


　昭和女子大学現代教育研究所のフォーラムは今回で 4回目を迎えました。これまで道徳教育

や教育での ICT 活用など、一つの研究グループの活動に関わるテーマで行ってきましたが、今

回は、研究所全体の「コアプロジェクト」の成果を発信する場になることを目指して準備を行っ

てきました。

　具体的には、学校がカリキュラム・マネジメントを進めていくために、総合的な学習の時間

や特別活動等と並行して、教科の枠を超えた授業実践の可能性を追求することを目的としてい

ます。それは、学校の教職員の連携のみならず、学校と地域・社会との協働によって実現する

ことができるものです。

　現在、道徳の教科化や新学習指導要領の告示を受けて、現場では新しい動きが模索されてい

ます。しかし行政の動きに「対応」するのではなく、学校が、子どもや社会の現状と課題と必

要（ニーズ）を踏まえて、自己改革をすることが必要ではないでしょうか。

　今回のフォーラムは、「共創する学び」を主導されている山住勝広先生のご講演と、様々な視

点から取り組みを行われている 3名の実践報告を中心に構成しました。本日のフォーラムの内

容が、広く共有され、参加の方々の実践に結びつくことを期待しています。

　なお本研究所では、ともに活動を進めていく研究員を、外部から広く募集しております。

本日のフォーラムをきっかけとして、研究所を知って頂き、また活動に加わってくださる方が

増えることを願っています。
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ご挨拶　　

現代教育研究所　所長　友野清文
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２０１８年２月１７日 

第４回現代教育研究所フォーラム資料  

北海道大谷室蘭高等学校

藤 田 真 理 子 

地域とともに育む室蘭学の実践 

～地域の未来を創るあなた達の心～

はじめに 

本校では、２年前から「進路学習」を学校設定科目の中に設定しました。それは、キャリ

ア教育の一環としてや、アクティブラーニングへの取り組み、表現力を育成することなどを

考えての試行錯誤の中の取り組みでした。毎週事前打ち合わせと準備をしながらの実践でし

たが、１年間を終えたときの生徒の変化と成長は驚くほどでした。何より自分の目標に向か

って自立して学ぶことやボランティアや校外活動へも自立して取り組む様子がありました。 

その中で、案内すると地域のまちづくりワークショップに参加し、地域で抱える問題を考

え、解決に向けて大人とともに考える生徒達がいました。地域愛にあふれ、真剣に地域の未

来を考え、地域の方々に育てられていました。そして、起業のためのビジネスプランを考え

た生徒もいました。  

 今年度、進路学習がスタートから３年目にあたり、地域を知り、人口減少がすすむこの地

域で、地域を誇りに、主体的に地域を考える力を育みたいと考えて「室蘭学」を進路学習の

中に取り込んで実践しました。１年間で５回実施のあまり多くはない取り組みでしたが、こ

れこそ社会に開かれた教育で、地域と共創する学びがあり、何より生徒達は変わったと感じ

ています。同時に、ファシリテーターとなる先生方も少しずつ変化したと実感しています。 

学習指導要領や大学入試が大きく変わろうとする中、教員の働き方改革や学びのレリバン

スも叫ばれています。地域を愛し、社会や地域の直面する課題を考え、いつか地域に戻って

きたいと思う心を育む一端になる、教科横断の地域と共創した「室蘭学」の実践を、大変大

まかで未完成な授業ですが、少し報告させて頂きます。 

１． 本校の設置状況 

場所：北海道室蘭市（人口８万９千人） 

生徒数：３９２名  私立普通科  真宗大谷派の教えを建学の精神に持つ 

間口：１２クラス  部活動参加率９２％（運動部・文化部） 

進路：進学者約８０％ 

２． 「室蘭学」について（進路学習の中の５回） 

進路学習の一環として室蘭学という講座を年５回実施する。地域を学ぶということを

通して、これまでの歴史や成り立ちそしてこれからの自らの歩み方 を考える機会と

してほしいということが願われている。 各回は２時間続きの時間設定で、１時間目

は講師からの講義。２時間目はグ ループ討議、発表という形で能動的学習（アクテ

ィブ・ラーニング）への取り組みも行う。また振り返りシートを各自作成し、取りま

とめた結果が各講師へ報告される予定。各講師からの講義内容は、「室蘭」というも 
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のを中心 に据え、そこに関連することがらについてである。 また４回実施後に室蘭をテー

