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地域探究学習を推進するための 

高校と地域をつなぐコーディネート機能のあり方 

 

 

静岡県立沼津東高校  稲村 健 

 

 

１．はじめに 

国立青少年教育振興機構の「高校生の社会参加に関する意識調査－日本・米国・中国・韓国の

比較」1が示すように、日本の高校生は学校内の行事や私的な物事に関わる意欲が高い一方、学

校外のことや社会に対して当事者意識をもって関わる意欲が低いと言える。背景として、地域社

会との関わりの希薄化や子ども時代の経験が少なさ、学歴主義や産業主義に伴う高校での大学受

験や就職試験に向けた目先の指導により、地域の問題や環境問題、貧困問題等、社会の喫緊の課

題を考える機会や時間が与えられていないこと等が考えられる。 

一方、2022 年度から実施された高校の新学習指導要領では、「総合的な学習の時間」が「総合

的な探究の時間」に変更されるなど、探究学習を軸とした学びの重要性が高まっている。探究学

習の充実によって、高校生が当事者意識をもって社会に関わる態度が身につくであろう。 

それでは、高校生が当事者意識をもって社会に関わるためにはどのような探究学習を展開すべ

きか。本研究では、地域との協働による探究学習（以下、地域探究学習）に焦点を当てたい。当

事者意識をもって社会に関わるためには、実際に地域という社会に飛び出し、地域の人と対話し、

地域の課題を見つけ、解決に向けて協働する活動が必要だと考えるからである。高校生はその中

で、貢献する心を育み、自信をつけ、より広い社会にも目を向け、世の中で起こっている様々な

出来事に対し、当事者意識をもって関わることができる。 

しかしながら、現状は地域と多くの高校は協働できているとは言えない。また地方部の高校に

おいて先進事例が多く報告されているものの、地域探究学習は「都市部の高校生にとっても必要

な学習活動といえる」2。それでは地域探究学習を推進するために必要なものは何か。谷3は、地

域協働促進の必要条件として、地域におけるメリットの納得、無理なくできることに関わる自由

度、教職員の内発性とともに、地域コーディネーターの存在を挙げているが、小中学校よりも地

域とのつながりが弱い高校においては、コーディネート人材の存在が大きいと考えられる。コー

ディネート人材の存在は生徒の資質・能力の向上に影響があるとされている4ものの、現状は教

職員がコーディネート役を担っているケースが散見される。また、コーディネート人材の配置や

充実を求めることは重要であるが、属人的であるコーディネート人材だけでなく、組織としての

「コーディネート機能」をどのように働かせるかという点に焦点を置く必要がある。 

こうした現状を踏まえ、「高校と地域をつなぐ人材の在り方に関する研究会」は先進事例の分

析を通して、高校と地域をつなぎ、生徒の成長や地域の変化が起きるために必要なコーディネー

ト機能を、①高校におけるコーディネート機能、②地域におけるコーディネート機能、③協働体

制におけるコーディネート機能の３つに分けて整理し（図１）、それぞれの機能の充実に向けて
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必要なことを以下のようにまとめている5（図２）。 

図１ 高校と地域をつなぐコーディネート機能の位置づけ  図２ 高校と地域をつなぐコーディネート機能の充実に向けた方向性 

（出典）「高校と地域をつなぐ人材の在り方に関する研究会」運営事務局「高校と地域をつなぐコーディネート機能の充実に向けて」 

このようなコーディネート機能の整理は、自校・自地域にとって不十分なコーディネート機能

を充実させていくための方策を検討したり、関係者で役割分担をしたりする際に有意義であると

考えられる。属人的な活動で終わらせず、持続可能な活動にしていくために有効な示唆が得られ

る。しかしながら、これまで述べてきた背景から、次に挙げる二つの視点を加える必要があると

考えられる。一つは地域と高校をただ単につなぐだけでなく、生徒の当事者意識を高められるよ

うな探究学習の充実という視点であり、高校教員が課題として挙げているような、「探究学習を

行うための組織的な体制の構築や教員の意識の醸成」6といった内容も広義のコーディネート機

能として考慮に入れる必要があると考えられる。もう一つは、各校に必要なコーディネート機能

はその高校がつながる対象の「地域」によっても異なるという点である。通学範囲の広い高校に

おいて、「地域」の意味は各校、各生徒によって様々である。したがって、地域とのつながり方

を工夫するだけでなく、ときには高校自らが戦略的につながる地域を選び、作るという姿勢も必

要だろう。とりわけ、地方部と都市部ではその「地域性」が異なるため、それぞれに応じたコー

ディネート機能のあり方を考えることが重要である。 

 

２．研究目的 

本研究の目的は、地域探究学習を推進するための高校と地域をつなぐコーディネート機能のあ

り方を明らかにすることである。具体的には以下の点を明らかにしたい。 

(1) 先進事例に見られる各コーディネート機能における工夫や抱えている課題 

(2) 地域性に応じたコーディネート機能のあり方 

 

３．研究方法 

(1)調査方法 

半構造化形式によるインタビュー調査を行い、以下のような質問をした。また、対象校の取り

組みをホームページや学校紹介資料などから読み取り、多面的な把握を行った。 

・地域探究学習による生徒の成長について 

・地域探究学習を推進するための工夫、推進する上での課題 
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(2)調査対象校と対象者 

