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 先行きが不透明で、見通すことが難しい現代社

会において、子どもたちを取り巻く課題はますま

す複雑化の様相を呈している。 
それらの課題を解決し、子どもたちの望ましい

成長を促すためには、学校と家庭・地域が一体と

なって取組を推進していく必要がある。しかし、

地域コミュニティの弱体化に加え、つながりや支

え合いの希薄化などにより、本来あるべき地域の

教育力が低下してきている。また、子どもの貧困

や子育てに不安をもつ保護者の増加など、家庭環

境も大きく変化している。そのため、規範意識や

他者とのコミュニケーション力が十分に育たず、

いじめ等の問題行動の要因の一つになっている。 
これらの課題は、学校現場のみならず社会総掛

かりで対応する必要があり、望ましい子どもの育

成及び、生徒指導上の課題へ対応するための地域

基盤を再構築する取組が求められている。 
また、「小１プロブレム」「中１ギャップ」と呼

ばれる学校段階等間の接続上の課題も依然とし

て存在する。子どもたちが入学時にうまく学校に

適応できるようにするために、また、長いスパン、

同じベクトルで子どもたちの成長を積み上げて

いくために、学校段階等間の連携をより一層推進

する必要がある。 
校長は、連携及び協働の意義と役割を自覚し、

地域の核としての学校の在り方を学校運営の基

盤に位置付け、家庭・地域等との連携、学校段階

等間の連携より円滑な接続や教育環境づくりを

推進していく必要がある。 
本分科会では、校長のリーダーシップの下、子

ども一人一人の将来を見据え、家庭・地域等との

連携や異校種間の円滑な接続を推進するための

具体的な方策と成果を明らかにする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）家庭・地域等と連携し、特色ある教育活動

を展開する学校づくりの推進 

 これまでも学校は、教育資源を有効に活用しな

がら充実した教育活動を展開し、「社会に開かれ

た学校」づくりに取り組んできた。複雑化・多様

化する子どもたちを取り巻く課題を解決してい

くためには、さらに一歩踏み込んで、地域と一体

となって子どもたちを育む「地域とともにある学

校」への転換が必要である。そのためには、その

地域の特色を生かした「社会に開かれた教育課程」

を編成し、地域と共に連携・協働し教育活動を推

進していくことが求められている。 
校長は、学校と家庭・地域等との連携・協働の

関係を重視するとともに、教育内容と教育活動に

必要な人的・物的資源等を地域等の外部の資源も

含めて活用しながら効果的に取り組むことがで

きる教育課程を編成していく必要がある。 
このような視点に立ち、家庭や地域等との相互

理解や連携・協働を深め、特色ある教育活動を展

開する上での、校長の果たすべき役割と指導性を

究明する。 
（２）成長の連続性を生かした学校段階等間接続

の推進 

 子どもたちの成長は、それぞれの校種で完結さ

せるのではなく、常に成長の積み上げを図ってい

かなければならない。 
そのためには、幼・保・小・中が連続性を踏ま

えた「切れ目なく、線でつながる」ような教育活

動が必要になってくる。それぞれの相互理解と、

成長を連続させるための具体的な取組を推進す

ることで「小１プロブレム」「中１ギャップ」とい

った課題も解決されていく。校長は、中・長期的

な展望に立ち、子どもたちが各学校段階において、

自身の能力を十分に発揮できるように、円滑な接

続をより一層推進しなければならない。 
このような視点に立ち、学校段階等間の成長の

連続性を重視し、円滑な接続を推進する上での、

校長の果たすべき役割と指導性を究明する。

分科会の趣旨 研究の視点 

第13分科会 連携・接続 

Ⅴ 教育課題  研究課題 家庭・地域等との連携と学校段階等間の接続の

推進における校長の在り方 
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第 13分科会 「連携・接続」 

研究課題  「家庭・地域等との連携と学校段階等間接続の推進における校長の在り方」 

１．「研究課題」のもつ今日的な課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

 超スマート社会(Society5.0)の到来、予測不可能という表現を耳にする。そのような新しい社会を創

造的、自立的に生き、社会の形成に参画するための資質・能力を子どもたちに育むためには、「社会に

開かれた教育課程」を実現し、教育環境や指導体制を充実させるとともに、家庭・地域との連携・協働

を進めていくことが求められる。 

  学習指導要領総則編においては、中教審の答申内容を引用し、次のような表記がある。 

「中央教育審議会答申においては、“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標を

学校と社会が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育む『社

会に開かれた教育課程』の実現を目指し……。」 

ここにみられるキーワードは、連携・協働、｢社会に開かれた教育課程｣である。 

さらに、この答申においては、教員改革、学校の組織運営改革、地域からの学校改革・地方創生の３

点を改革の柱として答申に盛り込んでいる。 

 教員改革については、国、教育委員会、学校、大学等が目標を共有してお互い連携しながら、学習指

導要領に沿って、教員に求められる力を効果的に育成できるよう、教員に求められる能力を明確化する

教員育成指標や研修方針の策定などを示している。 

 学校の組織運営改革については、複雑化・多様化する学校の課題への対応や、子どもたちに必要な資

質・能力を育成するための教職員の指導体制の充実に加え、地域と一緒に子どもたちの課題解決を図る

ことができるような教職員を育てる研修の充実や校内組織づくりを求めている。さらに学校のマネジメ

ント機能の強化を図るとともに、学校の教育力・組織力を向上させ、学校が多様な人々とつながりを保

ちながら学ぶことのできる場となるようにしていくことを示している。 

 地域からの学校改革・地方創生については、地域の人々と目標やビジョンを共有し、地域と一体とな

って子どもたちを育む『地域とともにある学校』への転換を図るため、全ての公立学校がコミュニティ・

スクールとなることを目指して取組を一層推進・加速するとともに、次代の郷土を創る人材、学校を核

としたまちづくり、地域で家庭を支援し子育てできる環境づくり、学び合いを通じた社会的包摂という

方向を目指して取組を進めることにより、学校と地域との組織的・継続的な連携・協働体制を確立して

いくことを示している。 

 また、２８年８月に提示された中教審審議のまとめの中では、様々な生徒指導上の課題が早期化し、

中学校からではなく、小学校高学年からの対応が必要になっているという指摘もあり、生徒指導上の課

題について小と中が連携し、義務教育の９年間で子どもたちの望ましい成長を促すことの必要性も述べ

られている。また、幼保小接続に関しては、小学校入学当初、幼児期において自発的な活動としての遊

びを通して育まれてきたことが、各教科等における学習に円滑に接続されるよう、生活科を中心に、合

科的・関連的に弾力的指導行うようにと学習指導要領総則編で述べられている。 

 これらは、「社会に開かれた教育課程」の実現を中心に据えて、一体的な改革を進めるものであり、

今後、その進展と軌を一にしながら教育課程の改善を進めていく必要がある。 

 

２ 「研究課題」を究明する視点 

（１）家庭・地域と連携し、特色ある教育活動を展開する学校づくりの推進 

  ・地域と連携する教育活動の構築と校長の在り方 

  ・学校、家庭、地域をつなぐ体制の創造と校長の在り方 

（２）成長の連続性を生かした学校段階等間接続の推進 

   ・学校段階等間の望ましい連携の推進と校長の在り方 

・成長の連続性を生かす連携・接続の推進と校長の在り方 
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３ 分科会の方向性と研究視点に関する資料 

 

 

 

3 社会全体で子供たちの学びを支援する取組の推進 

（1）地域と学校の連携・協働のための仕組み 

 社会総掛かりでの教育の実現を図る上で、学校は、地域社会の中でその役割を果たし、地域とともに発展して

いくことが重要です。学校と地域がパートナーとして連携・協働するために、これからの学校は、地域でどのよ

うな子供たちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを保護者や地域住民等と共有し、地域

と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」へと転換していく必要があります。また、地域におい

ても、学校と連携・協働してより多くの地域住民等が子供たちの成長を支える活動に参画するための基盤を整備

していくことが重要です。 

  このため、文部科学省では、平成29年3月に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基

づき、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入を推進しており、全ての公立学校に学校運営協議

会が設置されることを目指しています（図表2‐3‐3）。また、同年に改正された「社会教育法」に基づき、幅広

い地域住民等の参画により地域全体で子供たちの学びや成長を支える様々な活動である「地域学校協働活動」を

推進しており、全ての小中学校区において地域学校協働活動が実施されることを目指しています。 

  新学習指導要領の理念である、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けては、コミュニティ・スクールと地

