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①富山学区の概要 

＊富山中－昭和61年4月 岡山市立操南中学校から分離し開校(12組 344名) 
 富山小－明治15年6月開校 (25組 725名) 
 富山幼－大正14年7月開園 (4組 103名) 
 私立富山保育園－昭和44年4月開園(6組 90名) 

＊一幼・一小・一中・(保育園)で12年間同じ環境で育つ特殊な地域環境 

＊人間関係が固定化している 
 小学校時代からのトラブルを引きずって中学に入学 
 高校進学などで新しい集団になったとき、うまく人間関係を作れない 

＊地域コミュニティの基盤が強い 
 安全・安心ネットワーク協議会(市内でも代表的な地域) 

＊中学校区で統一した指導がしやすい 

＊岡山市のやや東方に位置し、百間川・倉安川・操山など自然や 
 史跡に恵まれた地域 
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②経過と主な事業 (1年次) 

＊9月 岡山市教育委員会から指定 

 

・キャッチフレーズづくり 
 「夢いっぱい笑顔はじけるとことん富山」 
・めざす子ども像 
  保護者・地域にアンケートを実施して決定 
・学校教育目標 
 ＜保・幼・小・中で統一＞ 
 「富山を愛し、心豊かでたくましい幼児・児童・生徒の育成」 
・家庭・地域・学校園の役割分担 
・家庭・地域・学校園の連携を整理 

 平成２０年度 

パンフレットづくり 
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 パンフレットの内容 
 

＊キャッチフレーズ・方針 
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活動方針  

二
本
の
柱 

学校園の連携 

家庭・地域・学校園の連携 

・接続のギャップを低くする取り組み 
・あいさつポスター・授業研究テーマの統一 
・学校園の園児・児童・生徒の交流 

・ボランティア先生・中学生ボランティア 
・あいさつ運動の日・安全マップづくり 
・避難訓練（簡易担架づくり） 
・簡単朝ごはんレシピ料理教室 
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パンフレットの内容 

＊学校園教育目標・めざす子ども
像 

＊家庭・地域・学校園の役割・組織 
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地域協働学校の組織 

地域協働学校連絡会 

（連絡協議会） 

地域連携部会 

県青少年相談委員（学校支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

・中学校教頭・各校園生徒指導担当 

・青少年育成協議会担当 

・地域役員・団体代表 

学校連携部会 

小学校教頭・各校園教務 

・学校代表者 

広報部会 

学校園ＰＴＡ代表 

・各学校園担当者 

連合町内会長・副会長・コミュニティ協議会副会長・
安全安心ネットワーク協議会副会長・公民館長・ 
主任児童委員・学校支援ボランティア代表・ 
保護者代表（ＰＴＡ会長）・学校園代表・各部会代表・
事務局 

富山中学校運営協議会 
富山小学校運営協議会 
富山幼稚園運営協議会 

地域協働学校企画会 

保幼小中校園長・小中教頭 
・幼小中教務主任 
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パンフレットの内容＜連携のまとめ＞ 

9 



富山中学校区地域協働学校 

主な事業(２年次) 

 平成２１年度 

シンボルマークの募集・決定・表彰 

簡単朝ごはんレシピ集作成・配付 

・シンボルマークを子ども・保護者・地域に 
 広く募集して決定 

・ＰＴＡ連絡協議会で主催し、愛育委員会の協力を得て 
 保護者・地域から募集 
・77点から16点に選定したものを冊子として、学区の 
 保護者に配付 
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富山学区地域協働学校 シンボルマーク 

・保護者・地域・児童・生徒 
 から広く募集 
 
・当時中学1年生(美術部) 
 が最優秀 

・学校園で配付する文書や 
 冊子等さまざまところで 
 利用している 
 
・地域協働学校の趣旨の 
 啓発に役立てている 

＜作者のコメント＞ 
  山はにっこり操山 
  手はＴＹ富山の頭文字 
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簡単朝ごはんレシピ集 

幼・小・中の 
ＰＴＡ協議会と 
愛育委員会の 
協力で作成 
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主な事業(３年次) 