「地域との協働による高等学校改革推進事業」に指定されている高校や先進的な地域探究学

習を行っている高校から選出した。静岡県の高校が多く選定されているが、静岡県は都市部の

高校も地方部の高校も一定数あり、「２．研究目的(2) 地域性に応じたコーディネート機能のあ

り方」を考察する際に有効であると考えられる。また、インタビュー対象者は、探究学習担当

教員や管理職、外部コーディネート人材とした。詳細は表１の通りである。 

表１ 調査対象校と対象者の詳細 

学校名・団体名 学校・団体の概要 対象者 備考 

A 高校 

静岡県西部の公立高校 

「地域との協働による高等学校教育改革

推進事業」アソシエイト校 

A1 校長   

A2 教諭   

A3 教諭   

A4 氏 
外部コーディネート人材 

高校と同一市内で自営業 

B 高校 静岡県中部の公立高校 B 教諭   

C 高校 静岡県中部の公立高校 
C1 校長 外部コーディネート人材

あり（町所属） 
C2 教諭 

D 高校 
静岡県中部の公立高校 

「スーパーサイエンスハイスクール」指定 
D 教諭 

外部コーディネート人材

あり（I 氏） 

E 高校 静岡県中部の公立高校 E 教諭 
外部コーディネート人材

あり（I 氏） 

F 高校 静岡県東部の公立高校 F 教諭 
外部コーディネート人材

あり（I 氏） 

G 高校 静岡県東部の公立商業高校 G 教諭 
外部コーディネート人材

あり（町所属） 

H 高校 

静岡県東部の公立高校 

「地域との協働による高等学校教育改革

推進事業」指定 

H 副校長 
外部コーディネート人材

あり（地元者） 

I 市 NPO 法人 
静岡県中部を中心に地域と高校をつなぐ 

コーディネート事業に携わっている 
I 氏  

J 市一般社団法

人 

静岡県東部を中心に地域と高校をつなぐ 

コーディネート事業に携わっている 
J 氏  

K 高校 

島根県の公立高校 

「地域との協働による高等学校教育改革

推進事業」指定 

K1 教諭  

K2 氏 
外部コーディネート人材 

（他 3 名在籍） 

L 高校 石川県の公立高校 L 氏 外部コーディネート人材 

M 市企業 
岐阜県 M 市にて地域と学校をつなぐ 

コーディネート事業に携わっている 
M 氏 外部コーディネート人材 

O 高校 
兵庫県の公立高校 

「スーパーサイエンスハイスクール」指定 
O 教諭  

 

４．分析結果 

各校の地域探究学習を推進するための工夫と課題の発話を、高校におけるコーディネート機能、

地域におけるコーディネート機能、協働体制におけるコーディネート機能、の３つのコーディネ

ート機能に分類した。分類に関しては、「高校と地域をつなぐ人材の在り方に関する研究会」7の
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分類を参照した。 

次に、各コーディネート機能についての発話から、28 の概念（図１に概念名を＜ ＞で表現）

を抽出し、それらを①から⑨の９つのカテゴリー（図３にカテゴリー名を【 】で表現）に分類

した8。なお、工夫として語られていたものを○、課題として語られていたものを▲で表してい

るが、工夫と課題は表裏一体のものであると考えられるため、同一の概念やカテゴリーにまとめ

ているものがある。 

図３ 各コーディネート機能における先進校の工夫と課題（工夫が○、課題が▲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、各概念の生成のもととなった具体例を表２に示す。発言内容は「 」内に示し、発言内

の（ ）は発言内容が明確になるよう筆者が加筆し、･･･は中略を示している。また発言内にお

いて対象者等が特定される可能性のある表現は○○等で表し、末尾の（ ）内に発言者を示した。 

①【教職員のマインドセットの変容】 

①－１＜教職員の探究学習に対する理解▲＞ 

①－２＜教職員間の共通認識○▲＞ 

①－３＜教職員への仕掛け○＞ 

 

②【組織作り】 

②－１＜校長のリーダーシップ○＞ 

②－２＜スクールポリシー作り○＞ 

②－３＜分掌、担当、時間割の工夫○＞ 

②－４＜生徒・教員の管理体制の課題▲＞ 

②－５＜外部コーディネート人材の必要性・位置づけ○▲＞ 

 

③【カリキュラム（授業）作り】 

③－１＜地域を知る・体験する学習○▲＞ 

③－２＜サービス・ラーニングの効果〇＞ 

③－３＜地域との協働による授業作り〇＞ 

③－４＜カリキュラム開発〇＞ 

④【学校外での学習環境の整備・活用】 

④－１＜コンテスト、ワークショップ等の運営・活用○＞ 

④－２＜公営塾等の運営・活用○＞ 

④－３＜社会教育施設の利用・連携○＞ 

 

⑤【卒業生が関わる仕組み作り】 

⑤－１＜卒業生の学校行事への参加○＞ 

⑤－２＜卒業生によるコーディネート○＞ 

 

⑥【地域人材の発掘・調整、関わり】 

⑥－１＜地域人材の生徒への効果○＞ 

⑥－２＜外部コーディネート人材の必要性・効果○＞ 

⑥－３＜自治体との連携の課題▲＞ 

⑥－４＜地域人材の発掘の工夫○＞ 

⑥－５＜自治体や地元団体からの支援○＞ 

⑥－６＜地域人材との関わりの工夫○＞ 

⑦【協働体制の構築・運営】 

⑦－１＜共通ビジョンの策定、共有○▲＞ 

⑦－２＜コミュニティ・スクールの効果・工夫○▲＞ 

⑦－３＜コンソーシアムの効果・工夫○▲＞ 

 

