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学校教育おける地域との連携・協働の推進 

政策研究大学院大学 
特任教授 今野 雅裕 

 

今、学校教育は大きく変わろうとしている。 

2017年4月に学習指導要領の改訂が行われた。その改革の一つが、学校と地域との連 

携・共同の推進であり、学校教育充実のために、劇場関係者の皆様方にもさまざまな局面

で協力・協働をお願いすることも出てくるだろうと思われる。そこで、本稿では、これか

らの劇場として学校教育、子供たちの育成に積極的に関わっていただけるようにという願

いを込め、最近の学校教育改革の動向を中心に紹介したい。 

 

Ⅰ．日本の子ども達の資質能力の状況 
 子供たちの現状について、データを用いて説明する。 

結論として、日本の子どもたちは、学力はとても高い、しかし、学習意欲はとても低い、

という結果が出ている。以下に、OECDのPISAによる2012年の調査結果等iを示す。調査結

果から、OECD加盟国のうち、日本の子供たちが1位、2位、非加盟国・地域においてもかな

り高いところに位置しているとわかる。ところが、同調査中のアンケートをみると、「勉強

は楽しいか（数学）」について、国際平均では71%が「楽しい」と答えているのに対し、日

本の子供たちは48%にとどまっている。また「勉強することが日常生活に役立つと思うか」

でも平均に比べると約2割弱も低い結果となり、数学について「興味・関心が高いかどうか、

楽しみかどうか」では、65か国中60位、「自分の将来に役立ちそうか」といった前向きにと

らえる力、考え方は64位等、各項目いずれも65か国中最底辺となっており、学力は高いの

に興味・関心が大変低いことが問題として指摘されている。 

世界各国共通して、興味・関心や動機付けという指標と学力は正の関係にある、つまり、

やる気がある、おもしろいと感じられる子どもほど成績が高いということになっており、日

本では特にその傾向が強いため、日本の子どもたちにおいても、興味・関心を上げることが

出来れば、学力もかなり上がっていくのではないかと考えられる。 
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１．高い学力、低い学習意欲等 
＜学力＞ ※小学校4年生、中学校2年生の成績 

〇IEA（国際教育到達度評価学会）のTIMSS（数学・理科教育動向調査）2011 

◇算数・数学  小学校5位（50か国中） 中学校5位（42か国中） 

◇理科     小学校4位（50か国中） 中学校4位（42か国中） 

 

〇OECDのPISA2012 高校1年生対象     

◇数学的リテラシー   加盟国中2位（非加盟国･地域を入れると7位） 

◇読解力            1位（            4位） 

◇科学的リテラシー       1位（            4位） 

◇前回に比べ、レベル1以下の階層割合が減少、レベル5以上上位層の割合が増加 

 

＜学習意欲等＞ 
〇TIMSS2011 

◆国際平均に比べて、日本の中学生（2年生対象）は学習の楽しさや実社会との連関に対

して肯定的(強くそう思う、そう思う)な回答をする割合が低いなど、学習意欲面で課題

がある。 

 

表1．学習意欲等 

 

 

 

 

 

 

 

日本 世界平均 日本 世界平均
数学・理科の勉強は楽しい 48% 71% 63% 80%
数学・理科を勉強すると日常生活に役立つ 71% 89% 57% 83%
他教科を勉強するために数学・理科が必要 67% 81% 35% 70%
志望大学に入るために良い成績が必要 72% 85% 59% 77%
将来望む仕事につくために良い成績が必要 62% 83% 47% 70%
数学・理科を使うことが含まれる職業につきたい 18% 52% 20% 56%

項目
数学 理科
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〇PISA2012（生徒質問調査） 

勉強に対する興味関心、動機付け、自己効力感などについては、日本の子どもは、肯定的

な回答割合は65カ国中でほぼ最低位。逆に、不安感は最高位。 

 

◇｢数学における興味・関心や楽しみ」 60位 

＜数学についての本を読むのが好き＞＜数学の授業が楽しみ＞ 

＜数学を勉強しているのは楽しいから＞＜数学で学ぶ内容に興味がある＞ 

 

◇｢数学における道具的動機付け｣ 64位 

＜将来の仕事に役立ちそうだから頑張る価値がある＞＜将来の仕事の可能性を広げて

くれるから学びがいがある＞＜数学が重要なのはこれから勉強したいことに必要だ

から＞＜これから数学でたくさんのことを学んで仕事に就くとき役立てたい＞＜将

来の仕事に役に立つと思うか＞  

 