 平成２２年度 

クリアファイル（シンボルマーク入り） 

広報紙発行（年2回） 

・広報部会で原案を作成 
 幼・小・中の子どもたちに配付 

・広報部会で作成 
・二本柱の原稿を各校園から集める 
・地域の人への啓発とさらなる協力を 
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クリアファィル(シンボルマーク入り) 

・広報部で検討し図案を決定 
・幼・小・中の子どもたちに配付 
・シンボルマークの情宣と 
 地域協働学校の趣旨の啓発のため 
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③予算について  

収  入 主な支出（概算） 

Ｈ２０ 
市教育委員会   20万円 
自治振興会      10万円 

パンフレット    21万円 
郵券料・写真代     1万円 

Ｈ２１ 
繰越         8万円 
自治振興会      10万円 

あいさつポスター    1万円 
レシピ集・広報紙    3.3万円 
郵券料・賞品・雑費   3万円 

Ｈ２２ 

繰越         11万円 
自治振興会     4.7万円 
小中ＰＴＡ     8万円 
幼 ＰＴＡ     1万円 

クリアファィル   14.7万円 
広報紙      6.2万円 
会議費・通信費等 2.5万円 

Ｈ２３ 

繰越        1.3万円 
自治振興会     3万円 
小中ＰＴＡ     3万円 
幼 ＰＴＡ     5千円 

広報紙用紙代   6.2万円 
会議費・通信費     3万円 
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④学校園の連携  
 

幼稚園・保育園の交流 

保育園での交流 

 

幼稚園での交流 

保育園児の８割が 
    富山小学校に 
幼保の時から交流 

こども 
動物園 
での交流 

運動会
ごっこ 

お手紙
交換 
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幼稚園・小１の交流 

昔遊びの会 

幼稚園児と小１の交流 

昔遊び体験 

地域と小１
の交流 
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幼稚園・小５の交流  

ふれあいプロジェクト 

休み時間に小５の子が遊びに
行ったり、プールや富山まつり
でも仲良くしています。 

休み時間に小５の子が遊びに
行ったり、プールや富山まつり 
でも仲良くしています。 
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小学校・中学校の交流 

６年生体験入学 

  □ 中1ギャップ解消のために 
   ・中学校生活のガイダンス 
   ・ビデオで中学校生活を紹介 
   ・小学生の質問事項に、 
     生徒会中央役員が回答 
   ・部活動見学 
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小学校・中学校の交流 

読み聞かせ隊 
・中学校図書委員会で、夏休みに 
 小学生・学童保育児童対象に実施 
・紙芝居や絵本の読み聞かせ、 
 クイズやゲームで楽しむ 
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幼小中の連携  

あいさつ・人権ポスター 

・小学生・中学生からあいさつ・   
 人権標語を募集 
・優秀作品に幼稚園児の絵を 
 つけて通学路に掲示 
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⑤地域・家庭との連携 

◇今年度の地域との連携について（Ｈ２３年度） 
 
  ＜全体＞  あいさつ運動（5月25日、11月10日）、三世代ディスコン大会 
         地域教育懇談会、みんなのしゃべり場（幼・小・中） 
 
  ＜幼稚園と地域＞ 
   年 間    ぽぽんたの時間、わくわく広場、のびのび親子広場、お手玉遊び、 
         お茶会、素話、幼稚園開放、親子ふれあい遊び 
   １学期  芋の苗植え、園外保育（石高神社・お瀧山花広場）、カレーパーティー 
   ２学期  富山文化まつり参加、園外保育（吉備津岡辛木神社・操山） 
   ３学期  園外保育（シルエット観劇・お別れ遠足） 
 
 ＜小学校と地域＞ 
      年 間    お話どんどん 
   １学期  操山・倉安川探検、ふるさと富山学習、青パト隊対面式 
         やご救出作戦、豊年踊り、親子奉仕作業(校庭) 
   ２学期  学区運動会、安全マップづくり、富山歴史探検隊 
         富山文化まつり参加、若松園祭り、地域の方と給食を囲む会 
         富山のバリアフリーを見つけよう  （運動会でテント借用） 
         富山ふれあい情報局 
   ３学期  スクールランチセミナー、昔探検、 
         室町体験学習、感謝の会、昔遊び  
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⑤地域・家庭との連携 