⑧【資金調達、外部コーディネート人材の待遇等】 

⑧－１＜国や県の事業の効果・課題〇▲＞ 

⑧－２＜資金調達の苦労・必要性○▲＞ 

⑧－３＜外部コーディネート人材の待遇・育成▲＞ 

 

⑨【外部機関との連携】 

⑨－１＜大学との連携○＞ 

⑨－２＜学校間の横のつながり○▲＞ 

協働体制におけるコーディネート機能 

高校における 

コーディネート機能 

地域における 

コーディネート機能 
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表２ カテゴリー・概念一覧 

カテゴリー 概念 具体例 

①【教職員

のマイン

ドセット

の変容】 

①－１ 

＜教職員の探究学習に対する理

解＞ 

「思考のマインドセットというか、生徒は答えを知りたがると思うんです

が、答えを教えない。探究には答えがないことを伝えていくのが、伴走支

援のポイントなのではと考えています。」（Ｉ氏） 

①－２ 

＜教職員間の共通認識＞ 

「生徒が変わった姿を見てそれを見た先生達がやっぱ探究って大事だよね

という風になってくれる人達が少しでも増えていったら」（Ｅ教諭） 

①－３ 

＜教職員への仕掛け＞ 

「どの先生でもこれくらいできるんだよ、というような汎用性みたいなも

のを見せるっていうのはすごく大事かなって思いますよね。」（A3 教諭） 

②【組織作

り】 

②－１ 

＜校長のリーダーシップ＞ 

「校長先生がどれだけ探究を大事に思うかで、その学校の探究がどれだけ

うまくいくかが変わる。」（Ｂ教諭） 

②－２ 

＜スクールポリシー作り＞ 

「育てたい生徒像に地域に貢献とか、国際社会に貢献とか、･･･探究も育

てたい生徒像と一致するじゃないですか。なので、全体で、探究とロング

とコミュニティ・スクールと全部で地域とつながろうとしているとかそう

いうところが有り難いなと思います。」（Ｂ教諭） 

②－３ 

＜分掌、担当、時間割の工夫＞ 

「去年から魅力化推進室○○さん（C2 教諭）にやってもらってるんだけ

ど、･･･うまく動いてくれて機能して･･･その体制ができているということ

が今のうちの現状で大きいかなという風には思います。」（C1 校長） 

②－４ 

＜生徒・教員の管理体制の課題

＞ 

「自分（生徒）たちで外部の施設とかに（地域探究学習の）アポイントメ

ント取らせちゃったの。･･･生徒の説明が不足していて怒りの電話がかか

ってきたりとかしたんですよ、･･･土日にね、スマイルプロジェクトで生

徒の引率とかやるときに特勤（特殊勤務手当）がつかないんですよ。･･･

もしそのときに何かあったときに責任は学校が取るのか個人が取るのか、

そこの部分がすごく怪しいところ。」（E 教諭） 

②－５ 

＜外部コーディネート人材の必

要性・位置づけ＞ 

「我々転勤しても○○さん（外部コーディネート人材）がもこの学校に関わ

り続けてくれたら、探究的な学びって継続的にできるのでは。」(D 教諭) 