マにした映画「モルエラニの霧の中」（現在製 作中）を講堂にて上映・鑑賞する。

講義内容 

① 宇宙から見た室蘭 「タイムマシンに乗って見るワクワク室蘭」 村田正望氏

② 写真から見た室蘭 「Jewelry City 室蘭☆」 関 浩勝氏

③ 市民活動から見た室蘭 「あなたが変わると室蘭が変わる」三木真由美氏

④ 外から見た室蘭 「むろらん・てつのまち写真館」山田正樹氏

⑤ 映画「モルエラニの霧の中」を講堂にて上映・鑑賞  坪川 拓史監督 

１時間目 講演を聴く・映画鑑賞（講堂） 

２時間目 グループワーク・ディスカッション・プレゼンテーション・ふりかえり 

①授業の位置づけ ・高校３年生 学校設定科目「進路学習」 ２単位

・毎週水曜日の５・６時間目の２時間続き

②実施クラスの本校での位置づけ

実施学年 ：３学年（Ａ組：情報系 Ｂ・Ｃ組：福祉系 Ｄ・Ｅ組：文理看護系）

   人数：全クラス１２９名中の部活体育の生徒以外の９６名 

（但し、野球部・陸上部１３名は夏の全国大会が終わると参加してくる） 

③目標（進路学習全体）

・自立して進路計画を考え取り組む力の育成

・表現力とコミュニケーション力の育成

・自主的に学習する時間と習慣の確立

・自ら学び続ける力の育成

・書く・話す・聞く・表現する力の育成

・自分の住む室蘭を知り、室蘭を考える力の育成

④方法

・リサーチワーク ・グループワーク ・ディスカッション ・プレゼンテーション

・ふりかえり （毎回振り返りシートを最後に提出する。）

⑤ 担当者４名 ４教室使用（状況に応じてグループ分けを全体で行う）昨年までは６名

３．「室蘭学」を終えて 

①生徒在籍

３年生 １２９名（男子６０名 女子６９名）

室蘭市出身 ５１名（39.5％） 

伊達市出身 １３名 

登別市出身 ２３名（27.9％） 

ここまで（67.4％） 

その他管内 １6 名 

管外出身者 ２２名 

道外出身者 ４名 （32.6％） 
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②担当者の総括   

 生徒について 

  ・室蘭について今までよく知らなかったことがわかった    

  ・室蘭のことがわかった 

  ・室蘭に関心を持つようになった 

  ・室蘭で何か協力しようとする姿勢がうかがえる 

  ・他の地域についても比較したり、関心を持つようになった 

  ・室蘭に愛着や誇りを感じている 

  ・時間があれば、ボランティアやイベントに参加したいと考えるようになった（参加し

ている） 

  ・発表することに慣れてきている 

  ・生徒自身の進路学習総括で考え方の変化や成長を実感している 

教員について 

  ・教員も、室蘭のことがわかった （知らないことが多かった） 

  ・地域に愛着を持って取り組み、遠い将来、戻ってきてほしいと思っている 

  ・地域の方々と取り組むことが新鮮だった 

  ・地元の生徒が知った・市外の生徒が知った・の二面性があった 

  ・学校がキーステーションになって、コンサートやイベントを個々にやるより協力して

やってはどうか（つながりがない）と考えた。 

   （２月４日にコンサートと後援会を連携して、市民対象に学校で実施できた） 

 来年度に向けて 

  ・続けていきたいが、視点を変えてみても面白いと思う 

  ・外から見て気づくところと中の現場で働いて気づくことなども聞けたら面白い 

  ・最後に「ブラタモリ」を見せたい 

  ・後半にシンポジウムがあってもよいのではないか  

③ その他 

  ・「日本政策金融公庫主催の「ビジネスプラングランプリ」に応募して、全国３２４７ 

件の中からファイナリスト１０件に選ばれて、東京大学でプレゼンをして優秀賞を受 

賞した。（日本政策金融公庫のＨＰ参照） 

  ・多くの新聞紙面で「室蘭学」や生徒が紹介されて励みになった。 

④ 「室蘭学」講師紹介 

 ・第一回 村田正望氏  

一般社団法人むろらん１００年建造物保存活用会代表理事 ・・・歴史・科学系 

入居していた建物が、北海道の歴史上、とても重要な歴史的建造物だと知るも、取り壊しの

危機に直面。最終的に理事５名で法人設立し、買取し、取り壊しの危機を回避。公共施設を

目指し、暫定的に建屋に残留する。Local is Global の精神は研究時代からのポリシー。認知

科学的な観点から、歴史空間の「記憶を呼び覚ます効果」を重要視し、法人運営を行う。 

また、世界で唯一“地球の岬”のある室蘭でデザインした宇宙キャンドルを世界へ発信して

いる。室蘭出身、室蘭栄高校、東京理科大学、電気通信大学大学院修了（首席）、工学博士。 

国内外特許多数。日本認知科学会会員。趣味は、水泳、料理創作、乱読等。現在、北星株式
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会社 代表取締役。HOQSEI CANDLE MUSEUM 代表。 HEARTSHEART Labo 代表 

