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第 １ 分科会

研 究 主 題

カリキュラム・マネジメントの推進

提 案 者 松田 孝 （城北中学校）

司 会 者 上江洲 毅 （首里中学校）

記 録 者 宮城 肇 （久米島西中学校）

金城 久枝 （石嶺中学校）

共同研究者 佐久本 聡 （宮古教育事務所）

運営委員 島袋 賢雄 （国頭中学校）

1 提案発表の概要

グランドデザインについての基本的な解釈。R-PDCA
との整合性について補足説明。「社会に開かれた教育課

程」の実現に向けた、カリキュラム・マネジメントの三

つの側面(教科横断的な視点、PDCA サイクルの確立、
外部の人的・物的資源の活用)の解説。本ブロックの研

究の視点、「小中連携を通した子どもに育成したい資質

・能力を育む授業改善」「地域連携を通した各学校の特

色ある取組」の解説。

視点１「小中連携を通した子どもに育成したい資質・能

力を育む授業改善」の具体的な取り組みの紹介。

〈首里中学校〉「首里中・西南授業スタイル」で小中の

学びの基盤の統一を意識して取り組んでいる。

〈久米島西中学校〉「ファシリテーション」を取り入れ

た授業研究会で、小中高合同研究会を実施した。

〈石嶺中学校〉「挨拶・無言清掃・奉仕活動」の学習環

境を整える共通実践で凡事徹底を行っている。

〈城北中学校〉今年度、特別支援教育部会の発足で、小

中の連携を強化し進路学習会で中１ギャップにも対応で

きる取組を実践している。

校長のマネジメントを生かした取組として久米島西中

学校の「ファシリテーション(FT)」を紹介する。全教
科・領域で展開される FT は、生徒の言語活動の充実・
発展を促すツールで、非認知能力の醸成にも効果がある。

また、「週案だより」「授業観察シート(授業スタンダー

ド)」を通して、授業づくりのベクトルを揃えることで FT
の充実・発展を促している。

視点２「地域連携を通した各学校の特色ある取組」の具

体的な取り組みの紹介。

〈城北中学校〉地域に開かれた学校行事「城熱博」の実

践が継承されている。

〈首里中学校〉地域行事「首里王朝祭」とリンクさせた

旗頭同好会の取り組みが伝承されている。

〈石嶺中学校〉地域学校協働活動の推進で、放課後子ど

も教室の活動が充実している。

〈久米島西中学校〉「ふるさと久米島の未来を見据えて」

キャリア教育の取り組みの充実が図られている。

城北中学校の実践は、グランドデザイン、人材活用、

校長のミッション、組織力の強化を紹介する。グランド

デザインに焦点化した内容をどのように実現していくか

の意義とプロセスを全教職員で共有する。社会に開かれ

た行事の創造は、特別活動アドバイザーと共に生徒会活

動の支援を行い「城熱祭」「城熱博」として運動会、学

習発表会を発展させた。校長のミッション(地域の皆さ

んとの交流。全生徒・職員・地域で一体感を味わえる取

組。)を与え、生徒たちが活動への意欲を高めベクトル

をそろえるように仕向けた。「城熱博」への取組は、全

校生徒参加のリーブロ(①フォロワーシップで異学年集

団の話合い活動の活性化、②全校生徒に対して、各セク

ションの取組内容の周知)、全校生徒が参加するボディ

スラップの取組があり、校長のミッションの「全生徒・

職員・地域で一体感を味わえる取組」が達成できた。

城北中学校長のマネジメント(組織力の強化、同僚性の

発展、組織的に人を育てる職場)が功を奏した。

成果は、児童生徒に育成する資質・能力を育む授業改善

の実践、学びの連続性を生かす指導方法の工夫、地域へ

の所属感や社会性の育成、地域人材の活用と充実した教

育活動の展開。課題は、小中連携の活性化に向けた検証

の充実と仕組みの再考、「社会に開かれた教育課程」の

理念の共有とさらなる展開の充実。

２ 発表後の質疑・応答

Ｑ１：久米島西中学校の「ファシリテーション」の取組

について聞きたい。

Ａ１：日常的に実施しているものではなく、学推中学校

区ブロック研究大会(６月実施)での公開授業、授業研究

会で紹介し小中高の教師が意見を交換した。小中連携の

取組が皆無なので、FT が突破口になるといい。
Ｑ２：特別活動アドバイザーについて説明頂きたい。

Ａ２：長年特別活動に関わる方で年間５回程依頼した。

ＰＴＡとの直接関わりはないが、協力をしてもらう。首

里地区はＰＴＡ活動が活発である。

Ｑ３：城北中「城熱博」の各セクションの各担当学年と

配置、親子の参加はどうか。

Ａ３：各セクションは第１希望で割り振り、校区小学校

・保育園等の協力を頂いた。大勢の参加で大盛況でした。

全生徒が生きる取り組みであった。

３ 各地区の報告（概要）

〈国頭地区〉

研究の視点

①よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという

目標を持ち教育課程を介してその目標を社会と共有す

る。

②教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を

活用し、その目指すところを社会との連携・協働により

実現を図る。

研究の実際
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〈本部中学校 生徒数２７８名〉

①運動会での「旗頭」指導

地域旗頭保存会で後継者育成に繋げるため豊年祭や運

動会でも披露された。

②朝の読み聞かせ

地域ボランティアによる取組は、平成１７年７月にス

タートし１４年目を迎え、３７５回となる。

③もとぶ元気夕市

毎週土曜日午後４時から８時まで町大浜の「もとぶか

りゆし市場前」で販売や舞台での踊り等に参加している。

④本部町グッジョブ協議会との連携

ジョブシャドウウィング、職場体験の支援、キャリア

プラン策定支援、マナー講座、起業家による講話会を実

施している。

校長の指導性

①学校教育目標の具現化と学校経営の充実。

②ＰