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日野高校魅力向上推進計画 

 

はじめに 

急激な人口減少や少子高齢化、グローバル化の進行など、大きく変化する社会情勢の中で、新しい課

題を発見し、解決していくことで、誰も経験したことのない社会に柔軟に対応することが求められてい

る。また、近年多発する大規模な災害は、住民の生命、財産、地域社会などを一瞬のうちに奪い去って

いる。しかし、一方で、これらの災害からの復興への歩みは、命を守る教育の大切さはもとより、一人

一人が困難に直面しても粘り強く自ら考え、判断し、行動することの大切さ、また、人と人とのつなが

りや絆、さらに人と協働しながら新しい知識や価値を生み出していくことの必要性、そして、ふるさと

の大切さなどを再認識させてくれる契機となっている。これらのことから、これからの社会を生きる子

どもたちには、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し行動するとともに、人とのつながりの中で自立し、

ふるさとの未来を担う力を育んでいく必要がある。 

鳥取県立日野高等学校（以下、「日野高校」という）は、平成 12年に鳥取県立根雨高等学校・鳥取県

立日野産業高等学校が再編成され、総合学科の県立高校としてスタートした。新設当初は入学者が 160

名（定員 160名）を超えていたものの、平成 30年度は 51名（定員 76名）と、60名前後で推移する状

況が続いている。日野郡内はもとより全国的に少子化が進む中で、日野高校の存続に向け、学校、自治

体、地域が一体となって取り組んでいかなければならない。 

 日野高校が身近にあることは、地域にとってとても重要であり、地域の活性化につながっている。ま

た、在校生の中にも、通学の利便性、経済的事情等から日野高校を志望する生徒も多い。このように、

鳥取県日野地区の最高学府として、日野高校が存在していることの意義は非常に大きい。これらのこと

から、日野高校のさらなる魅力や活力を高めるとともに、もって日野郡３町の活性化に資するために日

野高校魅力向上推進協議会（以下、「推進協議会」という）を設立し、学校、自治体、地域が一体となっ

て取組を進めていく。 

 

 

１．日野高校の魅力向上に関するこれまでの取り組み 

（１）日野高校の在り方を考える協議会 

ア．日野高校の在り方を考える協議会の設立の背景 

平成 23年度の日野高校入学者数は 51名と、設立当時の 31％となった。また、設立時には日野

郡内中学校の卒業生の 36％が日野高校に進学していたが、19％にまで減少した。その要因として

最も大きなものは日野郡内における大幅な生徒減少であるが、それとともに、高校進学の米子志

向が進んできたという傾向も見られた。 

しかし、在校生の状況、日野高校の生徒たちと地域との関わりの観点から、日野郡に高校を残

すことは必須であった。そこで、地域の学校は地域で支える体制づくり、生徒たちが望む学習環

境づくりを検討し、日野高校における教育の充実と発展を図るために、郡内関係者の協議と対策

を講ずる組織として、平成 23年 10月 14日、「日野高校の在り方を考える協議会」（以下、「在り

方協議会」という）が設立された。 

イ．協議内容 

在り方協議会が設立され、平成 26 年 9 月 16日に解散するまで、6回の会議が開催され、在り
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方協議会の目的を達成するために様々な協議がなされた。その概要は、以下のとおりである。 

