場で、学校に対する連携・融合に賜わ
る情報提供を行った。
・学校だけでなく、ＰＴＡやスポーツ少
年団等関係する組織や団休との連携を
強めるように心がけた。
・日頃から、積極的に地域のゆに入りこ
み、情報を交流したり、住民とのコミ
ュニケーションを澗めたりする中で、
学校との連携・融合についても理解を
深めてもらった。
・公民館講座実施後の反省や評価を活か
Ｌ、よりよい形で、児童向けのプログ
ラムに転用した。

５

課題
・児童の興味、関心に応じたさまざまな
学習プログラムの開発が必蔓である。

千歯こきを使って脱穀体験

収穫した米などを材料に料理体験

学校側のメリット
・児童がより専門的な指導を受けることができ、学習内容が充実Ｌた。
・準備や指導等で大変な調理実習を、公民館事業と融合することにより、教員
の負担が軽減した。
・実際に物を作ったり、実物に触れたりという体験をともなうプログラムを軽
験することにより、児童の学習に対する意欲や興味、関心が高まった。
・学年に応じたプログラムを提供してもらうことにより、６年間を見通した計
函が立てれるようになった。
・地域住民と交流する機会が多くなった。
・児童が学習の成果を発表する機会が多くなった。
・学習テーマに応じた外部講師等の情報を公民館から得やすくなった。
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事例３組織を活かした支援の推進〔秋田県井川町公民館〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】
の･

○孝敏撞攬推進●●によるさまざまな情舗
の提供
・学社連携推進会議の開催
・「いかわさくらっ子ネットワークプラン
ー覧」作娃による事業の周知と膜整
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・
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【具体的な支援の内容】
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○鯖師や ･仮植 ･・団体等と学校とのコーディネート
・学校の求めに応じて教寅活動協カ者や農業復員会な
ど専門的な知識や技術を有する講師や関係機関等の
派遣や連絡調整
○隻股の宥する資料や植仙、備晶等の盾ｌ
・郷士学習に関わる歴史民俗資料等の収蔵品や和太鼓
等の貸Ｌ出し
・陶芸等体験学習に関わる施設設備の貸し出し
・史跡めぐりなどでの児童一生徒の移動のサポート
・公民館見学等への対応

○鏑飾や ･価機 ･・国体等と学校とのコーヂィ
ネート
・関係者に対して、学校が主催する発表会や感
謝祭への参加の呼ぴかけ

こ
m

○学社達携・融合事業に関わる情報提供
・「いかわさくらっ子ネットワーク事業報告
書」の作成
・「教育活動協力者」に関わる情報の収集と
提供

公民館側のメリット
・児童生徒に対する公民館等主催事業への参加奨励について、学校が積極的に行って
くれた。
・地域住民等指導者にとっては、自らの学習成果を発揮する機会ともなり、個人の生
きがいの埴や闇値団体の活動の活性化となった。
・施設の梼っている郷士学習に関するさまざまな情報や資料、施設の機能などを十分
に活用することができた。
・指導した地域の方々が、子どもたちの活動に関心を持つようになり、地域のコミュ
ニケーションを深めるきっかけとなった。
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【施設と拳枝との追樵・融合の糎蔓】

【連携推進会議のメンバー】
小学校.中学校、こどもセンター､健康謨､町民課､産業謨、
社会福祉協議会､教育委員会､公差館の各担当
小学校

中学校
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きっかけ
・学校や行政、団体等で闇催される行事
日程が重なることがあり、調整するた
めに昭和61年から関係機関、団体等に
よる連絡会議を関催している。そうし
た会議の積み重ねのなかで、相互の事
集への理解や協力体制、連携も深まっ
た。
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２

経過
・平威12年の「総合的な学習の時間」の
試行的な導入などを契機とし、「学社
連携推進委員会」を組織する。
・弁』￨￨町学社達携・融合事業をまとめた
「いかわさくらっこネットワークプラ
ン」を作威し、事業の見直しや内容の
充実を図る。
・ふれあい学習（クラプ活動）の指導に
あたる学習サポーターを暮る。
・「総合的な学冒の時間」で、地域と連
携Ｌた学習を実施する。

３

支援の内容
・話合いの堪の設定
・学校の求めに応Lﾆた地域の人材や関係
する団体と学校とのコーディネート
・施設のもつ設備や資料、備品等の貸し
出し
・学習の埴の謐供

４留意した点
・実施する内容について相互の理解を十
分に深めた。
一会議等の開催時間は、学校の都合など
も考慮Ｌながら決定した。
５麗麗
・継続して事業を実施しているうちに、
当初の目的があいまいとなり、協力者
（団体）の意欲が低下した倒もあり、
事業の見直しや目的、内容等の次年度
への引継ぎが必蔓である。
・若い世代のサポーターが不足している
ので、ＰＴＡ世代を活動に巻き込んで
いく必蔓がある。

j邨罠一i阿りi･3一7一匹

学校側のメリット
・「総合的な学習の時間」はもちろん、ふれあい学習（クラプ）活動や教育委員
会・公民館等主催の参加奨励事業などを通して、子どもたちの地域の人たちと
ふれあう堪が確保でき、普な人間性をはぐくむことができた。
・児童生徒が白分たちの学習に協力してくれた地域住民や闇傷者に対Ｌ、感謝の
気持ちを持つようになった。
・専門的な知識や技術をもった外部指導者を派遣してもらうことにより、学習内
容が多様になり、深まりもあった。
・学校外の施設の利用により、授業ではふれる機会があまりない実物資料を間近
に曼たり、さわったりすることができた。
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事例４年間をとおした融合プログラムの開発〔山形県遊佐町稲川公民館〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】

【具体的な支援の内容】

指導計圖作成に闘わるさまざまな情輔の提供 ￣
・箇５学年の児童を対象とした「いなほ学 ･」に関
わる年間計画の提示
・日程や内容について学校や関係団体等との連絡額
●

匹
匝匝1一一Iニコ
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○講師の派遣
・社会教育推進員（民間有志指導者）や地域住民、
農協の営農指導員などの専門的な知識や技術を有
する講師の派遣
○学校と地域の関係団体のコーディネート
・地区老人クラブとの交流の場の設定
・関係団体等との連絡調整
○地域に根ざした体験的な学習機会の提供
・「田植え型」や「千歯こき」など地域に伝わる農
機具を用いた田植えや稲刈り等稲作体験の実施
・カントリーエレペーター等の施設見学の実施

○学●威乗の発表の場の提供
・収穫祭担当保護者やＰＴＡと連携Ｌて収穫祭の
プログラムを企画、実施
・「よさこいソーラン」の演技など児童の学習威
果の発表の場を提供
一顧理窟やプしイルーム、講堂等会場の提供

こ
m

０１年間の漕鋤のふりかえりの場の提供
・活動の様子を記録したビデオ等の編集と映写
・「いなほ学園」から学んだことなどの感想発表等
児童に成就感や満足感をもたせるプログラムの工夫

公民館側のメリット
・地域の産業の基盤である農業体験を通して、子どもたちのふるさとへ対する理解
と愛着を深めることができた。
・老人クラブや農協など地域の関係団体や施設を学習の場に巻き込み、地域の活性
化に結ぴつけることができた。
・学校の授業時間の活動となるので、「いなほ学園」事業を周知したり、参加者を
暮ったりする手続きを簡略化することができた。
・学校との連携を長年継続してきたことで、公民館まつりの開催など、様々な場面
で、学校やＰＴＡ、地域住民の協力を得やすくなった。
・老人クラプ会員が、積極的に指導者として協力してくれるようになった。
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【施設と拳枝との達樵・融合の糎蔓】

