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①いきいき寺子屋活動事業
【土曜日講座】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・パソコン・合唱等
【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）
【ステップアップ講座】小学生に算数・国語ほか（夏季休業中の5～10日間）
【放課後寺子屋講座】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

＊児童生徒参加率：約95％

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

＊児童参加率：約80％

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

＊児童参加率：約60％
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「学びの２１世紀塾」～ 「学びの姿」の構築を図る～ 【大分県豊後高田市】

市民講師（教職員OB、塾講師、指導する分野に堪能な市民等）、教職員を中心にした各
教科、英会話、そろばん講座等により、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格差をなくす。

（大分県豊後高田市作成資料参考）

Ⅴ-３（１）多様な主体が土曜日の教育活動に参画する仕組みづくり
①地域人材の参画促進

認定特定⾮営利活動法⼈「おやじ⽇本」の未来教室（出前授業の⽀援）

＜取組事例＞ 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

◆参考： 認定特定非営利活動法人「おやじ日本」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 （株式会社東京ビッグサイト代表取締役社長、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．地域でいきいきと生きる「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。

○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23年9月から実施
（平成26年9月末で84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
新たな危機から子供たちを守り、子供の被害を未然に防ぐための各種活動）、「防災教室」など、子供の健全育成の資する
各種活動を展開。

Ⅴ-３（１）多様な主体が土曜日の教育活動に参画する仕組みづくり
②保護者の参画促進

＊５０

Ⅴ-３（１）多様な主体が土曜日の教育活動に参画する仕組みづくり
 ①地域人材の参画促進　 ＊49

Ⅴ-３（１）多様な主体が土曜日の教育活動に参画する仕組みづくり
 ②保護者の参画促進　 ＊50
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子供たちの豊かな学びのための
放課後・土曜日の教育環境づくり
～“あったらいいな”を実現する夢の教育～

企業が、小中学校等における出前授業や、企業施設（工場、研究所等）における科学技術体験型授業
等の実施を通じて、学校教育に直接関わり、「理科好き」の子供が育つ環境づくりや、子供たちに働くこと
の意義を伝えるため、会員企業が実施している教育支援プログラムに関するポータルサイトを開設。

学校教育で利用可能な教育支援プログラムについて、内容、目的、ジャンル、対象学年、実施地域、企
業の連絡先等が掲載されているので、掲載プログラムに関心がある場合は、学校からの直接問合せや実
施要望に対応。

ジャンル 対象

経団連における 「教育支援」の取組

[環]環境教育（ESDを含む）
[キ]キャリア・職業教育
[理]理科教育（理科実験・

科学技術体験）
[食]食育
[金]金融・保険・経済教育
[英]英語教育

[小]小学校
[中]中学校
[高]高等学校
[大]大学・

大学院
[他]その他

＜第3回WG小川委員資料、経団連「企業の教育支援プログラム」ＨＰより＞

Ⅴ-３（１）多様な主体が土曜日の教育活動に参画する仕組みづくり
③企業・団体等の連携・協力の促進

[地]地域理解
[国]国際理解
[礼]礼儀・道徳
[福]福祉・医療・介護
[生]生活指導・家庭
[他]その他

社名 プログラム名 ジャンル 対象

あ行

○○株式会社 ○○出張授業 [環][キ][国] ［小］［高］

か行

株式会社△△ △△セミナー ［食］［福］ ［中］［高］

■■会社 ■■出前授業 ［環］［地］［英］ ［小］［中］
［高］

こういった情報が学校に届かない。特定の学校にしか広がらない。

企業の教育支援プログラム ポータルサイト 社名順Index（例）

課題

取組概要

＊５１

東京都の「地域教育推進ネットワーク東京都協議会」の機能

（学校支援地域本部）

＜第3回WG谷委員資料より＞

Ⅴ-３（１）多様な主体が土曜日の教育活動に参画する仕組みづくり
③企業・団体等の連携・協力の促進

Ⅴ-３（１）多様な主体が土曜日の教育活動に参画する仕組みづくり
 ③企業・団体等の連携・協力の促進　 ＊51

Ⅴ-３（１）多様な主体が土曜日の教育活動に参画する仕組みづくり
 ③企業・団体等の連携・協力の促進　 ＊52
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【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

【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 ５．８％） （大東市の中学生 ４．１％）

〈学力向上ゼミ〉
～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～（大阪府大東市）

○ 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か所）及び市民会館の計３か所で開設

○ 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 申込み状況）

取組内容

授業・実習

【小学生クラスの授業風景】

Ⅴ-３（１）多様な主体が土曜日の教育活動に参画する仕組みづくり
④ＮＰＯ、民間教育事業者等の連携・協力の促進

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

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情報・
意⾒交換を⾏い、今後の各地域での新しい活動を得る

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
【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〜」

東京都における教育支援コーディネーター・フォーラムの事例
＜第3回WG谷委員資料より＞

Ⅴ-３（２）学校と地域・企業・大学等をつなぐコーディネート機能の充実
②コーディネーターの研修や行政の支援の重要性

地域教育推進ネットワーク東京都協議会ホームページ
http://www.syougai.metro.tokyo.jp/sesaku/schooling.html

４９団体がブースを出展し、
コーディネーターとの出会いの場に。

Ⅴ-３（１）多様な主体が土曜日の教育活動に参画する仕組みづくり
 ④ＮＰＯ、民間教育事業者等の連携・協力の促進　 ＊55

Ⅴ-３（２）学校と地域・企業・大学等をつなぐコーディネート機能の充実
 ②コーディネーターの研修や行政の支援の重要性　 ＊56
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子供たちの豊かな学びのための
放課後・土曜日の教育環境づくり
～“あったらいいな”を実現する夢の教育～