①H23.10.14 第１回在り方協議会 

日野高校再生のために必要なこととして、・地域のニーズに応じた学校作り・大学進学、

公務員試験に合格できるなど学力向上・地域振興につながる人材の育成・高校の取り組み

や特色ある部活動の PR、等の意見が出される。 

②H23.10.27 第 2回在り方協議会 

事業所からの意見として、・顔が見え、地域の実情が分かっている若者が地域の担い手と

して残ることは安心感がある・採用後の研修でも意欲的・高校時代に専門技能が習得でき

るとよい・職場研修（インターンシップ）の機会が欲しい、などが出される。 

③H24.2.2 第 3回在り方協議会 

・入学者の減少と今後の対策・地域連携による学校支援・自尊感情を育てる活動と地域連携・

協議会の今後の取り組みなどについて話し合われた。 

④H24.6.29 第 4回在り方協議会 

・協議会中間まとめ 

⑤H25.8.5 第 5回在り方協議会 

・岩本悠講師（隠岐島前高校魅力化コーディネーター・当時）を迎えた研修会 

⑥H26.1.26 第 6回在り方協議会 

・今後の日野高校の取り組みについてイメージ図を作成 

・各町行政機関や事業所と日野高校との連携（交流・職場体験）について 

・県教育委員会への要望及び県日野地区連携・協働協議会への協力依頼 

⑦H26.3.3 鳥取県知事、教育委員会教育長、県議会議長に要望書を提出 

ウ．成果 

在り方協議会では、6 回の協議を踏まえて、今後の日野高校の取り組みについてのイメージ図

（図 1）を作成するとともに、意見書（別紙 1）を鳥取県知事、鳥取県教育委員会教育長、鳥取県

議会議長に提出した。その結果、平成 26年 9月 16日に、日野高等学校魅力向上コーディネータ

ー（以下、「コーディネーター」という）が採用され、以降の魅力化の任務にあたることとなった。 
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（図 1） 
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          ⇒ 農林公社、森林組合、認定農業者、複合経営、観光・セラピー 

 

           ⇒ 福祉施設、高齢者支援 

 

         ⇒ 地域振興・地域創造（町行政）、公務員、進学 

          

⇒ 長期休業中に職場実習による実務研修 

 

 

 

地域と共に生きる日野高等学校（イメージ図） 

地域・行政と連携した学習（研修）と進路構想 ⇒ 中山間地域の実情・連合起業化 

（日野高校卒業生中心のネットワーク・リーダーづくり・・・郡内・郡外・県外生） 

水稲・野菜・菌類・水耕の複合経営 

間伐材有効利用・観光農園、バイオ研究 

卒業後も高校とのつながりを

持てる講座（＝専攻科） 

（地域貢献、意欲、資質向上） 

大学・企業、農林

業経営者等連携 

 