4･ご
１

今と昔の稲作の違いについて営農指導員から学ぶ

稲の束ね方を事前に学ぶ

学校個のメリット
・連携・融合を継続することにより、年間計画を作成する
ための打ち合わせの時間などを短縮することができた。
・稲作の歴史を地域の講師から事前に学ぶことにより、単
発的に農作業を体験するだけでなく、稲作に対する興味
関心を持たせることができた。
・稲の東ね方や「イネ」と「ヒエ」の違いなどを事前に指
導してもらうことにより児童が種種的に活動Ｌた。
・「田起こし」や「代かき」など、児童ができない作業は
地域住民の協力で進めることができた。
・地域住民とのふれあいが澗まり、感謝の気持ちを冑てる
ことができた。
・４年生を対象とした１泊２日の「自然学習教室」や公民
館で学ぶサークルの人々といっしょに活動する茶道クラ
プの活動など、公民館との連携・融合がスムーズに進ん
だ。
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きっかけ
・地域の自然の中での活動を通Ｌて、ふ
るさとへ対する理解と愛着を澗める機
会を提供したいと考えた。
・農業を中心とした地域でありながら、
児童の多くは農作業を手伝う機会がほ
とんどない状況であり、稲作体験の必
蔓性を感じた。

２経過
・昭和58年より５年生を対象とした公民
館事業「いなほ学園」を実施する。
・事業の企画・運営について、地域の農
家の方４や農協の営農指導員に協力を
依頼する。
・事業の拡大にともない保識者にもさら
なる協力を依頼する。
・平成13年産から「いなほ学習」（「総
合的な学習の時間」）として学校の睡
業時間で実施する。
３支援の内容
一年間の日程額整や各回ごとの活動内容
など、学校との打ち合わせの増の設定
・保識者との打ち合わせの埴の設定
・農家の方々や営農指導員など、協力者
との打ち合わせの堰の設定
・老人クラプなど関係する団体やカント
リーエレベーターなどの営農施設と学
校とのコーディネート
・田植えや稲刈りなど体験的な学冒機会
の提供
・学習成果の発表の堰の提供
・１年間の活動のふりかえりの埴の提供
・宿泊体験やクラプ活動、地区と合同で
開催する運動会の運営など、さまざま
な活動における連携・協力
４留意した一
・実施する内容について学校や協力者と
十分協議した。
・地域ならではの体験を重視したプログ
ラムとした。
・現状をふまえ農業機禎での作業も体験
させた。
５譲題
・ここ数年、内容が固定化されているの
で、児童の意見なども取り入れながら
新たなプログラムを検討する必要があ
る。
・これまで以上に、地域の方々の協力を
得る必要がある。

事例５事前打ち合わせを重視した調べ学習等への支援〔大東町立図書館〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】
てこい

・

の･

匹
匝匝1一一Iニコ

○学校図書館等との連携・協力
・学校図書館担当者研修会の開催
・移動図書館車の運行
・新刊案内の発行による図書資料等の情報提供
・学校訪問による学校図書館への助言
・ゆ学校文化祭において、子どもたちが興味を
持ちそうな苧−マに開する本の展示

Ｆ
−ドにＩトー巳

○

こ
m

【具体的な支援の内容】

･ぺ学‐等への対応
・靉ぺるテーマを事前に聞き取り、テーマにそった
資料の確認と整備
・生徒の取材・研修計画の内容分析
一時間の配分や担当職員の割り当て、仕事の分担な
ど受入れ準備の額整と当日の対応
・テーマごとのしファしンスツールの作成
・生徒が使用する場所の確保
・コンピューターを使った図書館資料の検索の仕方
など、図書館を有効に使うための情報提供
・「大東町に閥する資料」と「岩手県に関する資
料」とに区分するなど郷士資料書架の充実

○職種休職拳●への対応
・「総合的な学習の時間」のー瑶とＬての職場体験
学習（蝕志の時間）の受入れ
一様式を定め、学習テーマや質問内容などの事前膜
誉を実施
一事前に聞き取った質問項目等への回答文作成
・ねらいや学習内容などを示した「職場体験学習計
画」の作成と対象となる生徒への配付

･書館側のメリット
・郷士資料など地域を学ぶための資料を整備するきっかけとなった。
・利用者が求める資料などのテーマの傾向を仙ることができた。
・図書館の利用の仕方や便利さを仙ってもらうことができた。
・職員のしファしンス手法やサービス内容などを見直し、研朧を深める機会となっ
た。
・しファしンス件数が増加Ｌた。
・職員が、地域の歴史を学ぴ、地域の人々の技と心を仙るよい機会となった。
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【施設と拳枝との達樵・融合の糎蔓】
平成14年度￣￣匝塁放
心

きっかけ
・昭和56年の開館時から移動図書館の設置を
はじめとＬ、学校との連携を培ってきた。
・問じ地域内にあるゆ学校の生徒が、地理的
な利点を活かして、気軽に来館しており、
額べ学習の埴として活用されていた。

大家町立図書館

間間

期時

平成14年IO月９日(水)
午後1時〜午後4時

学習者

第2学年3名
二

服装等

･柵いとき､寒いときにそれぞれ調整できるように､また動きやすい服

２

経過
・昭和57年から移動図書館を設置し、稼動図
書館車「なぎさ号」の学校への運行を開始
する。
・雄書感想文一感想圃・詩歌コンクールと酸
書まつりの開催する。
・毎年４月中に図書館利用指導等を内容とし
た学校訪問を実施する。
・平威10年から学校文化祭での晨示用の本の
貸出しを実施する。
・平威12年から学校を対象とした「100冊本
貸出し」事業を実施する。
・平威12年度から「総合的な学習の時間」
（靉ぺ学習）に対する支援を実施する。
・平威13年度から「総合的な学習の時間」
（蝕志の時間）への支援を実施する。
・平威14年から各学校へ新着児童図書の案内
を開始する。

３

支援の内容
・図書館利用に関わるさまざまな情報の提供
・職場体験学習の支援体制の確立
・児童・生徒の額べ学習資料の充実
・教師や児童一生徒を対象に、謨べ学習に必
蔓な資料の靉査の実施
・額べ学習などでの資料検索の援助
・地域資料の充実と提供

４

留意した点
・図書館と学校の両者の窓口をお互いに明確
にし、連携・融合がスムーズに行えるよう
にする。
・額べ学習や取材・研修等のテーマを事前に
把握し、図書館利用の効率化を図る。
・図書館サービスを充実させるため、全職員
が協力して対応にあたる。
・良きレファレンサーとして図書館長の自己
研修と評価を心がける。
一敏職員との連携を密にする。

装(運動着等)にしてください。
･筆記用具､上靴を準備してください。
･上ﾌﾟuンと職場体験学習用のネームプレーﾄを図書館で準備します。

控え室
その他

2階県会室です。
入口は図ｌ館裏の｢職員入口｣(旧摺沢公民館側)となっています。

生徒一人一人に配付した研修計国書

３｢鉄志の時間｣研修計画

担当

場所

抜逆丿鮭1藍窟.体砥金屋最良旦那こ

佐藤

憲政９

l拍〜1･30

fllTヽ−−ヽ｀・り

館jL

館長室

t30〜2:00

館内施設説明{開架､閉架､資料室､学習室､児童室

菅原

館内

時間
研

̲涯&こJjo

汰髪李習内容

･配架のきまり(見出しやラベル等)