③【カリキ

ュラム

（授業）

作り】 

③－１ 

＜地域を知る・体験する学習＞ 

「（特に効果のあった学習は）お茶摘みですね。これ入学間もない５月に

やるんですよ。で、よそから来る子はお茶が葉っぱだってことを知りませ

ん。お茶は粉だと思っています。」（C2 教諭） 

③－２ 

＜サービス・ラーニングの効果

＞ 

「教員から言われるよりも、外部の方から言われるっていう方が緊張感も

あるだろうし、真剣に取り組まなきゃとか、現実味を帯びているのか…

（地域からの依頼に対して）自分の実力を試したいという子が多いので、

本当に真剣に取り組んでもいますし･･･こんな依頼が来たよ、やったねっ

て言って期待に応えようとしてくれていますね。」（G 教諭） 

③－３ 

＜地域との協働による授業作り

＞ 

「１年生の総探（総合的な探究の時間）の授業のところで、地域からゲス

トを招いてお話を聞くということをやっているんですけど、ただお話を聞

くだけでは内容としても物足りないので、教員を２人つけていて、教員の

専門の教科と内容がコラボレーションできるゲストを呼んで、そういう授

業を。」（K1 教諭） 

③－４ 

＜カリキュラム開発＞ 

「今まで前段階がなく１学期の最初から地域探究にしたときは、無理とか

言う子も多かったんですけど、去年と今年はそういう声が一切出てこな

い。最初に簡単なお遊び的な探究をやったのは大きかった。」（B 教諭） 

④【学校外

での学習

環境の整

備・活

用】 

④－１ 

＜コンテスト、ワークショップ

等の運営・活用＞ 

「（○○ゼミは）地域学、地域のことを学び、地域の課題から色んな事を学

んでいくような講座を･･･やってたら、･･･Ｌ高校の管理職の先生が来られ

て、全４回見られて、そのときにこれを生徒全員でやりたいなという話に

なったんですよ。･･･来年度から総合的な探究の時間になるんだからそこ

でやった方がいいんじゃないですか、という話をして、そこから関わるよ

うになったということです。」（Ｌ氏） 

④－２ 

＜公営塾等の運営・活用＞ 

「教員の勤務時間外の、17 時以降に塾は始まるので、連携がきちんと取れ

ると色んな面での生徒へのきめ細かい指導ができる。」（K1 教諭） 

④－３ 

＜社会教育施設の利用・連携＞ 

「生徒に水族館をレクリエーションでない研究教育機関としての姿を見せ

ていくことで、また違う視点で勉強できると思います。」（O 教諭） 

⑤【卒業生

が関わる

仕組み作

り】 

⑤－１ 

＜卒業生の学校行事への参加＞ 

「（学校説明会に）卒業生に必ず出演してもらっていて、卒業生に高校の

様子とかを語ってもらうというのを実施している。」（K1 教諭） 

⑤－２ 

＜卒業生によるコーディネート

＞ 

「今僕たちも 10 年計画ぐらいで考えていて、うちの卒業生が･･･○○大学に

入学してくれて４年間大学生をしながらメンターとして高校に帰ってきて

くれて、その子達が例えば△△市役所に入って…、つまり卒業生が地域に

関わっていたりすると連携がうまくいくかな。」（A3 教諭） 
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⑥【地域人