アグリ系列 

進学系列 福祉・健康系列 

福祉事業所連携 

公務員・進学（地域振興・

行政総合職） 日野高等学校 

アグリ系列 

福祉・健康系列 

進学系列 

職場実習 

地域社会に有用な人

づくり・地域づくり 

小規模校 

総合学科 
だからできる 

回想法介護（音楽、栽培等） 

地域社会に巣立った後も高校教員や地域の人材を活用し、地域での課題に対して「学ぶ」ことのできる場（＝専攻科） 

地域社会に有用な人

づくり・地域づくり 
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（２）コーディネーター 

ア．配置の目的及び業務内容 

コーディネーターは、日野高校の学習カリキュラムを魅力あるものとするため、日野高校と日

野郡各地域・団体及び日野郡３町役場のニーズや協力要望を双方向でくみ上げるとともに、進学

を希望する生徒や保護者が望む学習環境が提供できるよう、コーディネートする業務を担ってい

る。 

鳥取県教育委員会高等学校課及び日野高校は、「日野高等学校の魅力づくりについて」（平成 26

年 5月）の中で、コーディネーターの役割について、以下のとおり示している。 

 県教育委員会では、これまで日野郡 3町等で組織する日野高校の在り方を考える協議会や

県日野地区連携・共同協議会（法定協）と連携しながら日野高校の魅力化方策について検討

してきたが、今後も日野郡 3町が共同で配置するコーディネーターとも連携しながら、地域

に密着した新科目の設置など、以下のとおり学校の特色づくりに努めていく。 

① 日野郡 3 町が中心となって、平成 26 年度から 3 年間、日野高校魅力化コーディネータ

ー（仮称）を配置し、日野郡地域と連携した特色ある教育活動の実践による魅力的な学

校づくりを推進 

② 日野高校では、平成 27年度の入学生に向けて、地域に密着した新科目の設置など、特色

ある教育活動の実践に重点化した教育課程を編成し、上記コーディネーターと連携しな

がらさらなる魅力づくりの方策を検討 

③ 上記①、②を踏まえて学校の魅力化を推進する組織（日野高校魅力化推進 PT（仮称））

を設置 

イ．活動状況 

コーディネーターは、平成 29年度までの間に、カリキュラムの充実、郡内事業所説明会の実施、

地元改革課（JK課）の設立等に取り組んできた（別紙 2）。 

ウ．コーディネーターが果たした役割 

第 1 学年の学習である「産業社会と人間」では、社会人活用率が 10％であったものが 45％に

伸びた。第 2学年の「職場体験学習」では、郡内事業所が 30％に満たなかったものが、ほぼ 98％

を郡内事業所が占めるようになった。さらに、第 3 学年の「課題研究」では、生徒個人の興味関

心に基づいた研究から、地域の課題解決に役立つ研究へと変化していった。このように、カリキ

ュラムの充実、3年間の一貫性が図られた。それらの学習を経て、生徒たちには確かなキャリア意

識が育ってきている。 

また、高校生の活動の場を広げ、彼らの意見を行政施策につなげていくことで、自己肯定感、

自己有用感を高めるとともに、地域への関心を持たせることができた。 

 

２．日野高校の魅力向上を行う必要性 

（１）日野高校の概要とこれまでの取り組み 

日野高校は、鳥取県の高等学校教育改革基本計画により、平成 12 年に鳥取県立根雨高等学校と

鳥取県立日野産業高等学校の 2校が再編成され、総合学科の高校としてスタートした。 

複雑化していく社会の中で、「自ら学び、自ら考え、主体的に判断し行動することができる」人材

の育成をめざし、一人一人の生徒が自らの興味・関心や進路の希望に応じて主体的に科目を選択し
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て学習できる新しい学科として、進学系列・音楽系列・情報ビジネス系列・アグリライフ系列・福

祉健康系列の 5系列が設置された。その後、系列を再編を経て、現在は、総合進学系列・アグリラ

イフ系列・情報ビジネス系列・ヒューマンケア系列の 4系列としている。 

平成 30年度は、「地域連携重点校」及び「キャリア教育重点校」の指定を受け、特色化・魅力化

に向け、以下の重点項目を定めている。 

■日野郡 3町と連携を密にしながら、「地域の学校」として地域を担う人材を育成するととも

に、生徒の多様な進路を実現 

・地域資源を授業等に取り入れた多様な学びの実現 

・県外募集を通じた部活動の活性化 

■少人数指導と寮活用による 4年生大学進学を可能とする進路指導 

・総合進学系列における義務入寮及び夜間学習指導 

 

（２）生徒数の推移と今後の予測 

ア．生徒数の推移 

生徒数（表 1）、日野郡内中学校卒業生の日野高校への進学者割合（表 2）とも、設立当時から

見れば減少している。日野郡内中学校卒業生の日野高校への進学者数を比較してみると、日野郡

内中学校卒業生の数が、160名（H12）から 81名（H30）と半減していることもあり、入学者数

も 58名（H12）から 16名（H30）と激減している。 

      （表 1）          日野高校の入学者数（学校要覧より） 

年度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

人数

（人） 

162 118 113 106 100 114 96 96 73 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

77 66 51 47 59 63 55 58 44 51 

（表 2）    日野郡内中学校卒業生の日野高校への進学者数・割合（学校要覧より） 

年度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

人数

（人） 

58 34 24 20 27 33 29 33 24 

割合

（％） 

36.3 19.5 16.9 11.4 19.7 24.4 22.5 25.4 18.2 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

26 24 22 8 16 15 16 20 15 16 

21.7 19.4 19.0 9.1 16.0 17.6 19.5 24.4 19.2 19.8 

イ．今後の予測 

平成 30年度以降の、中学校卒業生の数は減少の一途をたどることが予測されている（表 3）。 
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（表 3）   日野郡－西部地区生徒数の推移（H30.5.1現在、教育企画室作成資料より） 