修

･ｓｓ夥担の匍占＝白字沃ｔにつながる
2:00〜3;卯

書架整理と館内整備

3Qり〜３１０

抹朗r某箆準備と後始ま）

3:10〜3､40

衝心ヽ４一升−ドス

館長

館内

内

容

＿風立呈＿

菅原

舘肉

蛉向曙恰蓉借r誌鴎1

3.40〜4卯 まyめｇ劣植扨学校への連絡

カウンター

佐藤

事務室

研修内容などを示した研修計画書

学校側のメリット
・地域の方々の取り組んでいる仕事や活動を学ぶ
とともに、生徒が生徒白身の生き方を考えるよ
い機会となった。
・研修内容等が事前に示されるので、目的意識が
明確になり、生徒の学留意欲が高まった。
・話を聞く姿勢やマナー、電話による依頼、お世
話になった人への感謝など、社会性を養う機会
となった。
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５課題
・各学校への紬やかな情報提供を心がける。
・地域資料収集ポランラーィアなど図書館ポラ
ンティアの養成を一層工夫する。
・児童書を充実するとともに「総合的な学習
の時間」に活かせる資料を購入する。

事例６調べる力を身につけさせる工夫〔宮古市立図書館〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】
てこい

・

匹
脛宣ΞExir≡コ

の･

︱

匹
匝匝1一一Iニコ

【具体的な支援の内容】

○

Ｆ
−ドにＩトー巳

･ぺる力を身につけさせるための檎塵方法の指導
・図書館体験教室を関催し、分嶺法や書架の配置等
について説明
・児童生徒向けに『図書館の使い方〜読みたい本
を見つけるために〜』を作成Ｌ配布
・実際にあったしファしンスの事例を参考にして、
必要な本を探ＬＩす「しファしンス・ゲーム」の
実施
・「総合的な学習の時間」を視野に入れた図書資料
の選定
・点字関係図書の充実と点字器の準備

W

○学校での学習テーマにそった展示活動の実施
・「自由研究お手伝いします」をテーマにした展示
活動の実施
． 調べる をテーマにしたコンクールの開催と入
選作品の展示活動の実施
・「点字の本を読もう」をテーマにした展示活動の
実施
・点字を打つために使用するプレートや手話の本の
展示活動の実施

こ
m

○体験的な学習機会の提供
・実際に触れたり、使ったりしながら点字への理解
を深める機会の提供

図書館側のメリット
・生徒が図書館の使い方を身につけることで、職員とのコミュニケーションが図ら
れ、しファしンス・サービスの迅速化につながった。
・児童・生徒が図書館に足を向けるきっかけとなり、図書館の利用者の増加につな
がった。
・「こども映画会」や「こどもおはなし会」など児童向けの事業についてＰＲがし
やすくなった。
・児童生徒向けの手引きを作成することにより、図書館体験教室などを効率よく進
めることができた。
・「しファしンス・ゲーム」をとおして実陥にしファしンスを体験してもらい、図
書館の利用の仕方について理解してもらうことができた。
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【施設と拳枝との達樵・融合の糎蔓】
宮古市立図書館ﾚﾌｧﾚﾝｽ烋醸學讐
●●●●
岬してみよう

１

★利用者が､読みたい本や知りたいことの答えを見つける
お手伝いをするのも図書館の仕事です。
このお手伝いを｢レファレンス･サービス｣といいます。
木と図書館のことをよ<知らないとできない仕事です。
今日は「レファレンス･サービス｣も体験してみましょう。

◆lt−lt◆
貿炭昌駿借盆昌塁‰訟温幄言昌か
◆もれぎひ◆
−、‑
¨？ ゴ宍￡茫茫≒

゜

座皆

図書館の使い方を楽し＜学ぶレファレンスゲーム

．一肌Ｉ１

W
‑一一
四ＩＦ

Ｊ

・暫￨￣･!

・

｜

ｒＳ覗涸貸円心ｒ

２経過
・従来から行っていた月ごとの図書屋の
中で「点字図書屋」が好評であり、そ
の理由が同時期に行われていた学校の
授業だったことなどから、学校の授業
内容と連動Ｌ、それを支援するような
企圃の重蔓性を考えた。
・「額べ学習」において重蔓なのは、ま
ず額べる資料を図書館内から自分で探
し出せること、そのためには、見つけ
る方法を分かっていることだと考え、
「レファレンス・ゲーム」などを実施
した。
３支援の内容
・訓べ学習に使用する図書の重点購入
・図書館だより配布による情報提供
・図書館体験教室などでの「謂べる」を
テーマにしたレファレンスゲームの実
施
・学校の授業内容と連動Ｌた児童向け企
画屋の開催

いっt･4をli
lul●4･｣2

14鼎６

きっかけ
「総合的な学習の時間」が試行され、
学校の団体利用が増加した。しかし、
クラスや学年単位での利用のため、当
館の資料や座席、職員では対応しきれ
ない事態が発生した。そこで、学校の
理解を得て、よりよい協力体制を築＜
ために、教員や児童生徒向けに図書館
を理解してもらうための事業が必要だ
と考えた。

弱謬り･「

一一

自由研究として小学生が図書館の点字器で作った絵本

学校側のメリット
一本や図書館に閥する知識、資料の探し方を楽しく学
ぷことにより、図書館利用の仕方が身についた。
・教科書や学校図書館にはない資料を使うことで、学
習の内容が深まった。
・図書館で学んだ活動が発悪し、個別に図書館を利用
Ｌ、学習を深める児童が増えた。
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４留意した一
・体験的な活動を取り入れたプログラム
となるよう工夫した。
・学校との連携を深めるため、積極的に
情報を提供した。
５課題
・図書館でしか提供できない、新たな学
習支援プログラムを作成する。
・地域人材バンクの構築と情報提供を進
める。
・各学校への出張図書教室を実施する。
・受入図書の迅速な情報提供を進める。
一年間の学習計画に閥する情報交換をす
る。
・受入希望図書の脹雀、選書会などを間
催する。

事例７

図書館利用の知識を身につけさせる工夫〔種市町立図書館〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】
てこい

・

【具体的な支援の内容】

の･

︱

匝匝1一一Iニコ

脛宣ΞExir≡コ

○‐ぺるカを身につけさせるための ･書館利用の方法
の指導
・「図書館体験」で、図書の分指方法や書架の配置等
について膀明
・「職場体験」の受入れ
・しフアしンスに対する問い合わせ先情報など図書資
料以外の情報提供

Ｆ
−ドにＩトー巳

W

Ｏ「 ｣ぺ学習」への対応
・来館した生捷とのやり取りの中で、学習苧−マをし
ぽりこみながら、必蔓な資料についての助言

Ｏ「鯛ぺ学習」への対応
・対応する職員や部屋、 資料の準備など受入れ体制の条
件整備
・仙館とも連携し、テーマにあった資料の収集
・生徒一人一人に対応した学習相談の実施

m

図書鎗側のメリット
・これまで図書館を訪れたことがなかった生徒が、図書館を利用するきっかけとな
った。
・学校との連絡額整がスムーズになり、愚示会や映画会等図書館の活動を仙っても
らうことができた。
一生後が図書館に気軽に来れるようになり、図書館利用を通して生徒自身が様々な
テーマに関して興味を広げていけるようになった。
・職場体験などの対応がスムーズにできるようになった。
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９

