
高畠町和田地区地域学校協働本部
地域コーディネーター 二瓶ひろみ

地域と学校 みんなの力で

子どもたちの未来を拓く

第43回全国公民館研究集会・令和3年度東北地区社会教育研究大会・第66回東北地区公民館大会

（兼）第12回山形県社会教育研究大会・第59回最上地区生涯学習推進大会・第38回山形県生涯学習振興最上大会

第2分科会 地域と共にある学校づくり・学校を核とした地域づくりの推進
【学校・家庭・地域の連携協働】



山形県
ひがしおきたまぐん

東置賜郡
たかはたまち

高畠町



高畠町

和田小学校

和田地区



まほろばの里 高畠町
人口 約２３，０００人 約７７０世帯
奥羽の山なみにいだかれた天恵の自然風土
縄文のいにしえからの歴史と文化遺産



高畠町の小中学校
小学校 ６校
中学校 １校 （平成28年度に４つの中学校を統合）
すべての学校でコミュニティ・スクールを導入（令和3年度）



ゆうきの里 和田地区
標高３００ｍの中山間地帯
全国に知られる有機農業のさかんな里
映画「おもひでぽろぽろ」（監督：高畑勲）の原風景



高畠町立和田小学校
児童数 １５０名
学級数 各学年１学級
創立１２０周年



和田地区地域学校協働活動のあゆみ

平成20年度 12月から「学校支援地域本部」事業開始

平成21年度 実行委員会を組織

平成25年度 優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる

文部科学大臣表彰（山形県初の受賞団体）

平成31年度(令和元年度) 「地域学校協働本部」に名称変更

令和3年度 和田小学校「コミュニティ・スクール」導入

発足から14年目を迎える



「和田地区地域学校協働活動」とは、地域の幅広い方々に
関わっていただきながら、地域と学校が対等な立場で連携
協働を行うさまざまな活動のことであり、その目的は以下
の２点である。

●学校だけではなく、「地域全体」で子どもたち

の学びや成長を支えていく。

●「学校を核とした地域づくり」をめざす。

事業の目的



組織体制





学校支援の活動内容

●環境整備

●登下校安全指導

●学校行事の支援

● 学習支援活動

・教科の支援

・食農活動

・読み聞かせ、語り部の活動



先生の
「してほしい」

地域の
「してあげたい」

おらだの学校、おらだの子ども。

おらだ（地域）みんなで支えるべ！



食農活動 ～農業委員～

・農業委員（父母・祖父母）
・上和田有機米生産組合

・農民の知恵の豊かさに気付き、
尊敬の対象に

・地域との結びつきが深まった

・農業委員会議
年間の流れを共有

おらだ子どもの頃はよ、みんなして田植えしたもんだ



田んぼの活動  田植え～稲刈り～脱穀
… …上和田有機米生産組合、農業委員

 除草作業 …高畠高校生

 豊年祭の餅つき …PTA、祖父母

 一人暮らし老人に収穫米を贈呈
…民生委員

 なわない …じいちゃんたち

うるち米、もち米

今年も豊作だなっし

なわないって
見た目より
むずかしい



 種まき～作物の世話～除草

～収穫～豆ぶち …農業委員

 収穫野菜の調理 …食改、他

 食品加工（みそ、なんばん）

…ふれあい学級、なんばんプロジェクト

 副産物利用（さつまいもでリース）
…としょ坊＋

 地域のまつりで野菜販売 …PTA

さつまいも、じゃがいも、大豆
あずき、なんばん 等

僕たちが作った
野菜だよ。
買ってけろ～！

私が育てたじゃがいもだよ おめえ、そっくりだべ

畑の活動



図書ボランティア「としょ坊」

 今年で20周年
 保護者、祖父母、保護者OB、本好きな地域の人

 本には世界のすべてが詰まっている。
 としょ坊は、子どもたちを本の世界へ

連れて行く「案内人」。

 自分たちが楽しむことが、続ける秘訣。



 朝の読み聞かせ（週１回各学級）

 全校おはなしの会（年１回）

 国語授業の協力

読み聞かせとブックトーク

・戦争の本

・昔話がいっぱい

町会議員もとしょ坊やってます 読み聞かせＤＶＤ
全校おはなしの会 選抜メンバー

読み聞かせ



ふれあい学級２組

・平成13年 「ふれあい学級」立ち上げ
・平成22年 初代「ふれあい学級」が卒業

若いお年寄りで
「ふれあい学級２組」スタート

・和田小学校７年生
・小学校の空き教室にふれあい教室を設置

・子どもたちに元気をもらう
学校は元気の源



 ふれあい学級開き

 花苗植え（３年生）

 花壇の除草

 伝統行事指導

七夕飾り（２年生）

だんごさげ（１年生）

 みそ作り指導（４年生）

どの子もみんな「うちの孫」

ふれあい学級

福を呼ぶ
小正月の行事
だんごさげ



登下校や学校行事の安全指導

 ＰＴＡあいさつ運動（年３回）
 わかたけパトロール隊

ゆるやかな見守り
ピンクの帽子はボクらの味方

 子どももパトカーから安全を呼びかけ、
防犯パトロール

 地域の結びつきが強いところに犯罪者は来ない おはようの声が響く



 新入生下校指導

 交通教室

自転車の乗り方指導

実地コース誘導

 あいさつ運動（年３回）

自転車から降りて、左右よっくと見ろな

登下校安全指導

ピカピカの１年生 気ぃつけ帰れよ



 いきいきランニング大会

コース誘導・安全確保

ずらりと並んだサポーター

学校行事の支援

風を切って走れ！



 習字指導

 ゲストティーチャー

戦争体験の話

昔の生活と藁の文化

算数

国語

教科の支援

 九×九をきく

 そろばん指導



 ゲストティーチャー

昔のもの調べ

残したいもの伝えたいもの

上和田有機米の話

 指導・見守り

のこぎり

版画（彫刻刀）

工作（カッター）

図工

社会



 指導とサポート

とび箱・鉄棒

陸上・スキー 等

 町探検

案内とサポート

 むかしあそびの指導

生活科

体育



 ミシン点検

 指導とサポート

裁縫（手縫い）

ミシン

 「郷土を愛する態度」 道徳

家庭科



令和元年度
359事業 のべ1,081名



～和田方式～

和田の鎮守 高房神社の石鳥居



かべ新聞「わだより」 職員室前の
わだよりコーナーは
常時掲示

向かい側の壁は
食農活動の掲示



「わだより」拡大版



●先生の負担が軽減し、子どもと向き合う時間

がとれる

●子どもたちと地域の方の親近感アップ

●ふるさと「和田」のすばらしさを実感

地域の方へ、憧憬の念と感謝の心

●地域の方の有用感の高まりとボランティアの

輪の広がり

成 果



●学習内容の変化により、支援活動の精選が

求められる

●継続的な活動のため、幅広い人材確保と拡充

が必要

●「子どもたちの成長にとって、何が重要で

あるか」 地域と学校が共有、体制の充実

課 題



学校と地域で子どもたちの成長をともに支え
るという協働活動は、関わってくださる方々の
大きな楽しみでもあり、地域の活性化につな
がっている。

地域の方々に愛され見守られ育った子どもた
ちは、ふるさとを愛する心と誇りに感じる心が
大きく育ち、よりよいふるさとにしたいという
思いも更にふくらむ。

未来の和田地区へ、次の子どもたちへ、つな
がっていってほしいと願っている。

おわりに





地域と学校 みんなの力で 子どもたちの未来を拓く

ご清聴ありがとうございました

高畠町和田地区地域学校協働本部