域学校協働活動を一体的に推進することにより、学校が保護者や地域住民等と教育課程に関する情報や課題・目

標を共有するとともに、学校教育を学校内に閉じずに、地域の人的・物的資源を活用しながら授業等を実施する

といったことが可能となります。実施後は活動の振り返りや評価を行い、次年度の教育課程や活動に反映させる

といったPDCAサイクルを機能させることができます。 

  また、学校運営協議会において教師の適正な勤務時間の設定に係る取組についても協議を行い、保護者や地域

住民等の理解と協力を得ながら必要な地域学校協働活動を行うなど、学校における働き方改革に取り組む上でも

重要な仕組みです。 

  さらには、地域と学校をつなぐコーディネーターである「地域学校協働活動推進員」が学校運営協議会の委員

となることで、協議の場である学校運営協議会と実働の場である地域学校協働活動が円滑に連携し、両者の機能

を高め、学校と地域の更なる連携・協働が推進されるなどの相乗効果が期待されます。 

 

 

 

 

目標（６）家庭・地域の教育力の向上、学校との連携・協働の推進 

○ 地域の教育力向上地域の教育力向上、学校との連携・協働推進 

・地域住民や保護者等が学校運営に参画する仕組みである学校運営協議会制度を全ての公立学校におい導入する

ことを目指し、各地域における推進を担う人材の確保・育成等を通じて、コミュニティ・スクールの導入促進

及び運営の充実を図る 。 

・地域と学校をつなぐ協働活動推進員の配置促や研修充実及び地域学校協働本部の整備等により 、小中学校区

における幅広い地域 住民や地域の多様な機関・団体等参画を通じた学校協働活動全国的な推進を図る。その

際、関係府省が連携し、放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や企業等の外部人材活用を促進する。 

・児童生徒の地域行事やボランティア活動への参加や高校生らがビジネスの手法等を学び、地域の大人とともに

地域課題を解決する取組を促進する。さらに、教師の担う重要な職責に対する社会における理解醸成を進める。 

 

 

【「新しい時代の初等中等教育の在り方について」】諮問の概要から 

平成31年4月17日文部科学大臣 

 

◆ 今世紀は社会のあらゆる領域での活動の基盤となっている知識基盤社会と言われており、人工知能（AI）、ビ
ッグデータ、Internet of Things(IoT)、ロボティクス等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り

入れられ、社会の在方そのものが現在とは「非連続的」言えるほど劇的に変わるとされる、Society 5.0 時代の

平成30年度 文部科学白書     文部科学省 

                    

第３次教育振興基本計画    文部科学省 
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到来が予想されています。 
◆ このような急激な社会的変化が進む中で、子供たちが変化を前向きに受け止め、豊かな創造性を備え持続可

能な社会の創り手として、予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質・能力を一

層確実に育成することが求められており、それに対応し、学校教育も変化していかなければなりません。 
◆ これからの時代学校はこれからの時代学校は教師を支援し教育の質を高めるツールとして情報通信技術

（ICT）やAI 等の先端技術を活用することにより、地理的制約を超えて多様な他者と協働的に学ぶことを可能

としていく 
◆  さらに、Society 5.0 時代の教師には、ICT 活用指導力を含む子供たちの学びの変化に応じた資質・能力が求

められます。 
 

 

 

 

 

第１章 教育改革、地方創生等の動向から見る学校と地域の連携・協働の必要性 

第１節 ポイント 

◆ 地域社会のつながりや支え合いの希薄化等による地域社会の教育力の低下や、家庭教育の充実の必要性

が指摘されている。また、子供たちの規範意識等に関する課題に加え、学校が抱える課題は複雑化・困難

化している状況。 

◆ 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた学習指導要領の改訂や、チームとしての学校の実現、教員の

資質能力の向上等、昨今の学校教育を巡る改革の方向性や地方創生の動向において、学校と地域の連携・協

働の重要性が指摘されている。 

◆ これからの厳しい時代を生き抜く力の育成、地域から信頼される学校づくり、社会的な教育基盤の構築等

の観点から、学校と地域はパートナーとして相互に連携・協働していく必要があり、そのことを通じ、社会

総掛かりでの教育の実現を図る必要。 

第２節 これからの学校と地域の連携・協働の在り方  ポイント 

◆ これからの学校と地域の連携・協働の姿として、以下の姿を目指す。 

○地域住民等と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」

への転換 

○地域の様々な機関や団体等がネットワーク化を図りながら、学校、家庭及び地域が相互に協力し、地域

全体で学びを展開していく「子供も大人も学び合い育ち合う教育体制」の構築 

○学校を核とした協働の取組を通じて、地域の将来を担う人材を育成し、自立した地域社会の基盤の構築

を図る「学校を核とした地域づくり」の推進 

◆ 上記の姿を具現化していくためには、学校と地域の双方で連携・協働を推進するための組織的・継続的な

仕組みの構築が必要。 

 

１．コミュニティ・スクールの仕組みの基本的方向性 

（５）小中一貫教育への対応など学校間連携の推進の観点 

地域ぐるみで子供たちの義務教育９年間の学びを支える仕組みとして、中学校区の複数の学校が連携した教育

支援体制を構築することは重要であり、小中一貫教育とコミュニティ・スクールを有機的に組み合わせて大きな

成果を上げている例も見られる。これらの一体的な導入により、地域住民や保護者等と教職員とが、学校の教育

目標や、学校・子供たちが抱える課題やその解決策等について９年間を見通して共有し、より広い地域からの組

織的・継続的な学校支援体制を整えることが可能となる。特に、小中一貫教育をこれから導入しようという地域

においては、導入前から関係の小学校・中学校について学校運営協議会を合同で設置し、学区の地域住民や保護

者等の意向を反映させながら、新たなカリキュラムや学校施設の在り方等を具体的に構想していく工夫も考えら

れる。 

 

第３章 地域の教育力の向上と地域における学校との協働体制の在り方 

第１節 地域における学校との連携・協働の意義  ポイント 

◆ 厳しい教育環境の中、子供を軸として、次代を担う子供たちの成長に向けての目標を共有し、地域社会と学

新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進 

方策について（答申）           中央教育審議会（平成２７年１２月２１日） 
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校が協働して取り組むことが必要。 

◆ 地域と学校が連携・協働することで、新しい人と人とのつながりも生まれ、地域の教育力の向上につなが

る。 

◆ 地域の教育力の向上は、地域の課題解決や地域振興、さらには、持続可能な地域社会の源となり、「生涯

学習社会」の構築にも資する。 

 

第３節 地域における学校との協働体制の今後の方向性  ポイント 

「支援」から「連携・協働」、「個別の活動」から「総合化・ネットワーク化」へ 

◆ 地域と学校がパートナーとして、共に子供たちを育て、共に地域を創る。 

◆ 地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく活動を「地域学校協働

活動」として、その取組を積極的に推進。 

◆ 従来の学校支援地域本部、放課後子供教室等の活動を基盤に、「支援」から「連携・協働」、個別の活動

から総合化・ネットワーク化を目指す新たな体制としての「地域学校協働本部」へ発展。 

◆ 地域学校協働本部には、①コーディネート機能、②多様な活動、③持続的な活動の３要素が必 

須。 

◆ 地域学校協働本部の実施を通じて、教職員と地域住民等との信頼関係が醸成され、コミュニティ・スクー

ルの導入につながっていく効果も期待される。 

◆ 地域学校協働活動の全国的な推進に向けて、地域学校協働本部が、早期に全小・中学校区をカバーして構

築されることを目指す。 

 

 

 

 

 

第３章 基本的な導入手順とＰＤＣＡの推進 

（１）現状把握と課題の特定 （地域とともにある学校づくり） 

小中一貫教育の導入に当たっては、保護者や地域住民の声を丁寧に聴き、共に新しい学校づくりを行うという

姿勢が大切であり、地域住民等とビジョン・目標を共有し、地域一体となって子供たちを育む「地域とともにあ

る学校」への転換を図ることが重要です。このような観点から、例えば学校運営協議会や学校支援組織との定期

会合等を通じて、地域住民とも教育上の課題を共有するとともに、地域の思いや願いを把握し、新たな学校づく

りに生かしていくことが考えられます。 

小中一貫教育の導入を契機として、地域住民や保護者との議論を積み上げ、協力体制を築くことが、より良い

学校づくりにつながります。 

 