００‑一１０：００

【施設と拳枝との達樵・融合の糎蔓】

図書館の見学
図書館事業について

１

本の貸出・返却手続彪の説明・実習

１０：００‑‑１

０ ： １０

１ ０ ： １ ０〜１１：３０

きっかけ
・「総合的な学習の時間」が試行され、
学校から「額べ学習」や「職場体験」
等で図書館を利用したいという希望が
あった。

休憩

２経過
・最初は、事前連絡なしで図書館に多く
の生徒が訪れたため、図書館職員が十
分に対応できなかった。
・学校との情報交換を密にするよう取り
組んだ。

図書の分類池￨ごついて
図書の装備について・実習

１１：３０〜１２：９０

お昼休憩

１２：３０〜１４：００

移動陛

職場体験の流れ

３支援の内容
・「訓べ学習」に使用できる図書を重点
的に購入
・「図書館体験」や「職場体験」の計画
的な受入れ
・様々な機会を利用し、図書館利用に間
する知識や方法について指導助言
一生徒一人一人に対応した学習相談の実
施
・対応する職員や学習する部屋の準備な
ど「額べ学習」への環境整備
一顧べたいテーマに間する資料や問い合
わせ先等の情報収集や情報提供
・稼動図書館の計画的な巡回
４留意した点
・「訓べ学習」のテーマや来館日時など
学校との情報交換や連携を密にし、効
率的に学習が進むようにＬた。
・他の図書館とも連携し、必蔓な資料を
整えた。
一生徒自身の額べるカを身につけさせる
ため、答えのみを求めたり、与えたり
しないように心がけた。
・苧−マにあった資料をできるだけ多く
紹介した。

図書館内で調べ学習に取り組む

学校側のメリット
・図書館職員に個別に対応してもらうことにより、
効率よく「膜べ学習」ができた。
・学校図書館では補えないような専門性の高い本や
資料を活用することができた。
・地域の社会教育施設の活動を知ることにより、地
域のために役立ちたいという児童生徒の願いをか
なえることができた。
・図書館の利用の仕方や倣いている方々の苦労や工
夫などを体験をとおして知ることができた。
・専門的な知識を有する職員に講師をお願いするこ
とにより、本物を指導してもらえた。
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５麗麗
・テーマが決定していない生徒に対Ｌて
は、図書館職員が生徒とやりとりＬな
がらテーマをしぽりこむ必蔓があり、
人数が多い場合は対応が困銭となる。
・資料に限りがあるので、問じ時期に複
敷の学校からの要請があると、それに
応えられない。

事例８学校向け「図書館利用案内」の手引きの作成〔東京都立川市図書館〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】
てこい

・

【具体的な支援の内容】

の･

匹
・

匝匝1一一Iニコ

Ｆ
−ドにＩトー巳

○回書館を効率的￨こ使うための情報提供
・図書館の利用案内や「総合的な学習の時間」などで
図書館を利用する際の手順等を記載した「図書館利
用案内−『総合的な学習』や『調べ学習』で図書
館を有効に使うために！−」を作威し、市内の小・
ゆ学校の教員に配布
・「『総合的な学習』『調べ学習』事前連絡用紙」の
活用と対応マニュアルの作成
・教員向けに「一上手な利用のためのガイドー」の作
威
・教職員が児童一生徒の図書館利用指導をスムーズに
進めるための事前学習用資料「そのまま使える資料
轜１〜６」の作成と配布

○・童生槍の康館時の対応
･学校との連絡窓口の明確化
･当日の対応職員､部屋の準備等受け入れ態勢の訓整
･資料提供･文献額畜･●綸機関紹介などしﾌ７しンス･サ
ービスの充実
･地区館との情報の共有化

こ
m

図書館側のメリット
一事前に学校からの連絡を受けることにより、図書館の受け入れ態勢を十分に整え
ることができた。
・分譲や利用者用検索機の使い方などを学校で事前に学習してくることにより、児
童生徒が図書館にある資料を十分に活用できた。
・児童生徒の「総合的な学習の時間」や「謂べ学習」等で設定しているテーマがわ
かり、選書の参考にできた。
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【施設と拳枝との達樵・融合の糎要】
１

きっかけ
・「総合的な学習の時間」が試行される
中で、数十人から百敷十人の小・中学
生が図書館を突然訪れた。図書館の資
料や座席、カウンターの事務手続きな
ど図書館の受入れ態勢がおいつかず、
小・中学生の蔓鋪に応えられないぱか
りか、他の利用者にも影響が及んだ。
そこで、図書館の有効的な利用の仕方
について理解してもらい、学校と図書
館が十分な協力体制を整える必要性を
感Lﾆた。

２

経過
・全校が「総合的な学習の時間」の試行
を開始する平成12年度に向けて、教員
向けの「図書館利用案内」の手引きを
作成する。
・『図書館利用案内』は、「本編」と、
増刷して児童生徒に配布できる「その
まま使える資料編」の２分署とし、平
成12年５月に市内小・中学校全教員に
配布する。
・中央図書館独白の利用案内と職員向け
館内マニュアルを作成する。
・学校図書館へは、資料の発注の時期に
合わせて、調べ学習に役立つお薦め浚
料りストを作威し配布する。

３

支援の内容
・教員や児童生徒が「総合的な学習の時
間」や「調ぺ学習」で、図書館を効率
的に利用するための資料提供
・学校との窓口の明確化と連絡調整のシ
ス苧ムの確立
・児童生徒が来館する際の体制の調整
・お薦め資料りストの作成と情報提供

４

留意した点
・冊子の内容は、学校や指導主事、教育
委員会指導課と情報交換を進め、現場
の教員が見やすく、使いやすくなるよ
う工夫した。

５

課題
・教員へ「図書館利用案内」のより一層
の屈知を図る。
・学校と協力Ｌ、児童生徒が図書館や資
料を有効に使うための知識を身につけ
られるように援助する。

参霧舘渦磨1常β!り
‑

『総曾的な学習』や『調べ学習』で
図書匍を有効に使うために！−
市内小・中一粒の先生方へ

立川r11厘●館

学校向けに作成した利用案内の手引き
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各種辞典、年鑑、地図などの資料をそろえたレファレンス室

学校側のメリット
・図書館による日程調整が行われることで、他校の訪間日と重なることがさ
けられ、調べ学習などの能率があがった。
・場所の確保など学習する環境を整えてもらうことができた。
一事前に連絡をとりあうことにより、必蔓な資料を他館から取り審せてもら
うことができた。
・図書館や必蔓な資料の現状をあらかじめ仙ることができた。
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事例９体験的な学習プログラムの提供〔滝沢村埋蔵文化財センター〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】
てこい

・

【具体的な支援の内容】

の･
○学校への広報活動
・校長会議や教頭会議で、施設内容や事業内
容について説明
・「見学ガイド・図録」等ＰＲ用パンフレッ
トの作成と配布
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W

○施設のもっている植鮑の活用
・施設里学の受け入れ
・職員による児童生徒を対象とした縄文時代につい
ての分かりやすい晨示と解靉
・遺物に直接触れさせ縄文時代を体感させるなど晨
示資料の活用
・史跡公 ･等の活用

○体験的な学習プログラムの提供
・出前講座による縄文土器作り
・出前講座による野焼き（野焼き燃料運搬、火床
作り等事前準備含む）

○学習成果（感想文）を発表する場の提供
・展示室の掲示板に児童の懸想文を掲示して
入館者等に公開

こ
m

○季挫への底値蒼勁
・受託事業年間プログラムを作威し、学校を通
Lこ児童生徒に全員配布

壇館文化財センター側のメリット
・入館者を安定的に確保することができた。
・村内から出土した実物資料等を教材として活用することができた。
・児童を通じて、各家庭に施設のＰＲが図られ、家族単位やグループ単位での来館
者が増加した。
・教職員に対して、施設のＰＲと理解を深めることができ、今後の施設利用の促進
と新たなー客の開発が見込まれる。
・学校との達携により、事業プログラムが充実するとともに、新たなプログラム開
発への可能性が広がった。