◇｢数学における自己効力感｣（問題を解く自信） 63位 

＜次のような問題を解く自信があるか；例、TVが30％引きの時、元値よりいくら安く

なったか、自動車のガソリンの燃費を計算＞ 

 

◇｢数学における自己概念｣（得意か、よい成績か） 65位 

＜どれくらい当てはまるか；例、数学は全く得意でない、よい成績をとっている、得意

科目のひとつだ＞ 

 

◇｢数学に対する不安｣＜不安を肯定する率＞ 12位 

＜次の～はあなたにどれくらい当てはまるか；例、数学の授業に全くついていけないの

ではと心配になる、数学の宿題をやるとなるととても気が重くなる＞ 

 

■分析各国(17)で、これらの指標と数学的リテラシーとは正の相関（不安については逆の

相関）。日本はこの傾向が他国より比較的強い。 

＊興味関心、動機付け、自己効力観などを高めることができれば（因果関係が明らかなわ

けではないが）、リテラシーはより高まる可能性も。 
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２．極端に低い自己肯定感 
勉強についての興味・関心、やる気のほか、自分自身に対する前向きな評価が出来ている

かを見てみると、こちらも全般的に評価が低い。奥ゆかしさといった国民性や、自分にはい

ろいろなことが出来る、と前向きに評価することを表向きに言いにくい文化性等があるの

かもしれないが、それにしても、日本の子どもたちの自己評価は非常に低いといわざるを得

ない。「自己肯定感」と専門家はいうが、自分を前向きにとらえる、評価出来ることはとて

も大切である。学校教育でも「知・徳・体」バランスの取れた教育をしましょうといってい

るが、それが成り立つためには、自分に対してそれなりの肯定感がないとうまく回っていか

ないと思われる。やはり、誰かの役に立てる、そして自分なりの達成感がある、それが前向

きな行動につながっていくのではないかと思われる。そういった意味では、いわゆる教科の

勉強も大切であるが、それ以外のさまざまな活動を子供たちに体験させる、その中で自分に

対しての価値観を認める、自分なりのものを掴んでいく、そういった経験を持たせることが

大切であり、学校の中、或いは地域の中でも進めていきたいと考える。 

 

図1．他国の子供に比べて、低い日本の子供の自己肯定感① 

 

図1．他国の子供に比べて、低い日本の子供の自己肯定感② 
出典：「高校生の心と体の健康に関する調査2011.3」（財）一ツ橋文芸教育協会、日本青少年研究所 
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〇高校生への質問調査「自分自身はどんなタイプか？」 

◇「クラスのみんなに好かれる人か」 

日本7.6% 韓国19.6 米37.5 中国51.5 

 

◇「失敗を恐れず挑戦する人か」 

日本14.6% 韓国24.3 米66.5 中国58.8 

 

◇「リーダーシップをとるか」「友達を積極的に助けるか」 

「決まり・ルールを守るか」「正義感が強いか」など (この調査での自己肯定感項目) 

どれも、日本の高校生は、極端に低い数字。自己肯定感が低い。 

（日本青少年研究所H22発表「高校生の生活意識」国際比較調査） 

 

●自己肯定感は学年が上がるにつれ低下。特に中高生で激減 

（国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実態調査」24年度報告） 

 

質問「学校の友だちが多い方だ」、「学校以外の友だちが多い方だ」、 

「勉強は得意な方だ」、「今の自分が好きだ」、「自分には自分らしさがある」、 

「体力には自信がある」 

◇自己肯定感のある子ども（「とても思う」＋「少し思う」） 

小学4年で64％ → 中学2年で32％ → 高校2年で28％ 

＊「とても思う」だけで見ると、 

小学4年で21％ → 中学2年で6％ → 高校2年で4％ 

 

