
～放課後子供教室等について～
（学校支援地域本部・土曜日の教育活動）

文部科学省生涯学習政策局社会教育課

平 成 2 6 年 ８ 月 1 1 日
放課後子ども総合プランに関する自治体担当者会議

【資料５】



〈都道府県〉 推進委員会

学校・家庭・地域の連携協力推進事業

〈市 町村〉 運営委員会

○コーディネーターの配置
○活動内容，安全管理方策，運営方法の検討

○域内の他事業との連携や教育支援活動の在り方の検討
○コーディネーター・教育活動推進員等の研修の実施
○スクールヘルスリーダーによる子供の健康等に関する指導助言 等

国 1/3

都道府県 1/3

市町村 1/3

【補助率】近年，子供を取り巻く環境が大きく変化しており，未来を担う子供たちを健やかにはぐくむためには，学校，家庭及び地域住民
等がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ，地域全体で教育に取り組む体制づくりを目指す必要がある。
そのため，地域住民や豊富な社会体験を持つ外部人材が参加する学校サポーター等を活用し，学校支援地域本部や放課後子供教

室，家庭教育支援，地域ぐるみの学校安全体制の整備，スクールヘルスリーダー派遣などの学校・家庭・地域の連携協力による様々
な取組を「土曜日の教育活動推進プラン」と連携しつつ推進し，社会全体の教育力の向上を図る。

平成２６年度予算額 ３，８１４百万円
（平成２５年度予算額 ４，９２４百万円）

26年度：12,000箇所

・活動拠点(居場所)の確保
・放課後等の学習指導
・自然体験活動支援
・文化活動支援 など

・家庭教育支援拠点機能の整備
・家庭教育支援チームによる相談や支援
・親への学習機会の提供など

放
課
後
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供
教
室

家
庭
教
育
支
援

「放課後子どもプラン」として
厚生労働省の児童クラブと連携

ニーズ把握

取組内容の企画調整

人材等のマッチング

学校

（教職員）

地域の

多様な

人材

家庭

（保護者）

地域コーディネーター

地域社会全体で様々な教育支援活動を実施し，学校・家庭・地域の協働体制の構築を図る

・授業等の学習補助
・教職員の業務補助
・部活動指導補助
・学校行事支援
・学校環境整備
・登下校の見守り等

学
校
支
援
地
域
本
部

地域人材の参画

・スクールガードリーダーによる
学校安全体制の整備等

多
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地域の実情に応じて
有機的に組み合わせて

実施可能
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【学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業】
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放課後子供教室
（文部科学省）

コーディネーター

地域住民や大学生，企業ＯＢ，民間教育事業者，文化・芸術団体等の様々な人材

（取組の企画，担い手確保，全体調整）

参 画

教育活動推進員
教育活動サポーター

（学習支援や多様なプログラムの実施，安全管理）

放課後児童クラブ
（厚生労働省）

地域住民や大学生・企業ＯＢなど様々な人材の協力を得て，放課後等に全ての子供を対象とした
学習支援や多様なプログラムを実施

平成25年度実施箇所数： 10,376教室（全公立小学校の51％）
平成26年度予算額： 5，147百万円の内数 国 1/3

都道府県 1/3

市町村 1/3

補助率

『放課後子どもプラン』
として，連携して実施

全ての子供たちに対して，学校の余裕
教室，体育館，公民館等を活用して
様々な取組を実施

＜1教室あたり平均参加人数:約30人/日＞

○体験活動
・工作・実験教室
・料理教室
・スポーツ
・文化活動

放課後児童クラブに
参加している子供が
放課後子供教室の
取組に参加

・余裕教室等を提供
・子供の放課後や学校での
様子などについて，日常的，
定期的に情報共有

学 校

【取組の例】

○学習支援
（約６割の教室が実施）

・宿題の指導
・読み聞かせ

放課後子供教室の概要

＊経費は運営費（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等への謝金）

○交流活動
・自由遊び、昔遊び
・地域の行事への参加

など

多様な
プログラ
ムの提供

連携・協力

2



設置なし

１～１９％

２０～３９％

４０～５９％

６０～７９％

８０％～

那覇市

秋田市

熊本市

宇都宮市

さいたま市

柏市

船橋市

千葉市

川崎市

横浜市

豊橋市

岐阜市

名古屋市

宮崎市

高知市

倉敷市

西宮市

尼崎市

堺市

大阪市

奈良市

豊中市

京都市

長野市

福岡市

北九州市

札幌市

仙台市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

神戸市

岡山市

広島市

旭川市

函館市

青森市

盛岡市

郡山市

いわき市

前橋市

高崎市

川越市

横須賀市

富山市

金沢市

岡崎市

豊田市

大津市

高槻市

東大阪市

姫路市

和歌山市

下関市

高松市

松山市

久留米市

長崎市

大分市

鹿児島市

福山市

平成２５年度
『放課後子供教室』の実施状況

※公立小学校における実施率
※「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動
促進事業」を活用

（全国平均
51％）
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○実施日数
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○実施時間数

〈単位：時間〉〈単位：日〉

〈単位：教室〉

【年間実施日数および実施時間数（全国平均）】

【年間実施教室数】

平成25年度 放課後子供教室の実施状況①

全体
うち
平日

うち
土曜日

うち
日曜等

実施教室 10,376 9,918 5,530 5,316

実施割合 ― 96.6％ 53.9％ 51.8％

※平成25年度実施状況
（H25.10現在）
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15.3%

46.7%

38%

○平日（総数：9,918教室）

9.1%

26%
64.9%

○土曜日（総数：5,530教室）

13.3%

33.1%53.6%

○日曜等（総数：5,316教室）

平成25年度 放課後子供教室の実施状況②

63％37％

学習活動未実施学習活動（自主学習）学習活動（補習等）

○全体（総数：10,376教室）

学習活動未実施

学習活動実施

補習等 自主学習
学習活動
未実施

計

平日 1,514 4,631 3,773 9,918

土曜日 502 1,440 3,588 5,530

日曜等 709 1,757 2,850 5,316

〈単位：教室〉

実施日における学習活動の実施状況
【学習活動の実施状況】
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7

「放課後子どもプラン」の概要

地域社会の中で，放課後等に子供たちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため，各市町村において，教育委員会
が主導して，福祉部局と連携を図り，原則として，すべての小学校区において，文部科学省の「放課後子供教室」と厚生労
働省の「放課後児童クラブ」を一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策（放課後子どもプラン）を推進する。

実施場所

小学校（余裕教室） ２８．１％
〃 （専用施設） ２４．１％

児童館 １２．８％
その他（専用施設，既存公的施設など） ３５．０％

（平成２５年５月）

指導者

実施か所数 ２１，４８２か所（平成２５年５月）１０，３７６か所（平成２５年度）

趣旨・目的

趣 旨

「放課後子どもプラン推進事業」

小学校 ７１．３％
公民館 １３．２％
児童館 ３．４％
その他（中学校，特別支援学校など） １２．１％

（平成２５年度）

すべての子供を対象として，安全・安心な子供の
活動拠点（居場所）を設け，地域の方々の参画を
得て，学習やスポーツ・文化芸術活動，地域住民
との交流活動等の機会を提供する取組を推進す
る。

共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満
の児童に対して，放課後に適切な遊びや生活の
場を与えて，その健全な育成を図る。（児童福祉
法第６条３第２項に規定）

放課後子供教室 （文部科学省） 放課後児童クラブ （厚生労働省）

放課後児童指導員（専任）

開設日数 １１１日 （平成２５年度平均） 原則として長期休暇を含む年間２５０日以上

地域の協力者等

H26予算額 ５，1４7百万円の内数（H25予算額：４，９２４百万円）※ ３３，２２３百万円（H25予算額：３１，576百万円）

※放課後子供教室H26予算額=「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業（38億円）」+「地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業（13億円，新規）」計51億円の内数
H25予算額=「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業（49億円）」の内数

※平成１９年度より実施

原則としてすべての小学
校区での実施を目指す
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☆ 放課後児童クラブの児童も受入ながら、緊密な関係を図りながら実施をしているところであり、今後も連携を充実
させていきたい

☆ 体験をとおして様々な活動を行うことによって、子供たちの姿に自信と積極性が見られるようになってきている

☆ 保護者から、「街で外国人に合ったとき、人文から積極的に話しかけられるようになった。」等の感想が寄せられている

学習プログラムが充実している
放課後子供教室の事例

○ 地域の方々の参画を得て、子供たちの自主的な学習、スポーツ及び文化活動をとおして地域社会の中での心豊かな
で健やかに育まれる環境を確保

○ ２学期に子供や保護者にアンケートを実施し、感想や意見を取り入れながら活動を実施

○ １年間、休まずに放課後子供教室に参加した子供には賞状を出している

○ 大学生や元教員など、多様な人材の参画により学習プログラムの充実を図っている

◇ 多様な学習プログラムを提供できるよう様々なプログラムを実施

・英語教室・・大学生や元英語の教員など地域人材を活用し、学年ごとにプログラムを実施

・学習サポート・・元教員などの地域に人材を活用し基礎学力の向上を基本に据え、個々に

応じた教材でサポートを実施。低学年と高学年で時間を分けて実施

・理科の実験・・理科への興味・関心がもてるよう、理科の実験を実施

・料理教室・・・体験を通じて楽しく活動できるように季節の行事を

取り入れながら実施

～事業を実施して～

埼玉県さいたま市
（針ヶ谷小学校）

【学習サポートの様子】

【料理教室の様子】

～活用の工夫～

～取組内容～

【コーディネーターだより】
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○保護者からは，学校内で活動しているので安心している。さまざまな経験が出来るので良いと好評。児童からは友だちと遊べ

る，好きな遊びができる，イベントが楽しいなど，個々の状況に合わせて事業展開を実施。

○品川区では学校選択性を導入しており，すまいるスクールの存在が学校選びのポイントの一つに。

すまいるスクール第二延山 放課後子供教室
～遊びも学びも友だちといっしょ！放課後のみんなの居場所～

放課後の多様なプログラムの実施の例

☆すまいるスクールの専用スペースのほか，特別教室，体育館，校庭など校内各施設について，

空いているときは優先的に使用することが可能。

☆必ず受付をしてから活動に参加し，下校するときにも必ず受付を行うこととしており，児童の

所在把握を確実化。

☆学校と一体化した運営をしており，子供たちについて指導員と担任の先生との情報交換も行い，

密に連携。

取組の概要

【囲碁教室の様子】

主な取組の成果

東京都品川区
（第二延山小学校）

【勉強会の様子】

勉 強 会

教 室

フリータイム

囲碁やパソコンや野球など，体験的，趣味的な活動やスポーツなどを保護者

や地域ボランティアの協力を得て実施

学校の授業と連携して，主に国語と算数の復習を行い，教員免許を持った

指導員が学習を指導

「勉強会」，「教室」，「フリータイム」を中心に，多様な内容の事業を実施

宿題や読書で静かに過ごしたり，活動的に伝承遊びやスポーツをしたりする

など，自由に過ごす時間。

特 徴

えんざん
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学校支援地域本部

学校支援地域本部 学校

支援内容や方針等についての合意形成（関係者により構成される協議会など）

（地域）コーディネーター

地域住民等

学校支援ボランティア

地域住民や児童生徒の保護者、学生、
社会教育団体，NPO，企業など地域全体で活動に参画・協力

教員

教頭・主幹教諭等、
学校側の窓口

学校支援活動
【活動の例】
○学習支援（授業補助、教員補助等）
○部活動支援（部活動の指導補助）
○環境整備
（図書室や校庭などの校内環境整備）
○子供の安全確保
（登下校時の通学路における見守り等）
○学校行事支援
（会場設営や運営等の補助）

学校教育活動

支援・協力依頼

（活動の企画，学校・地域との連絡・調整）

参 画

地域で学校を支援する仕組みづくりを促進し，子供たちの学びを支援するだけでなく，地域住民の生涯
学習・自己実現に資するとともに，活動を通じて地域のつながり・絆を強化し，地域の教育力の向上を図る

地域住民等の参画により，学校の教育活動を支援する仕組み（本部）をつくり，様々な学校支援活動を実施

平成２５年度実施箇所数：３，５２７本部 ８，６５４校にて実施
（小学校５，９３９校 中学校２，７１５校）（公立小・中学校あたりの実施率：28%）
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平成２５年度
『学校支援地域本部』の実施状況

※公立小中学校における実施
※「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動
促進事業」を活用

（全国平均
28％）
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◆平成20年度に学校支援地域本部事業を全市展開し、各中学校区（22校区）に地域教育協議会（学校支援地域本
部）を設置。平成22年度には奈良市独自の予算で「地域で決める学校予算事業」を開始。地域全体で子供を育てる
体制をつくり、子供たちの教育活動の充実を図るとともに、地域の教育力の再生と地域コミュニティの活性化を進め
ている。

取組の概要

事業予算

総額８，０００万円

（うち国補助１，１００万円）

※校区の学校園数・園児児童生徒数
を基礎に予算を算出

※各地域教育協議会によるプレゼン
テーションによる評価を加味し、全
２２中学校区に予算を配当

※学校や地域の実態に応じて、使い
道が決められる予算

※１校区（150万円～650万円）

「地域で決める学校予算事業」 地域教育協議会

各中学校区に設置

・地域既存の組織のリーダーが集
まる組織となり、地域ネットワー
クが広がっている。地域の既存組
織がお互いの思いや活動を理解す
る場ともなっている。

・幼稚園、小学校で留まっていた
地域のマンパワーが中学校にも導
入されるようになった。

・奈良市が進める小中一貫教育と
連携しながら、地域に根ざした学
校園づくりを進めている。 校区
によっては、学校と地域が育てた
い子供像を共有し、学校運営協議
会として組織を組み直し、学校へ
の関わりを進めている。

運営委員会
各学校園に設置

・各学校園の課題解決のため、
地域と協働で活動が進んでい
る。

・小学校においては放課後子供
教室の運営も担っている。

事
業
推
進
の
要
と
し
て
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
育
成

（
年
６
回
の
研
修
開
催
）

中学校区の全ての子供を大人の輪で守り育てる仕組みづくり （奈良県奈良市）

学校園の周辺から校舎内に、そして教室内に地域のマンパワーが注ぎ
込まれるなど、子供たちの豊かな学びの場が広がっている。
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★朝先生・・・平成19年度から続く、授業開始前の朝の時間
に地域住民が全クラスの朝学習に参画し、計算
チャレンジや百人一首を指導。

★すぎっ子くらぶ・・・平成16年度から続く、放課後子供教室。
学校の施設を利用し、毎日17時まで実施、約
200名の子供の居場所となり、日本の昔遊び、
路地裏遊び等を実施。スタッフは子育て経験の
豊かな地域の住民。

★オープンキャンパス・・・幼保小（※）のスムーズな接続を目
指した、小学１年生の担任による国
語や算数の授業等を実施。

★朝先生・・・平成19年度から続く、授業開始前の朝の時間
に地域住民が全クラスの朝学習に参画し、計算
チャレンジや百人一首を指導。

★すぎっ子くらぶ・・・平成16年度から続く、放課後子供教室。
学校の施設を利用し、毎日17時まで実施、約
200名の子供の居場所となり、日本の昔遊び、
路地裏遊び等を実施。スタッフは子育て経験の
豊かな地域の住民。

★オープンキャンパス・・・幼保小（※）のスムーズな接続を目
指した、小学１年生の担任による国
語や算数の授業等を実施。

○「地域」を「杉一小の子供たちのために活動している人た
ち」「杉一小の教育活動に興味・関心をもっている人たち」
と捉え、「地域」におけるネットワークをより充実させること
で、学校をサポートする「地域」を育成することができた

○近隣の学校支援本部と人材・施設等を含めた多角的な
視点から連携し、「地域とともに歩む学校づくり」を目標に
掲げる学校を支援しながら、子供のための取組を今後も実
践していく

「ふるさと杉一」を意識し、学校・地域・保護者が一体となった学校支援
（杉並区立第一小学校）

〈杉一プラン 組織図〉

取組の成果

※･･･幼稚園、子ども園、保育園から小学校への接続を意味する

【オープンキャンパスの風景】

取組内容（例）

杉並第一小学校 【地域運営学校】

学校運営協議会

幼少連携

学校支援本部【杉一プラン】

・朝先生
・講師派遣
・漢字検定
・中学生になって
こまらない英語教室

等

放課後の
居場所活動

自然と歴史
校外学習

親子学習

サマー
スクール

PTAの在り方
検討会

学習支援

・自然体験
・ものづくり体験

・オープンキャンパス
等

・親のための講座
・親子教室

等

・宿泊山村体験
・化石掘りと史跡見学

等

○杉並第一小学校を支援するために設置された、地域の人
たちの学校応援団

○地域から信頼される「力のある学校」づくりの支援

○「わが街阿佐谷、ふるさと杉一」を意識し、学校・地域・保護
者が一体となって多様な学校支援活動や放課後支援活動を
行う仕組みを構築

○杉一プラン独自の発想と協力体制による教育活動の
更なる充実

目的目的

【朝先生と百人一首】
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文部科学省「土曜授業に関する検討チーム」における検討結果について ①
（中間まとめ（平成25年６月28日）・最終まとめ（同年９月30日））

（２）土曜授業の実施をめぐる動き

○ 公立学校の休業日については，学校教育法施行規則で規定。ただし，「特別の必要がある
場合は，この限りでない」。

（１）学校週５日制の趣旨

○ 学校週５日制は，学校・家庭・地域の三者が互いに連携し，役割分担しながら社会全体とし
て子供を育てるという基本理念の下，平成４年９月からの段階的実施を経て，平成１４年度
から完全実施。
（これまでの経緯等） ・昭和６１年４月 臨時教育審議会（第２次答申）において提言

・平成 ４年９月 月１回の学校週５日制実施
・平成 ７年４月 月２回の学校週５日制実施
・平成１４年４月 完全学校週５日制実施

○ 近年，一部の地域では授業時数の増加や，保護者や地域に開かれた学校づくりの観点から，
設置者の判断により，土曜日に授業を行う学校も見られる。

○ 民間の世論調査等において，土曜授業の実施に対して高い支持。

○ 土曜日を必ずしも有意義に過ごせていない子供たちも少なからず存在するとの指摘。

■学校教育法施行規則（抄）
第六十一条 公立小学校における休業日は，次のとおりとする。ただし，第三号に掲げる日を除き，
特別の必要がある場合は，この限りでない。
一 国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する日
二 日曜日及び土曜日
三 学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日 （※中学校，高等学校等においても同様）
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（３）土曜授業の実施に関する基本的方向

○子供たちの成長にとって，土曜日をこれまで以上に充実したものとすることが肝要。
このため，学校・家庭・地域の三者が連携し役割分担しながら，学校における授業，地域
における多様な学習や体験活動の機会の充実などに取り組むべき。

○ 「土曜授業」については，学校において子供たちに土曜日における充実した学習機会を
提供する方策の１つとして捉え，その推進を図る。

■ まずは，設置者の判断により，これまで以上に土曜授業に取り組みやすくなるよう，
学校教育法施行規則の改正等を行う。

■ あわせて，土曜授業や，地域における土曜日の学習，体験活動等の場づくりの取組
に対する支援を充実する。

■ 全国一律での土曜授業の制度化は，今後，教育課程全体の在り方の中で検討。

文部科学省「土曜授業に関する検討チーム」における検討結果について②
（中間まとめ（平成25年６月28日）・最終まとめ（同年９月30日））
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児童生徒の土曜日の過ごし方について①
（平成２５年度全国学力・学習状況調査 児童生徒質問紙より）

3.5 26.7 16.9 21.9 16.0 8.3 6.3 0.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

土曜日の午前は，何をして過ごすことが多いですか

1.学習塾など学校や家以外の場所で勉強している（3.5%）
2.習い事やスポーツ，地域の活動に参加している（26.7%）
3.家で勉強や読書をしている（16.9%）
4.家でテレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，ゲームをしたりしている（21.9%）
5.家族と過ごしている（16.0%）
6.友達と遊んでいる（8.3%）
7.選択肢１～６以外（6.3%）
その他（0.3%）
無回答（0.0%）

小学校

＊中学校では，学校の部活動への参加が，６４％
15



児童生徒の土曜日の過ごし方について②
（平成２５年度全国学力・学習状況調査 保護者に対する調査より）

小学校

36.7

5.8

38.7

35

20.4

37.2

24.6

1.9

2.4

0.2

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学校で授業を受ける

学習塾など学校や家以外の場所で勉強する

習い事やスポーツ，地域の活動に参加する

家で勉強や読書をする

家で休養する

家族と過ごす

友達と遊ぶ

その他

無回答

誤記入

お子さんに，土曜日にどのような過ごし方をしてほしいと思いますか（午前）（複数回答）

0

抽出率２％

＊中学校でも同様の結果 16



土曜授業の実施に係る学校教育法施行規則の一部改正について

◯ 土曜日において，子供たちに，これまで以上に豊かな教育環境を提供し，その成長を支えることが重要。
そのためには，学校，家庭，地域が連携し，役割分担しながら，学校における授業や地域における多様な学習，
文化やスポーツ，体験活動等の機会の充実に取り組むことが重要。

◯ 上記のような観点から，子供たちに土曜日における充実した学習機会を提供する方策の１つとして土曜授業
を捉え，設置者の判断により，土曜授業を行うことが可能であることをより明確化するため，学校教育法施行
規則を改正。（平成２５年１１月２９日公布・施行）

１．改正の背景・趣旨

【改正前】
◯ 公立学校の休業日については，学校教育法施行規則で以下のとおり規定。

■第六十一条 公立小学校における休業日は，次のとおりとする。ただし，第三号に掲げる日を除き，
特別の必要がある場合は，この限りでない。
一 国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する日
二 日曜日及び土曜日
三 学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日

（※中学校、高等学校等においても同様）

２．主な改正内容

【改正後】

◯ 公立学校において，当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会等が必要と認める場合は，土曜日等に
授業を実施することが可能であることを明確化。

■第六十一条 公立小学校における休業日は，次のとおりとする。ただし，第三号に掲げる日を除き，当該学校
を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は，この限りでない。
一～三 （略） （※中学校、高等学校等においても同様）
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子供たちの健やかな成長のためには、土曜日の教育環境を豊かなものにする必要がありますが、土曜日の教育活動
については、その実施主体や扱う内容等により、幾つかの形態に整理できます。

（① 「土曜授業」について）
そうした形態のうちの一つが、児童生徒の代休日を設けずに、土曜日を活用して教育課程内の学校教育活動を行う「土曜授
業」です（下図①）。文部科学省では、設置者の判断により、「土曜授業」を行うことが可能であることを明確化するため、１１月２９
日に学校教育法施行規則の改正を行いました。

（② 「土曜の課外授業」について）
このほか、学校が主体となった教育活動ではあるものの、希望者を対象として学習等の機会の提供を行うなど、教育課程外の
学校教育を行う「土曜の課外授業」とも呼ぶべき形態があります（下図②）。

（③＋ ④ 「土曜学習」について）
また、教育委員会など学校以外の者が主体となって、希望者に対して学習等の機会の提供を行う「土曜学習」とも呼ぶべき形
態があります。この「土曜学習」については、主体が公的なもの（下図③）と、主体が公的でないもの（下図④）があります。
例えば、大分県豊後高田市教育委員会が実施している「学びの２１世紀塾」の取組は、下図③に該当します。

＜土曜日の教育活動について＞

土曜日の教育活動の形態

文部科学省としては、「土曜授業」
や、「土曜の課外授業」、「土曜学習」
の機会の充実等により、総合的な観
点から子供たちの土曜日の教育環境
の充実に取り組むことが重要であり、
その振興に取り組んでいきたいと考
えています。

①「土曜授業」

②「土曜の課外授業」

「土曜学習」
教育課程内の学校教育

教育課程外の学校教育

③教育委員会等の管理下 ④多様な主体による教育活動

連携・協力
・地域の多様な団体
・PTA、おやじの会
・企業
・NPO
・民間教育事業者
・大学等 等

学校が主体

教育委員会等の管理下 地域等における取組
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土曜日の教育活動の実施予定（H26）
①「土曜授業」①「土曜授業」

◆ ｢土曜授業｣，｢土曜の課外授業｣，｢土曜学習｣をいずれか一つでも実施◆ ｢土曜授業｣，｢土曜の課外授業｣，｢土曜学習｣をいずれか一つでも実施

②「土曜の課外授業」②「土曜の課外授業」

学 校 平成２６年度予定 （実施割合）

小 学 校 ３，５６５校 （１７．１%）

中 学 校 １，７９４校 （１８．３%）

高等学校 ２１４校 （５．９%）

合 計 ５，５７３校 （１６．３%）

学 校 平成２４年度実績 （実施割合）

小 学 校 １，８０１校 （８．８%）

中 学 校 ９６６校 （９．９%）

高等学校 １４２校 （３．８%）

合 計 ２，９０９校 （８．６%）

増 加

１，７６４校

８２８校

７２校

２，６６４校

（ 参 考 ： 「 土 曜授業 」 の平 成 ２ ４ 年 度 実績 ）

学 校 平成２６年度予定 （実施割合）

小 学 校 ８０６校 （３．９%）

中 学 校 ６３９校 （６．５%）

高等学校 １，４６８校 （４０．３%）

合 計 ２，９１３校 （８．５%）

平成２６年度予定 （実施割合）

小 学 校 ４，９７２校 （２３．９%）

中 学 校 ８３８校 （８．６%）

高等学校 ７７５校 （２１．３%）

合 計 ６，５８５校 （１９．２%）

③「土曜学習」③「土曜学習」

平成２６年度
いずれか一つでも実施予定

（実施予定の割合）

小 学 校 ７，９８１校 （３８．３%）

中 学 校 ２，６７７校 （２７．４%）

高等学校 ２，０７２校 （５６．８%）

合 計 １２，７３０校 （３７．２%）

公立学校数

小 学 校 ２０，８３６校

中 学 校 ９，７８４校

高等学校 ３，６４６校

合 計 ３４，２６６校

（ 参 考 ： 全 国の公立学校数 ）

※平成２６年度の実施予定の学校数
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○ 学校、家庭、地域の三者が連携し、役割分担しながら、学校における授業、地域における多様な学習や体験活動の機会の
充実などに取り組むことにより、土曜日の教育環境を豊かなものにすることが必要。そのための方策の一つとして、平成２５
年１１月に学校教育法施行規則の改正を行い、設置者の判断により、土曜授業を行うことが可能であることをより明確化した
ところ。

○ 今後、質の高い土曜授業の実施のための支援策や地域における多様な学習、文化やスポーツ、体験活動など様々な活動
の促進のための支援策を講じることにより、子供たちにとってより豊かで有意義な土曜日を実現する。

土曜日の教育活動推進プラン
背景・意義

土曜授業を実施した
学校数

土曜授業を実施
した学校の割合

小学校 1,801校 8.8%

中学校 966校 9.9%

高等学校 142校 3.8%

（参考）土曜日等の教育活動の実施状況

○公立学校における土曜授業の実施状況

※平成24年度実績

平成26年度予算のポイント

① 土曜授業推進事業 （1億円）

② 地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等
構築事業 （13億円）

学校における質の高い土曜授業を推進するため、効果的なカリキュラムの開
発、特別非常勤講師や外部人材、民間事業者等の活用を支援するとともに、そ
の成果を普及。

（想定される取組の例）
総合的な学習の時間、英語教育、道徳、キャリア教育、科学実験教室、
補充学習・発展的学習 等

・全国約35地域（約175校程度）をモデル地域として指定し、月１回程度、土曜日ならではの
特性を生かし、質の高い土曜授業を実施するため、カリキュラム開発や特別非常勤講師の
報酬、外部人材の謝金・旅費、民間事業者の活用等を支援（委託費での実施を想定）
・国における検証会議の開催、事例集の作成等

体系的・継続的な教育プログラムを企画・実施できるコーディネーターや多様
な経験や技能を持つ土曜教育推進員を配置し、土曜日の教育支援体制等の構
築を図る。

土曜日に年間約10日程度の多様な教育プログラムを実施するためのコーディネーターと土
曜教育推進員の謝金及び教材費 （補助率：1/3）
（小学校：約3,000校区、中学校：約1,500校区、高等学校等：約350校区）

○学校支援地域本部を活用した土曜日等の学習支援の
実施状況

※平成25年度交付決定ベース

学校支援地域本部
を設置している学校
の割合

うち土曜日等の学
習支援を実施して
いる割合

小・中学校 約28％ 約15％
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地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業

すべての子供たちの土曜日の教育活動の充実のため、地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等
の協力により、土曜日に体系的・継続的な教育プログラムを企画・実施する取組を支援し、教育支援体制
等の構築を図る。

◆地域の多様な経験や技能を持つ人材をコーディネートし、土曜日ならではの活きたプログラムを実現！

～実践例～

★算数・数学
エンジニアによる
使える算数・数学講座

★理科：
研究者による科学実験教室

★社会
公務員による活きた政治経済学習

★外国語：
在外経験者による英会話

★総合学習
企業との協働による商品
開発・キャリア教育

◆土曜日の教育支援体制の仕組み◆

企業人企業人公務員公務員

農林漁
業者
農林漁
業者

大学・

研究者

大学・

研究者

外国人外国人
在外

経験者

在外

経験者

土曜教育
コーディネーター

教職員
土曜教育
推進員

教
育
支
援
活
動
の
実
施

す
べ
て
の
子
供
た
ち
の
土
曜
日
の
教
育
支
援
体
制
等
の
構
築

・運営委員会を設置
（学校・経済団体・商工会・PTA・社会教育団体等で構成）

・土曜日の教育活動全体の方針を検討

依頼要望

企画・参画

・教科に関連した体系的・継続的な
教育プログラムの企画

・内容に応じた多様な支援人材の
発掘・依頼

・具体的なプログラムの検討 等

連携

社会を生き抜く力を培う
土曜日ならではのプログラムの実践

※教育課程に位置づけることも可

＜教員とのTTによる数学＞

＜市民講師による英会話＞

※公民館等で教え方を学習

市町村

＜各学校区＞

平成26年度予算額：１3億円（新規）＜生涯学習政策局社会教育課＞

［うち新しい日本のための優先課題推進枠：１3億円］
国 1/3

都道府県 1/3

市町村 1/3

【補助率】
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①いきいき土曜日事業
【寺子屋講座】第１・３・５土曜日に，幼・小・中の英会話・国語・算数

・数学・英語・そろばん・合唱等
【パソコン講座】第１・３・５土曜日に，小学生対象のパソコン実習講座
【水曜日講座】毎週水曜日放課後に，全中学校１・２年生に数学・英語
【夏季・冬季特別講座】中学３年生に英語・数学・国語（７日間）
【幼稚園文字・英会話教室】週２日，幼稚園への出前授業
【寺子屋昭和館・プラチナ館】小学校４～６年生に放課後補充学習
【テレビ寺子屋講座】ケーブルテレビを活用した小・中学生対象番組の

放映

③のびのび放課後活動事業
【スポーツ少年団等の活動推進】各種大会・活動の支援や後援
【文化活動団体等の活動推進】発表会・展示会等の支援や後援

②わくわく体験活動事業
【週末子ども育成活動】第２・４土曜日に，日頃できないようなものづくりや体験活動
【ステップアップスクール】３泊４日の集団生活・自主活動等の宿泊体験

知

徳

体

確
か
な
学
力

豊
か
な
心

健
や
か
な
体

「学びの２１世紀塾」～ 「学びの姿」の構築を図る～
市民講師を中心にした講座等により，確かな学力の定着や体づくりの機会
を提供し，地方の子供にも平等に学習を保障して，格差をなくす

県内学力テストワースト２位 ⇒ ８年連続１位
野球やバレーボールの全国大会出場

＜参考＞大分県豊後高田市の取組事例（土曜学習）

（大分県豊後高田市
作成資料を参考）
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★校区を越えた子供・親・地域の人々と関わりにより，様々な価値観に触れ，子供の学習に対する意欲

が上昇。

★野外活動での自然体験が，親子のコミュニケーションをより活発にし，子供の体験活動の幅が拡大。

★祭りや餅つき等の行事を通じて，市民としての共通意識が高まり，達成感と共に協働の必要性を認識。

★伝統文化に親しみ，小・中学生が主役になる場面を設定し，コミュニティ活性化の中心へと変化。

★校区を越えた子供・親・地域の人々と関わりにより，様々な価値観に触れ，子供の学習に対する意欲

が上昇。

★野外活動での自然体験が，親子のコミュニケーションをより活発にし，子供の体験活動の幅が拡大。

★祭りや餅つき等の行事を通じて，市民としての共通意識が高まり，達成感と共に協働の必要性を認識。

★伝統文化に親しみ，小・中学生が主役になる場面を設定し，コミュニティ活性化の中心へと変化。

（子供の声） 「家でできないこと，小学校ではできない体験がたくさん体験できた。土曜塾は楽しいよ。」
（保護者の声）「大和高田市のいろいろな学校の子供と触れ合うことができ，『また，土曜塾で会おうね！』と心待ちにして

いる。土曜塾での体験は素晴らしいもので，親子のコミュニケーションが活発になった。」

大和高田市土曜塾（奈良県大和高田市） ※国庫補助

放課後子供教室を活用した土曜日の多様なプログラムの事例

○公民館を中心に土・日曜日の子供の居場所づくりを実施。

○その中で，学習支援，自然体験，伝統文化，地域の行事

への参加等，多様な取組を実施。

○参加する子供が市内全域に広がり，保護者同士の交流する

場も増加。

○地域の祭りに参加することで，積極的に地域の活性化に

貢献。

取組の概要

事業を実施して

特 徴

漢字検定対策 陶芸教室

活動の区分

学校支援
地域本部

放課後
子供教室

コミュニティ・
スクール

その他

－ ○ － －

高田おかげ祭りいちご狩り もちつき大会

桜華殿前絵画教室
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〈池田中学校区MTP（マイ タウン プロジェクト）〉

学校支援地域本部を活用した中学生向けの土曜日の教育活動の事例

（大阪府池田市）

教員を中心として，保護者や大学生など地域の方がAT（アシスタントティーチャー）
として参加し実施

【ＤＪＢ】（土曜授業(*)ベーシック）

・中学１年生を対象する，小学校の算数の基本的な内容

（小学校３．４年生を中心に６年生までの算数）（1学期に実施）

【従来型DJ】（従来型土曜授業(*)）

・全学年を対象とした理科の実験教室や

数学，社会の補習授業

・前半30分が学校の先生による補習授業，

残りの60分はプリント学習を実施

（実施の内容を事前に生徒に周知し、

希望する生徒が自由に参加する）

【ジョイントDJ】（ジョイント土曜授業(*)）

・中学３年生を対象とした受験対策（３学期に実施）

取組の概要

小学校算数に取り組む
１年生とMTPｽﾀｯﾌ

池田中学校HPを参考に
文科省にて作成

「池田中学校区MTP」とは，①社会，②文化，③学力といった分野で，学校行事，職場体験，学習サポート，クラ
ブ活動など子供たちに関わるあらゆるサポートを行う組織。
スタッフ登録は約300名（平成23年度実績）。DJ（土曜授業）や「よのなか」科の授業などを中心に実施。

*このページの「土曜授業」とは池田中学校独自の取組名称であり、教育課程外の取組である。
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【小学４・５・６年生ゼミ】
・対象 … 市内公立小学校（１２校）に通う

４，５，６年生児童（※学年ごとに実施）

・実施時間 … １コマ（ ５０分）
・科目 … 算数
・受講料 … １，０００円/月
・教材費 … １，１００円/年間

【小学４・５・６年生ゼミ】
・対象 … 市内公立小学校（１２校）に通う

４，５，６年生児童（※学年ごとに実施）

・実施時間 … １コマ（ ５０分）
・科目 … 算数
・受講料 … １，０００円/月
・教材費 … １，１００円/年間

○ 小学４～６年生・・・２０６名 ○中学１～３年生・・・１４４名

（大東市の小学生の６％） （大東市の中学生の４％）

～土曜日に児童・生徒のための学習の場を開設！
学習機会の拡充を図る～

団体との連携による学力向上のための土曜日の学習機会の提供事例

○ 平成２２年度から学力の向上と自学自習力を高めることを目的に，大東市独自の事業として開始

○ 実施については公益社団法人全国学習塾協会に委託。同協会より派遣される塾講師が
指導及び年間カリキュラム作成を担当

○ 青少年教育センター（市内２ヶ所）・市民会館の計３ヶ所で開設

○ 毎週土曜日実施（平成２５年度 ４４回実施予定）

取組の概要

実施の状況（平成２５年度 申し込み状況）

取組内容

授業・実習

【小学生クラスの授業風景】

※ 受講生が生活保護法の規定による生活扶助および就学援助制度を受けている場合は，受講料を免除

【中学生ゼミ】
・対象 …市内公立中学校（８校）に通う

１，２，３年生生徒（※学年ごとに実施）

・実施時間 … ２コマ（５０分×２コマ）
・科目 … 数学，英語
・受講料 … ２，０００円/月
・教材費 … ２，２００円/年間

【中学生ゼミ】
・対象 …市内公立中学校（８校）に通う

１，２，３年生生徒（※学年ごとに実施）

・実施時間 … ２コマ（５０分×２コマ）
・科目 … 数学，英語
・受講料 … ２，０００円/月
・教材費 … ２，２００円/年間

大阪府大東市（市単独事業）
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企業等との連携の推進(土曜学習応援団)について

官民連携で「土曜日教育ボランティア運動」を推進し、より豊かな土曜日の教育環境を実現

○ 多くの社会人が土曜日の教育活動に参画することができるよう、多様な企業、団体等からなる
「土曜学習応援団」を組織し、特設HPを開設。賛同企業等の内容を充実させ、４月中旬より本格運用。

○ 上記HPに、賛同企業等が実施している(または実施可能な)出前授業等の事例を掲載し、
全国の教育委員会等へ情報提供予定。

○ 今後、全国の自治体の土曜日の教育活動の実施状況等についても掲載し、企業と教育委員会の双方に
必要な情報を提供予定。

【土曜学習応援団特設HP】

※要望等に応じて、文部科学省において、
企業等と教育委員会等のマッチングも実施可能。

＜平成26年７月２５日現在の賛同企業・団体＞

○賛同数：6８社･団体
三菱商事、日本貿易会、キッコーマン、アフラック、野村ホールディングス、ダスキン、凸版印刷、
全国信用金庫協会、日本経済団体連合会、日本証券業協会、日本数学検定協会、
日本ニュース時事能力検定協会、日本PTA全国協議会、全国高等学校PTA連合会、全国子ども会連合会、
ボーイスカウト日本連盟、日本レクリエーション協会、全日本ピアノ指導者協会、おやじ日本 等

○その他：約９０社・団体と交渉中

URL: http://doyo.mext.go.jp

【参考：学校と地域でつくる学びの未来HP】
URL: http://manabi-mirai.mext.go.jp
※学校支援地域本部や放課後子供教室の事例を多数掲載
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土曜日の教育活動推進プロジェクト
土曜学習フェスタ in すまいるスクール日野学園 ～子供の学びを皆で支えよう!～

日 時：平成２６年４月２６日（土） ９：３０～１１：４５ 場 所：東京都の品川区立小中一貫校日野学園
趣 旨：実社会で活躍する現役の社会人の方々による体験型プログラムを小学生を対象に実施し、土曜学習を今年度より

本格的に全国展開する第一歩とする。

ハイブリッドカー工作中

第一部では、ゲームや工作などの参加型プログラムを中心として、プロ棋士や芸人をはじめ、
各分野の第一線で活躍する現役の社会人の方が講師となった学習会が行われました。

囲碁教室にて。どこに置こうかな…？

主催：品川区、品川区教育委員会、文部科学省、文化庁

第二部では、星出 彰彦 宇宙飛行士が、実際に宇宙に行った時の映像を使って講
演し、質問コーナーでは、宇宙での飲み水の確保や、宇宙空間での運動の必要性な
どの子供たちの質問に、具体例をあげながら分かりやすく説明いただきました。

星出飛行士の講演

その後、下村文部科学大臣も参加して、星出飛行士と子供たちとの対話が行われ、
「宇宙飛行士になりたい」、「お医者さんになりたい」という子供たちの「夢」に対して、夢
を叶えるために努力することの大切さなどについてアドバイスをしました。

今回のフェスタを契機に、全国各地で土曜日の教育活動が活発に行われるよう、文部科学省
職員の土曜日の教育活動への参画も含め、省をあげて積極的に取り組んでまいります。

下村文部科学大臣
からのアドバイス

◆メイン会場（土曜学習）プログラム◆
＜第一部＞
「土曜日教育ボランティア応援団による土曜学習」

①キレイのタネまき教室 ㈱ダスキン
②文部科学省「夢授業」 文部科学省
③ハイブリッドカー工作教室 パナソニック㈱
④笑楽校 吉本興業㈱
⑤Ｊリーグをとりまくよのなかの仕組み (公社)日本ﾌﾟﾛｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
⑥世界のお金を学ぼう 野村グループ
⑦ふれあい囲碁教室 (公財)日本棋院

協力：キャリアリンク
＜第二部＞
「星出 彰彦 宇宙飛行士の講演」、「下村文部科学大臣と星出飛行士・子供たちとの対話」

元気いっぱいにﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ！
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講師：須原愛記(文科省・国研)ほか若手職員 ｜文部科学省

夢授業」（チアリーディング）

チアダンスの体験を通じて、新しいことに挑戦することの楽
しさ、仲間と協力することについて学びます。
また、友達や周りの人を思いやり、元気づけることの大切さ

を映像資料や講師の体験を聞いて、参加者で考えてみます。

① 映像「チアリーディングの魅力」、講師による体験などの語り
② 準備体操、簡単な振付、グループに分かれて練習
③ ダンス発表、どうすれば周りの人に元気を与えられるか
④ まとめ

●ねらい

●学習の流れ（予定）

・講師が、中学校で1年間教えた経験も踏まえ、
将来の夢を持って努力することや、新しいことへ
の挑戦の大切さを語ります。
・また、野球やバレーボールなどでおなじみのチ
アリーディング。チームの仲間や見ている方々も
勇気づけます。そんなチア入門を一緒に体験しま
せんか。

②文部科学省
「

低学年 中学年

＜協力：公益社団法人 日本チアリーディング協会＞

汚れの正体や種類、そしてその汚れを放っておくとどんな影響が
あるかを考えることで、掃除の意義について理解を深めます。
①日頃の掃除に対する意識を確認
②どうして掃除をするのかを考える

-汚れの種類、正体を知る
-ホコリを放置しておくとどのような影響が出るかを知る
-汚れには目に見えるもの・見えないものがあることに気づく
-ホコリが及ぼす影響を知り、掃除をする意味を考える

ホウキ・チリトリ・ぞうきんなどの正しい掃除用具の使い方を
知ることで、掃除への取り組み意欲の向上につなげます。
①【実習】用具の正しい使い方を知る

-ホウキ・チリトリ・ぞうきんの正しい使い方を、
実習を通して理解する

②映像教材（DVD）で学んだことをふりかえる

低学年

経済産業省主催 第4回「キャリア教育アワード」
優秀賞受賞プログラム

【１部】どうして掃除をするのだろう（15分）

【2部】掃除用具を正しく使おう（45分）

講師：ダスキン社員 ｜ダスキン
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中学年
以上

親子可
講師：
パナソニック社員 ｜パナソニック 中学年低学年

④

講師：品川庄司・庄司智春｜吉本興業
コンテンツ監修：東京学芸大学

世の中にあるコトを、１００とした場合、今の学校教育、塾、習い事で出会えるもの
は１くらいじゃないだろうか。残りの９９に、きっと、次の未来を担う子どもたちの可能
性がつまっているのではないか。
世の中にある素晴らしいものにひとつでも多く出会える場所として、笑楽校＝可能性を
高める授業はあると考えます。
笑楽校は、吉本興業が東京学芸大学の監修のもと推進する、子どもたちが様々な可
能性と出会っていくことで、人間力を大きく育てる教室です。先生は、プロフェッショナル
の人たち。ひとつの企業学校や職業体験になるのではなく、そこから人生にきっと役に
立つ、いつかつながることを習うことができるように設計していきます。その可能性に出
会ったこどもたちは、「自信」をもち、明るく元気な子へと変化します。

今回は品川庄司 庄司先生の「大事な人へ手紙を
書いて気持ちを大声で叫ぼう」という授業。庄司先生
が、気持ちを綴るポイントを伝え、皆で手紙を書く。大
好きな人への「想い」を言葉にのせて伝達することに一
生懸命になる人は、言葉との「格闘」を通して、不思
議なことに、言葉で「自分」自身をも振り返り見つめ直
すことができるようにもなったりする。
ちょっと照れくさい、庄司先生とのラブレターづくりをとお
して、大切なことがみつかるかも・・・
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第１部：「土曜日教育ボランティア応援団」による土曜学習プログラム概要

⑤Ｊリーグをとりまくよのなかの仕組み
講師：Jリーグ職員 ｜日本プロサッカーリーグ 高学年

本プログラムは、ゲームを通じて国に
よって通貨が異なること、その異なる
通貨を交換する必要があることを知る
とともに、世の中のさまざまな要因に
より通貨の価値が変動することを知る
ことをねらいとしています。

⑥世界のお金を学ぼう（まなぼう教室）
講師：野村グループ社員 ｜野村グループ 高学年

プログラムの特徴

体験型ワークで
楽しく学ぶ！

グループで行うゲームを通して
楽しみながら「為替」のしくみに
ついて理解することができます

身近な事例で
わかりやすく学ぶ！

お金の役割や価値を子どもたち
の身近な事例から
考えることができます

プログラムの内容

●それぞれの国の通貨にはどんなものがあるのだろう？

●円をドルに交換してみよう！
サイコロの目によって通貨の価値が変化。
海外旅行のお小遣いは何ドルに？

プログラムのねらい

１

2
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・初心者から楽しく学べる囲碁の世界。
友達や親子でふれあいつつ囲碁の楽
しさを学びます。 中学年 高学年