中学卒業年度 H30 H33 H36 H39 H42 

 日野郡   81   60（▲21）   39（▲42）   50（▲31） 46（▲35） 

 西部地区 2,171 2,046（▲125） 1,933（▲238） 2,023（▲148） 1,946（▲225） 

※（ ）内の数はH30年度卒業生対比を表す。 

（３）日野高校存続の必要性 

ア．日野高校が存続することのメリット 

日野高校が存続することにより、次のようなメリットがあると考えられる。 

・近くに高校があることで、郡内の生徒にとっては交通費、下宿費等、保護者の経済的負担が

軽くなっている。 

・寮があることで、県外や遠方からの入学生を確保できるとともに、交通の便が悪い地域に住

む生徒の通学負担が軽減され、学校生活にゆとりが生まれることにつながる。 

・高校生が地域を知ることで、地域の事業所への就職機会が増すとともに、地域への愛着が形

成される。 

・学校の施設を公民館学習で利用したり、授業の中で地域人材を活用したりすることで、地域

住民と生徒との交流が生まれ、地域に活気をもたらす。 

・寮を活用して、県外等遠方からの入学生を確保できる。 

・少人数であることと地域との連携を活かした個別指導ができる。 

・様々な世代を通した多様性のある授業が展開できる。 

・課題先進地における PBL（問題解決学習）を推進できる。 

・生徒の成長がすぐに伝わるので、地域スケールでの自己肯定感、自己有用感の醸成が可能で

ある。 

イ．日野高校が統廃合されることによるデメリット 

日野高校が統廃合されることにより、次のようなデメリットが生じると考えられる。 

・日野郡外に出て行くため、保護者の負担が増える。 

・地域で活動する高校生がいなくなり、高校生の地域に対する「思い」が希薄になる。 

・地域の事業所の存在を知る機会が減り、郡内への就職が減る。その結果、若者がいなくなり、

人口の減少が進む。 

・西部地区から農林業を学べる高校がなくなり、進路選択の幅が狭まる。 

・寮のある高校がなくなり、県外募集等が難しくなる。 

 

（４）日野高校が在ることの意義 

今後、少子高齢化や人口減少が進行する中山間地域にあっても教育の不易の部分を踏まえつつ、

社会の加速度的な変化（グローバル化の進展、人工知能の飛躍的な進歩等）を受け止め、将来予測

が難しい社会の中で、地域の未来を創造できる人材の育成が求められる。よって、ますます、学校

の存在意義が高まる。 

文部科学省は平成 31 年度から高校を拠点とした地方創生事業を実施する方針である。その目的

は、「地域振興の核として高等学校教育の質の向上に取り組む」「高等学校と市町村、地元企業、大

学等が連携し、高校生に地域課題解決等を通じた探究的な学びを提供する仕組みを構築し、成果を
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全国に普及する」となっている。つまり、今後、国では、本事業の目的に掲げている高等学校教育

をめざしていくということに他ならない。 

日野高校は、小規模地域でのフットワークの軽さを活かし、また中山間地の課題が山積する地域

での PBL（課題解決学習）を通して、生徒の育成を図りつつ、地域とのつながりを深める教育を推

進できる環境にあり、まさに、国が進めていこうとする高等学校教育を、地域とともに実践できる

高校なのである。 

 

３．日野高校の特色及び潜在力と魅力向上の可能性 

（１）日野高校の特色及び潜在力 

日野高校には、次のような特色及び潜在力がある。 

・少人数なので、生徒一人一人にあった丁寧な指導、支援が可能である。 

・総合学科であり、カリキュラムに柔軟性がある。 

・郷土芸能、射撃など特徴のある部活動がある。 

・農業を学ぶ系列があり、地域の産業を活かすことが可能である。 

・地域や町内保育所、小・中学校との結びつきが強く、地域の人々との関わりの中で、自己肯定

感、自己有用感を高めることができる。 

・生徒のおよそ 7 割が米子方面から通ってきており、郡外の生徒にも地域を知ってもらうこと

ができる。 

・生徒のおよそ 7割が卒業後就職し、地元に残るので、地域の担い手となることができる。 

・２つの寮（双葉寮、至誠寮）があり、通学負担を減らすことができるとともに、それを活用し

た事業が展開できる。 
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（２）魅力向上の可能性 

日野高校の魅力向上を図るには、（１）に記載した特色・潜在力を活かした教育課程や社会教育の

側面からのカリキュラムの検討と、場の創造が重要になる（図 2） 

 