●自己肯定感について 

◇子どもたちが、自分に対して肯定的・積極的な気持ちを持つころは、子どもの知･徳･体

の成長を支える基盤となるものとして、大切。 

◇自分自身がかけがえない大切な存在だとの気持ち（自尊感情）は、安定して落ち着    

いた生活に欠かせなく、特に、いじめに負けない力や不登校に陥らない力の伸張につな

がる。 

◇自分はやれる、誰かの役に立てるという気持ち（自己有用感）は、活動するときの     

前向きな意欲、がんばり、粘り強さなどの伸張につながる。 

◇友達がいる・友達に受け入れられているとの気持ち（他者とのつながり感）は、他 

者との協働性、新しいものへの好奇心・チャレンジ精神の伸張につながる。 
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（自己肯定感を高めるために） 

◇子どもの自己肯定感は、自分を大事な存在だ、他の人の役にたつ存在との、積極的な自

己評価の気持ちを、日ごろの活動・体験を通じて、自ら持てるようになることが大切。 

◇特に、他者との関係において、培われることが多い。 

 

（考えられる対応） 

◇子どもに多様な活躍の機会を与え、実践して自ら達成感を味わい、周りからも承認され

るという機会を作る。 

  

次に、体験と自己肯定感の関係についてのデータを示す。例えば、山登りやキャンプ 

などの活動による自然体験が多いほど自己肯定感が高く、家の手伝いを行う、小さな 

子どもの面倒をみるなど日常生活における生活体験を多様に行っている子どもほど、 

自己を肯定的に捉える気持ちが強いとわかる。 

 

■自然体験が豊富な青少年ほど、自己肯定感が高い傾向にある。 

これらは、どの学年（小学生、中2、高2）においても、同様の傾向が見られる。 

図2．自然体験と自己肯定感の関係  

 
■生活体験が豊富な青少年ほど、自己肯定感が高い傾向にある。 

また、どの学年（小学生、中2、高2）においても、同様の傾向が見られる。 

図3．生活体験と自己肯定感の関係 
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Ⅱ．新しい学校教育改革 
 このような状況を背景として、今、新しい学校教育改革が始まろうとしている。これまで

は、各教科、各学年、どの程度どのような内容を教えるかについて、よく議論をして学習指

導要領がまとめられていたが、今回、かなり根源的な問題意識にさかのぼり、全面的に、体

系的に組み直している。何が、どのように出来るようになるのか。それは、何を知識として

得る、ということではなく、得ることにより何が出来るようになるのか、子どもたちにどの

ような能力を求めるのかを先ずはっきりさせる、そのためには、各教科で何を学ぶのかを整

理し、どのように学ぶのか、学ぶ方法も抜本的に見直し、一人一人をどう支援するのか。そ

して、教育活動の中で何が身についたのかをはっきり評価するという観点で、相対的に一貫

した理念のもと、学習指導、教育課程が構造化されたものといえよう。このたび改定された

学校指導要領から、いくつかの改正内容を下記に示す。 

 

１．学習指導要領の改定（H29.3） 
育成すべき力は何かという議論が行われ、今回の指導要領の中ではこれまでの「学力」に

代わり、幅広く「資質・能力」という観点でみるようになった。「資質・能力」は「知識・

技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性」の三つから成るものと構造的

に分析され、併せて、多様性の尊重、他人との協働、リーダーシップ、チームワーク等、皆

と一緒に頑張りながら前向きに勉強していこうという力も必要な能力として定式化される

ようになった。今までの文科省においては、「学力」について、知識か考える力か、と二項

対立的な考え方が多かったが、今度はそれとはいささか異なっており、過去には、ゆとり教

育か詰め込みかという議論もあったが、それらも踏まえて新しい打ち出しをした点が革新

的であるといえる。 

ここで「資質・能力」の関係から、「学力」をこれまでどのようにとらえてきたかを振り

返ってみる。平成10年時の改訂では、生きる力が大切であるとし、すこしゆとりを持たせな

がら考える力を養おうという考えで学習指導要領が出された。そこでは、知識・技能という

より、思考力・判断力が大切として、知識よりも考える力が強調されたが、それでは必要な

能力が身につかないのではないかと、学力低下論争が起こったことがあった。その後、PISA

における「学力」への捉え方が、コンピテンシーという言葉で表されるようになり、従来の、

知識をたくさん獲得するのが学力というものではなく、得られた知識をどう活用できるか、

具体的な問題解決につなげることができるか、ということが大切であるという見方で、今そ

れが世界でも主流の考え方になっている。これらを受け、日本でも学校教育法の改正があり、

学力の三要素がうたわれるようになった。詳細を下記にまとめる。 
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〇教育課程編成にあたり、「何ができるようになるのか」、「何を学ぶのか」、「どのよう