・第二回  関 浩勝氏 

一般社団法人むろらん１００年建造物保存活用会事務局長   ・・・写真系 

むろらん 100 年の趣旨に賛同し参画。代表作「円形校舎に雪が舞う」で、全国にも貴重な

円形校舎の絵鞆小学校を全国に発信。北海道新聞ローカル版、全道版に大きく取り上げられ

る。ドローンによる室蘭の写真、映像などで、室蘭から室蘭の魅力を世界に発信する。室蘭

の夜景写真集「Jewelry City 室蘭」は、ふるさと納税返礼品に。室蘭出身、室蘭工業高校卒

業、現在、㈱キメラ。フリーランスフォトグラファー。工場夜景他で、様々な賞を受賞して

いる。 

・第三回 三木真由美

一般社団法人むろらん１００年建造物保存活用会理事 ・・・まちづくり系 

旧三菱合資会社室蘭出張所の危機にあたって、先頭切って出資すると存続への道筋をつけた。

人を支援することを喜びとし、感情から論理で考え行動する実践派。 

ＮＰＯ共同で、蘭西にチャレンジショップをオープンし、観光と文化の発信を行うほか、子

育てしながらも、人を支援するための多面的な活動をする。実は、優秀なエンジニア。茨城

県出身、茨城県立土浦一高、東北大学工学部材料物性学科卒業。 

大手製造会社に、材料系技術者として勤務した。現在、NPO 法人室蘭 NPO 支援センター

創設理事長、NPO 法人テツプロ理事、チャレンジショップ代表 他。 

・第四回 山田正樹氏

一般社団法人むろらん１００年建造物保存活用会副代表理事 ・・・ＩＴ・文化系 

旧三菱合資会社室蘭出張所取り壊しの危機に際して、facebook で呼びかけを行い、一夜に

して「700 いいね！」を集める。この行動が存続への多数のメッセージにつながる。頻繁に

室蘭に通いデータベースを作り公開。facebook、ブログ等を通して、東京から室蘭を発信し

ている。その情報量は膨大。目の前に世界に通じる大切なことがたくさんある。保存活用を

通してそれを若者に伝えたい。歴史と文化への感度はとても高い。facebook・サイトに、て

つのまち写真館を立ち上げ、フォトブック３冊を刊行。 

室蘭出身、室蘭栄高校、苫小牧駒澤大学国際文化学部卒業。現在、東京在住。IT 系企業に

勤務。趣味は、3 歳からの箏・三味線。箏曲生田流宮城社教師。室蘭市民会館での新春の演

奏は、15 年以上続けている。独自の室蘭ウォッチ、てつのまちブログ、むろらんてつのま

ち写真館・てつのまち情報局（facebook）主催。 

・第五回 坪川 拓史監督

1972 年、北海道室蘭市の日鋼記念病院生まれ、長万部町に育つ。 

2011 年、家族とともに東京から室蘭へ移住。現在、室蘭の美しさに惹かれてこのまちに 

  暮らしている市民の一人。 

登別の「日本工学院北海道専門学校」で講師を務めながら各地での上映会や講演会、新聞 

への連載や地元ラジオ局で番組を担当する等、地域に根ざした活動をしています。アコー
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ディオン奏者の一面も。第一作目の『美式天然』でトリノ国際映画祭にてグランプリと最優

秀観客賞をＷ受賞するという日本人初の快挙を成し遂げ 2007 年には長編第 2 作目『アリア』

が完成。世界 20 ヶ所を超す国際映画祭に招かれ、フランス KINOTAYO 映画祭において 

「Grand Prix du Public（最優秀観客賞）」を受賞。カザフスタンのユーラシア国際映画祭

では、中央アジア映画連盟より最優秀作品に選出される。新作が期待されるアジアの若手監

督の一人として、今後を期待されている映画監督です。最新作 2013 年完成の『ハーメルン』

は、福島にて震災をはさみ 5 年の歳月を経ながら地元の人たちの協力を得て完成した話題作。

撮影が行われた福島県昭和村では、ロケ地を巡るツアーが開催されたり、劇中の設定「イチ

ョウ祭り」が実際に行われる等、「ハーメルン」効果は確実に大きなものとなっています。  

 

新聞記事より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 就職 ３Ｃ ３Ｄ

担当者

12(水)
①内容説明・クラス分け・担当者紹介
②働くことの意味

19(水)
①ＧＷ「高校生活で得たこと」
②クレペリンの説明練習

10(水)
①グループワーク・読む「ふるさと室蘭」
②グループワーク
「コミュニケーションと自分を知る」

17(水)

7(水)
①ＧＷ「キャリアプランとライフプラン①」
②面接ノート

21(水)

28(水)
①ＧＷ「進路適性を知る」
②就職ドリルの説明とやる

5(水)
①ＧＷ「キャリアプランとライフプラン②」
②作文「高校生活で得たこと」

19(水)
①ＧＷ「就職の準備・理想の会社」
②求人票の見方

8 23(水)
①ＧＷ「日本で一番発展する会社」
②履歴書の書き方

　6(水)
①模擬ディスカッション「学校に携帯電話を持って
きてよいか」
②ディスカッション「高校生に制服は必要か」

 13(水)

①作文「社会人になるにあたって」
②ディスカッション「働く現場で上司とうまくコ
ミュニケーションがとれなくなったらどうすべき
か」

 20(水)

