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「夏の甲子園で活躍した金農ナイン」

金足農業高等学校は第100回全国高校野球選手権記念大会で見事準優勝に輝きました。
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特集

地域とともにある学校づくりのために

コミュニティ・スクールの取組が
広がっています
〜県立学校におけるコミュニティ・スクールの取組〜
コミュニティ・スクールとは
「学校運営協議会」※を設置している学校を「コミュニティ・スクール」と呼びます。
コミュニティ・スクールでは、学校運営や学校の課題に対して、広く保護者や地域住民の皆さ
んが参画できます。当事者として、子どもの教育に対する課題や目標を共有することで、学校を
支援する取組が充実するとともに、関わる全ての人に様々な魅力をもたらします。

※「学校運営協議会」

学校の教育目標・ビジョンを共有するとともに、校長の求めによらず意見を述べることが
できる一定の権限を有する合議制の機関です。このため、委員の当事者意識の向上、役割分
担の明確化により、地域ぐるみの教育の実現に近づきます。

「学校運営協議会」の
主な三つの機能
校長が作成する学校運営
の基本方針について承認
する。
学校運営について教育委
員会や校長に意見を述べ
ることができる。
教職員の任用に関して教
育委員会に意見を述べる
ことができる。

コミュニティ・スクールは 地域とともにある学校づくり の有効なツール
欠かせない３つの機能

地域とともにある学校の運営に備えるべき機能として、「熟議」「協働」「マネジメント」の
三つがあります。学校運営協議会は、学校と地域が、ビジョンや課題、情報等を共有し、熟議
し、意思を形成する場であり、学校と地域が相互に連携・協働していくための基盤となります。
熟

協

議

多くの当事者による「熟慮」と「議論」を重ねながら課題解決を目指す
対話のことです。活発な議論により、的確に多くの人の意見を反映するこ
とができます。

働

熟議で共有したビジョンや目標の達成に向けて、力を合わせて「子ども
たちのために」取り組みます。熟議で出た意見は、すぐに全てが実行でき
るわけではありませんが、「できることから始める」ことで、徐々に多く
の人が関わる協働体制が構築されていきます。

マネジメント

2

協働の中核となる学校は、校長のリーダーシップの下、教職員全体がチー
ムとして力を発揮し、学校と保護者・地域住民等を有機的に結び付けること
が大切です。共通の目標に向かって動き出す能力や、学校内に協働の文化を
作り出す組織としての「マネジメント」力を強化する必要もあります。

特集

コミュニティ・スクールの仕組みを取り入れるメリット
1 組織的・継続的な体制の構築 ＝ 持続可能性
校長や特定の教職員の異動があっても、学校運営協議会によって地域との組織的な連携・
協働体制がそのまま継続できる「持続可能な仕組み」です。
2 当事者意識・役割分担 ＝ 社会総掛かり
学校運営協議会や熟議等を通して、子どもたちがどのような課題を抱えているのか、地域
でどのような子どもを育てていくのか、何を実現していくのかという「目標・ビジョン」を
共有できます。
3 目標・ビジョンの共有 ＝「協働」活動
校長が作成する学校運営の「基本方針の承認」を通して、学校や地域、子どもたちが抱え
る課題に対して関係者が当事者意識をもち、役割分担しながら「連携・協働」による取組が
できます。

コミュニティ・スクールでは…
☆

保護者・地域住民等も教育の当事者となることで、責任を持ち、積極的に子どもの教
育に携わることができるようになります。

☆

保護者・地域住民等が学校運営や教育活動に参画することで、子どもたちの学びや体
験が充実するとともに、保護者・地域住民等の自己有用感や生きがいづくりにもつなが
ります。