48

【施設と拳枝との達撞・融合の糎蔓】

きっかけ
・「総合的な学習の時間」が実施される
以前から学校との連携を深めており、
そうした実践の積み重ねの延長として
総合についても対応している。
・施設の運営方針の重点として、学校現
場との連携を掲げ、おもな顧客を児童
生徒としておさえている。
２

経過
・昭和57年度から、縫文土器作り、野焼
き、施設里学会（現施設開館前は整理
事務所）、学校行事等（文化祭）への
遺物腰示、授業への遺物貸し出しを実
施
・「総合的な学習の時間」の実施にとも
ない、歴史体験講座のプログラムを転
用Ｌて対応

３

支援の内容
・指導内容や日程等、共通理解の埴とし
て打合せ会を設定
・施設見学や講話をとおして児童の興味
関心や麟題意識を高める
・「繩文土器つくり」や「野焼き」等、
出前講座の実施
・燃料の運搬や火床（野焼き場所）の設
営など出前講座実施にともなう事前準
僧の実施
・感想文等学習成果を発表する場の提供

４

留意した一
・学校側の意図している教育内容や学習
目標を十分に理解し、かつ、当方の指
導プログラム内容を十分に説明し、梱
互理解のもとに実施した。
・各学校によって「ねらい」がそれぞれ
興なるので、同じメニューであっても
担当者との打ち合わせには十分時間を
取るようにした。
・展示資料等には、解説文にふりがなを
ふったり、イラストを交えたりして、
分かりやすい展示を心がけた。

施設職員に見守られながらの野焼き体験

Ｗ Ｉ

↓
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●l沢村埋蔵宜1ﾋliセンター●示塵
見学力'イド・図鰻
児童生徒向けに分かりやす＜工夫されたパンフレット

学校側のメリット
・「総合的な学習の時間」の学習活動を実施するた
めの予算を軽減することができた。
・「鏑文土器作り」や「野焼き」など体験的なプロ
グラムを専門的な知識や技術を有する施設職員の
指導のもとに実施することができた。
・連携を継続Ｌてきたことにより、施設との打合せ
や事前準備等の時間を短縮できた。
・消防署との打合せなど安全面での配慮が行き届い
た。
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５課題
・来館する児童生徒の増加にともない、
対応する施設側の指導体制の充実が急
務となっている。
・専門的な知識をいかに平易な言葉で児
童生徒に分かりやすく膀明できるかな
ど、施設職員として、より一層の資質
の向上を図る必要がある。
・村内外を間わず、各学校からの要談
が特定の時期に集中する傾向がある
ので、どのメニューにでも対応でき
る人材の育成も急務である。

事例10「総合的な学習の時間」に対応したプログラムの充実〔大船渡市立博物館〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】
てこい

匹

・

【具体的な支援の内容】

の･

匹』

Ｏ「博物館スクール・プログラム」の橿息
・市内小学校６年生を対象に、社会、理科及
ぴ「総合的な学習の時間」のカリキュラム
（教科書の項目）に対応Ｌたコースと学習
テーマの提供
・博物館資料の活用
・いくつかのコースを複合させるなど学校側
の選択の轜の拡大

Ｆ
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○指導計‐作威にＩわる指導内容の明槍化
・窓口の明確化
・申請書、学習計国書等様式の活用
・指導計画作成のための打合せの場の設定
・指導担当者の明確化
・日程、学習堰所、学習内容等の確認

こ
m

○博物館スクールの実施
･児童生徒が学習したい内容の詳細の確認
･専門的な知識や技術を有する助言者の派遣
･学習場所が遠距離な場合の乗り物の手配
･体験的な学習の導入
･必要な苧キスト等の作成

博物館側のメリット
・児童生徒に博物館の活動内容や利用方法を理解してもらうことができた。
・博物館資料を教材として活用することができた。
・博物館利用者の増加につなげることができた。
・職員のもっている専門性を活かＬながらも、児童生徒に分かりやすい謹明を心が
けるなど、研鐘を深める埴となった。
・学校とのつながりができ、他の事業を展開する際も協力を得ることができた。
一打ち合わせ報告書や実施記録書を活用することにより、次年度に向けた計画の曼
童Ｌやプログラム闇発に役立てることができる。
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【施設と拳枝との達樵・融合の糎蔓】
ｔ
１

きっかけ
・学校教育における博物館利用は、施設
の常設展示等の見学が主体であった。
そのため、展示見学以外で、博物館の
もつ資料を活用する機会がないかどう
かを検討し、体験的な学習プログラム
の提供を試みた。

２

経過
・平威２年崖から、小・中学校向けのプ
ロゲラムを提供する。
・平威４年産から、対象を小学校６年生
に絞り、「博物館スクール」を実施す
る。
・平威13年度から、「総合的な学習の時
間」に対応した複数のプログラムを提
示する。

３

支援の内容
・教科や「総合的な学習の時間」の学習
苧−マに対応したプログラムの提示
・「博物館スクール」の実施
・外部講師の派遣
・于キスト等の作成
・交通手段の手配
・受け入れ態勢の整備

r･

末崎町の「西のうしろ浜」で実際に地層に触れながらの学習

４留意した一
・学習計画は、学校の授業の進度を確認
Ｌ、学校側の要望をできる限り取り入
れながら作成した。
・複数のコースを用意Ｌ、学校の選択の
幅を広げた。

立根町下欠橋で職員の指導を受けながら石碑の拓本をとる

５課題
・「総合的な学習の時間」の学習内容や
ねらいは、圃―的なものではなく、問
Lこ学校であっても、学級ごとに遮いが
あるので、担当教員と十分な意思綸通
を図りながら、学習計圃を立てる必蔓
がある。

学校側のメリット
・石碑の拓本のとり方など、専門的な知識や技術の必要な内容について学ぶことができ
た。
・児童の身の回りや通学路など身近なところに昔を謨べる手がかりがあることを学ぶこ
とができた。
・「総合的な学習の時間」実施に関わる費用を軽減することができた。
・事前の打ち合わせを重ねることにより、活動のねらいにそった学習プログラムにする
ことができた。
・複数のプログラムを提供してもらうことにより、学年のテーマや児童の興味関心に合
わせてプログラムを選択することができた。
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事價11教師・里実対象の博物館教堂の実施［遮野宿宜博物館］
【r総合的な拳曹の時間】の拳●蒼励の迪れ】

○敏一を対象とした博一館教室の開催
・市内小・ゆ・高等学校のすべての教員が対象
・学校に対して行っている事業（出前解靉、体
蝕学習、資料貸出、講師派遣など）と、その
利用事例や申込方法について学芸員が靉明
・博物館や博物館附‐施設などの見学
※日程が合わない場合は、職員が学校を訪問し
て靉明

Ｆ
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○学校への出前授業
・防空頭巾等「昔の暮らし」がイメージできる衣服・用
具等を活用した授業の実施
○実物を活用した体験的な学習機会の提供
・実際に展示品に触れさせながら「昔の暮らし」をイメ
ージさせる工央
・民具や写真パネル、博物館撮影のビデオ映像等、資料
の貸出を実施
○クイズシート（学習シート）の作成
・希望する学習の内容に応じたシートをそのつど作成