に学ぶのか」、一人ひとりに向けて「どう支援するのか」、「何が身に付いたか」評価し、

改善につなげる。教育を総体化、一貫した理念での構造化 

 

（１）「何ができるようになるのか」：育成すべき資質・能力 
①「知識・技能」の習得 

②「思考力・判断力・表現力等」の育成 

③「学びに向かう力・人間性等」の涵養 

（主体的に取り組む意欲、多様性を尊重する態度、他者との協働のためのリーダーシッ

プ・チームワーク、コミュニケーション能力、豊かな感性・豊かな人間性など） 

＊｢ゆとり教育｣か｢詰め込み教育｣かの2項対立的な議論ではない 

 

●1998（平成10）学習指導要領の改訂「生きる力」の育成 

知育；自分で課題を発見し、自ら学び、考え、判断、行動し、問題を解決する資質能力 

◇学習指導時間の削減、教育内容3割削減 

⇒学力低下、ゆとり教育の是非、学力の考え方、教育課程の在り方で論争 

 

●PISA調査での学力認識 

「コンピテンシー」（能力）：単なる知識や技能だけではなく、技能や態度を含む様々な心

理的・社会的なリソースを活用、特定の文脈での複雑な課題に対応 

「キーコンピテンシー」 

① 社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用する能力 

② 多様な社会グループにおける人間関係形成能力（自己と他者との相互関係） 

③ 自律的に行動する能力 

 

●学校教育法改正（2007・H19）学力の3要素 

「基礎的な知識･技能」 

「これらを活用して課題解決に必要な思考力･判断力･表現力等」 

「主体的に協働して学ぶ態度＝主体性・多様性・協調性」 
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●社会人基礎力（経済産業省が2006年から提唱） 

職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力 

「基礎学力」「専門知識」に加え、それらを活用するための「社会人基礎力」 

＜前に踏み出す力＞  ◇主体性 ◇働きかけ力 ◇実行力 

＜考え抜く力＞      ◇課題発見力 ◇計画力 ◇創造力 

＜チームで働く力＞  ◇発信力 ◇傾聴力 ◇柔軟性 ◇状況把握力 ◇規律性 

◇ストレスコントロール力 

 

今回の学習指導要領の中では、特定の能力をつけるためにそれぞれの教科でどのよう

に貢献するかを総合的に見ながら教育すべきということから、教科を横断或いは総合し

て、教育編成をすべきと打ち出されている。何を学ぶか、どのように学ぶか等につい

て、キーワードとその具体例を以下に示す。 

 

（２）「何を学ぶのか」：教育内容 
○めざすべき資質・能力を踏まえた知識・技能を順序だてて整理。単なる個々の知識  

の習得ではなく、各教科等の本質を理解するための「主要な概念」の習得が必要。 

（その資質・能力と各教科等の役割・相互の関係の構造化） 

 

（３）「どのように学ぶのか」：教育方法 
○アクティブ・ラーニング（「主体的・対話的で深い学び」に向けて） 

言語活動、探求的な学習活動、体験的な活動、ICT等を踏まえアクティブ・ラーニング

など 

 

（４）「何が身についたのか」：評価 
○ペーパーテストにとどまらず、論述やレポートの作成、発表、グループでの話し合  

い、作品の制作等の多様な活動に取り組ませてのパフォーマンス評価 

資質能力の伸びを把握できるように、日々の記録やポートフォリオの作成 

 

（５）「カリキュラム・マネジメント」 
○各教科の内容を相互関係で捉え、教科横断的な視点で教育内容を組織的に配列 

○編成、実施、評価、改善の一連のPDCAサイクルを確立 

○教育内容と教育活動に地域等外部の人的・物的資源を活用 

○教育課程が全体として円滑・的確に運営されるよう、必要な環境・条件が整備されるよ 
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うにすることなどすべて 

 

２．地域との協働推進 
学習指導要領の改訂に伴い、さまざまなスローガンが掲げられた。これらのスローガンか

らも、改革の特徴がわかる。主な内容を以下に記す。殊、「地域とともにある学校」として、

地域の人々、地域の力を借りましょう、という考え方は、従来の学校或いは教育からすると

非常に新しいことである。 

 