材の発

掘・調

整、関わ

り】 

⑥－１ 

＜地域人材の生徒への効果＞ 

「J 市にも色んな社長さん達と出会って、魅力的な企業とか大事にしたい

産業があるので、そこと高校時代に出会って心が動けば、そっちに行くと

思うんですよね。なので、その誰でも･･･出会った中から選択をしていく

ので、出会いの場をすごく作りたいと思って。」（J 氏） 

⑥－２ 

＜外部コーディネート人材の必

要性・効果＞ 

「△△さん（外部コーディネート人材）が○○市のことは誰よりも分かって

いる。･･･地元の課題や今何が必要かを知り尽くしているし常に探し続け

ている人で。とにかく学校のスタンスというのをものすごく優先して下さ

る。･･･有り難いばかりですね。」（H 副校長） 

⑥－３ 

＜自治体との連携の課題＞ 

「今まで市役所に話聞きに行きたいって言ったことがあまりなかったみた

いで、生徒にアポ取らせて行こうとしたら、多すぎるからって言って生涯

学習課が間に入ってきて、これだけ頼まれるなら出前講座やってください

みたいなことを言われてしまって、申し訳ないです、仕事増やしちゃって

みたいな感じになっちゃって。」（F 教諭） 

⑥－４ 

＜地域人材の発掘の工夫＞ 

「個別最適化が究極のコーディネートだと思っています。１チームずつ生

徒の興味関心を軸に、外部の地域人材と繋げていくことが一番効果的。だ

た、それを実施するのはマンパワーも必要だし、すごく大変です。またど

この地域人材と繋ぐのか、繋ぎ先がすごく重要。」（I 氏） 

⑥－５ 

＜自治体や地元団体からの支援

＞ 

「（地域人材が意欲的に関わってくれるための工夫について）それは有り

難い話で困っていないんですよ。アツい人がいっぱいいるから。学校に関

わりたい人が多いんですよ。やっぱりこれは町場の学校と課題が違って、

この町というのは本当に存亡の危機に瀕しているんですよ。だから地元の

人たちも移住者も何とかしていかないとこの町に未来がないという思いが

あるんです。」（C2 教諭） 

⑥－６ 

＜地域人材との関わりの工夫＞ 

「ＮＰＯと○○高校が一つのＮＰＯや一つの自治会と関わることによって、

他の地域が嫉妬するというか、うらやましがられるっていうのはあります

ので。･･･なので高校として一カ所に関わりすぎるっていうのはやっぱり

やめた方がいいかなと。」（A4 氏） 

⑦【協働体

制の構

築・運

営】 

⑦－１ 

＜共通ビジョンの策定、共有＞ 

「地域の方々はこうしたいとかこうありたいとか明確に持っているんです

ね。そのために高校生に手伝って欲しいとか･･･一方で･･･学校側としては

子どもたちの能力が発揮されたりとか向上したりとかが大きな目的になっ

ているので、目的の共有というのがなかなか地域の方とは共通して持ちに

くい。やっぱりそれなりのコーディネートが必要。」（A1 校長） 

⑦－２ 

＜コミュニティ・スクールの効

果・工夫＞ 

「学校運営協議会はね･･･教育に参画していただくというのが一つの目的

になっているので、･･･いわゆる地域の課題を抽出して学校とともにとい

う風には現状あまりなりにくいんじゃないかと。」（A1 校長） 

⑦－３ 

＜コンソーシアムの効果・工夫

＞ 

「（コンソーシアムが）二重の形になっちゃっているんですよね。･･･上層

組織みたいな形で当初届けてしまったので、でもそうでないと規定ができ

にくいんですよね。･･･裏付けじゃないですけど（継続して関わりをもつ

ために）必要だと思います。」（H 副校長） 

⑧【資金調

達、外部

コーディ

ネート人

材の待遇

等】 

⑧－１ 

＜国や県の事業の効果・課題＞ 

「国の予算がなくなったときに継続的にできる形。･･･予算補助ではない

形で連携を続けていくことが一番課題かと思います。」（H 副校長） 

⑧－２ 

＜資金調達の苦労・必要性＞ 

「お金がないとできないというのは理想じゃないので･･･ただどうしても

お金が必要になるというときがあるんです。例えば地域に出て行くときに

足がない･･･中山間地域なので少しそこまでというのが遠いんです。町場

だったら自転車でいけちゃうかもしれないんだけど、ここら辺はアップダ

ウンも激しいし、ちょっとそこに行くためにはジャンボタクシーを借り上

げないと回らないというところがあるんですよね。」（C2 教諭） 

⑧－３ 

＜外部コーディネート人材の待

遇・育成＞ 

「制度の問題ですが、非常勤講師は生徒と対面で指導した時しか時給が発

生しません。･･･税金を使って仕事をしているので、説明責任があるのは

仕方ないかなと思っていますが」（A4 氏） 

⑨【外部機

関との連

携】 

⑨－１ 

＜大学との連携＞ 

「大学生と交じ合わせることによって少し年上のお兄さんお姉さんたちが

メンターとなって一緒に動いてくれれば、進路を決定するときに学校の先

生や親より近くで悩んでいた人達に寄り添ってもらえる。」（A2 教諭） 

⑨－２ 

＜学校間の横のつながり＞ 

「県内ではオンリーワン・ハイスクール始まっていて･･･33 校がバラバラ

でやっているというのが課題なので、そこを水平方向で横につなげるよう

な仕組みとか、それは県教委じゃないとできないこと。」（Ｉ氏） 

 

５．考察 

(1) 先進事例に見られる各コーディネート機能における工夫や抱えている課題 

高校におけるコーディネート機能 
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① 【教職員のマインドセットの変容】 

＜教職員の探究学習に対する理解＞や＜教職員間の共通認識＞が地域探究学習を進める上では

大きな課題であることが示唆された。こうした教職員のマインドセットを変容させていく上で必

要なことは何か。服部は SGH への指定をきっかけとした教員の意識の変化を調査し、SGH 指定

による直接的効果（外発的動機付け）と、生徒の変化や成長を通しての間接的効果（内発的動機

付け）を見出している9。今回挙げられた外部コーディネート人材の配置による効果（Ｄ教諭）

やメディアの利用（Ｅ教諭）は直接的効果、生徒の成長の表れによる効果（Ｅ教諭）は間接的効

果であると言えるだろう。ここで留意したいのが、生徒の変化や成長を感じ取るには時間がかか

るため、間接的効果に関しては長期的な視野を持つ必要があることである。また、A3 教諭が＜

教職員への仕掛け＞として「汎用性」をキーワードとして挙げたように、地域探究学習の担当者

が孤立せず、周囲が共感できるような仕掛けも大切である。 

② 【組織作り】 

＜校長のリーダーシップ＞の下、高校における様々なコーディネート機能が整備されていくこ

とが必要となるが、その一つとして、＜スクールポリシー作り＞を行い、学校として目指す生徒

像を明確にすることの重要性が示唆された。現在各校においてスクールポリシーの策定が進めら

れているが、高校から地域に明確に地域探究学習を行う目的を発信していくことで、地域探究学

習の効果もより一層高まると考えられる。また、＜分掌、担当、時間割の工夫＞は現場レベルで、

＜生徒・教員の管理体制の課題＞は現場というよりも行政レベルでの対応が求められよう。＜外

部コーディネート人材の必要性・位置づけ＞に関しては、組織として持続的に地域に関わるため

に、外部コーディネート人材を配置することが有効である（K1 教諭、Ｄ教諭、C2 教諭）という

視点は、学校経営における「戦略」として示唆的である。しかしながらその位置づけが曖昧であ

ると、高校側と外部コーディネート人材との間にビジョンや業務内容の認識のずれが生ずる

（C1 校長、K2 氏）。島根県で活用されている「高校魅力化コーディネーター配置・活用のチェ

ックリスト」10のような、高校側と外部コーディネート人材とが目線を合わせるための手立てが

必要であると考えられる。また、外部コーディネート人材という属人性に依存しないように、例

えば外部コーディネート人材を委託できるような団体との組織的なつながりも大切である。 

③【カリキュラム（授業）作り】 

各校で授業作りやカリキュラム作りの工夫が多く見られた。まず、多くの高校において本格的

な地域探究学習を始める前に、＜地域を知る・体験する学習＞を行っている（Ｂ教諭、C2 教諭、

K1 教諭、Ｄ教諭、Ｅ教諭、Ｆ教諭）ことが明らかになった。この背景には高校生が例え地元生

であっても、その地域のことや魅力を知らず、地域課題に対する当事者意識が低いという教職員

の課題認識がある（Ｌ氏、Ｊ氏）。また、＜地域との協働による授業作り＞や、試行錯誤を通し

て＜カリキュラム開発＞への不断の努力を行う教職員の姿も見られた（A3 教諭、K1 教諭、Ｄ教

諭、C1 校長、Ｇ教諭、Ｂ教諭、Ｅ教諭、Ｈ副校長、Ｇ教諭）。カリキュラム・マネジメントと地

域探究学習の充実を両輪として進めていくことは有効な手立てである。 

またこの中で注目すべきは、地域にサービスを行うことを通して生徒が学習を行う、「サービ

ス・ラーニング」を行っている高校が複数あり、それによる生徒への＜サービス・ラーニングの
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効果＞も実感している様子が見られた（Ｅ教諭、Ｇ教諭、A3 教諭、A2 教諭）ことである。加藤

は、サービス・ラーニングと総合的な学習の時間の探究的な学習の過程を比較し、総合的な学習

の時間の改善の３つの提言を行っている。１つ目が「課題の設定」の段階から積極的に地域の

人々とかかわること、２つ目は、「整理・分析」の段階における「振り返り」を充実させること、

３つ目は、「まとめ・表現」の段階において、子どもたちの成果をこれまで共に活動に取り組ん

できた地域のメンバー（保護者、地域住民、行政関係者など）と分かち合う場を設定することで

ある11。今回の調査ではこれらの提言通りの実践も複数見られた。サービス・ラーニング研究の

知見を地域探究学習の充実に活かせる可能性が示された。 

 

地域におけるコーディネート機能 

④【学校外での学習環境の整備・活用】 

＜コンテスト、ワークショップ等の運営・活用＞や＜社会教育施設の利用・連携＞等、校外の

学習環境や施設を利用して地域探究学習を進めている高校が見られた（Ｌ高校、Ａ高校、Ｃ高校、

Ｏ高校）。Ｌ氏の運営するワークショップは生徒の進路選択に直結しており、教育的効果は高い。 

一方、＜公営塾等の運営・活用＞は地方部の、地域外からの留学生を受け入れている高校にお

いて行われており、これは地方部の高校の強みであると言える。 

⑤【卒業生が関わる仕組み作り】 

＜卒業生の学校行事への参加＞を促したり、＜卒業生によるコーディネート＞を活用したりし

て、卒業生が関わる仕組み作りを進める工夫が地方部の高校で見られた（Ａ高校、Ｃ高校、Ｈ高

校）。Ａ高校、Ｃ高校、Ｈ高校などの先進校は、高校卒業後も主体的に地域と関わる後輩を支援

するような人材の育成を目指している様子が伝わってくる。 

⑥【地域人材の発掘・調整、関わり】 

地域の魅力的な人材と高校生が出会うことによる＜地域人材の生徒への効果＞や教職員や生徒

にとっての＜外部コーディネート人材の必要性・効果＞が示された。外部コーディネート人材に

関しては、生徒にとって「第三の大人」としての関わりの効果（Ｄ教諭）、教職員にとっては地

域人材を発掘したり、調整したりするという役割での効果（K1 教諭、Ｈ副校長、Ｇ教諭、Ｆ教

諭）があることが分かった。 

また、＜自治体との連携の課題＞、＜地域人材の発掘の工夫＞、＜自治体や地元団体からの支

援＞、＜地域人材との関わりの工夫＞が見られたが、これらの工夫や課題は各校の置かれている

「地域性」によって大きく異なると予想される。この点に関しては後述する。 

 

協働体制におけるコーディネート機能 

⑦【協働体制の構築・運営】 

協働体制を構築し、効果的に運営していくためには、関係機関が目的やビジョンを共有して行

動すること、つまり＜共通ビジョンの策定、共有＞が重要である。地方部のＡ高校やＣ高校では

地域の結びつきが強い分、学校のニーズと地域のニーズの擦り合わせに労力が必要であると言え

る。また＜共通ビジョンの策定、共有＞において、Ｍ氏のような外部コーディネート人材がその
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調整を行うことは、社会に開かれた教育課程という視点からも効果的な方法であろう。また、Ｂ

