
令和元年度「学校と地域の連携・協働」活動事例一覧について

１ 目的

県南の小学校，中学校，特別支援学校及び市町村における学校と地域の連携・協働による活動情報

の事例を一覧としてとりまとめ，広く情報発信することにより，新学習指導要領の理念を実現させる

「地域学校協働活動」の推進と地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりのさらなる充実に反映させる。

２ 対象

（１）県南全ての小学校，中学校及び特別支援学校

（２）県南各市町村

３ 活動事例の内容について

（１）小学校，中学校及び特別支援学校

今年度の各校における学校と地域の連携・協働による活動の中で，次の①か②に該当する活動内

容をまとめる。

活動内容①…地域住民等に支援してもらい，学校の教育活動を実施している活動

（学習活動，部活動，登下校の見守り，学校行事等）

活動内容②…学校が地域に貢献する活動

（学校行事への招待，合同行事の開催，奉仕作業の実施，慰問活動等）

（２）市町村

今年度の各市町村における学校と地域の連携・協働による活動の中で，次の③か④に該当する活

動内容をまとめる。

活動内容③…市町村主催事業で，主に学校と連携して実施している活動

（放課後子ども教室事業等）

活動内容④…市町村主催事業で，主に地域と連携して実施している活動

（公民館活動で児童生徒が係わる活動等）

４ 問い合わせ先

秋田県教育庁南教育事務所 社会教育班

〒013-0022 横手市四日町３番２３号 (TEL)0182-32-1101 (FAX)0182-33-4904



〔活動内容〕①　地域住民等に支援してもらい，学校の教育活動を行っている活動

市町村名 学校名 活動名 ページ

大仙市 花館小学校 地域の伝統を守る「かしま流し」 1

藤木小学校 地域の力を活用した「米づくり」 1

四ツ屋小学校 地域連携，校種間連携で行う「米作り体験学習」 1

角間川小学校
地域の人に学ぶ
角間川の名人発見（２年生），職場体験（６年生）

2

神岡小学校 ニコニコサンデー 2

西仙北小学校 「そよ風」さんによる読み聞かせ 2

豊岡小学校 地域と共に歩む「学校田活動」 3

協和小学校 地域の力を活用した「だまこもちづくり」 3

南外小学校 こめこめ大作戦「地域の協力をいただいた米作り」 3

高梨小学校 「米米探検隊」地域の“お米の先生”から学ぶ 4

横堀小学校
学校田を活用した
「代かき（どろんこ遊び）・田植え・稲刈り」体験

4

太田東小学校 地域ボランティアによる「読み聞かせ」 4

太田南小学校 横沢曲がりねぎ植栽活動 5

太田北小学校 第13回全校音楽劇「みつばちマーヤとゆかいな仲間達」 5

仙北市 角館小学校
地域の力を活用したものづくり体験学習
「わくわく・どきどきランド」

5

中川小学校 「みんなニコニコ米」生産・販売活動 6

生保内小学校 ふるさと学習を支える「生小応援団」 6

神代小学校 総合的な学習の時間「いぶり大根作り」 6

西明寺小学校 ようこそ　ふるさと先生 7

美郷町 千畑小学校 清水の環境保全活動 7

横手市 横手南小学校 みなみんなまつり～なべっこ～ 7

朝倉小学校 昔語りにチャレンジ 8

旭小学校 ふるさと横手を見つめて～ひだまり米作り体験プロジェクト～ 8

横手北小学校 地域の力を活用した「金沢掛唄横手チャレンジ☆キッズ」 8

増田小学校 地域の高校と連携した稲作活動 9

浅舞小学校 ひまわりプロジェクト2019 9

吉田小学校 祖父母招待「おにぎり会」 9

醍醐小学校
「キラリ　食と環境調査隊」
（総合的な学習の時間，社会科とも関連）

10

雄物川小学校 夢に向かって明日を創る「夢集会」 10

十文字第二小学校 第61回「孫の教育を語る会」 10

睦合小学校 学区一周駅伝大会 11

山内小学校 山内の特産品「いものこ」を育てよう 11

大雄小学校 飛び出せ大雄っ子活動　６年生 食農体験学習 11

１　小学校



〔活動内容〕①　地域住民等に支援してもらい，学校の教育活動を行っている活動

市町村名 学校名 活動名 ページ

湯沢市 湯沢西小学校 伝えよう湯沢の雪まつり 12

山田小学校 身近な地区の「防災マップづくり」 12

須川小学校 地域のプロに学ぶ農業「ひろっこづくり」 12

稲庭小学校 校庭の桜古木群への追肥作業 13

三梨小学校 地域と一緒に活動し，生活体験を豊かにする「もちつき会」 13

川連小学校 すごいぞ！川連漆器職人 13

駒形小学校 地域の力を活用した農園活動 14

雄勝小学校
地域ボランティアの協力による
「花いっぱい運動」と「農園活動」

14

皆瀬小学校 学校運営協議会でつくるキャリア教育 14

羽後町 羽後明成小学校 祖父母ふれあいなべっこ会 15

高瀬小学校 高瀬っ子 夢キラッとプロジェクト 15

東成瀬村 東成瀬小学校 ふるさと先生に学ぶ地域の伝統行事 15

市町村名 学校名 活動名 ページ

大仙市 大曲西中学校
地域の力を活用した探究活動「地域を元気に」
（総合的な学習の時間）

16

平和中学校 地域と連携した「認知症サポーター養成講座」 16

豊成中学校
地域の教育力を活用した森林環境学習活動
「木とふれあい，木に学び，木と生きる」

16

仙北市 角館中学校 ようこそ先輩「先輩から学ぶ」時間 17