（１）「地域とともにある学校」「社会に開かれた教育課程」 
○学校は、地域の人々に、学校の目的・目標を理解してもらい、求められる子どもの     

資質・能力を明確にし、実現するため、地域の人的・物的資源を活用し、教育課程  

の編成・実施を目指すことが必要 

 

（２）「チームとしての学校」 
○学校運営は、教職員だけで行うのではなく、専門性を持つ人々（カウンセラー、ソ   

ーシャルワーカーなど）、地域の人々とチームを組んで諸課題に対応し、保護者や  

地域の力を学校運営に生かしていくことが必要 

 

（３）「学校運営協議会（コミュニティ・スクール）」 
○教育委員会が指定する学校に設置。 

学校の児童生徒の保護者、地域住民等から、校長の意見具申に基づき、教育委員会   

が任命。 

○学校運営に係り、以下の業務を行う。 

①校長の学校経営計画の承認、 ②学校教員人事への意見表明、 

③学校・教委への意見具申。  新たに、④学校支援が協議事項に。 

○設置の努力義務化。 

 

（４）「地域学校協働活動」 
○教員単独の指導では得られない貴重な教育成果が可能となる。 

 地域の人々にとっては、またとない生涯学習実践となる。 

○学校への「支援」から、地域と学校のパートナーシップに基づく「連携・協働」へ。 
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○「地域コーディネータ」の役割が重要。学校と地域の事情に精通。連携・協働事業を調

整し、地域のボランティアに声をかけ、学校が求める活動に従事してもらう。教職員

の連携に対する不安や事務負担の軽減に寄与。連携協働成功の要。 

 ○「地域学校協働活動推進員」（コーディネータ、学校ボランティアなど）の委嘱、学校

運営協議会委員としての任命。 

 ○「地域学校協働本部」（従来「地域学校支援本部」：地域ごとに多様な名称も） 

   地域の団体や住民・ボランティアの参画。個別活動から「総合化・ネットワーク化」

へ。組織化・継続化や活動間の連携の促進につながる。 

地域住民参画による活動；学校支援活動、土曜日教育活動、放課後子供教室、家庭教

育支援、地域社会による地域活動など多様に展開。 

○「学校を核とした地域づくり」（学校を核とした協働により、地域を担う人材の育成、 

コミュニティの形成・活性化を図る） 

 

これらを踏まえ、協働推進における課題を以下にまとめる。 

 

（課題） 

◆多くの教員に、依然として、連携の必要性・重要性が、十分に納得されていないという

ことがある。かえって連絡、調整など付加的業務が大変との思いも。 

◆教育としての有効性、効率性を確保する観点から、活動を教科等のカリキュラムに位置

づけることがもっと企図されてよい。 

◆せっかくの事業が形骸化し、子どもへの教育的効果が不確かなままの実践になってし

まう恐れも。成果の確認、内容・方法の見直しの必要。 

◆連携・協働は手段であって、目的ではない。 

 

今後もそれぞれの活動の良さを具体的に検証しながら、さまざまな活動を実効的に行う

必要があるといえよう。しかしながら、形骸化してしまう、やらないといけないからやる、

というようになると成果はなかなか追いついてこない。本音の部分でのいろいろな問題を

クリアしながら、連携・協働を進める時代になったといえよう。 
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Ⅲ.家庭、学校、地域の連携推進 
 「家庭、学校、地域」の連携推進にあたり、法令では、三者の連携の重要性がうたわれ、