高校では＜コミュニティ・スクールの効果・工夫＞が、Ｈ高校では＜コンソーシアムの効果・工

夫＞が見られたが、地域探究学習を効果的な行うための基盤としてこれらの組織を有効に働かせ

ることは重要であろう。コミュニティ・スクール（学校運営協議会）は地域からの声を学校運営

に反映させるという役割を果たす一方、地域の課題を抽出し、学校とともに解決を目指していく

という機能は持ちにくい。この点でＡ高校は、地域の人々と高校生が語り合う場を教職員と外部

コーディネート人材が協働して運営しており、学校運営協議会との相乗効果が図られていると言

えよう。高校によってはコミュニティ・スクールだけでなく、地域側のまとめ役である地域学校

協働本部のような仕組みが必要であると考えられる。 

⑧【資金調達、外部コーディネート人材の育成・待遇】 

＜国や県の事業の効果・課題＞に関しては、新しいことを始めるきっかけとなり（Ｆ教諭、Ｏ

教諭）、①【教職員のマインドセットの変容】の直接的効果にもつながるであろう。一方で事業

終了後も継続していくための仕組み作りに奮闘する姿（Ｈ副校長）も見られ、継続のために行政

の支援が必要なケースもある。＜資金調達の苦労・必要性＞に関しては、Ｃ高校では生徒の交通

費の必要性が述べられていたが、これは特に地方部の公共交通機関の少ない高校における課題で

ある。今後、地域探究学習が進められ、学校外での活動が増えていくにあたり、公共交通機関の

少ない地域への配慮が行政レベルで必要であろう。また＜外部コーディネート人材の待遇・育成

＞は十分ではなく（A4 氏、K2 氏、Ｊ氏）喫緊の課題である。外部コーディネート人材の必要性

と効果が示されている中、それに係る経費に関しては、行政側が早急に充実させる手立てを打つ

べきである。育成に関しても同様である。 

⑨【外部機関との連携】 

＜大学との連携＞は大学生がメンターとして高校生に関わることの効果（A2 教諭）と、大学

の地域連携のメソッドから高校の教職員が学ぶ（A3 教諭）という２つの効果が示唆された。＜

学校間の横のつながり＞は各校の事例を共有することで探究学習の推進に役立ったり（Ｅ教諭）、

地域とのつながりを作るときの調整機能としても働いたりする（Ｂ教諭）可能性が示唆された。

＜学校間の横のつながり＞を作るにあたっては、行政がそのきっかけを作り、教職員同士が草の

根でもつながりを作るという２つのアプローチが有効であると考えられる。 

 

(2) 地域性に応じたコーディネート機能のあり方 

⑥－３＜自治体との連携の課題＞と⑥－４＜地域人材の発掘の工夫＞については、Ｄ高校やＦ

高校など、１市町に複数の高校が存在するような「都市部」に位置する高校において見られた。

この２つの概念の関係性から、「都市部」においては「自治体との連携に課題を感じるため、地

域人材の発掘の工夫が必要となる」様子が示唆される。また、⑥－５＜自治体や地元団体からの

支援＞、⑥－６＜地域人材との関わりの工夫＞、⑦―１＜共通ビジョンの策定、共有＞、⑤―２

＜卒業生によるコーディネート＞に関しては、Ａ高校、Ｃ高校、Ｈ高校など「地方部」に位置す

る高校において見られた12。これらの４つの概念の関係性から、１市町に１高校が存在するよう

な「地方部」においては「地元からの支援が手厚いため、地域人材との関わりの工夫が必要とな
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る」様子が示唆される。このような「都市部」と「地方部」の違いに着目し、その背景や求めら

れるコーディネート機能のあり方の違いを図２にまとめた。 

図２ 地域性の違いによるコーディネートのあり方の違い 

 都市部（１市町複数高校）の高校 地方部（１市町１高校）の高校 

関連する概念 

⑥－３＜自治体との連携の課題＞ 

↓ 

⑥－４＜地域人材の発掘の工夫＞ 

･･･自治体との連携が難しいため、 

地域人材の発掘の工夫が必要となる 

⑥－５＜自治体や地元団体からの支援＞ 

↓ 

⑥－６＜地域人材との関わりの工夫＞ 

⑦―１＜共通ビジョンの策定、共有＞ 

⑤―２＜卒業生によるコーディネート＞ 

･･･地元からの支援が手厚いため、 

地域人材との関わりの工夫が必要となる 

代表的な対象校 Ｄ高、Ｆ高 Ａ高、Ｃ高、Ｈ高 

地域のつながり

の特徴 

目標達成的つながり 

（ゲゼルシャフト的つながり） 

テーマコミュニティ 

共同体的つながり 

（ゲマインシャフト的つながり） 

地域コミュニティ 

つながる対象 大学、企業、ＮＰＯなど 自治体、地元企業、地元団体など 

地域探究学習に

おけるメリット 

・人的資源を有効に使いやすい 

・交通費がかからない 

・目の前で喜ぶ人の顔が見られる 

・多くの地域課題が表面化している 

地域探究学習に

おける課題 
人材発掘の必要性 人材間調整の必要性 

求められるコー

ディネート 

生徒と地域人材をいかにマッチングさせるか 

（学びの個性化） 

地域課題と生徒の興味・関心をいかに近づけるか 

（当事者意識の醸成） 

求められるコー

ディネート人材 
専門人材とのつながりの強い人 地元とのつながりの強い人 

社会関係資本の

タイプ 
連結型（Linking）   橋渡し型（Bridging）   結束型（Bonding） 

まず地域のつながりの特徴としては、「都市部」は目標達成的つながり（ゲゼルシャフト的つ

ながり）、「地方部」は共同体的つながり（ゲマインシャフト的つながり）という特徴をもつため、

「都市部」では大学、企業、ＮＰＯ、「地方部」では自治体、地元企業、地元団体とつながりや

すい。地域探究学習を進める上でのそれぞれのメリットと課題については、「都市部」において

は、人的資源を有効に使いやすくアクセスがしやすい反面、そのつながりの弱さから人材発掘が

必要となる。「地方部」においては、多くの地域課題が表面化しており、地域課題解決に直接関

わることで目の前で喜ぶ人の顔を見ることができる反面、根回し等、地域人材間の調整が必要と

なる。また当事者意識を高める地域探究学習を展開するために、「都市部」においては、生徒一

人一人と地域人材をいかにマッチングさせるかという学びの個性化、「地方部」においては、地

域課題を生徒の興味・関心にいかに近づけるかという当事者意識の醸成が求められる。この点に

おいて、「都市部」でコーディネートを担っている I 氏が生徒の探究学習の伴走者を探すにあた

り「繋ぎ先がすごく重要」、「個別最適化が究極のコーディネート」と表現していたり、J 氏が

「人を探すっていうのをすごく大事にしてい」たりする点に通じるものがある。以上より、「都

市部」では専門人材とのつながりの強いコーディネート人材、「地方部」では地元とのつながり

の強いコーディネート人材が求められると考えられる。 

また、社会関係資本の３タイプ13を用いて考察するならば、「結束型」や「橋渡し型」が強い

地方部は、絆が強すぎることでの外への閉鎖性・排他性が高まることに留意し、地域にとってあ

る意味「外」である高校が関わるときには根回しや対話がより一層必要となるだろう。またオン

ラインなども活用しつつ外部の専門家とつながるなど、あえて「連結型」のつながりも積極的に
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作っていく必要があるだろう。「連結型」や「橋渡し型」が強いと考えられる都市部は、生徒の