千葉県の小学校（平成２４年度卒業生
「６年１組」）の子どもたちが、小学校
在学中２年間（５年＆６年）取り組んだ、
「日本の食糧自給率アップ」を目的とした
Ｐｒｏｊｅｃｔである。

実社会での本番体験 （NPO法人コヂカラ・ニッポン）

Ⅴ-３（３）｢土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
②実社会につながるプログラムの在り方

子ども教育の目的 ⇒ 社会人としての自立

・経済的な自立 ；生活できる経済力を持つこと

・社会的な自立 ；社会の中で役割を持つこと

・精神的な自立 ；仕事に生きがいを持つこと

実社会での本番体験が必要

家庭・地域・企業などの「実社会」で、役に立つ
という経験が、子どもの自立には重要となる。

目的・趣旨目的・趣旨

事例事例

ヒロタ社社長、幹部の
みなさんへメンバー全員
33名で本気のプレゼン

販売戦略会議 お米のシューアイス
発表会

概念図概念図

（株）洋菓子のヒロタさんとのコラボによる
お米のシューアイス
「コメミスコラーレ」づくり

野村グループによる小学生向け出張授業（まなぼう教室）

＜取組事例＞ 豊島区立朝日小学校（2月8日土曜公開授業にて実施） 対象：６年生

○当日は土曜日の公開授業で、保護者が参観する中、野村證券池袋支店の社員がチームで講師を務め
ました。
※「株式」をテーマに、金融の専門家の立場から、株式の仕組みや社会的意義等について分かりやすく

説明した後、株式模擬売買を体験できるゲームを実施。
・「パン屋」、「自動車メーカー」、「衣料品店」の各会社の社長役の社員が、会社の主力商品や目標、株価等を子供たちにアピール。
（⇒子供たちが会社を選び株式を購入。選んだ理由等を発表）
・国際的な出来事（世界的な金融危機、大かんばつ等）カードを引いて、株価の変動を表示
（⇒再び子供たちが会社を選び株式を購入。選んだ理由等を発表）

○児童からは「ニュースで株の上がり下がりをやっていた意味がわかった」といった感想が寄せられました。

○野村グループでは、次世代を担う子供たちに、金融・経済の仕組みや社会の流れに関心を持ってもらうことを目的に、
1990年代年から全国各地で出張授業を実施し、野村證券各支店の実務担当者を中心に、約450名の社員が講師
を務めています。
＜対象＞：教育プログラム（小学生、中学生、高校生向け）、学習教材提供(小学生、中学生、高校生、大学生向け)

金融教育講座（大学生、社会人、地域社会）

○野村グループは、⽂部科学省が推進している⼟曜⽇授業に、出張授業など
で協⼒することを表明しています。

○今回、⺠間企業の⼟曜⽇授業がどのように⾏われているのかを参考にする
ため、⽂部科学省の⼟曜⽇授業の推進を担当している地域・学校支援推進
室のメンバーが野村の授業を⾒学しました。

○今後も野村グループは、⾦融や経済についての仕組みについて学ぶ機会を
提供していきたいと考えています。

(野村グループＨＰより） 野村證券社員による「株式」の授業の様子

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
③企業のリソースを生かしたプログラムの在り方

Ⅴ-３（３）｢土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
 ②実社会につながるプログラムの在り方　 ＊57

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
 ③企業のリソースを生かしたプログラムの在り方　 ＊58
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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（25.12.25現在）

次世代育成（教育CSR）に誠実に取り組む企業や団体が連携し、学校のカリキュラムを理解した上で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生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）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 協力企業一覧

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
③企業のリソースを生かしたプログラムの在り方

土曜学習フェスタ
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。

主催：品川区、品川区教育委員会、文部科学省、文化庁

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
③企業のリソースを生かしたプログラムの在り方

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
 ③企業のリソースを生かしたプログラムの在り方　 ＊58

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
 ③企業のリソースを生かしたプログラムの在り方　 ＊58
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子供たちの豊かな学びのための
放課後・土曜日の教育環境づくり
～“あったらいいな”を実現する夢の教育～

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
 ③企業のリソースを生かしたプログラムの在り方　 ＊58

〈池田中学校区MTP（マイタウンプロジェクト）〉 (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。学校支援地域本部を活用し、土曜日の教育活動を推進。
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。

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
④学習意欲・習慣の形成につながるプログラム

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
 ④学習意欲・習慣の形成につながるプログラム　 ＊60
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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、達成感ととも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、達成感ととも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

○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 徴特 徴

漢字検定対策 陶芸教室

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

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
⑤「地域ならでは」のプログラムの充実と“全国どこでも学べる”体制づくり

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

－ ○ － －

Ⅴ-３（３）「土曜日ならでは」の多様なプログラムづくり
 ⑤「地域ならでは」のプログラムの充実と“全国どこでも学べる”体制づくり　 ＊61