 27(水)
①ＧＷ「１８歳からの選挙権」新聞資料あり
②作文｛高校生活を振り返って｝

室蘭学③ 市民活動から見た室蘭　「あなたが変わると室蘭が変わる」三木真由美氏

①グループワーク「高校生活で得たこと」　　②クレペリンの説明練習

①ＧＷ「キャリアプランとライフプラン①」
②上級学校調べ・進路計画

平成29（2017）年度　進路学習　年間実施計画（前期）

4

①内容説明・クラス分け・担当者紹介　　　②進路学習とは何か（Ｐ４）グループワーク「なぜ進学するか」

①グループワーク・読む「ふるさと室蘭」
②グループワーク
「コミュニケーションと自分を知る」

①グループワーク・読む「ふるさと室蘭」
②グループワーク
「コミュニケーションと自分を知る」

３ＡＢ

室蘭学①　宇宙からみた室蘭　「タイムマシンに乗って見るワクワク室蘭」　村田正望氏

①ＧＷ「キャリアプランとライフプラン①」
②面接ノート

7

①ＧＷ「キャリアプランとライフプラン②」
②作文「高校生活を振り返って」

①ＧＷ「キャリアプランとライフプラン②」
②小論文の書き方（受験サプリ２講）

①ＧＷ「進学の準備」
②面接準備・エントリーシート

①ＧＷ「進学の準備」
②面接準備・エントリーシート

①ＧＷ「進路適性を知る」
②「現代を知る」の使い方を説明して自分でやる

①ＧＷ「進路適性を知る」
②「現代を知る」の使い方を説明して自分でやる

6 室蘭学② 写真から見た室蘭　「Jewelry City 室蘭☆」　関　浩勝氏

5

①面接の準備を進める
②ＧＷ「面接」

①面接の準備を進めるディスカッション
②ＧＷ「面接」

9

①模擬ディスカッション「学校に携帯電話を持ってき
てよいか」
②ディスカッション「高校生に制服は必要か」

①模擬ディスカッション「学校に携帯電話を持ってきてよい
か」
②ディスカッション「高校生に制服は必要か」

①ディスカッション「小学校で英語の授業は必要か」
②ＧＷ「面接」

①ディスカッション「小学校で英語の授業は必要か」
②ＧＷ「面接」

①ＧＷ「１８歳からの選挙権」新聞資料あり
②作文｛高校生活を振り返って｝

①ディスカッション「１８歳からの選挙権」
②ＧＷ「面接」
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月 日 就職 ３Ｃ ３Ｄ

担当者

 4(水)
①ディスカッション「働く現場で上司とう
まくコミュニケーションがとれなくなった
らどうすべきか」　②ＧＷ［面接」

11(水)
①ディスカッション「働く現場が安全であ
るためにはどんなことが必要か」