☆

保護者・地域住民等と学校が 顔の見える
と協力を得た学校運営が実現します。

関係となり、保護者・地域住民等の理解

☆

大規模災害時等、緊急な対応が必要な場面においても、学校と地域が一体となり、迅
速かつ組織的な対応ができるようになります。

県内関係者の声
○市町村教育委員会

○市町村教育委員会教育長

「いろいろな人が学校運営に携わる
ことで、子どもたちの地域への関心
が高まっています。」

「コミュニティ・スクールの導入で、先生方に元
気になってもらいたい。教職員の働き方と仕事内
容を見直し、児童生徒と向き合える時間の確保を
目指します。」

○市町村立小学校長
「住民たちのおかげで、地域社会の一員として活動しようとする子
どもの自主性や社会性が育まれています。住民から子どもとのふれ
あいが生きがいになっているとの声が寄せられています。」
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特集
本県のコミュニティ・スクール
導入率は東北No.1!!
青森県
34校
6.5％
岩手県
23校
3.9％
宮城県
31校
4.1％
秋田県
60校
15.8％
（小36・中22・高１・特１）
山形県
36校
8.4％
福島県
45校
4.9％
全 国
5,432校
14.7％

子どもたちの生きる力は地域や社会の多様な人々
と関わる中で育まれるものであり、どの学年の段階
においても変わるものではありません。地域や社会
を支える子どもたちを育成していくためにも、学校
種の特性を生かしつつ、幼児・児童生徒のそれぞれ
の発達段階等に応じて、地域や社会との協働体制を
構築していく必要があります。

（平成30年4月1日現在）

高等学校・特別支援学校がコミュニティ・スクールに取り組むことで期待されること

＜高等学校＞

＜特別支援学校＞

学校運営協議会を通じて、地域住民や近隣
の大学の教員、地元商店街、企業、ＮＰＯ等
の団体、地方公共団体等から、キャリア教育
の推進や学校の魅力化、特色づくりに協力を
得られます。

学校運営協議会を通じて、地域住民や保護
者等に加え、医療、保健、福祉、労働等の団
体の協力を得ることで、障害のある子どもた
ちが自立し社会参加できる環境の充実が図ら
れます。

地域の差し迫った課題を、高校生自らが地
域と協働して解決していく地域課題解決型学
習を実施するなど、高等学校と地域の双方向
的な魅力を発信することができます。

特別支援学校の専門性を活用した特別支援
教育に関する研修会等の実施など、地域等と
の交流活動が活性化します。

学校運営協議会制度を生かした地域との積
極的な対話による学校経営が進み、大学進学
等で地元を離れる若者の、地域への理解を深
める学びが充実します。

特別支援学校と地域の連携・協働体制の構
築が進むことで、障害に対する社会の理解が
進み、共生社会の実現が図られます。

※全国の高等学校・特別支援学校におけるコミュニティ・スクールの導入状況
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大分県
熊本県
高知県
山口県
岡山県
和歌山県
奈良県
兵庫県
大阪府
京都府
滋賀県
三重県
静岡県
岐阜県
長野県
新潟県
神奈川県
千葉県
栃木県
山形県
秋田県
青森県
北海道

1

（平成３０年４月１日現在）

※倍数は、いずれも全国における
Ｈ２８とＨ３０のコミュニティ
・スクール導入校数の比較
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特集

県立学校におけるコミュニティ・スクールの取組状況
県内高等学校

導入第１号

秋田県立矢島高等学校

県内特別支援学校

秋田県立ゆり支援学校

（由利本荘市）

（由利本荘市）

学

学

校

「地域とともに歩む学校」を目指し、地
域と連携した様々な取組
◯地域貢献ボランティア
◯伝統芸能の伝承保存
●地域へ講師の派遣要請

地

域

●学校へボランティアスタッフの派遣
要請等

導入第１号

校

「地域に必要とされる学校」を目指し、
地域との関わりを広げてきた「地域応援
活動〜みんな元気プロジェクト〜」の取
組
・清掃や除雪等の地域貢献活動
・作業学習交流
・作業学習製品販売活動 等
地域の幼稚園・保育所、小・中学校、
高等学校との交流及び共同学習や居住地
校交流、部活動交流等の積み重ね

コミュニティ・スクールへの取組で
コミュニティ・スクールへの取組で
これまで一方通行だった要請・対応を
変える。
互いに顔の見える双方向的な協議会を
もつことで、「地域に根ざし、地域とと
もに歩む学校」のさらなる深化を目指す。
校舎一体型中高連携校として、中高連
携ならではの教育効果を導入
○「異年齢集団の社会性育成」
○「地域課題対応の人材育成」
学校運営協議会に係るワーキンググループ
ＷＧ１ ボランティア等の地域貢献活動
ＷＧ２ 地域活性化による地域貢献活動
ＷＧ３ 伝統文化伝承保存や自然環境保護

