
大子町の学校・家庭・地域の連携に関する一考察

一町内小学校の地域連携行事に着目して一

1 .はじめに

2010年度、茨城県大子町の小規模校、特に

さはら小学校をフィールドに設定し、 3屈にわ

たって、現地調査を行った。この調査は「筑波

大学との連携・協力推進プロジェクト J の一環

として実施された。大子町の要望に応じて、町

内各校における 3佐代交流等の地域連携行事へ

の学生派選や町内各校における教育活動への支

援が行われてきた。教育基本法及び社会教育法

の改正に伴い、さらに 2008年に始まった学校

支援地域本部事業の実施により、学校・家庭・

地域の連携は現実的な課題として求められてい

るG 習志野市立秋津小学校、中野i芝立沼袋小学

校、三鷹市立第四小学校など、都市部の学校と

地域の連携活動にますます注目が集まっている。

一方ここでは、過疎地域である大子町において、

小規模校との連携活動はどんな課題を抱えてい

るのかという調査課題を明確にする必要がある

と考える。以下、本稿は学校行事と学校支援ボ

ランチィアというこつの視角から切り込み、ま

とめていきたい

2. 地域の特性を活かした学校行事について

大子|町教育委員会「平成 22年度大子町立小

中学校学校行事等の予定について」に掲示され

たi町内各小学校の年間行事から、以下の 2つの

特徴が見られると考える(表 1) 0 

第一に、自然体験学習を重視していることで

ある o 7つの小学校のうち、だいご小学校を除

いて、学校の田植え、草取り、成穫、餅っきと

いった「生産J から「食」までを捉えた農業体

.筑波大学大学院博士後期課程2年

翼燕蛇.

験学習が実施されている。大子町の基幹産業は

「農業と観光」である。都市部の学校施設と比

べ、人が少ないこと 通学区域が広いこととい

う大子町の学校の特徴として、教室・校庭が広

いこと、豊かな自然環境に恵まれていること、

多くの小学校には畑を持っていることが挙げら

れる。保護者、地域のお年寄りと連携した町内

各校における「生産」から「食J までの農業体

験活動は、自然、農業といった大子町の地域資

源を活用した学校行事である O このような告然

体験学習への地域住民の参加により、地域のき

ずなを深めることも期待される G

第二に、高齢者との連携を重視していること

である。各種体験学習にお年寄りあるいは老人

会をゲストティーチャー (GT)として招待す

るO このような高齢者人材の活用は 7つの小学

校の体験活動における共通点であるといえる O

町-の面積は 325.78km2
で、茨城県の市町村と

して 3番自の広さを誇る大子町では、人口減少

と若者の流失が続いている。現在、大子町の高

齢化率は 36.9% (2010年 4月現在)となり、

少子高齢化が進んでいる。町内の各小学校は、

地域の高齢者の割合が高いという人口構成の特

徴を活かした取り組みをしている O 十分に時間

があり、人生経験が豊かで、、農業についての知

識を持ち、地域のことをよく知っている高齢者

が、学校の教育活動を支援することを通じて、

子どもたちに新たな人間関係が構築され、地域

への愛着心、思いやる心が培われることは期待

される。また、高齢者自身にとっては、社会参

加の機会が拡大され、子どもたちから元気をも

らうとともに、地域の活性化にも繋がっている

と思われる。
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だいご小学校

欽上小学校

袋国小学校

J¥I?，沢小学校

上小JlI小学校

生瀬小学校

表 1 平成 22年度大子町立小学校の学校行事
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(大子町教育委員会「平成 22年度大子IIlJ立小中学校学校行事等の予定についてJ平成 22年 4月 1日をもとに筆者作成)

大子町教育委員会は、 2010年 3月に策定さ

れた大子町第 5次総合計画を踏まえ、2011年 I

月に大子町教育振興基本計画を定めた。そのな

かで、学校教育の充実について、呉体的な取り

組みとして、「家庭や地域との連携を深め、その

特牲を活かした学校行事等の充実に努めます」、

「子どもたちの多様な体験活動を保障するため

に、学校や地域の特件争?脅かし、人的物的環境

等の整備充実に努めますJ(下線部一筆者)と明

記されている 1)。しかし、前述した通り、町内

各小学校の学校行事は地域の資源を活かした教

育活動とはしユえ、学校や地域の特性を活かした

学校行事とは十分に言えないと考える O 地域の

資源と人材を活用するだけではなく、学校の小

規模化の限界、過疎地域の抱えた地域課題を岳

覚しながら、その限界性に対応した教育活動こ
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そ、学校や地域の特性を活かした体験活動とい