②ＧＷ［面接」

18(水)

25(水)
①ディスカッション「私たちが安心する社
会はどんな社会か」
②「王将」のＤＶＤを見る

15(水)
①「生き方とライフプランを考える」
②ディスカッション「働きがいとはどんな
ものか」

22(水)
①ＧＷ「聞くこと」
②ディスカッション「僕が教わったこと」

 6(水)
①「聞く②　～アフリカからの手紙～」
②問を考えて聞き、会話形式で発表

 13(水)
①「聞く③　～わたしの父さん～」
②問を考えて聞き、会話形式で発表

20(水)
①１年間の振り返りシート作成
②わかったこと・考えたこと

1 17(水)
①ＧＷ「後輩に伝えること」
②全体で発表（講堂で）

11

①「生き方とライフプランを考える」
②ディスカッション「働きがいとはどんなもの
か」

①「生き方とライフプランを考える」
②ディスカッション「働きがいとはどんなもの
か」

①ＧＷ「聞くこと」
②ディスカッション「僕が教わったこと」

①ＧＷ「聞くこと」
②ディスカッション「僕が教わったこと」

①ＧＷ「後輩に伝えること」
②全体で発表（講堂で）

①ＧＷ「後輩に伝えること」
②全体で発表（講堂で）

平成29（2017）年度　進路学習　年間実施計画（後期）

10

①ディスカッション「成人年齢１８歳へ引き下げ
に賛成ですか」
②ＧＷ「面接」

①ディスカッション「成人年齢１９歳へ引き下げ
に賛成ですか」
②ＧＷ「面接」

①ディスカッション「室蘭市はどんな町であるこ
とが望ましいか」
②ＧＷ「面接」

①ディスカッション「室蘭市はどんな町であるこ
とが望ましいか」
②ＧＷ「面接」

①ディスカッション「現代社会で最も気になる
ニュース」
①生き方とライフプランを考える

①ディスカッション「現代社会で最も気になる
ニュース」
①生き方とライフプランを考える

３ＡＢ

12

①２年間の振り返りシート作成
②わかったこと・考えたこと

①３年間の振り返りシート作成
②わかったこと・考えたこと

①「聞く②　～アフリカからの手紙～」
②問を考えて聞き、会話形式で発表

①「聞く②　～アフリカからの手紙～」
②問を考えて聞き、会話形式で発表

①「聞く③　～わたしの父さん～」
②問を考えて聞き、会話形式で発表

①「聞く③　～わたしの父さん～」
②問を考えて聞き、会話形式で発表

室蘭学④ 外から見た室蘭　「むろらん・てつのまち写真館」山田正樹氏
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統合を契機とする学校新生への挑戦 