第４章 指導の一貫性の確保 

１．基本的な考え方 

・ 小中一貫教育の中核となるのは、義務教育９年間を見通し、系統性・連続性を確保した教育課程を編成・実

施することです。 

・ 第３章で述べたように、教職員の共通認識の下で、義務教育９年間を見通した学校教育の目標（中学校卒業

時点での目指す子供像）をなるべく具体的に設定した上で、目標達成のための手段として、各教科等の系統性

を重視した教育課程を編成し、各学年の年間指導計画として実施する必要があります。 

・ その際には、それぞれ学校段階を超えたつながり（接続の円滑化）だけでなく、小学校段階内や中学校段階

内での異なる学年のつながりも含め、９年間の系統性・連続性を重視して、取組を改善することが重要です。

発達の段階に応じた縦のつながりと、各教科等の横のつながりを意識しながら教育課程全体を編成していくこ

とが求められます。 

・ また、各教科等の内容項目の指導以外にも、児童生徒の実態や課題を踏まえ、個々の学年・学級の指導計画

レベルも含め、どのような取組を一貫させたり、発展的に継続させたりするかを検討することが求められま

す。小中一貫教育というと、相互乗り入れ指導や異学年交流、合同行事などがイメージされることが多いです

が、それらは小中一貫教育の特長を生かした取組の一つに過ぎず、それらに取り組んだからといって、必ず成

果を上げることができると考えるべきではありません。 

小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引き 

                      文部科学省（平成２８年１２月２６日） 
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・ このようにして義務教育９年間の一貫性を強めた教育活動を検討することにより、「これまで小学校と中学

校はそれぞれ組織的・継続的な取組を行うことができていたのか」といった基本的な事柄について改めて確認

し、改善につなげることが可能となります。 

・ 教育基本法では「学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、

体系的な教育が組織的に行われなければならない」とされており、小中一貫教育の取組は、こうした教育基本

法の要請を小学校段階と中学校段階を一貫させて徹底するものであると位置づけることができます。 

・ なお、教育活動を効果的に展開していく上では、個々の教員の創意工夫を推奨することが重要であることは

言うまでもありません。このため、一貫性・継続性を強める取組を行う際は、全てを統一しようとするのでは

なく、児童生徒の実態を勘案し、どのような取組を一貫させ、継続させることが望ましいかを吟味した上で、

共通認識を持って取り組むことが大切です。また、個々の教員の創意工夫を教職員集団で積極的に共有し、効

果的な取組が校内に広がるような手立てを講じることや、それらの手立てを一貫教育の教育課程や指導計画に

位置づけていくことも重要です。 

 

 

 

 

小学校学習指導要領 総則 

１ 改定の経緯及び基本方針 

（１） 改定の経緯 

… 

 中央教育審議会答申においては、“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標を学校と社会

が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育む「社会に開かれた教育課

程」の実現を目指し、学習指導要領等が、学校、家庭、地域の関係者が幅広く共有し活用できる「学びの地図」

としての役割を果たすことができるよう、次の６点にわたってその枠組みを改善するとともに、各学校において

教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュラム・マネジメント」の実現を目指すこと

などが求められた。 

…… 

(2) 改訂の基本方針 

 今回の改訂は中央教育審議会答申を踏まえ、次の基本方針に基づき行った。 

① 今回の改訂の基本的な考え方 

ア 教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし、子たちが

未来社会を切り拓ひらくための資質・能力を一層確実に育成することを目指す。その際、子供たちに求め

られる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視すること。 

 

  ４ 学校段階等間の接続 

(1) 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫することにより、幼稚園教育要領等に基づく幼

児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育活動を実施し、児童が主体的に自己を発揮しながら学

びに向かうことが可能となるようにすること。 

また、低学年における教育全体において、例えば生活科において育成する自立し生活を豊かにしていくため

の資質・能力が、他教科等の学習においても生かされるようにするなど、教科等間の関連を積極的に図り、幼

児期の教育及び中学年以降の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。特に、小学校入学当初におい

ては、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきたことが、各教科等における学習に円滑

に接続されるよう、生活科を中心に、合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など、指導の工夫や指導

計画の作成を行うこと。 

 

 

(2)  中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領を踏まえ、中学校教育及びその後の教育との円滑な接続が

図られるよう工夫すること。特に、義務教育学校、中学校連携型小学校及び中学校併設型小学校において

は、義務教育９年間を見通した計画的かつ継続的な教育課程を編成すること。 

小学校学習指導要領ならびに小学校学習指導要領解説 総則編 

                    文部科学省（平成２９年３月・６月） 
                                