４．日野高校の魅力向上に関する体制と各主体の役割 

（１）日野高校の魅力向上に関する体制 

高校は、教育課程を通じた子どもの育成を担い、自治体は、人的・財政的支援と体制づくりを担

っている。そして、地域は「学びの場」の提供と情報発信という役割を担っている。日野高校の魅

力を向上させていくためには、3 者がそれぞれに取組を進めるのではなく、3 者がビジョンを共有

し、多様な立場から主体的に参画していくことが重要であり、3 者の連携、協働により、生徒の学

びと育ちを保障していく必要がある（図 3）。 

（図 2）            日野高校の魅力向上の可能性 

 

これらの魅力（強み）を一番発揮できる場は？ 

どんな教育課程、カリキュラムにすればよいか？ 

？
●少人数の強み

・きめ細かな学習及
び進路指導

・集団でのフットワ
ークの軽さ

●二つの寮

・県外募集

・寮での学習機会

●総合学科の柔軟性

・学校独自の設定科目（育てた
い生徒に合わせて設定）

●特色のある部活

・学校の広告塔

●農林業を学ぶ科目

・農林業は都会の若者に人気

・地域全てが学びの場となる

●就職する生徒が多い

・インターンシップの有効性

・地域の担い手となるチャンス
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（図 3）        

 

 

 

（２）日野高校が果たす役割 

高校は、保護者、大学、同窓生とも連携、協力しながら、教育課程を通じ、生徒を育成すること

を、その役割としている。 

日野高校は、小規模校であること、また自然豊かな中山間地に位置していること、地域とのつな

がりが強いこと等を活かし、教育課程の中に積極的に地域資源を取り入れたり、地域での学習機会

を増やしたりすることが考えられる。さらに、地元の事業所を積極的に活用することもできる。こ

れらの利点を活かし、地域の中で生徒を育んでいく。 

また、２つの寮を有しており、それを活用して学習支援や県外募集を図る事業が展開できる。 

 

（３）自治体が果たす役割 

自治体は、人的・財政的支援と体制づくりを、その役割とする。 

人的支援としては、コーディネーターの配置、教員を支援できる人材の派遣、学力向上事業への

講師の派遣、寮の運営に係る人材の派遣等が考えられる。財政的支援としては、町営バスや公用車

を利用しての生徒の輸送支援、寮に係る財政上の支援等が考えられる。 

地域課題のリスト化、高校生を採用する事業所のデータベース化等についても、自治体による支

援が可能である。 
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（４）地域が果たす役割 

地域は「学びの場」の提供と情報発信を、その役割として担う。 

特に、日野郡のような中山間地では少子高齢化に伴う様々な課題に直面しており、その課題を学

校における探究活動の材料として提示するとともに、生徒とともに課題解決を探ることができる。

このような交流を通して、生徒を見守り、事故や犯罪を防止することが可能となる。また、生徒に

とっての「第 3の居場所」となり、家庭や学校での姿とは異なる新鮮な子どもたちの魅力を発見し、

それを伸ばして行く役割を果たす。 

さらに、日野高生が、地域資源を活用したり、地域に出かけたりして学習をする際に、外部講師

として授業に関わったり、地域での学習の場を提供したりすることができる。また、日野高校から

発信される情報、魅力の受け取り手となる。 

 

（５）多様な主体の参画 

日野高校は、そこに通う多くの生徒にとっては社会に出る前の最終的な教育の場である。貴重な

3 年間の中で進路の実現を目指して経験を積み重ねることは、学校で学んだ知識を社会で実践して

いくために必要なことである。 

一方で、日野高校での 3年間は、社会人となる前の段階における貴重な社会との接点の場でもあ

る。高校生が地域の中で様々な体験ができるよう、地域及び他の社会から多様な人々に関わっても

らったり、場を提供してもらったりすることが重要である。 

日野高校と自治体とがしっかりと連携を取り、情報を共有することによって、ICTを含む様々な

ツールや機会を捉えて外部に働きかけ、多様な主体が教育の魅力化、地域の魅力化に関わって行け

るようなシステムを作ることが可能である。 

 