これらの関わりを双方向のものとし、
地域と役割分担や相互補完しながら共通
の目標達成を目指す。
○本校教育活動や特別支援教育について
の理解啓発
○卒業後の社会生活への円滑な移行
学校運営協議会に係るワーキンググループ
ＷＧ１ 地域交流
ＷＧ２ 就労
ＷＧ３ 障害者理解

※

全県展開を目指し、県立大曲工業高等学校（大仙市）と県立六郷高等学校（美郷町）が、
平成31年４月のコミュニティ・スクール導入に向け、準備を進めています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

コミュニティ・スクールの立ち上げや推進体制構築お手伝いします

秋田県教育委員会が任命している「ＣＳ（コミュニティ・スクール）アドバイザー」が、コミュニ
ティ・スクールの立ち上げや推進体制構築に向けた説明や支援等を希望する市町村教育委員会や県立学校
を訪問し、助言等を行います。
（１）対象
県内の各市町村教育委員会、県内の県立学校（高等学校、特別支援学校）
（２）経費等
ＣＳアドバイザー派遣にかかる経費（謝礼や旅費等）は一切必要ありません。必要な準備（会場確
保、参加者とりまとめ、当日の運営）は、派遣要請側で行っていただきます。
（３）問い合わせ・申込先
秋田市山王三丁目１−１
秋田県教育庁生涯学習課 社会教育・読書推進班 コミュニティ・スクール担当
TEL：０１８−８６０−５１８４
教育あきた9月号
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「北海道・北東北の縄文遺跡群」
世界文化遺産推薦候補決定
７月19日（木）に開かれた文化庁の文化審議会世界文化遺産部会で、鹿角市の大湯環状
列石と北秋田市の伊勢堂岱遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が、今年度の世界
文化遺産推薦候補に決定しました。

大湯環状列石（鹿角市）
同じ配置の環状列石二つを主体とする遺跡

伊勢堂岱遺跡（北秋田市）
環状列石が四つある遺跡は国内で唯一

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の価値
北海道・北東北の縄文遺跡群はアジア北東部に分布するクリやドングリが豊富な落葉広
葉樹の森と、暖流と寒流が交わる豊かな漁場の中で、人類が農耕を行う以前はどのような
生活をしていたかを示す貴重な遺跡群です。約一万年間、農耕を行わずに定住生活を送っ
ていた点が世界的にも稀な文化と評価されています。
「北海道・北東北の縄文遺跡群」今後の取組予定
平成３１年２月
平成３１年夏頃
平成３２年５月頃
平成３２年６〜７月

ユネスコの世界遺産委員会へ推薦書を提出
イコモス（国際記念物遺跡会議）による現地審査
イコモスによる評価結果の勧告
ユネスコの世界遺産委員会で登録の可否を決定

世界遺産候補最終決定までの注目ポイント
●ユネスコへの世界遺産候補の推薦は、１国当たり１年につき１件に制限されています。
→現在、世界文化遺産候補の「北海道・北東北の縄文遺跡群」と世界自然遺産候補の
「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の２件が日本の推薦候補となってい
ます。
→平成31年２月の推薦書（正式版）提出までに外務省の世界遺産条約関係省庁連絡会議
で、どちらかを推薦する調整が行われます。
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「北海道・北東北の縄文遺跡群」
パンフレット
縄文遺跡群の世界遺産登録を目指す北
海道・青森県・岩手県・秋田県の自治体
でつくる、縄文遺跡群登録推進本部では、
遺跡群を分かり易く解説したパンフレッ
トを作成しています。
無料で配布しておりますので、是非御
覧ください。
なお、パンフレットの他にもユネスコ
の審査・登録に向け、国内外の専門家の
協力を得て英文の推薦書を作成したり海
外での認知度向上のためのプロモーショ
ン活動を実施したりするなど、登録に向
けた取組を進めています。
問い合わせ先
教育庁生涯学習課文化財保護室
TEL:０１８−８６０−５１９３
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SPOT
平成30年度