学校を中心に連携した活動を行おうといわれている。ここでは、いくつかの法令を紹介する。

教育基本法13条には、連携してやらなければならないということが新たに加えられた。学校

教育についての基本的な法律である学校教育法では、学校では目標達成のために子どもた

ちに体験的な学習活動、ボランティア活動、社会奉仕体験、自然体験等の充実に努めること、

その場合には、社会教育関係団体、関係期間との連携に配慮しなければならないとあり、保

護者、地域の方々との連携協力、情報公開についても記されている。また社会教育法では、

社会教育が学校教育との連携を確保し、学校、家庭、地域、三者の連携・協力についてもう

たわれている。 

 着目したいのは、こういった連携を図る際、「社会教育主事」という人が教育委員会に居

るということである。これは専門職で、地域のことをよく知っていて、人々の生涯学習を推

進する、或いは学校の支援をする役割であるが、特に、学校との連携においては、法律で役

割を規定するということになっている。 

社会教育施設においても学校との関係が重視されており、「博物館法」では、学校と協力

して活動を支援すること、「図書館法」でも、学校教育の援助が大きく打ち出されている。

さらに、最近できた「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」でも、学校教育との連携とし

て、特に、実演芸術の鑑賞、参加が出来るよう自治体は必要な措置を講じるようにと示され

ている。施行通知に詳しい指導通知が出ているが、子どもたちにとって実演芸術に触れるこ

とは、発想力・コミュニケーション能力を培う、将来の芸術家の育成、芸術鑑賞能力の向上

として重要だとし、自治体は文化担当部局、教育委員会、学校その他関係機関、実演芸術団

体と相互に協力・連携し、学校での活動に努力して欲しいとあり、法令的にもさまざまな規

定があり、連携は必須ということを述べておく。 

 

１．法令での協力・連携の推進規定 
（教育基本法） 

○学校・家庭・地域の連携（13条） 

◇「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自

覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」 

 

（学校教育法） 

第31条 小学校においては、・・・・目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当

たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然
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体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育

関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。 

 

第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解

を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の

教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。 

 

（社会教育法） 

第3条（国及び地方公共団体の任務） 

3 国及び地方公共団体は、・・・社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連 

性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に 

資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の 

関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。 

 

第5条第2項 市町村の教育委員会は、前項第 13号から第 15号までに規定する活動 

であつて地域住民その他の関係者（「地域住民等」）が学校と協働して行うもの（「地 

域学校協働活動」）の機会を提供する事業を実施するに当たつては、・・・・・必要 

な措置を講ずるものとする。 

 

第9条の3 

社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、 

命令及び監督をしてはならない。 

 

2 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得 

て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。 

 

（博物館法） 

第3条（博物館の事業） 

1項11号   学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力

し、その活動を援助すること。 

 

2 博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、国民の実生活の向上に

資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。 
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（図書館法） 

第3条（図書館奉仕） 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿 

い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おお 

むね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。 

 

4 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属

する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 

 

9 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。  

 

（劇場、音楽堂等の活性化に関する法律） 

第15条 （学校教育との連携） 

 国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸術を鑑賞し、又はこれに参加すること

ができるよう、これらの機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

 ◆法律施行通知 

（留意事項3 学校との連携） 

実演芸術に触れることを通じて、子どもの発想力・コミュニケーション能力の育成、将来

の芸術家の育成、芸術鑑賞能力の向上を図ることは重要。 

地方公共団体の文化行政担当部局、教育委員会、学校その他の関係機関、実演芸術団体そ

の他の関係団体においては、相互に連携・協力し、学校において、実演芸術を鑑賞し、参

加することができるよう、機会の提供等に努められたい。 

 

２．地域の参加・交流とソーシャル・キャピタル(社会関係資本) 
地域との連携は、これまで、その有効性が経験的に確信され、施策展開が図られてきたが、

ソーシャル・キャピタルの理念と実証研究により、学問的にも連携の重要性が明らかにされ

つつある（「第2期教育振興基本計画」にも規定）。先に日本の子どもたちの学習意欲が低い

ことが問題と指摘したが、ソーシャル・キャピタルの度合いが高い学校或いは学校区ほど子

どもたちの学習意欲は高くなり、実際の学力も高くなることが明らかになっている。つまり、

教育達成にとって、地域と学校が連携する、さまざまな活動で地域の人たちが子供たちと交

流するということがとても効果のあることだとされている。ここから、地域のネットワーク、

信頼関係づくり、地域と学校の連携がとても大事になるだろうと考えられる。 
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○ソーシャル・キャピタル 

◇ロバート・パットナム 

・「ソーシャル・キャピタル」とは「調整された諸活動（人々の協調行動）を活発にする 

ことによって社会の効率性を改善できる、信頼、（互酬性の）規範、ネットワークとい 

った社会組織の特徴をいう」 

 ・子どもの教育成果の向上、近隣の治安の向上、経済発展、健康と幸福感の向上、民主主 

義の機能化、より良い政府の実現などにつながる 

 