 

５．日野高校における魅力向上の具体的内容  

（１）ミッション及び学校教育目標 

日野高校のミッションを「地域の教育拠点・地域と共に歩む日野高校～地域の子どもを、地域で

育て、地域に貢献する人材の育成～」としている。日野高校でのより良い教育を通じてより良い地

域を創ることを、学校と地域が共有し、連携・協働しながら、生徒の社会性等の普遍的な力ととも

に、新しい時代に求められる資質・能力を育むこととしている。そのために、積極的に学校教育に

とって有益な地域資源を活用した教育活動の実践により、学校の特色化・魅力化を推進するととも

に、地域の活性化に貢献する。同時に、これが学校教育目標の達成、学校の特色化・魅力化に資す

るという好循環を創出する。 

また、学校教育目標を「これからの社会の中でたくましく生きるための学力や豊かな人間性を育

み、地域社会の発展に貢献できる人材の育成を図る」とする。学校教育目標の具現化に向けて“生

徒に身につけさせたい力”を《たくましく生きるための学力》、《豊かな人間性》、《地域社会の

発展に貢献できる人材の育成》として、教科・科目、総合的な学習の時間及び特別活動の授業に学

校独自事業を取入れつつ、これらの力の育成を図っている。 
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（２）特色化・魅力化に向けた取組 

ア．「ヒューマンケア系列」の運用開始 

平成 29年度入学生より「ヒューマンケア系列」を設置し、平成 30年度２年次生から履修を開

始した。少子高齢化の進行する地域の特性及び介護への地域ニーズに鑑み、地域創造系に介護・

福祉を学ぶ系列が必要と考えた。少子高齢化の進む中山間地域にある学校であるとともに、地域

に複数の介護施設等の教育資源を有していることから実習が可能であり、異年齢の人々との交流

を通して人と関わる力を育むこと共に、高齢化社会に必要とされる介護・福祉に関する基本的な

知識・技術を習得するとともに、体験を通して実践力を養うことができる。 

また、全ての若者にとって、将来、介護に係る知識・技能は必要不可欠であり、日野高校にと

って、新系列の学習内容（表 4）は学校課題、生徒に身につけさせたい力と直接的な関連がある。 

・人と関わる力（コミュニケーションスキル等）の育成 

・人間力の育成 

・介護、福祉分野の人材育成 

・介護職員初任者研修修了資格の取得（系列選択者全員） 等 

  （表 4）      各系列の学習内容 

 

系
 

 

 

 

【みらい創造系】 【地域創造系】 

将来にわたって学問を

探究し、未来社会の創

造に貢献できる人材の

育成 

地域とつながり、地域コミュニティーの活性化や地域の創造に貢

献する自立できる人材の育成 

 

 

 

 

 

系

列 

 

 

 

 

総合進学系列 アグリライフ系列 情報ビジネス系列 ヒューマンケア系列 

四年制大学、短期大学

、医療系・福祉系専門

学校などへの進学に対

応した教科・科目を学

習し、進路実現に必要

な学力を育成する。 

 

 