あきた文学資料館

後期特別展示
「明治150年 秋田を訪れた文人たち」
今年は明治から数えて150年です。秋田にはこれまで数多くの文人が訪れています。
かたい
明治27年、小説『蒲団』で知られる田山花袋は、仙岩峠で足をくじき、地元民に助けられてい
ます。大正５年、旅と酒を愛する歌人若山牧水が千秋公園で歌を詠み、料亭で秋田の酒を堪能
くるみ
しました。昭和２年、泉鏡花が日本新八景に選ばれた十和田湖へ旅行。湖を、胡桃の実の割目に
たた
青い露を湛えたようだと書いています。昭和20年、武者小路実篤が戦火を避けて家族とともに
稲住温泉に疎開、ここで終戦を迎えました。昭和26年には坂口安吾が、昔好きだった婦人が生
まれた秋田を訪れ、
『秋田犬訪問記』を執筆しました。
明治以降、本県を訪れた文人たちは、なぜ秋田を訪れたのでしょう。彼らと秋田を結びつけ
たものは何だったのでしょうか。
たど
今回の展示では、文人たちの足跡を辿るとともに、秋田ゆかりの人物との交流の様子や秋田
を描いた作品を紹介します。
坂口安吾

泉鏡花

田山花袋

武者小路実篤

若山牧水

秋田を訪れた文人たち
間：平成30年10月２日（火）〜12月27日（木）
場：あきた文学資料館 秋田市中通六丁目６−10
（循環バスぐるる「市民市場前」下車 徒歩３分）
ＴＥＬ ０１８−８８４−７７６０
開館時間：10：00〜16：00
休 館 日：毎週月曜日
観 覧 料：入館・入場とも無料
そ の 他：ギャラリートーク「高村光太郎（仮）」 講師 （未定）
11月４日（日）13：30 〜
文学講座「坂口安吾（仮）」
講師 秋田大学准教授
12月２日（日）13：30 〜
期
会
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SPOT

秋 田 県 立 近 代 美 術 館

出前美術館 ―あきたの色と形―
出前美術館とは？
「出前美術館」とは、横手市にある近代美術館主催の事業です。広く県民の皆様に近代美術館
所蔵の美術作品を鑑賞していただくことを目的として、来館が難しい地域に、近代美術館が出向
いて開催する展覧会です。
これまで学校等20会場で、約12,000人の方々に展覧会をお楽しみいただきました。
今年度は、平成30年７月27日（金）から31日（火）までの５日間、秋田市の秋田県立美術館県
民ギャラリーを会場に、「出前美術館−あきたの色と形−」を開催しました。近代美術館の所蔵
ひゃくすい
こうぎょう
品（寄託品を含む。）から、小田野直武、平福百穂、寺崎廣業ら秋田ゆかりの作家による日本画、
油彩画、彫刻、工芸、写真、版画など合わせて42点を展示しました。また、所蔵品を代表する秋
田蘭画《不忍池図》（国指定重要文化財）《芍薬花籠図》《富嶽図》３作品のレプリカ（複製
品）も展示し、じっくりと鑑賞していただきました。

江戸時代から現代作家による作品まで42点を一堂に展示

「どんなお話かな？」横山津恵≪湖の譚≫を鑑賞

本物の美術作品を活用した授業
７月30日（月）には、この出前美術館の会場で、第71回全国造形教育研究大会秋田大会の公開
授業が行われました。児童生徒たちは、美術館という空間で、本物の美術作品を鑑賞し、自分が
感じた思いを伝え合いました。
県民の皆様をはじめ、全国から秋田を訪れた方々にも出前美術館を楽しんでいただき、秋田の
文化への理解を深めていただく貴重な機会となりました。

公開授業１（十文字第一小学校４年）
福田豊四郎の作品≪六月の森≫を鑑賞
し、思いを伝え合う児童

公開授業２（御所野学院中学校２年）
全国から造形教育に携わる美術教諭ら
小田野直武の作品≪不忍池図≫（レプ が集合熱心に授業を参観
リカ）を鑑賞し、メモをとる生徒
教育あきた9月号
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