
◀◀◀次ページからは、実際の取組の様子などを紹介します。中面をご覧ください。
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地域学校協働活動（学校に対する支援活動、
地域と学校が協働して行う活動）を行う

連携
・
協働

※注 1   学校運営協議会制度を導入した学校のこと

詳しくは2面で
紹介しています

詳しくは3面で
紹介しています
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「こらぼ」とは、コラボレーションの略です。家庭、学校園、地域社会、事業者の協働によ
る教育の相乗効果を期待するという願いが込められています。
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学校運営協議会　

(委員) 校長・保護者代表・地域
住民、地域学校協働活動推進員
などで構成されます

めざす子ども像、目標やビジョンを共有し、
必要な支援や有効な活動について協議

地域学校協働本部

学校運営協議会　

地域学校協働本部

（構成員）地域学校協働活動
推進員を中心としてPTA役員、
公民館長、商工会議所、民生委員、
NPO代表など多様なメンバーで
構成されます

校長岡
山
市
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育
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学校運営の基本方針
学校運営・教育活動

幅広い地域住民や団体等の参画による、
「登下校見回り、授業支援、防災訓練、
放課後学習・部活動支援、花壇整備、
自然体験活動、職場体験活動」など

中学校区の学校園が集まり、
協議内容や活動内容等の

情報交換を行う
連絡会も開催しています。

地域学校協働本部設置校は
194校園中53校園で設置

36中学校区 187校園で設置
令和２年度には全中学校区に
設置完了予定！！（令和元.5.1現在）

約27.3%約27.3%

100%

（令和元.5.1現在）

※ 地域学校協働本部が設置されていない学校も、
学校に対する支援活動は行われています。

100%

学校運営に
関する意見

委員の任命に
校長の意見を反映

　岡山市地域協働学校（学校運営協議会制度）って言葉だけでは
難しいよね。こらぼん♪がイラストを使って説明するよ！

協議会と本部をつなぐ役割を
果たしてくれているんだね。

協働とは、同じ目的・目標に向かって、
対等な立場で協力して共に働くことだワン♪

岡山市教育委員会広報専門官
こらぼん♪

　岡山市では中学校区を一つの地域とみなし、岡山っ子育成条例で示している「自立に向かって成長する子ども」の実現に向けて、元気な学校、元気な

子どもを地域で持続的にはぐくんでいこうと学校運営協議会と地域学校協働本部の双方が両輪として機能するよう積極的に取り組んでいます。

連絡会

A中学校

C小学校B小学校

D幼稚園 Eこども園



　「土曜ふれあい講座」では地域の方が先生にな
り、浴衣の着付け、料理など得意なことを教えて
います。学校内のすのこは地域の方と生徒たちが
一緒に作っています。この取組は地域の方から実
施を提案されたもので、体験を通して生徒は地域
と交流し、新しい発見ができています。

　普段から花壇の世話や
校内の見守り活動など地
域の方が毎日学校で活躍
されています。また、ESDを踏まえた、生徒が
地域で活躍するボランティア活動も大変盛ん
で、人のために活動し、感謝されることで
自分の存在価値を感じ、自己実現につな
がっていると感じます。

　この学区では、学校を中心に地域協働学校のよ
うな取組をすでに 10 年以上前から始めていまし
た。あいさつ運動やメディアコントロールなどは中
学校区全体で連携し、各校や公民館に横断幕を
付けたり、オリジナルのカレンダーを作って配布し
たりしています。

　もともと地域が学校に協力
する度合いは高かったのです
が、今回新たに地域協働学校

を作るにあたって「めざす子ども像」を考え、まとめ
たことで新たな気づきがありました。地域協働学校
としてこの先も継続する上では、学校に比重を置き
すぎるのではなく、保護者、地域の人々、学校の皆
が意識を高めて、三者がそれぞれ責任をもって取
り組めるようにしていくことが大切です。
　子育ては人任せではいけないと思います。大人
が手本になる気持ちをもって、地域全体で子どもた
ちを育てていきたいと思います。　

　これまでの地域全体での取組が豊かにある中
で、当たり前になってきていることについてあらた
めて意味付けを行うことで、よりしっかりとしたつ
ながりをもっていけるのではないでしょうか。子ど
もを取り巻くいろいろな人が子どものために時間
をかけて、心を傾け、取り組んでくれているという
ことを子どもたちにも伝え、「今の環境は当たり前
なことではないんだ」と、感謝の心をもてるように
していきたいです。
　教育は数値では判断しにくいものですが、「めざ