児童生仙を対象とした博物館教童の実施
・学校からの利用相談に応じたプログラムの提案と脇
譜
・ハンズ・オン活動の導入
※ハンズ・オン：「触れたり、匂いを嗅いだり、動か
したり、試したり、何より遊んでみることで発見し
ていくということ」
（染￨￨￨香澄『子どものための博物館』岩波ブック
しりトNﾛ.362 1994年）

○グループ学習、傭人の鯛ぺ学習等への対応
・専門の職員（学芸員）が随時対応

博物館側のメリット
・教職員、児童生徒、その家族等に対して、施設のＰＲと理解を深めることができ
た。今後、施設利用の促進と新たな ･客の開発が見込まれ、将来的には入館者増
につながることが予想される。
・博物館に来館する機会が少ない子どもたちが、教室をとおして来館することによ
り、博物館に興味をもってもらうことができた。
・学校との連携を深めるゆで、小・ゆ学校の児童生徒が求める裡点を仙ることがで
き、晨示や解靉の改善に役立った。
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【具体的な支援の内容】

【施設と拳枝との達樵・融合の糎蔓】

江戸時代の農民の服装を試着体験
︵出前授業︶
サイカチの実を原料にした洗剤を使って、
たらいで洗濯（出前授業）

孝枝側のメリット
・教室内での授業では触れる機会があまりない実物資
料を近くで見たり触ってみたりする体験ができた。
・専門的な知識や技術をもった外部講師を派遣Ｌても
らうことにより、学習内容の理解をより一層深める
ことができた。
・授業時間外に個人やグループで来館Ｌた児童生徒に
もきめ紬かな指導をしてもらうことができ、興味閣
心のある内容について、個別に学習を深めることが
できた。
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１

きっかけ
・昭和55年に博物館が開館して以来、学
校教育との連携を重視し、博物館教室
を開催してきた。

２

経過
・昭和55年より、学校教育の連携事業と
Ｌて「博物館教室」を継続して実施す
る。
・当初は、市内全ての小学校５年生が学
校単位で来館し、３時間程度、職員の
解靉を受けながら施設内を見学する。
・平威フ年に、学校週５日割が月２回の
実施となり、５年生は繁忙で時間の確
保が銭しいという学校側の申し出によ
り、対象学年を４年生に変更する。
・翌年には、４年生の来館も錐Ｌくなり
利用の申込みがあった時のみの実施と
なる。
・対象学年を限定しないなど、博物館教
室のあり方を見直す。

３

支援の内容
・学校に対して、博物館利用の方法につ
いての宣伝活動をあらゆる機会に実施
・来館が困難な学校に対して博物館資料
の貸出や出前授業の実施
・個別学習、グループ学習へも随時対応
・博物館の利用法、貸出可能な資料、本
館以外の施設の案内など教師のための
博物館教室を実施
・博物館で対応できない分野について、
外部講師を博物館の予算で派遣
・博物館教室を希望する学校との事前打
ち合わせの場の設定

４

留意した一
・教師のための博物館教室等の日程は、
教育委員会指導官と連絡をとり、学校
行事等と重ならないように設定した。
・日程靉整が難しい場合は、学校の都合
に合わせて、施設側からの肋間も考慮
した。
一打ち合わせを活かし、学習目的にそっ
た内容となるよう工夫した。
一場を限定せず、付贋施設（分館、収蔵
庫、埋蔵文化財分室）や学校、屋外で
も実施した。

５額題
・職員が４名（学芸員３、非常撒１）と
限られているので、複数のグループが
問時に来館した場きの対応が難しい。

事例12組織を活かした学習キットおよびプログラムの開発〔千葉県立中央博物館〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】

【具体的な支援の内容】

︱

匹

○企■ ･発委員●による指導針‐の検討
・企画闇発委員会の設立
・「カエルを題材とＬた自然学習」をテーマに、
教師側が作成した授業計画案に対し、博物館職
員が助言
・博物館側が開発一握作したカエルの石備模型キ
ット、カエルの鳴き声テープ、カエルの写真力
−ドなどのオリジナル教材に対し、子どもたち
に教えるという立場の教師側から助言

匝匝1Ⅲ!亙Iニコ
匹

︱

Ｆ
−ドにＩトー巳
こ

○出前鵬塵「カヱル教室」の実施
・博物館職員が講師となり、于−マや額ぺる方法の
検討、カエル石沓横型作り、額べた結果の発表に
対する質握応答や講評、田んぽにｌかけての実地
額査などを指導
・授業でカエルを題材とする際の間題点を解決する
教材の闇発と活用
・生物音響資料など博物館資料を学校教材として活
用

○小・中学校教員を対象とした博物館講座の実施
・チラシによる情報提供
・「総合的な学習の時間」における博物館利用
の方法や地域の学ぴ方などをテーマにした講
座の実施

博物館側のメリット
・学校や教師、子どもたちが、博物館を理解し、博物館員との信頼関係も生まれた。
・子どもたちからカエル生態額査への参加協力が得られた。
・教師の意見を聞きながら教材を設計することで、教材の教育効果を高めることができ
た。
・カエルを媒介とし、子どもたちがわからないことを聞いたり、額ぺた成果を伝えたり
することによって、地域住民の世代をこえたコミュニケーションを生み出すことがで
きた。
・「総合的な学習の時間」の柔軟な時間配分や展開に対応Ｌたプログラム開発への道筋
ができた。
・博物館資料の教材化と学校現場ぺの提供という資料の新たな活用の方策が生まれた。
・子どもと直接触れ合って指導することで、学芸員が充実感や達成感を味わうことがで
きた。
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【施設と拳枝との達樵・融合の糎蔓】
〔企画開発委員会のメンバー〕
小学校教員、県総合教育センター指導主事､市教育委員会職
員、写真家、民間研究所研究員、画家､博物館研究員等

教員の助言を得ながら開発したカエルの学習キット

１

きっかけ
・地域の自然を学ぶということは、地域
の現実の姿を再発見することであり、
博物館の役割は、子どもたちが地域の
自然に意識を向けるきっかけを橿供す
ることと考えた。

２経過
・博物館のアウトリーチ活動として「カ
エル教室」を実施する。
・自然と人間の開わりについて考えさせ
ることを目的に、宝な対象者を児童生
捷とその親として想定Ｌた特別晨『カ
エルのきもち』を開催する。
一国の委嘱事業として「親しむ博物館づ
くり事業」を実施する。
・カエルを題材とした学習キットと学習
プログラムの開発を計画する。
・博物館研究職員や教員、写真家、両生
−虫傭研究者等をメンバーとした企画
間発委員会を設立する。
・企圃開発委員会によるプレーンストー
ミングを経て、学習プログラムや学習
キットを間発する。
・２つの小学校において、学習キットを
活用した「カエル教室」を実施する。
３支援の内容
・授業の方向性や授業計画についての助
言
・子どもの理解を助ける教材の開発
①カエル見分け方カード
②レプリカ里カエル横型
③カエル嗚き声苧一プ
・学芸員による出前講座の実施
・教師を対象とした「総合的な学習の時
間」のための博物館講座の実施