恵まれた自然環境

を活用し、自然と

人間生活の関わり

を草花・野菜の栽

培や食品製造など

を通し学習し、幅

広い分野で役立つ

実践力を養う。 

ビジネスの基礎・基

本を学ぶとともに、

IT社会に対応できる

能力を育む。 

また、地域の産業や

観光に着目し、課題

の解決やアイデアの

提案力を養う。 

異年齢の人々との交流を

通して人と関わる力を育

む。 

また、高齢化社会に必要

とされる介護・福祉に関

する基本的な知識・技術

を習得するとともに体験

を通して実践力を養う。 

イ．進学を目指した系列と寮の活用 

総合学科の理念を尊重し、興味関心、進路希望に応じた選択科目も一定の単位数準備しつつ、

高校３年間で「これを学んだ」と誇れる系列の内容に改革し、平成 29年度入学生から、各系列に

おいて履修すべき科目数・単位数を拡大し、専門性を強化した。特に、平成 29年度入学生から「総

合進学系列」を四年制大学を中心とした上級学校への進学を目指した系列に特化した。履修すべ

き授業科目を、より四年制大学等への進学を見据えた科目に増強（「数学Ⅲ」を総合進学系列内

の選択科目に位置づける等）し（表 5）、さらに、総合進学系列の目的を具現化するため、寮を

活用した進学に必要な学力の向上を図るシステムとして、総合進学系列に属する生徒は入寮を原

則とし、寮内で学習指導を行うことした。 

日野町からは、寮運営に係わり財政的支援をしていいただき、寮生への負担を軽減している。
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平成 30年 5月 7日に開寮し、9月 3日現在、3名が入寮している。 

   （表 5）   H27－H29入学生における系列内の原則履修科目数・単位数の比較 

入学年度 H27（H29-3年次生） H30（１年次生） 

系列 総合進学 アグリライフ 総合進学 アグリライフ 

2年次
 科目数 3科目 3科目 7科目（＋4） 5科目（＋2） 

単位数 9単位 9単位 19単位（＋10） 13単位（＋4） 

3年次
 科目数 3科目 3科目 6科目（＋3） 5科目（＋2） 

単位数 9単位 9単位 15単位（＋6） 13単位（＋4） 

ウ．県外生徒の募集 

地域資源、地域文化等に鑑み、部活動の中でもソフトテニスに限定（かつ総合進学系列を条件）

して、平成 29年度高等学校入学者選抜（推薦入試）より県外募集を開始したが、その後、平成 30

年度より、射撃、郷土芸能にも対象を拡大した。 

また、平成 31年度入試からは、一般入試での県外通学生徒募集することとしている。様々な

地域から多様な生徒が共に学習することで、人と関わる力（コミュニケーションスキル等）や人

間力の育成を図る。 

エ．地域連携及び地域貢献 

職場体験、授業等への地域人材の招聘、小学生との交流、鵜の池マラソン参加、スポーツ・音

楽・清掃活動による小中高連携、地域食材を生かした商品開発等、積極的に学校教育にとって有

益な地域資源を活用した教育活動の実践を行っている。また、地域貢献として、本校での学習の

成果を発表する機会として、日野高ショップ、鏡陵大学を開催し地域貢献を行っている。 

 

６．推進協議会としての日野高校魅力向上の具体的内容 

（１）日野高校魅力向上推進協議会設立のための事前準備 

平成 26 年に在り方協議会において配置が決定してから、日野高校の魅力向上については、コー

ディネーターがその任務を担ってきた。また、鳥取県日野郡連携会議日野高校魅力向上支援ワーキ

ンググループにおいて、魅力向上事業についての協議がなされてきた。 

そのような中、日野高校、自治体、地域の意思統一を図り、魅力向上事業を円滑に進めるために、

魅力向上に関する意思決定機関として、日野高校魅力向上推進協議会の設立をめざすこととなり、

それに向けての先進地視察の実施、実務者会議である日野高校魅力向上推進協議会ワーキンググル

ープ（以下、「WG」という）を開催した。 

ア．視察等 

H29年 8月 24日 横田高校視察（魅力化ビジョン） 

H29年 10月 12日 矢上高校視察（作野教授同行） 

H29年 10月 20日 島根大学作野教授訪問（永野校長同行） 

イ．ＷＧ 

H30年 4月 20日 第 1回WG 

・今後必要な手続きについて（3町代表者のみ） 

H30年 5月 16日 第 2回WG 

・日野高校魅力向上推進協議会設置要綱（以下、「要綱」という）案、高校の現状、地域
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が高校に期待するものについての意見交換 