す子ども像」に向けた取組がどのように実を結んで
いくか、指標を作ってみていきます。岡山市では、学
校園の児童・生徒・保護者・教職員を対象に「教
育に関する総合調査」を行っていますが、その調査
項目に「めざす子ども像」に関する項目を加え、
高島中学校区独自の調査が行えるようにしました。
今後、その調査結果や経年比較をもとに見直しを
しながら、地域協働学校として、しっかりと意味の
ある取組を続けていきたいと思います。今後がとて
も楽しみです。

　田植えから始まり、稲の成長も見守りながら秋に
なると鎌を持って稲刈り体験をします。大きな（面積
の）田んぼですが、園児が力を合わせて全て稲を刈
り取りました。稲は脱穀して園に届けられ、カレー
パーティーをして美味しくいただきます。幼稚園の子
どもたちを地域の方が見守ることで、伸び伸びと
新しい体験ができるようにサポートをしています。

　子どもたちになかなか
できない稲刈りという体験
をさせてあげたいと思い、
続けています。農業の体験を幼い頃にして、楽しさを
知ってほしいです。鎌を持つことも危険だからと取り
上げず、実際に一緒にやってみることが子どもたちの
「学び」につながるのだと思います。

　みんな顔見知りであいさつがしっか
りできる中学校区です。地域のつなが
りが強いため子どもたちが大きくなっ
ても地域を大切に思えるようになると
思います。

　とんど祭り、餅つき大会、マラソン大会など別々で行なっていた行事をまと
め、３世代での地域交流イベントを毎年しています。地域の方と中学生の話し
合いから始まりました。参加者も 900人ほどに増え、地域と子どもたちとの
垣根もなくなり大変盛り上がります。

　地域の方が地域の子どもをよくしたいと、大変
協力的。中学校の校訓にもある「自立と貢献」を
実現できる場所が地域から生まれています。

地域協働学校設置地域協働学校設置

▲あいさつ運動の
スローガンの横断幕

▲缶詰を使ったオイル
ランプの作成を体験

　日頃から学校と地域が連携
しているので、地域の方々の参
加率は高く、「子どもたちのた
めに」という思いで活きた教育
ができています。
　避難訓練・防災教育に地域の方も積極
的に参加し、避難準備に何が必要か考える
きっかけになりました。

▲肩たたきで
地域の方と子どもが交流します

大人気の▶
餅つき大会！　
子どもも　
頑張ります　

素晴らしい活動には▶
校長先生作のペットボトル　
トロフィーが授与されます　

平成31年度
4月

地域協働学校（学校運営協議会）設置までの流れ地域協働学校（学校運営協議会）設置までの流れ

これからの時代を生きる子どもたちのために
学校・家庭・地域がさらに連携・協働して、

「めざす子ども像」の実現に向けた取組を進めていきます。

　岡山市の地域協働学校は中学校区を一つの地域とみなし、目標やビジョンを共有し
ながら運営されているんだ。今回は、令和元年度に地域協働学校を新たに立ち上げ
た高島中学校区の協議会設置までの様子を紹介するよ！
　今回は、立ち上げに関わってくださった会長、副会長さんにもお話を聞いてきたよ！

地域学校協働本部の
活動について

地域学校協働本部の
活動について
　地域学校協働本部が主体となって行ってい

る地域学校協働活動。学校の環境整備や登下

校の見守りから始まり、放課後子ども教室など

活動内容は地域によって様々です。子どもたち

の成長には何が重要であるかを地域で共有し

ビジョンを持って活動しているよ！

　岡山市の各学校園で実施されている活動を

紹介するワン♪

第一回連絡会・協議会

第二回連絡会・協議会（予定）

保護者・地域・学校園で高島中学校区地域協働学校設置へ
向けた最終打合せ・「めざす子ども像」の決定

六校園の地域や保護者の代表と教職員へ
「めざす子ども像」についての
事前アンケート実施

PTA総会等で地域協働学校の設置についての周知

「めざす子ども像」、「組織」、
「中学校区として共通に取り
組む内容」等について検討

保護者・地域・学校園が集まり、
アンケート結果をもとに高島中学校区で
「めざす子ども像」について協議

六校園（高島保育園、高島幼稚園、旭竜幼稚園、旭竜小学校、
高島小学校、高島中学校）合同研修会で保育園、幼稚園、
小学校、中学校の連携についての協議

角山小学校
東区

富山中学校
中区

御南中学校
北区

足守幼稚園
北区

福田中学校
南区

地域との交流が生まれる稲刈り体験学習

地域で行う避難訓練・防災教育

地域の人々の得意なことから学ぶ土曜授業

地域で一緒に協力して行う恒例行事
（3世代キラリ交流会）

ここで紹介したのは、地域学校協働本部の行っている活動の一部です。これからも
地域と学校が手を取り合い協力して子供たちの成長を支えていくことが大切だね(^_-)-☆
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　年間 80 件以上 (2018 年度 )の公民館・地域からのボランティア要請に
積極的に応えています。幼稚園からお年寄りまでさまざまな年齢の人が集い、
地域に中学生の活躍の場所があり、企画から実施まで行う中で、大きな成長
を遂げることができます。