 ◇露口健司・愛媛大学教授の研究成果 

保護者が学校に協力的で、学校を信頼し、 

教員が生徒を信頼、生徒が教員からの支援を期待し、 

生徒同士のお互いの信頼が高いなど、；信頼性の高い学校区ほど、 

子どもの学習態度形成やひいては学力向上に好ましい成果を挙げている。 

 

 ◇志水宏吉・大阪大学教授の研究成果 

「経済資本」（世帯収入）と「文化資本」（保護者の学歴と文化活動） 

 「社会関係資本」（家庭・地域での人間関係） 

（保護者）配偶者との話・学校行事参加・PTA・地域活動等 

（子供）家での話・家族との夕食・友達・地域活動・地域への関心等 

これら3つの要因は、独立して子供の学力にポジティブな影響 

保護者の経済力や学歴が低くても、子どもを取り巻く人間関係が豊かなら、 

学力は高くなる可能性            

 

３．社会教育施設等による学校との連携支援事業例 
学校教育を支援する活動、協働する活動について、いくつかの事例を以下に紹介する。社

会教育施設が学校支援の活動を行う場合が多いが、このほかにも、プラットフォーム事業、

また大学生や学習塾等民環境事業者、NPOが率先して学習支援にあたる活動なども各地で

行われている。 

 

（学校教育支援） 

○公益財団法人 大原美術館（倉敷市） 

幼稚園・保育園児を対象に、一人の園児が年間、複数回（平均3.5回）訪れ、各回「絵画

鑑賞とパズル」「彫刻鑑賞」「美術館探検」などのメニューを体験（1時間～1時間半）。
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子どもたちが楽しみながら作品や美術館にふれ、それをとおし豊かな心が育まれるため

の一助に。 

 

○認定NPO法人芸術資源開発機構（略称ARDA、アルダ） 

「対話による美術鑑賞」の手法を活かして、美術作品を知識に頼らず、よく見て考え、話 

して、聞くことを重視するプログラム（45分間）。 

クラスごとに児童を5人程度の班に分け、各班に1～2人のコミュニケーター（ボランテ

ィア）が付いて、アートカードを利用してアートゲームを行う。 

これにより、・アートや美術作品に興味や関心を持つ。・美術鑑賞は、特定の見方が定ま

っているものでなく、自由であり、いろいろな見方があることを学ぶ。・言語力や、思

考力、コミュニケーション力などが育める。 

 

○東京都台東区立根岸小学校 

3年生理科単元「私たちの体」14時間；うち2時間を国立科学博物館で学習。 

事前打ち合わせ    学校・博物館で計8回 

 当日  オリエンテーション  教師により10分（学習内容の確認） 

 児童の自主学習の後、博物館員の指導（3カ所、各25分）  

 準備；学習シート、骨格標本、スタディールームの学習キット、全身模型 

 事後指導；見学直後；教師がまとめ、職員が質問への説明。後日、学校での指導 

 

○滋賀県立琵琶湖博物館「ミュージアムスクール」 

 ◆「湖と人間」を考える総合的な環境学習を目指し、博物館での体験的活動を組み込ん 

だ学習プログラムを学校と連携して実施。小中高校でモデル事業を実施。高校では、 

学習博物館での実習（5日間）が高校の正規単位に 

◇ 総合的な学習や教材学習で活用してもらうための体験学習プログラムを開発・  

実施。教職員等研修（博物館を有効に利用してもらうための展示概要や活用法を解

説。教職員の専門技術の向上や自然への興味関心の高揚も。 

 

○大阪府立近つ飛鳥（ちかつあすか）博物館 

・来館の小学生へのワークショップ；展示室で沓（くつ）や冑（かぶと）などの観察、 

厚紙などでの再現。つくる過程で、考え、意見を出しあい、古墳時代を身近にとら 

える。 
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・学芸員が小学校へのアウトリーチ活動；「古墳人になりきってみよう」では、銅鐸・

銅鏡を使い、ストーリーを創作、最終的には寸劇まで。 

 

●文化芸術による子どもの育成事業 

小学校・中学校等において、文化芸術団体による実演芸術の「巡回公演」、個人・少人 

数の「芸術家派遣」により，質の高い文化芸術の鑑賞・体験機会を確保。 

「子供 夢・アート・アカデミー」（日本芸術院会員による講話や実技披露，実技指導）、 

「コミュニケーション能力向上事業」（芸術家の学校派遣、ワークショップでコミュニ 

ケーション能力育成） 

 