低学年親子可

⑦ふれあい囲碁教室
講師：水間 俊文 七段 ｜日本棋院

巻幡 多栄子 四段 ｜日本棋院

第１部：「土曜日教育ボランティア応援団」による
土曜学習プログラム概要

第２部 星出 彰彦 宇宙飛行士の講演
「宇宙にかける夢」、

大臣・子供たちとの対話

写真：ＪＡＸＡ ＨＰより

○星出飛行士によるご講演：「宇宙にかける夢」

・映像を交えて宇宙飛行士のご紹介
・子供たちとの質疑応答の形式で「夢」について講演
小学生の頃の夢、宇宙飛行士になるために努力したこと、
ISS「きぼう」での経験、子供たちへのメッセージ等

○子供たちとの対談

・大臣と星出飛行士の対談
・星出飛行士の講演への感想・質問
・夢を持つこと、夢を叶えるための努力の大切さ等

・子供たちの「夢」
・大臣と星出飛行士からアドバイス
※大臣、星出飛行士への質問も受付
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公益NPO法人おやじ日本と未来教室について
◆創 立：平成１６年６月２７日
＊「おやじ日本全国大会及び東京全都大会」において，おやじ日本設立宣言。

（参加者５００名）「総監督」に星野仙一氏と野村萬斎氏就任。

◆理事長：竹花 豊 （東京都教育委員，元パナソニック常務役員，元東京都副知事，元警察庁局長）

◆活動方針：
１．「おやじ日本」は子供と地域と向かい合おうとする父親を応援する。
２．子供や地域のことについて，父親が学ぶ機会を提供する。
３．全国の「おやじの会」の情報交換と交流を支援する。
４．地域で活き活きと生きる「おやじ」集団づくりを目指す。
５．地域に向けて「おやじ」として提言する。
６．これらの目的を実現するために，ホームページ等による情報交換を行い，年一回の全国大会を開催する。

◆主な活動：
・企業による出前授業など，学校と企業との連携システム支援推進事業として，「未来教室」事業を
平成23年9月から実施（25年11月までに，50回実施）
・このほか，「８３運動」（子供が登下校する午前８時と午後３時に大人が見守る運動）や「ｉｓ運動」（携帯や
インターネットの新たな危機から子どもたちを守り，子どもの被害を未然に防ぐための各種活動），「防災
教室」など，子供の健全育成に資する各種活動を展開。

（参考） 第４４回未来教室
日時：平成２５年１０月５日（土）
場所：杉並区立井荻小学校（杉並区善福寺1-10-19）
テーマ：「３Ｄって？」
対象：１～６年生（４６名）
協力企業：（株）NHKメディアテクノロジー

（おやじ日本のHP等より）
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会員企業 協賛企業

出典 http://www.career-program.ne.jp/programlist/ キャリア教育プログラム開発推進コンソーシアム 事務局ＨＰより（H25.12現在）

企業と連携した多様な教育プログラム
（キャリア教育プログラム開発推進コンソーシアムの事例）

次世代育成（教育CSR）に真摯に取り組む企業や団体か連携し，学校現場に活用できる教育プログラムを協同で普及させることで教育現
場を支援することを目的とする。教科書だけでは実現できない，実社会とつながりのある様々なテーマ（環境・経済・食育・福祉など）を持つ
企業のノウハウを活かしたプログラムを通して，子供たちに発見や感動のある教育プログラムを学校現場（教育委員会・学校）に提供。

◆キャリア教育プログラム開発推進コンソーシアムの取組

◆教育プログラム
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東京都の教育支援コーディネーター・フォーラムの事例

目的

教育支援コーディネーターと教育支援プログラムを提供する企業・大学・ＮＰＯ
等が一堂に会し，

①教育支援コーディネーターが，各地域での活動に活用可能な多様な教育支援

プログラムの情報を得る

②双方が，意見交換を通して，より効果的な教育支援プログラムの導入

について学ぶ

35

【平成25年実績】【平成25年実績】

• 第１部 全体会

教育支援コーディネーターと企業・団体との交流

初心者コーディネーター対象にセミナー
• 第２部 分科会

分科会Ⅰ「出張授業・研究授業体験を通じて考えあう～ 学校支援の取組を育む
学校・コーディネーター・支援団体（企業）の関係～」

＜中教審 第3回放課後WG 谷委員資料より＞
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＜教育委員会＞
＊ホームページを通じて企業等の取組を周知
＊企業等の職場研修等における講師等の相談

＜企業等＞

【学校への貢献】
・職場体験の受入

・キャリア教育 等

【地域への貢献】
・企業の施設や技術力をいかした
講座の企画、運営

・公民館等が実施する地域行事への
参加、協力 等

【従業員への家庭教育支援】
・「早寝・早起き・朝ごはん
運動」推進

・「子ども参観日」 等

ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度

支
援

登
録

～応援します！！教育ＣＳＲに取り組む企業を！！～
教育ＣＳＲに取り組む企業等と千葉県教育委員会が連携し、子供の健やかな成長を支援する。

企業が賛同することにより、家庭・学校・地域が一体となって
子供たちを育てる環境作りを推進

※登録企業等：３７１
（平成２５年１１月２５日現在）

千葉県教育委員会

（平成２３年度から開始）
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優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる
文部科学大臣表彰について

学校・家庭・地域の連携協力による社会全体の教育力向上の推進を図ることを目的に、地域全体で学校や子供
たちの教育活動を行う活動に対し、文部科学大臣が表彰を行います。 （平成23年度より実施。今回で4回目）

※年度末に事例集を作成して、ＨＰに掲載（http://manabi-mirai.mext.go.jp/exam/commendation.html）

１.趣 旨

貴自治体からの積極的なご推薦をよろしくお願いします！！

H26.8.11

２.表彰の対象

「土曜日の教育活動」や「学校支援地域本部」、「放課後子供教室」、「コミュニティ・スクール（学校運営
協議会制度）」での教育方針に基づいた「地域による学校支援活動」のうち、その内容が他の模範となる活動
が対象になります。 (ただし、PTA活動については別に表彰制度があるため、本表彰の対象になりません)

３.推薦方法

文部科学省から、都道府県、指定都市、中核市に対し推薦依頼をして、推薦のあった活動について審査の上、
文部科学大臣が決定します。 （平成25年度の表彰活動数：138活動）

４.スケジュール

（ ７月３日 推薦依頼 ）
９月１２日 推薦締め切り

１０月 審査
１１月中旬 決定通知発出
１２月８日(予定) 表彰式

平成２５年度の表彰式の様子
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