学校側のメリット
・学習の場が広がった。
・子どもたちにより専門的な話を聞かせることができ
た。
・野外での観察や靉査の際、その増で発里したさまざ
まな生き物について鮮Ｌく教えてもらうことができ
た。
・野外での探検をとおして、子どもたちの生き物や自
然環境に対する関心が弛まった。
・子どもたちが、地域の自然環境の変化や地域の人々
との関わりに目を向けるきっかけとなった。
・学習することで生まれた新たな驀間にも即座に対応
してくれるという安心感があった。
・博物館が開発Ｌた学習キットを活用することにより
「カエル」に対する愛着心や理解を深めるのに役立
った。
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４留意した一
・博物館に親Ｌんでもらい、問時に自然
に親しんでもらう取組みにした。
・子どもが直接に生きた自然を体験して
学ぴ、親しむ機会をつくりＩＬた。
・地域の特性に応じたプログラムや資料
を提供した。
５議題
一瓢誉活動や発表活動の方法、地域社会
や博物館など関係機関との連携の進め
方、資料の収集方法などを具体的に示
した解脱書を開発する必蔓がある。
・学校との共同作業により、地域の実態
に合った教材や学習プログラムを開発
する必要がある。

事例13プログラム開発と周辺施設との連携〔県立陸中海岸青少年の家〕
【「総合的な学習の時間」の学習活動の流れ】

【具体的な支援の内容】
︱

︱

匹
匝匝1一一Iニコ

○指導針■作威に ･わるきまざまな情懐の提供
・『学校の教育活動に支援しうる青少年の家活
動プログラム〜小・ゆ学校轜〜』の作成と配
布
・研修計画の中で「総合的な学習の時間」にあ
てることのできるプログラムの提示
・地域の学習資源を活かＬたプログラムの工夫

Ｆ
−ドにＩトー巳

○外部講師や関係機関・施設等とのコーディネート
・「森林学習」や「水辺の生き物調査」等、テーマ
に応じた専門的知識や技術を有する外部講師と学
校とのコーディネート
・科学館や水産種苗センター等関係する施設等と学
校とのコーディネート
・「三睦大津波」「戦争体験」の体験談等、ジルバ
ーカレッジ受講生の活用
○体験的な学●槍●の提供
・地域の白然や環境を活かした学習機会の提供
・宿泊をともなう学習機会の提供
・シルバーカしりジ受講生との交流の場の設定
・「郷士研究」等で、所バスを活用Ｌた現地見学の
実施
・自然体験等、青少年の家指導員による支援

こ

○施設の機能や設備、プログラム等の情報提供
・直接、学校に出向いて、教科や「総合的な学習
の時間」などに活用できるプログラム等の情報
を提供

青少年の窓側のメリット
・他の社会教育施設や人材等、地域にある学習資源を十分に活用することができ
た。
・シルーバーカしッジ受講生の「社会参加活動」の場のーつとなり、その後の自主
活動（自主事業）や青少年の家ボランティア活動（マリンランドポラン苧ィアシ
ニア）に結ぴつけることができた。
・宿泊体験学習に加え、「総合的な学習の時間」の視点に立って「環境学習」や
「地域の産業」を学ぶために、施設周辺のフィールドを利用する学校が増え、施
設利用者の増加に結ぴつけることができた。
・「鯨と瀋の科学館」や「水産種苗センター」、「魚市場」など周辺の生涯学習閥
連施設に働きかけ、学校のニーズを理解してもらったり、学校に伺が脇供できる
かを検討Ｌたりする申で、施設間の連携が深まった。

56

【施設と拳枝との達樵・融合の糎蔓】
や

１

きっかけ
・「総合的な学習の時間」の具体的な学
菅活動の例として、「地域や学校の特
色に応Lﾆた課題」が挙げられ、学校が
より一層地域との関わりを求めること
が予想された。
・シルバーカレッジに学ぶ受講生が、学
菅成蜃を発表する埴を殷けることがで
きると考えた。

２

経過
一生涯学冒施設のーつとして青少年の窓
が、学校教育にどのようなプログラム
を提供し支援できるかを検討する。
・『「学校の教育活動に支援しうる青少
年の家活動プログラム」〜小・中学校
維〜』を作成Ｌ、各学校に配布する。

３

支援の内容
・学習プログラムの開発と提供
・シルバーカレッジ受講生と学校とのコ
ーディネート
・専門的な知識や技術を有する講師と学
校とのコーディネート
・周辺の生涯学習間違施設と連携した地
域ぐるみの支援
・講師送迎や所バスの運行等マネージメ
ント面での支援

４

留意した点
・眉團の白然環境を生かＬ、子どもたち
が五感をフルに儀かせるようなプログ
ラムとした。
・爛壊学習の導入部分として、学校の実
態に応Lﾆた変化が可能なプログラムと
した。
・「仲間づくり」や「ＮＩＥ（新聞を教
育活動に）」などを取り入れ、興味・
関心を持たせるようなプログラムとな
るよう工夫Ｌた。
・シルバーカレッジ受講生と児童生徒の
両者にメりりトのある活動とした。
・学校が求める多様な学習苧−マに応え
られるような相談体制を整えた。
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自分たちで組み立てたいかだで山田湾を進む

学校側のメリット
・地域のボランティアや外部講師から学ぶことで、単に
知識を身につけるだけでな＜、長年その道で培ってき
た経験を感じ取ることができた。
・シルバーカレッジ受講生を講師とした学習や交流など
から、高齢者の誠実さや律儀さ、孫世代を温か＜見つ
める優しさなど、異世代に対する理解と共感が深めら
れた。
・内容に応じて、プログラムを柔軟に組み立てることに
より、討議等の時間を十分に確保し、学んできたこと
などを深めることができた。
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５麗麗
・学校の「総合的な学習の時間」の実際
の活動を学ぶ必要がある。
・「総合的な学習の時間」に活用できる
当施設及ぴ周辺のフィールドを拡大し
ていく必要がある。
・学校の学習活動全般において、施設を
どのように活用してもらえるか「学校
の教育活動を支援できるプログラム」
を継続的に曼直し、改善を図る必要が
ある。
・施設の取り組みをどのように学校にア
ビールし、理解してもらうかを検討し
ていく必要がある。

（２）支援が生み出した成果
社会教育施設が「総合的な学習の時間」を支援するメリットについては、各種答申や文献、先
行研究等をもとに、前出表２(P14)「支援のメリット」で整理したものであるが、ここでは、紹介
した事例の中で、施設と学校のそれぞれの視点から、成果として挙げている点を整理した。
ア

社会教育施設の成果

（ア）施設の活性化
・講座参加者や入館者の増加につながる。
・施設のＰＲと理解を深めることができる。
・コーディネートする力やレファレンス・サービスの技術など、職員の専門性を高める機
会となる。
・様々な事業を展開するうえで地域の協力を得やすくなる。
・公民館が地域づくりの拠点となることができる。
・他の生涯学習関連施設等との連携が深まる。
（イ）地域の活性化
・地域住民や講座受講者の社会参加の場を提供できる。
・地域のさまざまな団体やサークル、組織等の活動の場を提供できる。
・地域住民や児童生徒が地域を知る契機となり、地域に対する愛着を深めさせることがで
きる。
・地域にいるボランティア等の人材の発掘や育成ができる。
・地域ぐるみで子どもを育てるという意識を高めることができる。
（ウ）施設のもつ機能や資源の活用と充実
・計画の見直しや新たなプログラム開発の可能性が広がる。
・施設がもっている人材や郷土資料等の学習資源情報を十分に活用することができる。
・学校との連絡調整のシステムを確立することにより、施設の受け入れ体制を整えること
ができる。
・図書館として、学習のテーマや課題を知ることにより郷土資料等の収集や選書の参考に
できる。
・博物館として、児童生徒の視点を展示や解説の改善に活かすことができる。
イ