・今後の課題の洗い出し 

H30年 6月 28日 第 3回WG 

・作野教授（アドバイザー）による勉強会 

・要綱案についての協議 

H30年 8月 29日 第 4回WG 

・要綱案についての協議 

・WG座長の決定 

・日野高校魅力向上に関する取り組み、日野高校の現状と鳥取県教育委員会の方針、魅

力向上に関する事業と学校教育目標を達成するための支援についての意見交換 

・シンポジウムについての提案 

H30年 10月 4日 第 5回WG 

・要綱案の決定 

・日野高校魅力向上推進計画についての協議 

・シンポジウムについての協議 

 

（２）学校・自治体・地域との連携手法（実行組織） 

推進協議会は、日野高校の魅力向上を連携して進めるそれぞれの機関の長である日野高校長、日

野郡 3町町長及び教育長、日野郡 3町の地域代表、日野高 PTA会長、県教育委員会高等学校課長、

日野振興センター所長で組織しており、魅力向上に関する意思決定機関と位置付けている。 

WGは、推進協議会アドバイザー、日野高校長、日野郡 3町首長部局担当課長及び教育委員会事

務局担当次・課長、県教育委員会高等学校課室長、日野振興センター地域振興課参事及びコーディ

ネーターで組織し、推進協議会で決定された事項について、その具体について話し合いを進める。

WGで協議された内容を、それぞれの機関に持ち帰り、各機関がとるべきアクションについて検討

し、事業を展開していく。また、各機関で出された意見等については、WGに持ち寄り、改善策を

検討し、各機関におろしていく。WGに提案する事項や、即時に対応が必要な事項については、コ

ーディネーターを中心に事務局で決定していく。 

これらの取組が、学校、自治体、地域の連携、協働のもとで円滑に進むように、コーディネータ

ーがそれぞれの機関をつなぐ役割を担う。 

 

（３）施策の具体的内容 

今後の魅力向上の事業は、１の（１）のイに記載した在り方協議会で出された意見をベースとし

ながら、日野高校の学校教育目標である「これからの社会の中でたくましく生きるための学力や豊

かな人間性を育み、地域社会の発展に貢献できる人材（＝グローカル人材）の育成を図る」を達成

するため、日野高校が行う事業に対して、具体的な協力、支援を行う。 

ア．コーディネーター 

日野高校への支援、協力等の具体的な内容等については、コーディネーターが日野高校の担当

者と協議し、その授業（単元等）の目標に到達できる内容となるようにする。一方で、事業の目

的等を、自治体、地域と共有し、日野高校と自治体、地域が協働することで、「地域の拠点・地域
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と共に歩む日野高校」というミッションを達成できるようにしていく。そのために、各町内の事

業所等と日野高校との仲介も行う。 

コーディネーターは、必要に応じて日野高校の会議等に出席し、自治体、地域との連携を含め、

日野高校の魅力向上事業についての情報提供、協議等を行う。また、自治体とも協力して、各町

や県の広報紙、ホームページ、地域チャンネル等で、日野高校の活動を積極的に情報発信する。 

イ．自治体 

日野郡 3 町は、コーディネーターを設置し、日野高校の魅力向上支援事業を推進する。また、

鳥取県も含め、事業推進に必要な経費を負担する。日野高校が「日野高ショップ」等を開催する

ときには、地域住民にに積極的に広報し、日野高校の取組の周知を図る。さらに、連携事業を行

うにあたり、生徒等の移動が必要な場合には、公用車等の利用も検討する。 

各町教育委員会及び保育所所管課は、日野高校と各町内の保育所、小学校及び中学校と連携に

より、お互いの学習効果等が高まるように、内容や日程の調整等を支援する。さらに、日野高校

の魅力について、児童、生徒に積極的に伝えていく。 

日野町においては、日野高校が寮を活用するにあたり、その目的に応じて必要な支援を行う。 

ウ．地域 

地域にある事業所等は、日野高校が行う職場体験やボランティアを行う場を積極的に提供する。

また、地域住民は、日野高校が地域住民を招聘して行う授業や地域で行う活動に参加し、日野高

校の生徒や取組についての理解を深める。 

それらの活動の中で、積極的に生徒と関わり、生徒の社会性の伸長に寄与する。 