●地域教育推進ネットワーク東京都協議会 

子どもの教育活動に、企業・NPO等の専門的な教育力を効果的に導入するためのネッ 

トワーク（H17.8から）。H28年現在；企業156、NPO105、財団・社団52、任意団体 

72、大学12など 

◇日本IBM「風力発電」、ENEOS「環境教室」、ソニー生命「ライフプランニング」、 

明治「食育」、三菱自工「電気自動車」、東レ「理科実験」・・・ 

 

（地域での教育支援） 

○京都市「みやこ子ども土曜塾」 

京都ならではの多様な学習資源を生かして様々な学びの場を提供し、子どもたちを育む、 

市民ぐるみの取組。市民ボランティア19万人による、子供の学びのための4000事業；京 

都ガイドツアー、皿の絵付け、西陣手織り体験、囲碁、将棋、英会話、ゲームアプリ作 

成、サイエンスワークショップなど 

 

○大分県・豊後高田（ぶんごたかだ）市「学びの21世紀塾」 

地域の人々・教員などによる「寺子屋講座」（幼・小・中学生を対象に、英会話・国語・ 

算数・数学・そろばん・合唱等）を実施。全国学力テストでも高い成績。小学生対象の 

「パソコン講座」、「夏季・冬季特別講座」（中学3年生対象の7日間の集中講座）、「わ 

くわく体験活動事業」（土曜日、ものづくりや体験活動）など、多様な学習活動・体験 

活動を実施。 
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○「地域未来塾」（国庫補助事業） 

経済的な理由・家庭の事情により、家庭学習が困難、学習習慣の身に付かない子どもに、 

大学生や学習塾など民間教育事業者、NPO等による学習支援 

 

４．連携事業の実施方策 
これから、もし皆さんのところでも学校支援、子どもたちの教育支援を検討することにな

った際には、ぜひ前向きに捉えていただきたいと思う。その際に特に考えていただきたい項

目を次にまとめる。 

 

（どんな風に進めるか；施設サイドから） 

①施設として、学校教育にかかわって何ができるのかを検討する。 

 学校との連携･支援が、施設にとってどのような意味合いがあるのか、 

 何ができるのか、どのような効果が期待できるのかなど。 

 施設としての強み、特徴を再確認。 

 

②学校側の教育課題、ニーズの把握 

 学校側との協議の中で、学校が何を必要としているのか、どのような連携支援が有 

意義か、実際にどのように係れるのか 

自ら直接関わる場合のほか、地域の関係団体･人材の仲介の場合もある 

◆学校の状況に配慮も必要。（学校は早い段階で年度計画を策定する。 

カリキュラムもかなり盛りだくさんの状況に。教員の多忙状況も。 

子どもの状況も多様化など）   

 

③対応・交渉の相手を探す 

  地域学校支援本部などがある場合、地域コーディネータが有効 

 学校ごとにスクール･コーディネータといわれる方もいる 

 各学校の担当教員・副校長、PTAの担当、最近は、地域連携担当の教員も教育委員会 

事務局に社会教育主事がいる。地域での人材との広範なネットワークを持っているこ

とが多い。 

 

④事業計画の策定 

初めの段階から一緒に計画を。決定に関わらなければ、やる気が高まらない。 

現実の条件・事情を十分勘案の上、無理のない事業案に 
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⑤事業実践、成果の確認、事業評価も一緒に 

 

以上は、施設が直接学校と関わる場合を念頭に置いて挙げた項目であるが、劇場やホー

ルの場合は、自らが関わる他に、劇場やホールに関わるさまざまなNPOや団体の人々によ

る学校支援の斡旋や調整を行う、という役割も出てくるだろうと思われる。さまざまなケ

ースが想定されるが、いずれにしても、今変わりつつある子どもたちのために、学校教育

のために、お力添えをいただけることがあればありがたいと思う。学校と地域連携の一役

を担っていただければ幸いである。 

 

i OECD生徒の学習到達度調査（Programme for International Student Assessment, 
PISA）は、経済協力開発機構（OECD）による国際的な生徒の学習到達度調査のこと
で、日本では「国際学習到達度調査」とも言われる。読解力、数学的リテラシー、科
学的リテラシーの三分野について本調査が行われている。 

                                                      


	（どんな風に進めるか；施設サイドから）

