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三鷹市の学校教育の理念

○質の高い教育をどの学校においても保証する

（義務教育9年間に 責任をもつ）

○地域全体で『共に』子どもを育てる

三鷹市自治基本条例第６章「参加及び協働」第33条

○ 保護者、地域住民等の学校運営への参加を進めることに
より地域の力を活かし、創意工夫と特色ある学校づくり

○ 学校を核としたコミュニティづくりを推進

学校自由選択制は実施しない
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コミュニティ・スクールを基盤とした
小・中一貫教育

（平成18年開始、平成21年全市展開）

三鷹市の教育

学校・家庭・地域社会が協働で子どもの教育を行います
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「人間力」
基礎的な素養を身に付け、自立した一人の

人間として考え判断し、豊かに 力強く生きて
いくための総合的な力

「社会力」
社会とのかかわりをもち、社会の一員としての

役割を果たしつつ、適切な人間関係を結び、
ともに生きていく力

三鷹市教育ビジョン2022
（第２次改定）令和２年3月
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５つの施策目標、２０の重点施策
Ⅰ地域とともに、協働する教育の推進

コミュニティ・スクールの充実・発展

Ⅱ小・中一貫した質の高い学校教育の推進
三鷹型の小・中一貫教育を充実・発展
義務教育９年間の学びと15歳の姿に責任をもった教育の実現

Ⅲ特色ある学園・学校づくりの推進
学校・学園経営の改善・充実
三鷹にふさわしい教員の養成・育成

Ⅳ 安全で快適な、充実した教育環境の整備
効果的な学習ができる教育環境の整備

Ⅴ地域をつなぐ拠点となる学校の創造
学校を核としたコミュニティ＝「スクール・コミュニティ」の創造

三鷹市教育ビジョン2022
（第２次改定）令和２年3月
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三鷹市の児童・生徒数
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三鷹市立小学校学区域
小学校１５校（児童数 ９,４６０人/R3.5）

7



三鷹市立中学校学区域
中学校７校（生徒数 ３,４６７人/R3.5）
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三鷹市立小・中一貫教育校
７学園（児童・生徒数12,927人/R3.5）
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・校長がリーダーシップとマネジメント能力を発揮し
て学校経営を行う。

・保護者や地域の方々が一定の権限と責任をもっ
て学校運営に参画する。

↓

このことにより、そのニーズを迅速かつ的確に学校
運営に反映させるとともに、学校・家庭・地域社会
が一体となってより良い教育の実現に取り組む

・地域の力を結集し、子どもを通わせたい
学校・学園を協働して作る。

コミュニティ・スクール 10



学園・学校運営の

基本方針

○○学園

〇〇中学校

〇〇小学校

〇〇小学校

三
鷹
市
教
育
委
員
会

○○学園

コミュニティ・

スクール委員会

説 明

協 議

意 見

承 認

意 見

委員の任命

コミュニティ・スクール

学校・家庭・地域がそれぞれ責任と権限をもち、
当事者として「ともに」手を携え、
地域の子どもたちの教育にあたるシステム

＜権限＞
・校長が作成する学校運営の｢基本方針｣を承認する
・学校運営について、教育委員会や校長に意見を述べることができる
・教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる
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学識経験者

保護者

住民協議会

地域協力者

地域
健全育成団体

民生児童委員
保護司

おやじの会

同 窓会

学 校

メンバーは…

ともに

委員は、30名以内
校長が推薦、教育委員会が任命

コミュニティ・スクール 12



○コミュニティ・スクール委員会での協議を通した

○教育ボランティア等、学校教育への支援による

学校運営への参画

教育活動への参画

三鷹市のコミュニティ・スクールの機能

学校と地域が目標やビジョンを共有する
学校と地域がパートナーとして連携・協働する
「地域に開かれた学校」⇒「地域とともにある学校」へ

重要なポイントは
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支援部の活動

・学園の教育活動への

保護者・地域人財の

積極的な参画促進に

関する活動

コミュニティ・スクール 14



広報部の活動

・コミュニティ・スクールの目的、

組織、活動等を保護者、地域

に広く周知する活動

コミュニティ・スクールだより
コミュニティ・スクールガイド
学園ホームページ 等

コミュニティ・スクール 15



評価部の活動

・学園運営の基本的な

方針に基づき、学園全体の運営について評価・

助言を行う。

・学園評価アンケートの結果を分析・検証し、成果と課

題を明確にして次年度の教育活動改善に生かす

評価研修

コミュニティ・スクール 16



平成３０年４月 地教行法の一部改正に基づき、
三鷹独自の方式が法に位置付けられたことにより

学園単位の学校運営協議会とする。

―コミュニティ・スクール委員会への一本化ー

・二以上の学校に一の協議会を設置することが可能に
・教育委員会規則の改正を実施

ここ最近の三鷹市の教育に関する政策 17

令和２年４月全学園配置完了 社会教育法の一部改正に基づき、

「スクール・コミュニティ推進員
（地域学校協働活動推進員）」の配置

ースクール・コミュニティ推進員の配置による地域学校協働活動の活性化ー

・学園・学校と学校支援ボランティアとのマッチング機能を強化
・教育活動に対して幅広い地域の支援を持続的に得る
・コミュニティ・スクールの事務局機能の充実



ここ最近の三鷹市の教育に関する政策

平成３０年・令和元年
小学校R2年度、中学校R3年度から実施の新学習指導要領改訂対応

「三鷹市小・中一貫カリキュラム」の改訂
－新学習指導要領に対応したカリキュラムの改訂ー

・教科ごとに「資質・能力」及び「見方・考え方」等を踏まえたカリキュラムに改定
・三鷹地域学習やキャリア教育は、地域と協働して学園版に改訂(令和元年度）
・「社会に開かれた教育課程」として地域とともに実践
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平成３０年４月 学校教育法一部改正に基づき、
三鷹市立小・中一貫教育校という三鷹独自の方式が、法に位置付けられた

小・中一貫型小学校・中学校とする。

（中学校併設型小学校・小学校併設型中学校）
―より一体感のある小・中一貫教育校へー

・学園長が学園の学校間の総合調整を行う。
・管理職を含む全教職員の兼務発令



今、なぜ、小・中一貫教育なのか

全ては子どもたちの「学び」と「育ち」のために

【全国的な課題】
・子どもたちの学習意欲の低下や家庭での学習習慣の未定着
・つまずきをかかえたままでの進級・進学
・学年進行とともに増大する不登校など

・小・中学校の教員が徹底して協働し、児童・生徒の
発達段階に即した「学び」の系統性と連続性を保障
した9年間一貫した指導を行う

・小・中学校の教員が小・中一貫教育の成果として
の「15歳の姿」を共有し、その達成に向けた教育を、
当事者として、責任をもって行う
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三鷹市の小・中一貫教育

子どもたちの確かな学力と豊かな心を育てる「学び」を
小・中学校間で断絶させない仕掛け作り

児童・生徒の発達段階を考慮し、義務教育全体の中で
学習内容・指導方法のあり方を見直し、各学年間や小
・中学校間の円滑な接続を図る必要がある

小・中一貫は「手段」であって、
「目的」ではない

既存の小学校・中学校を存続させ、
義務教育９年間一貫したカリキュラムで、
「確かな学力」と「人間力」「社会力」を培う
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主な取り組み

・管理職を含む全教員の学園内兼務発令
・学園としての教育課程編成・届出・実施・カリキュラム
・小学校学区域＋小学校学区域＝中学校学区域
・小学校・中学校教員合同の学園研究
・小学校における教科担任制の実施
・学園章（旗）と学園歌
・学園行事
・小学校と小学校の交流
・小学校と中学校の交流
・教員の相互乗り入れ授業
・小学校1年生からの外国語活動

・・・・・・・他

学園合同自然教室(6年生)

三鷹市の小・中一貫教育
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三鷹市小・中一貫教育校 算数・数学単元系統配列一覧表
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相互乗り入れ授業
（★印） 小→中へ

教科担任制（網掛） 相互乗り入れ授業
（☆印）中→小へ 授業交流（総合）

小小の交流

小学校教員と中学校教員による
相互乗り入れ授業（時間割に位置付け）
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プレジデント社

「プレジデントファミリー」
２００７年１１月号
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全学園対象保護者
アンケート結果