　認知症予防について学ぶイベント
を実施しました。中学生が毎年参画
してくれるので、異年齢の人の交流
が生まれています。

地域の期待に応え活躍する中学生

認知症サポートセンター
富山会 会長

福森 和子さん
ふくもり　かずこ

岡山市立御南中学校

江口 峰男校長先生
えぐち　　みねお

岡山市立福田中学校

古川 治郎校長先生
ふるかわ　じろう

角山学区安全安心を守る会会長

池本 浩司さん
いけもと　こうじ

角山学区連合町内会会長

西方 立夫さん
にしがた　たつお

平成30年度

岡山市立旭竜小学校

橋本 直敏校長先生
はしもと  なおとし

岡山市立高島中学校

桑本 祐介校長先生
くわもと　ゆうすけ

岡山市立高島小学校

徳永 充生校長先生
とくなが 　みつお

地域協働学校連絡会副会長

中江 岳さん
なかえ　 がく

地域協働学校連絡会会長

山中 国之さん
やまなか くにゆき

地域協働学校連絡会副会長

瀧本 孝さん
たきもと たかし

▲メディアコントロールの取組として、
毎年、園児・児童・生徒から募集した
ポスターや標語を載せたカレンダーを
作成しており、高島中学校区の
六校園の行事が一目で分かるように
なっています。

◎夢（目標）のある子 【家庭】
◎自ら考え行動する子 【学校園】
◎ふるさとを愛する子 【地域】

地域協働学校運営協議会委員

長門 修二さん
ながと　しゅうじ

自分で考えた企画を、
参加者に喜んで
もらえて良かった！

お年寄りの方と
触れ合う機会がもてて
良かったです。

共通のアンケートで
「めざす子ども像」の

取組結果を見ていきます

▶

中学校区全教職員対象の
研修会および協議会

高島中学校区は

高島中学校区



情に棹させば流される。

智に働けば角が立つ。ど
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紙面で紹介している教職員や関係者の所属は令和元年11月末現在のものです。 

教育委員会の取組や子育てに役立つ情報、学校給食レシピ
などを配信しています！ ぜひご登録を！

LINE＠岡山市教育委員会　配信中！
ID検索では「@okayamashikorabo」で検索できます。
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応募締切

ご意見・ご感想

１月３1日   金

今回の特集で興味をもってお読みいただいた記事やその理由などを
今後取り上げて欲しいテーマと共にお寄せください。
抽選で図書カード1,000円分を5名の方にプレゼントします。

※ お寄せいただいた個人情報は、業務目的以外には使用しません。
当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

郵便番号、住所、氏名、年齢（または学年）を
明記の上、下記のあて先へご応募ください。

〒700-8544　岡山市北区大供一丁目1-1
岡山市教育委員会事務局
教育総務部教育企画総務課 行

はがき・封書

 F   A   X 086-234-4141

 E メール korabo@city.okayama.lg.jp

令和
２年

当日消印有効

図書
カード

皆さんの意見を

聞いてみたいんだワン♪ご意見・ご感想をお聞かせください。

　それぞれの学校での取り組みの記事を読み、どの学校
も様々な取組で子供たちを生活面、勉強面等でサポートし
てくださっている様子が伝わりました。学校に関するいろ
んな嫌なニュースがあるなかで、本当はちゃんとした学校
がたくさんあるんだろうなぁと感じました。

前回のテーマ

誰もが安心して通える
学校園づくりを目指して

　我が子はまだ幼稚園年中で、毎日楽しく登園しています。
今後成長の過程で学校へ行きたくないと言った時、どのよ
うに対応すれば良いのか、親の判断だけでなく、学校や
地域からの意見も大切にすべきだなと感じました。また市
に相談できる場所があるのはとても心強いと思いました。