学校の成果

（ア）学習内容の充実
・専門的な知識や技術をもつ外部講師等の指導を受けることにより、学習内容を深めるこ
とができる。
・学習の場が広がる。
・地域の様々な学習資源の情報を収集できる。
・校外活動での安全面の配慮が行き届く。
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（イ）学習意欲の向上
・必要な資料の探し方が身につく。
・教科書や学校図書館にはない資料も活用することができる。
・学習したという成就感を十分に味わわせることができる。
・地域の方々とふれあう機会となり、地域の一員であるという自覚や豊かな人間性を育む
ことができる。
・実物資料を近くで見たり触ったりすることによりイメージをふくらませることができる。
・社会教育施設等の活用の仕方がわかり、自主的な学習活動の場が広がる。
（ウ）事前準備や連絡調整等のスリム化
・事前準備や指導に時間を要する実習等に係る教師の負担を軽減することができる。
・「総合的な学習の時間」実施に係る費用を軽減することができる。
・体験的なプログラムを施設職員の指導のもと、安全に実施することができる。
・事前に施設との連絡調整を図ることにより、効率よく学習を進めることができる。
事例の中で挙げられたこれらの成果は、今年度の取組みだけから生まれたものではないと思わ
れる。ほとんどの施設が、職員の積極的な働きかけのもと、長年にわたって学校との良好な協力
関係を築き上げ、連携・融合の活動を推進している。
したがって、
「総合的な学習の時間」への支援が、全ての社会教育施設に同様の成果をもたらす
かどうかについては、さらに多くの事例から学び、検証していく必要があると思われる。
ここでは、
「総合的な学習の時間」への支援を、今後、社会教育施設が「施設の活性化」や「地
域の活性化」などを進めるための一つの手立てと考え、こうした成果を参考にしたり、共有した
りすることが、学校との連携・融合を推進するための原動力になると思われる。
（３）支援の手順と方法
これまで述べてきたように、社会教育施設における「総合的な学習の時間」への支援の在り方
について、文献や調査、事例などから明らかになった支援の視点やメリット、内容などを、
「活動
の流れ」に対応した支援の「手順と方法」、
「留意する点」として整理し、具体的に学校との連携・
融合を推進するための一方策として、表７のように提示し、まとめとした。
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表７

支援の手順と方法

活動の流れ

手

順 と 方 法

留

意 す る 点

・施設と学校が、連携・融合の

○情報を相互に交流する
・施設がもっている情報を、学校に積極的に提供す

メリットを意識し、お互いに
積極的に働きかける。

る。

・学校が抱えている課題や求めている情報などを的 ・新たな事業展開を考える場合
は、できるだけ早い段階で情

確に把握する。
計

・周辺にある生涯学習関連施設や自然、環境など地

報を交流する。

域の学習資源に関する情報を収集し、整理する。

画 の 作 成

・所有する図書資料や選書のテーマ等について、学
校図書館との連携・協力を深める。
・教員の助言や児童生徒の意見

○プログラムを開発する
・環境や国際交流等、学校との連携・ 融合が可能
なプログラム案を提示する。
・プログラムや学習教材を共同で開発する。

などを聞く機会をもうける。
・事前に学校の求めるテーマな
どを把握する。
・既存の組織や定例的な会議、

○話合いの場を設ける
・連携推進会議など情報交換のための場を設けた

ＰＴＡ総会などさまざまな場
を十分に活用する。

り、参加したりする。
・活動内容や日程等を調整する。

・地域へのＰＲの意味も含め、

○コーディネートする
・学習テーマに応じた専門的な知識や技術を有する
講師や地域のボランティア、関係団体等と学校と

できるだけ多くの住民や団体
等に働きかけをする。
・日常的に、地域のボランティ

をコーディネートする。
・学習テーマに応じて、施設周辺の生涯学習関連施
設等と学校とをコーディネートする。

アや関係団体等の情報の収集
と整理を心がける。

活

・周辺にある生涯学習関連施設
等との連携を深める。

動 の 展 開

・イベント的なものだけでなく、

○プログラムを充実する
・体験的な活動を取り入れたプログラムを提供す

年間をとおしたプログラムを
提供する。

る。

・郷土の歴史や自然、環境、文化などをプログラム ・選択の幅を広げ、柔軟性を持
たせたプログラムとする。

に取り入れる。

・出前授業やレファレンス等職員のもつ専門的な知 ・安全面に配慮した活動とする。
識や技術を提供する。
○児童生徒を受け入れる

・お互いの窓口を明確にする。

・「調べ学習」や「体験学習」の場として、児童生 ・様式を定めるなどして手続き
徒を積極的に受け入れる。

を簡略化する。

・テーマや課題を事前に把握し、計画的に受け入れ ・分かりやすい説明や実物に触
態勢を整える。

れさせる活動など児童生徒に

・学習成果を発表する場を提供する。

興味、関心をもたせるような

・調理室や学習室等活動場所を提供する。

工夫をする。
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計

○情報を相互に交流する

・連携・融合したことによる成

画 の 見 直 し

・作成した「事業報告書」等をお互いに検討する。

果を明らかにし、継続的な取

・活動に関わった人材や団体等の情報を整理する。

組みに結びつける。
・事業の記録や児童生徒の感想、

○プログラムの見直しをする
・新年度に向け、年間計画やプログラム等の情報を

意見などを活かし、プログラ
ムを修正する。

提供する。

・教員等を対象に、施設利用や連携・融合に関わる ・連携・融合が可能な事業やプ
内容を取り入れた講座を実施する。

ログラムを検討し、早い段階
でＰＲする。
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Ⅲ
１

研究のまとめ

研究の成果

（１）各種答申や文献、先行研究等をもとに、社会教育施設と「総合的な学習の時間」との関わりに
ついて明らかにすることができた。
（２）県内市町村所管社会教育施設における学校との連携に関する実態調査により、学校と連携して
行う事業の概要や学校との連絡調整の方法、学校と連携して事業を行うことの効果と課題など学
校との連携についての現状や今後の取り組みについて明らかにすることができた。
（３）連携に関する実態調査の分析により、社会教育施設が｢総合的な学習の時間｣に対して、どのよ
うな形で支援することができるのか、施設の機能や特性を活かした具体的な支援の内容や支援の
場など今後の支援の方向性を探ることができた。
（４）県内外の先進的な事例を調査研究することにより、情報提供やプログラム開発などの具体的な
支援の内容や支援のメリット、課題などを明らかにするとともに、それらの事例をもとに社会教
育施設における「総合的な学習の時間」への支援の手順や方法など、支援の在り方を提示するこ
とができた。
２

今後の課題

（１）｢総合的な学習の時間｣への支援を一方策とする学社連携・融合の推進が、社会教育施設の活性
化にどのような形で結びつくかを、施設の実態や先進的な実践事例等の調査を進めながら、さら
に検証していく必要がある。
（２）県内外の先進的な事例を収集・分析する中で明らかになった「総合的な学習の時間」への支援
に関わる課題について、事例等の情報収集や分析を継続しながら、解決の手立てを探る必要があ
る。
（３）社会教育施設に焦点をあて研究を進めてきたが、それ以外にも、学校との連携・融合の可能性
をもったさまざまな種類の施設があり、社会教育施設を核とした地域ぐるみの支援のあり方を探
る必要がある。
おわりに
本研究を進めるにあたり、調査に御協力いただいた各市町村社会教育施設等の関係者の方々に心か
ら感謝申し上げるとともに、本研究が社会教育施設と学校との連携・融合の推進を図るうえでの一助
となり、ひいては社会教育施設の活性化に結びつくことを願って、研究の結びとしたい。
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