コミュニティ・スクールを基盤とした

小・中一貫教育校の特色ある教育活動

1小･中学校教員による相互乗入れ授業

2小学校相互、小学校と中学校の児童・生徒の交流

小・中学生の
ふれあい体験

3小･中学校の教員の小・中一貫カリキュラム
合同研究

効果 学力向上、不登校（中一ギャップ）の減少、授業力向上、
地域貢献、地域のニーズを踏まえた教育の実現

保護者や地域の方による学園・学校運営と支援
（コミュニティ・スクール委員会等）

相互乗り入れ
授業

義務教育9年間を通した
小・中一貫カリキュラムに基づく授業

効果あり 77.6%

同 86.3%

同 86.7%

様々な大人が子どもたちとかかわる機会が増えた

84.3%
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三鷹市全体

1 成長(発達)に応じたより適切な教育が期待できる

2
小・中一貫した系統性のある学習指導によって確かな学
力が身に付く

3
小・中一貫した生活指導は児童・生徒の問題行動の解
決に役立つ

4
教員の意識から小・中の垣根をなくし、9年間を通した学
習・生活指導ができる

5
小・中学校の教員相互の情報交換・連携によって、より
「わかる授業」が期待できる

6
小学生・中学生の交流やふれあいによって、協調性や
社会性を身につけることができる

7
中学生になって急に指導方法が変わることが避けられ
る

8
小・中学校双方の教員の指導が受けられ、より充実した
学習が期待できる

9
地域の人々の支援・協力によって、それぞれの学校で困
難な問題に取り組める

10
教科担任制を小学校高学年で一部の教科で行うことは
児童の学習意欲や学力を高める

11
保護者や地域住民が、地域ぐるみで子どもたちを支えて
いくことは、子どもたちの健全育成に効果がある

12
小・中学校の教員が研究会等で他校種の教育に対して
理解を深めることは子どもたちの教育に有益である

13
9年間の一貫したカリキュラムに基づく授業は子どもたち
の学びに一貫性をもたせる

14
小・中学校の教員による相互乗り入れ授業の実施は、
子どもたちの学習意欲と安心感を高める

15
学園での合同行事は小学生に中学校進学に見通しをも
たせ、安心して進学できる気持ちを高める

小・中一貫教育保護者アンケート結果

肯定的回答
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三鷹市の教育
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成果 : 小・中学校教員の授業交流が
児童・生徒に安心感をもたらし、
学習意欲の向上につながった。

小学校の教員がT2として授業参加

小･中の教員による合同授業
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成果 : 学園として小・中学校の教員が
協働し、学び合うことで

教員同士の相互理解が促進され、
協力し合う姿勢が定着してきた。

小学校の教員がT2として授業参加

小・中学校合同の学園研究会
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成果：小・中学校間の交流は
小学生に中学校へのあこがれと期待を
中学生に自己有用感をもたせた。

児童会･生徒会の合同会議

中学生のふれあいボランティア
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保護者による 学習サポート

ＣＳ委員会による「学園子ども熟議」

成果：コミュニティ・スクールの
活動を通して

保護者・地域の学校への理解が進み
教育活動への協力体制が広がった。
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成果：地域で実施している諸行事への
児童・生徒・教員の参加が増え、

地域の学校としての存在感が増した

地域とともに アントレプレナーシップ教育

地域防災訓練での中学生
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学校理解 ➡ 協力へ

•学校からは情報がより詳細に、頻繁に発信

•保護者・地域の学校教育活動への理解が促進

• コミュニケーションの増加 ➡ 不安の減少

• クレーム ➡ 意見・提案、相談、協力

・パートナー意識の高揚
・教育活動の広がりと深化
・人と人の輪の拡大
・子どもをテーマにしたコミュニティの
地域への広がり
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◎コミュニティ・スクールと小・中一貫教育は
施策として極めて親和性が高い
・地域の支援を小・中で断絶させない仕掛けでもある

→学校・家庭・地域が「教育の当事者」として協働して

９年間同じベクトルで地域の子供たちを育てる意識が向上

・小・中一貫はどうしても教員に負担がかかる場面がみられるが、
コミュニティ・スクールでは様々な地域・保護者の支援が得られる
→教員の負担感の軽減が可能になる

・保護者・地域が日常的に授業や学校行事に参画する

→児童・生徒の安心感と基礎学力の向上

コミュニティ・スクールと小・中一貫教育

・学力向上や健全育成の成果は、三鷹の場合
どちらの効果なのかははっきりと言えない。

→ 親和性の高さゆえの相乗効果と考えている
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「三鷹教育・子育て研究所」