～「学校、家庭、地域の連携で、チーム大鳥笑顔の楽校」へ ～ 

前目黒区立大鳥中学校長 

牛島 順子 

１ はじめに 

平成２７年度開校した目黒区立大鳥中学校は、「統合の結果アンケート」において約８割の

方から肯定的な評価をいただいた。私は校長として携わった準備から開校に至るまでの５

年間を振り返るにつけ、それはまさしく統合に関わった多くの方々の総合力がもたらした

結果であると痛感している。両校の伝統を継承するという熱い思いのおかげで、閉校、開

校が滞りなく進み、共に創るという意気込みのおかげで、新たな発想で新しい学校づくり

が軌道に乗った。統合を契機に、多様な人々との連携・共創がいかに大切であるかを実感

している今、この間の実践事例を少しでも多くの方にご報告できたら幸いである。 

２ 提言 

①新たな学校を創り出す際は、家庭、地域、関係機関が情報を共有し、共通の目標を見出し、

新たな連携を構築していくことで、共に創り出す学校、地域に根ざした学校、信頼される学

校づくりにつながる。 

②学校、家庭、地域が連携して教育活動を展開することは、教育の質と量両面において非常

に有効であり、生徒のたくましく生きる力の育成につながる。教職員にとっては負担軽減に

つながる。家庭、地域は学校の現状と課題を知ることにより、社会全体で教育に携わること

の重要性に気づく。社会全体で次世代の人材を育てるネットワークが生まれる。 

地域に根ざした学校経営グランドデザイン 

目黒区立大鳥中学校
平成２７年度 学校経営方針
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３ 統合の経緯と開校してから 

大鳥中学校は目黒区中心の住宅地に位置し、周辺には林試の森、目黒不動尊、大鳥神社な

どがある。生徒は明るく素直で、落ち着いた雰囲気の中で生活している。家庭、地域は教

育に熱心である。平成２７年４月、６８年の歴史ある第三中学校、第四中学校を統合し統

合新校として開校した。校舎は旧第三中学校をリニューアルして活用している。 

   

統合は区立中学校の小規模化を解消し適正規模で充実した教育環境の整備を図るために平

成２４年３月具体的なスケジュールが決まった。おりしも、教員の多忙化対策、校務改善

が叫ばれ始めた頃であり、教職員の負担がどれだけ増すのか、生徒たちにとって悪影響は

出ないのかという不安の声も聞かれた。 

しかし、準備期間の３年間と開校してからの２年間を振り返ると、怒涛のような毎日であ

ったのは確かであるが、連携・協力のおかげで不安は杞憂に終わった。開校後２年目に実

施した教職員を含めた約１０００人からの「統合の結果アンケート」において、約８割の

肯定評価をいただいた。学校評価（四者評価）においては、「学校生活が充実しているか」

の問いに、保護者９５，５％、生徒９４，８％、地域９６，７％、教職員１００％の肯定

的評価を得た。 

 