えるのであろう G 例えば、大子町の各小学校の

地域連携行事の取り紐みは、自然環境に触れな

がら学習を深化させていると捉えられる一方で、

中山間地域の子どもにとって、都会的なくらし

を体験する必要性が出てきた。都市的な生活を

体験することが不足しているとし寸課題に対応

する学校行事が求められる。また、地域と学校

の実態に応じた課題を取り上げ、住民の学習と

つながる学校・家庭・地域の連携活動は、保護

者とお年寄りのみに頼らず、例えば地域の団体

を受け入れてしミく必要性があると思う。

3. さはら小学校の地域連携行事への参加

上述の大予防各小学校における年間行事の全

体像を踏まえて、調査で参加したさはら小学校

の地域連携行事について整理したい。

平成 22年度大子町立小学校の年間行事によ

ると、保護者や地域のお年寄りを学校に招き、

学校の体験活動に参加してもらい、あるいはゲ

ストティーチャー (GT)として招待する連携

の仕組みは多数である。このような学校を中心

とした連携の仕組みに比べ、「道の駅」販売、地

域の産業文化祭への参加など、学校から出て地

域に入札住民団体や地域住民と連携するさは

ら小学校の仕組みには特色がある。

さはら小学校は「自ら学び、人間性豊かで、

実践カのある児童を育てるJ という教育目標を

目指している;!)。しかし 2010年度の現地調査

で参加したさはら小学校の学校行事により、子

どもの自主性が軽視される懸念がある O 花香実

は、学校行事は学校が計画し実施することによ

って繍成され、兇議・生徒の自治的集団活動が

形骸化されることを指摘し、児童会・生徒会の

学校行事に対する奉仕機関化がはかられ、その

限りにおける児童・生徒の「自主性・自発性」

の噂麗を強調したヘ親子ふれあいの集いにつ

いて、子どもは低学年、中学年、高学年という

3つのグループに分けられ、教師と毅たちの指

示に従っていたため、自主的に活動を計画、参

画しているというよりは、むしろ、受動的に参

加しているという印象を受けた。佐原地区産業

文化祭の販売活動についても、高学年の子ども

のみが参加していた。学校にとって、学年別の

仕組みをとった背景は、安全への配慮があると

考えられる。しかし、子どもの安全を確保する

一方で、体験活動の運営を児童会あるいは高学

年の児童に担当させることで、向質集団に慣れ

て、競争が足りない小規模校の子どもたちにと

っては、自主性を培い、異年齢交流を促進する

という意義があると患う。低学年、中学年、高

学年という同年齢層の境界線を打破し、縦部り

の仕組みを重視し、高学年と低学年の子どもが

一緒に活動することにより、異年齢交流を促進

しながら、子どもの自主性をもっと発揮させる

ための工夫が必要ではないかと考えている。

4. 学校支援ボランティア

平成 22年度の大子町調査を振り返ってみる

と、私たちの支援活動を学校支援ボランティア

活動として捉えられる。学校支援ボランティア

について、佐藤晴雄はゲストティーチャー型、

学習アシスタント型、施設メンテナー型、環境

サポーター型という 4タイプに分けている 4)。

ゲストティーチャー型と施設メンテナー型は専

門的知識・技術を要する。例えば、部活動の指

導や、英会話指導、職業体験の指導について、

ゲストティーチャーの活用が図られている O こ

の佐藤晴雄の学校支援ボランティアの分類方法

により、第二回フィールド調査の町内各校にお

ける Webページの作成及び運営支援は施設メ

ンテナー型に属する O 第三回フィールド調査の

親子ふれあいの集い及び佐原地区産業文化祭に

おける支援活動は学習アシスタント型に属する O

一般的には、地域をよく知っている地元の方や

保護者が学校ボランティアとして活躍すること

が少なくない。しかし、私たち大学院生、大学

生は、地域の住民ではない。よそ者といえる。

そこで以下、よそ者の視点、から 2010年度の現

地調査における学校支援ボランティア活動の特

徴を 2点に整理する。

第一に、よそ者の視角から、大子町の魅力を

再発見するという点である。大子町教育委員会

学校教育指導主事の清水洋太郎氏は、大子町を
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「何もないけれど、情でもある町J と表現して

いた。大子町で生まれ大子町育ちの子どもたち

にとって、当然だと思い、気づいていなかった

大子町のよさについて、外の人間である私たち

から再発見できることがあるのではないか。さ

はら小学校の親子ふれあいの集いと産業文化祭

の支援活動を通じて、私たち大学院生、大学生

が感じた大子町とさはら小学校の魅力を、壁新

開で子どもたちに伝えた。

第二に、異質集屈との交流により、子どもの

人間関係を広げることについてである。さはら

小学校は、教師 13名、児童 54名の小規模校で

ある。親子ふれあい集いの餅っきと産業文化祭

の販売活動を通して強く感じたのは、あたたか

い人間関係である。子どもは関級生のみでなく、

学校全児童の名前や家族状況を知っている。産

業文化祭で、子どもたちは佐原地区の住民と顔

見知り、元気よく地域の方と挨拶した。地域の

住民もさはら小学校をよく理解している。さは

ら小学校の名を慕って、 1古関きする前に、並ん

で、お餅を待っていた地域住民は少なくなかった。

しかし、このあたたかい人間関係は摂られて狭

い人間関係とも見られる。私たちよそ者である

異質集部が、学校の体験活動に参加することで、

外の世界を子どもに伝え、子どもの狭い人間関

係を広げられる。筆者自身を含め、調査メンバ

ーとして中国人程学生4人が第 3回フィールド

現地調査に参加した。異文化交流の機会として

子どもに新しい発見と刺激を与えられるかもし

れない。また、ウェブ上の「大子町教脊ポータ

ルサイト」を通じて、地域から離れても継続的

な活動支援が可能になる。

5. まとめ

2010年度の大子i可調査は、観光資源の見学

や大子町教育委員会の要望に応じた小規模校の

学校行事への支援活動に留っていた。連携活動

の内容に関する検討、具体的には、さはら小学

校が産業文化祭をはじめとする地域連携活動の

実践を支えてきた嬰留の解明が課題として残さ

れている。一方で、、学校は地域づくりの拠点と

いえる。地域住民や保護者が学校に集い、子ど

もの学習活動を支援することを通じて、通学区

域を一つのコミュニティとして捉え、その地域

を活性化することが求められている。地域住民

と交流しながら、地域の様子を把握し、地域課

題を明確化していくことは、今後の課題とした
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