三鷹のこれからの教育を考える研究会

・令和２年７月～令和３年８月に計１２回実施

これまでの三鷹の教育の成果と実績を踏まえ

〇 「個別最適な学び」の実現

〇 「スクール・コミュニティ」の創造

を中心課題に提言をもらう。

研究会からの

中間報告書が令和３年２月に

最終報告書が令和３年８月に提出された。

三鷹市のこれからの教育の検討
37



研究会のMission
〇三鷹市５次計基本計画の教育に関する個別計画である「三鷹市教育
ビジョン」の構想に向けた三鷹のこれからの教育の方向性について2年

間にわたって検討し、その報告書を作成する。

継承と進化： これまでの実績を生かした「コミュニティ・スクールを基
盤とした小・中一貫教育」の進化後のゴールイメージ

重点：「みんなが大切にされる学校、教育、社会」の実現

・一人ひとりを大切にした教育＝個別最適な学びの実現

・ICT環境や先端技術の整備と活用

・誰一人置き去りにしない教育

・コミュニティ・スクールの発展＝スクール・コミュニティの創造
「みたかの教育」令和元年9月15日号 教育長コラム参照

「三鷹のこれからの教育を考える研究会」
38



〇個別最適な学びの実現
～個に応じた一人一人を大切にする教育に関すること

＜トピック例＞
教育の個別最適化、一人一台のICTの活用、校務支援システム
を活用した通常学級の個別指導計画、能力開発、教育支援等

〇スクール・コミュニティの創造
～「学校を核とした地域づくり」と地域総ぐるみで行う教育や学校を
プラットホームとした事業の効率的な資源の集中と機能強化に関
すること
＜トピック例＞
コミュニティ・スクールからスクール・コミュニティへ、
地域子どもクラブ、学童保育、生涯学習、図書館、コミュニティセン
ター、社会体育と部活動、関係諸団体との一体的な運用等

「三鷹のこれからの教育を考える研究会」

具体的には…
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個人と社会のウエルビーイング
・・・経済的・物質的な豊かさを超えた、
包括的かつ持続的な心身の良好な状態、よい社会の状態

安全・安心・快適な学校
・・・ 「ウェルビーイング」の基盤となる環境
〇安全・安心・快適な学びの集団づくり
〇誰もが安全・安心・快適に学べる学校施設・設備

個別最適な学びの実現
・・・ 「個に応じた指導」から「個に応じた学び」へ
〇一人ひとりのニーズに的確に応える学校教育

〇ICTを活用した効果的な学び、個人の学びや成長の見える化
〇興味開発の推進と個人データに基づく指導の充実

< Keywords >
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スクール・コミュニティ
・・・ コミュニティ・スクールからスクール・コミュニティへ
〇学校や子どもを「縁」としたつながりから生まれるコミュニティ
〇既存のエリアコミュニティや、テーマコミュニティと互いに
排他的な関係ではなく、重なり合い、互いに影響し合うもの

Commons（コモンズ）
・・・ 「学校施設」をみんなが気軽に使える「地域の共有施設」に

学校３部制
・・・ 授業をしていない時間帯の「学校施設」を機能転換して活用
〇第1部 学校教育の場
〇第2部 放課後の意味ある学び場・遊び場、
〇第3部 大人の学び場・集いの場として生涯学習・スポーツ

「融合化」した施設
・・・ 単なる複合施設でなく、これまでの学校の機能にとらわれず

地域の様々な施設の機能を共有して使い合う「融合化」した、
まさにコモンズとなりうる施設づくり

< Keywords >
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（三鷹のこれからの教育を考える研究会最終報告における提言内容）

三鷹「学校３部制」構想について

〇 地域の共有地（コモンズ）としての学校を目指し、学校施設の機能転換により、
① 学校教育の場（第１部）
② 学校部活動を含む放課後の場（第２部）
③ 社会教育・生涯学習、生涯スポーツ、地域活動など多様な活動の場（第３部）
の「学校３部制」に向けて取り組む。

第１部 学校教育の場

第２部 放課後の場

第３部 多様な活動の場

〇コミュニティと連携した学校部活動改革の推進
〇学童保育所、地域子どもクラブ、地域未来塾の連携・一体化

子どもたちが価値ある活動や体験ができる
多様で豊かな「新しい放課後」の創造
（居場所を超えた価値ある遊び場・学び場）

〇多様な主体が、多様な活動に、気軽に、身近な場所として活用
〇学校施設の様々な設備や機材を地域に開放

モデル事業などによる実証を進めるとともに、必要な制度的対応について検討

スクール・コミュニティ*をはじめとする
多様な三鷹のコミュニティとの

連携の中で推進

*学校や子どもたちを「縁」とした
「つながり」
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令和3年11月6日（土） 10時配信開始

デジタルフォーラムとして開催いたします。
皆さまのオンラインでのご参加をお待ちしています。

参加申し込み方法等、詳しくは、
全戸配布される 「みたかの教育」 9月19日号をご覧ください。

三鷹教育フォーラム2021

兼（同時開催）
全国コミュニティ・スクール研究大会 in三鷹 全国CS連絡協議会

地域とともにある学校づくり推進フォーラム 文部科学省

＜情報提供です＞
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