４ 統合の成功の要因 

成功に導いた要因はさまざま考えられるが、 

１つ目： 統合までに長い準備期間があったことである。その期間、区当局や区教育委員

会のご指導のもと、十分に諸準備を整えることができた。度重なる会議の中で、区、学校、

家庭、地域、各関係者から自由闊達な意見が交わされ、皆の当事者意識が高まった。 

２つ目： 新たな教育目標「自主、協働、創造」である。この教育目標が学校づくりにお

いても分かりやすい共通目標となり、新しい学校は、「自分たちの手で、共に創り上げる」

という高い志が芽生えた。生徒も、教職員も、家庭も、地域も、皆がこの共通目標に向か

って、共に知恵を絞り合い、共に力を出し合った。それはまるで７０年前の目黒区立第四

中学校の学校誌にみる新制中学校設立の際の人々のようすと同じであった。 

当時の人々の学校に対する特別の思いがしっかりと受け継がれてきたように感じる。 

昭和２２年、皆が新校開校の歓喜に湧き、校舎を整え、校庭を整え、先生を探し、教材

を探し、手作りで準備を整えた。 
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〈生徒たちは〉 

開校前の両校交流イベントから、じょうずにプラス思考に切り替え、新たな学校を創るチ

ャレンジを楽しむモードに変わっていった。３年生からの訴えかけの影響で、いつの間に

か学校全体がプラスモードに変わり、大人を安心させた。卒業の際には、「統合して良かっ

た」「今まで以上の学校になった」「新しい友達も増えた」「創り上げる充実感を感じた」と

いう喜びを告げていた。卒業生の統合に対する満足度は８６，７％と最も高い数値であっ

た。 

〈教職員は〉 

教職員の熱意が激務を乗り越えた原動力であったことは言うまでもない。生徒にとってマ

イナスがあってはならないという使命感で、「一緒に、仲良く、新たな発想で」を合言葉に、

新しい学校づくりに創意工夫を発揮した。 

（家庭、地域は） 

保護者は統合の第一報を聞いた時から、「これは学校の一大事、何とか学校を応援しなくて

は」と、いち早く行動を開始した。ＰＴＡ統合推進委員会なるプロジェクトチームを立ち

上げ、子供たちの意識がプラスに変わるように広報紙などで精力的に応援を始めた。 

地域においては、「おらがまちの学校。統合で何か問題でも起きたら大変だ。自分たちに

できることは協力する。何でも言ってくれ」と支援の輪が広がった。幸いにも、目黒は地

域の教育力が高く、連携ネットワークも強く、協力的であったため、学校だけではできな

いことを多々企画・運営し、手作りの豊かな教育環境を創り上げてくれた。 

 

５ 実践事例 

「新しい学校だからできることは何か」を皆で考え、多様な挑戦が始まった。学校のホー

ムページでは毎日「学校日記」としてたくさんの報告ができる位、教育内容が充実した。 

主なものを以下に紹介する。 

①生徒の挑戦   

校歌づくり 校章デザイン 生活のきまり検討 

標準服検討 生徒会英語活動 小学校へ出前あいさつ、 

小学校へ英語の出前授業 地域イベント参加  ＮＨＫようこそ先輩出演 
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②教職員の挑戦

特色ある教育課程（授業７時間目） 道徳授業ローテーション 教科横断型授業 

「いつでもどこでも英会話」 

英語ストリート 

英語キャンプ、 小学校への出前授業 

③保護者．地域の挑戦

～～～（開校まえの応援）～～～ 

両校の交流行事のサポート、報告レポート、いじめ防止啓発レポート等多岐にわたる。 

（ＰＴＡ統合推進委員会より交流行事レポート）  （意識啓発レポート） 

～～～（開校後の応援）～～～  

新校の魅力づくり、地域との連携の架け橋、地域主催のイベント等多岐にわたる。 

（放課後自習室図書ボランティア） （模擬面接練習） （地域とつながるフェスタ） 

〈さんま祭りに英語を使って中学生参加出番） 

目黒の秋の風物詩「さんま祭り」では、地域行事を媒介にして、教科学習と総合的な学習

が有機的に結びつき、生徒たちの自ら学ぶ姿勢が育まれた。 

開会式には例年中学生が開会宣言をする。平成２８年度は大鳥中学校が英語教育推進校なので、開会宣言

に英語を加えてはどうか、外国人のお客さまに英語パンフレトを配ってはどうかという発案をいただいた。

生徒は絶好のチャンスに大喜び。 
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●古典落語「目黒のさんま」を調べ直し、英語でスピーチを考え、２人のかけ合いで分か