＜中学校と地域＞ 
      年 間  富中ギャラリー（ｷﾞｬﾗﾘｰｺﾝｻｰﾄ・ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰｸ）、みんなのしゃべり場 
   １学期  地域一斉清掃、夏休みフリー塾ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、恵風荘訪問 
         富山荘夏祭りボラ、簡単朝ごはんレシピ料理教室 
         ＰＴＡと生徒会のクリーン大作戦 
   ２学期  学区民体育大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、学校公開(弁論大会)、給食試食会 
         三世代交流ディスコン大会参加、トライやる富山、 
         避難訓練で簡易担架づくり、富山文化まつりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
         富山ふれあいウォーキングﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、恵風荘訪問 
         百間川・倉安川清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（運動会でテント借用） 
   ３学期  恵風荘訪問 
 
   地域から学校に ドリームガーデン ガーデニングクラブカントリー 
   部活動外部指導者 茶道同好会、バドミントン部、 
   トライやる富山マナー講座 
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地域と幼稚園の連携 

ボランティア先生とお手玉遊び ボランティア先生と操山登り 
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地域と小学校の連携  

青パト隊の方との対面式 町内会・各団体と親子奉仕作業 

地域の方と 
給食を囲む会 
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安全マップづくり(小3児童) 

①事前に安全を守る会の方が 
    保護者ボランティアを指導 
②フィールドワーク ③まとめ ④発表 
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地域と中学校の連携 

ドリームガーデン種まき みんなのしゃべり場 

春の一斉清掃 中庭花壇整備 
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地域と中学校の連携 

各種ボランティア 

恵風荘 
訪問 

富山 
ふれあい
ウォーキング 

富山 
文化まつり 

学区民 
体育大会 
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こどもと地域の連携 

夏休みフリー塾 三世代交流ディスコン大会 

お昼ごはん
づくり 

ドッヂビー 

汗をかいた後
はおいしい 
ぜんざい 
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           ⑥新しい取り組み 

登下校時のこどもの
見守りを、見守り隊、
青パト隊、各校園・
ＰＴＡなどが 
それぞれでしていた 

年に2回「あいさつ運動
の日」を定め、地域の 
各種団体・ＰＴＡ・ 
学校園・一般住民など 
地域みんなで 
あいさつ運動をした 

あいさつ運動の日 
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富山学区連合町内会ＨＰで紹介 
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富中ギャラリー  

富山中玄関ホール
で年間10回開催 

中学校の行事に合わせて
開催！多いときには 

100人を超える参観者 

地域の方の絵画・書道・ 
写真などと各校園の 
こどもの作品展示 
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富中ギャラリー  
 

・ギャラリーを通して  
 保育園児・幼稚園児 
 と交流 
・作者と美術部生徒の 
 ギャラリートーク 
・日曜参観日の 
 ギャラリーコンサート 

新たな取り組み ただ展示するだけでなく、新たな連携・交流を！ 
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中学校避難訓練で簡易担架づくり 

・青少年育成協議会・防災協議会と連携 
・当日は防災協議会・婦人会・老人会・ＰＴＡなど   
 多くの方が参加・指導の協力 
・まず、大人が研修し、中学生に伝授 
・中学生は防災を自分のことして考えることがで 
 き、真剣に訓練に参加できた 
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簡単朝ごはんレシピ料理教室 

青少年育成協議会と栄養改善協議会と 
ＰＴＡと協働し、「簡単朝ごはんレシピ」の
代表作を中学生と保護者で 
実際に調理・試食 
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⑦まとめ  

○家庭・地域・学校が協働して学校運営に携わったり、 
 地域の子をみんなで育てるという気運は高まった。 

 (例)運動会に各町内のテントを搬入・組立まで地域の人がしてくださる。 

○予算は地域から３万円、小中ＰＴＡから３万円、幼稚園  
 ＰＴＡから１万円の１０万円で、予算に見合った活動を 
 推進していく。 
○新しいことばかりに目を向けず、 
       以前から現在まで既に継続している連携を整理 

○今までの連携のある部分を統合したり、 
               新たな連携を入れて深化させる 

○地域の課題を踏まえ、地域から主体的に子どもたちに 
 関わってくださることも増えた。 

○各組織の役員には周知・協力できているが、一般の住民を 
 どう巻き込むかが今後の課題 
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