興味・関心に合った人材をマッチングさせ、専門人材が介入することで生徒の自主性・主体性が

損なわれないような工夫が求められよう。 

 

６．本研究の意義と今後の課題 

本研究では、先進事例に見られる工夫や課題の分析を通して、地域探究学習を推進するための

高校と地域をつなぐコーディネート機能のあり方を示した。本研究の意義は三つあると言える。

一つは、高校と地域をただ単につなぐだけでなく、地域探究学習を充実させるためのコーディネ

ート機能という視点により、①【教職員のマインドセットの変容】や②【組織作り】などの「探

究学習を行うための組織的な体制の構築や教員の意識の醸成」14に関する内容も加えられたこと

である。どの機能を誰が担うかは各校・各地域によって異なると考えられるものの、地域探究学

習の推進者や管理職が高校と地域の協働体制を俯瞰し、見直す際に活用できると考えられる。ま

た、行政レベルの支援を検討する際に、各校が求めるコーディネート機能を明確にすることで手

立てが打ちやすくなるだろう。 

二つ目の意義として、「都市部」と「地方部」の高校間で工夫や課題に違いがあることに着目

し、一部ではあるが、地域性に応じたコーディネート機能のあり方を示すことができた。地域探

究学習の先進事例は地方部の高校に多いが、その意義から都市部の高校においても推進されるべ

きである。本研究で示された「都市部」の高校におけるコーディネート機能のあり方がその一助

となれば幸いである。しかし、都市部や地方部に必要なコーディネート人材という属人的な視点

ではなく、組織的なコーディネート機能という視点を持つことに留意しなければならない。 

そして三つ目の意義として、サービス・ラーニングの効果を実感しながら地域探究学習のカリ

キュラム作りを行う先進事例が複数見られたことである。地域探究学習と親和性が高いと考えら

れるサービス・ラーニング研究の蓄積から、高校と地域をつなぐコーディネート機能のあり方へ

の新しい示唆が見出せるかもしれない。 

最後に、本研究の課題と今後の展望を３点述べたい。１点目は、本研究は生徒を対象としてい

ないため、生徒にとって地域探究学習がどのような効果を持っているのかを把握できていない。

２点目として、本研究は高校生が当事者意識をもって社会に関わるための学習として、地域探究

学習に焦点を当てた。当然ながら地域との協働は目的ではなく手段である。地域との協働を重視

しなくても高校生の当事者意識を育んでいる高校は存在すると考えられる。そのような事例の分

析を通して、より地域探究学習の効果やそれを推進するコーディネート機能のあり方を模索して

いく必要があると考えられる。最後に３点目として、本研究の前提に関わる部分であるものの、

高校が探究学習をより充実させるために協働すべき「地域」とは何なのか、つまり「地域」の意

味を改めて考える必要があることである。その際に、目標達成的つながり（テーマコミュニティ）

と共同体的つながり（地域コミュニティ）という二つのつながりの特徴を考え、活かす工夫をす

ること、また同じ高校に通う生徒間でも出身地が異なるため、高校が考える「地域」と高校生が

考える「地域」が必ずしも一致しないという点に留意することが必要であろう。そして高校にと

って協働すべき「地域」をある意味作り出していくという姿勢が今後より求められるだろう。 
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How to Coordinate High Schools and Communities to Promote Inquiry-

Based Learning in Collaboration with Local Communities 

 

Takeru INAMURA 

 

 

It is said that Japanese high school students are less motivated to engage with a sense of people outside 

the school and society, and inquiry-based learning is becoming increasingly important. Although inquiry-

based learning in collaboration with local communities is attracting attention mainly in local high schools, 

it has been shown that its significance is high, and it can be said that it is a necessary learning activity not 

only for high school students in rural areas but also for all high school students. And to promote such 

learning, coordination roles for connecting high schools and communities are required. Therefore, this study 

analyzed the ingenuity and problems seen in advanced cases with the aim of "clarifying the ways of 

coordination roles which connects high schools and communities in order to promote inquiry-based learning 

in collaboration with local communities". 

As a result, nine categories and 28 concepts of ingenuity and problems were found. The significance of 

the study is as follows. (1)In addition to simply connecting high schools and communities, we reconsidered 

the ways of coordination roles by incorporating the viewpoint of "building an organizational system for 

conducting inquiry-based learning and fostering awareness among teachers". (2) By focusing on differences 

in ingenuity and issues between high schools in "urban" and "rural" areas, an ideal way of coordination roles 

depending on their regional characteristics was presented, and (3) The possibility of making use of the 

knowledge of service-learning research was indicated. Based on the above results, in order to further 

promote and enhance inquiry-based learning in collaboration with local communities, it is necessary to 

rethink what "community" is and create "communities" that should cooperate with high schools. 

 

 

  