　親としては、子どもが学校に行けなくなることが一番辛いと思います。うちに
も中学生の子どもがおりますが、小学校に入学して間もない頃と、小学校３年
生に進級した頃の２度「学校に行きたくない」と泣いて訴えてきたことがありま
す。結局は１日も休むことなく登校しましたが、朝の登校にはしばらく付き添い
ました。このまま学校に行けなくなったらどうなるのだろうと心配したものです。
勉強も大切ですが、豊かな心の育ちを育成する教育をお願いします。

　今回のこらぼを拝見して小学生の暴力行為や不登校の岡山での増加が気に
なりました。大人でも悩む人間関係は子供達には尚更悩ましいものだろうと痛
感しました。学校だけではなく家庭でも、近所でも、周りの大人も一緒に寄り
添い考えて向き合っていく問題だと思います。

　箕島小学校の「自主勉強プリント」！とてもいい取組だと感じました。宿題と
いうと、やらされてる感が強いですが、小学生の特性をよく掴んで活かしてらっ
しゃるんだなぁと納得しました。がんばりカードでやる気に火をつける、そして
自主勉強が継続される、このスパイラルはみんなを巻き込むとてもいい効果だ
と思いました。ぜひ、色々な学校で取り組めるといいなと感じました。

0 20 40 60 80 100（%）
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　年６回の学校運営協議会は、地域の方が先頭に立って
学校運営について意見を出しています。会での検討事項を
事前に準備して参加することで、活動報告などの事後報告
だけではなく、今後の活動に関する話し合いも行うように
するなど実のある会になるよう心がけています。学校を核
としてみんなが繋がって地域を作ってきた中で、活動推進
員さんから「今まで学校でやっていたことの中で、地域で
やれることは地域でやろう」という声が上がり、学校、家庭、
地域の３者で活動仕分けをしていきました。
　毎週月曜放課後の宿題支援・遊び交流や、昔遊びの会、
校外学習の引率補助、地域のイベントなど地域の方がボラ
ンティアとして様々な形で協力してくださいます。適材適
所、地域の方が得意なことを活かせるよう、活動推進員さ
んから声をかけることで幅広い年代や職種の方がボラン
ティアに参加するきっかけが生まれています。地域の方々
がどんな形で協力できるか、地域をよく知っている活動推
進員さんがいてくださるからこそ、開かれた学校として先
生が教えられない分野まで地域のネットワークを活用して
子どもたちに経験させてあげることができます。「地域み

んなで子どもを育てる」という意識が根付いているから、
ボランティアの皆さんは学校に来て一緒に活動することに
ついての抵抗がありません。子どもたちにとっても、知って
いる大人が地域に多くなり、その方たちに見守ってもらえ
ていることは大変安心で心強いです。
　地域の人材に活躍していただき、また、外部の講師を呼
ぶなど、地域学校協働本部の活動は目的に合わせて多様
に広げていくことが可能です。子どもたちには制限を設け
ず、最高の教育、体験をさせてあげるという気持ちで、地
域みんなでこれからも取り組んでいきたいと思います。

学校運営協議会の取組が盛んな桃丘小でお話を伺ってきました。

学校運営協議会の様子

　私たちが把握している地域人材ネットワークを使って、これが得意な人
はあの人！と、すぐに相談しています。ボランティアを始めることに躊躇して
いる人も、一度お願いしてやってもらうと、また次もしたいと言ってくださる
方が多いです。無理はせず、楽しいから続けたくなるのでしょう。子どもの
成長と共に、私たちも元気をもらえるんです。

楽しんで続けることが一番！

1.あてはまる　2.どちらかというとあてはまる　
3.どちらかというとあてはまらない　4.あてはまらない地域学校協働活動推進員岩橋 良子さん・高橋 雅子さん

いわはし   ながこ たかはし   まさこ

岡山市立桃丘小学校

矢延 文夫校長先生
やのぶ     ふみお

さとう　しんじ

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

アンケート
（岡山市教育に関する総合調査から）

学校園では学校園内外の人材の活用を進めていますが
そのことは子どもの育ちに繋がったり

子どもの総合的な学力は伸びてきたりしていると感じる

３年連続増加中！

授業の補助
（昔遊びの会）

学校・園行事支援
（地域ふれあいの日）

　けん玉を
教えて
もらった！

　こま回しの
コツがわかった！

　あやとりできたよ！

　けん玉を
教えて
もらった！

　こま回しの
コツがわかった！

　あやとりできたよ！

これからの地域と学校の連携・協働についてこれからの地域と学校の連携・協働について

地域協働学校運営協議会会長

佐藤 信治さん

地域協働学校運営協議会副会長

森谷 正孝さん
もりや    まさたか