りやすく伝える練習をして、スピーチをした。 

●英語のパンフレットは、１・２年生有志が集まり、「おもてなし英語」を駆使しながら配

布した。カタコト英語でも地域行事のお役に立てることを喜び、自信につながった。地域

の方々の応援で生徒の活躍の場が増え、生徒は自己有用感を高めた。２０２０年に向けて

もっと英語を学ぼうと、生きた学びへの意欲も高まった。 

 

６ 「チーム大鳥」の進化・成長 

私の印象ではあるが、豊かな学びはもちろんのこと 

生徒は… 多様な体験、色々な人達との出会い、専門的な学びから、 

・人間関係力、コミュニケーション能力が高まった。 

・見守り、応援を受け、前向きに挑戦する生徒が増えた。 

・表彰が増え、学校に勢いが増した。 

・地域貢献への意識が育まれ、地域行事参加者が増えた。  

教職員は… 多忙化への改善対策が進み、専門性の高い地域の方々

から学ぶことも多々広がった。 

学校は… 家庭・地域からの理解が進み、応援団が増え、信頼され

る学校、クレームの少ない学校になった。 

家庭・地域は… 人材の発掘、ネットワークづくり、地域活性化に

つながっている。 

 

（学校評価）四者からの学校評価で高い評価を得た。 

 

 
９０％以上の高評価多数。 

開校２年目１０月

学校だより、「チー

ム学校」誕生に感謝 
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（学校評議員からの意見） 

・新たなコンセプト「楽校」が創造できた。 ・英語推進の特色がよい。

・学校の発信力がよい。 ・地域との連携をもっと進めてもよい。

（保護者からの学校評価自由記述） 

・英語教育推進、Ｅキャンプは良い。（多数）

・特別支援学級５組もわかたけ学級も一緒に、たくさん笑顔のある交流が良い。

・地域の協力が増え、新たな行事を企画中である。「チーム大鳥」応援団が増加している。

・笑顔の「楽校」、明るい雰囲気が良い。（多数）

・上級生が優しく引っ張ってくれる。（多数）

７ 終わりに 

文部科学省は「チームとしての学校のあり方」、「社会に開かれた教育課程」を提言してい

る。大鳥中学校では、学校統合を機に「チーム大鳥」が動き始めた。「チーム大鳥」のおか

げで多くの方々の英知を結集し、豊かな学び、豊かな関わり、笑顔の楽校に進化・成長す

ることができた。同時に、「社会に開かれた教育課程」のおかげで、前向きにたくましく生

きていく子供たちが育っていることを実感する。私は初代校長として無上の喜びを感じる

とともに、この素晴らしい連携・共創のネットワークが持続的、効果的に進むことを願っ

てやまない。そのためにも、チームづくりに欠かせない視点、「なぜ連携が必要なのか」「何

を目指すのか」という共通認識を大事にし、コミュ二ケーションを密にしてほしいと願う。

同時に「三方よし」を基本に、学校だけのメリットではなく、学校にとっても、家庭にと

っても、地域にとっても、それぞれにメリットのある連携を大事にしてほしいと願う。 

この間、ご指導、

ご支援いただい

た多くの方々に

心より感謝申し

上げるとともに、

今後さらなる充

実・発展を心より

願う。 

27



1

2

28



3

4

29



5

6

30



7

8

31



9

10

32



11

12

33



13

14

34



15

16

35



17

18

36



19

20

37



21

22

38



23

24

39



25

26

40



27

28

41



29

30

42



3131

43





EV EV EV EV




	p00
	p1shocho
	p2mokuji
	p3-11aoki
	p12tirasi omote
	p13tirasi ura
	p14happyoukaipostar
	p15-21hujita
	p22-27usijima
	p28-43yamazumi
	p44memo
	p45map
	p46okuduke