神代中学校 地域人材を活用した「地域探訪」 17

桧木内中学校 多世代交流 17

美郷町 美郷中学校 「みさと働きびと」を活用した地域人材によるキャリア教育 18

横手市 横手明峰中学校 特色ある地域の伝統文化を受け継ぐ「岡本新内」 18

十文字中学校 あおぞらキャリア講座 18

県立学校 横手清陵学院中学校 地域人材を活用した異文化理解 19

湯沢市 湯沢北中学校 地域の力を活用した「生き方講座」 19

稲川中学校 地域に支えられ，激励されていることを実感する行事 19

皆瀬中学校 地域団体と連携した「全校キャンプ」 20

東成瀬村 東成瀬中学校 わが村体験学習 20

活動名 ページ

地域のよさを伝える「大仙ドッグ作り」 21

地域のＮＰＯ法人と協力して行った
「親子食育研修会～はちみつとみつばち～」

21

職業教育改善会議
～高等部生徒への地元事業所による指導・助言～

21

１　小学校

２　中学校

３　特別支援学校

学校名

大曲支援学校

大曲支援学校せんぼく校

横手支援学校



〔活動内容〕②　学校が地域に貢献する活動

市町村名 学校名 活動名 ページ

大仙市 大曲小学校 大曲の花火「花火ボランティア」 22

東大曲小学校
東大曲小地域応援隊～古四王わくわく大作戦～
「ふるさと古四王展」

22

内小友小学校 チャレンジデー参加「スポーツごみ拾い」 22

大川西根小学校 大川西根地区敬老会演奏会 23

中仙小学校 八乙女学習 ～守ろう 伝えよう 地域の宝 八乙女山～ 23

清水小学校 学ぼう！深めよう！ふるさと清水から「黒土神楽」 23

豊川小学校 水神社清掃奉仕活動 24

仙北市 白岩小学校 第55回白岩地区住民運動会への参加 24

桧木内小学校 桧木内小中合同運動会 24

美郷町 六郷小学校 まちづくりを自分たちの手で 25

仙南小学校 美郷にズームイン ～まかせて！美郷ヘルパー隊～ 25

横手市 栄小学校 小中合同ボランティア活動 25

大森小学校 福祉施設などでのボランティア体験活動 26

十文字第一小学校
十文字地区小・中学校連携地域貢献活動
「Ｊ-action～みんなで地域のために～」

26

植田小学校 一人暮らしの高齢者への花のプランタープレゼント 26

湯沢市 湯沢東小学校 敬老会行事での演奏・合唱 27

三関小学校 サクランボ出発式参加 27

羽後町 西馬音内小学校 西馬音内川クリ－ンアップ 27

三輪小学校 地域の高齢者との交流会 28

市町村名 学校名 活動名 ページ

大仙市 大曲中学校 生徒会執行部による地域貢献活動 29

大曲南中学校 「角間川盆踊りの継承」 29

西仙北中学校 生徒会を中心としたボランティア活動「大綱案内人」 29

中仙中学校 秋桜プロジェクト(桜守活動) 30

協和中学校 地域貢献ジャー活動（峰吉川駅清掃） 30

南外中学校 「南外地域祭」への参加 30

仙北中学校 国指定名勝「旧池田氏庭園」ボランティア 31

太田中学校 ハートフルフラワープロジェクトと除雪ボランティア 31

仙北市 生保内中学校 田沢湖畔白浜クリーンアップ活動 31

西明寺中学校 地域に根ざした学校を目指して 32

横手市 横手南中学校 ＮＡＣ小中合同ボランティア 32

横手北中学校 かまくらボランティア活動 32

増田中学校 「蔵の日」ボランティア 33

平鹿中学校 浅舞公園「あやめまつり」ボランティア 33

１　小学校

２　中学校



〔活動内容〕②　学校が地域に貢献する活動

市町村名 学校名 活動名 ページ

湯沢市 山田中学校
YAMAChuコーポレーション
（地域の魅力を発信する総合的な学習の時間）

33

湯沢南中学校 キャップアートの湯沢駅への設置 34

雄勝中学校 学校祭で地域の活動団体と協働の取組 34

羽後町 羽後中学校 「ゆきとぴあフォーラム」への参加 34

活動名 ページ

「全国まるごとうどんEXPO 2019 in 秋田・湯沢」における
ボランティア活動

35

〔活動内容〕③　主に学校と連携して実施している活動（放課後子ども教室事業等）

市町村名 課所名 活動名 ページ

大仙市 生涯学習課 民謡体験教室（わくわく体験教室） 36

仙北市 西木公民館 ようこそ！ふるさと先生～地域の自然・歴史・文化を学ぶ～ 36

美郷町 美郷町公民館 自衛隊コンサート 36

横手市 生涯学習課 学校支援活動 37

羽後町 教育委員会 ニュースポーツ体験（放課後子ども教室） 37

東成瀬村 教育委員会 放課後子ども教室　仙人郷「虎の穴」 37

〔活動内容〕④　主に地域と連携して実施している活動（公民館活動で児童生徒が係わる活動等）

市町村名 課所名 活動名 ページ

仙北市 生涯学習課 子ども演劇体験講座 38

角館公民館 公民大学の学習支援・交流活動 38

田沢湖公民館 生保内節盆踊り大会 38

美郷町 美郷町公民館 わくわくスクール 39

横手市 生涯学習課 家庭教育支援事業 39

生涯学習課 横手市わくわく子ども教室 40

湯沢市 稲川生涯学習センター 新春書き初め大会 40

雄勝生涯学習センター 湯沢市・平内町交流事業「山の子・海の子　なぎさの教室」 40

羽後町 各地区公民館 住民運動会（住民体育大会） 41

田代公民館
仙道公民館

スケート教室（移動公民館） 41

２　中学校

３　特別支援学校

学校名

稲川支援学校


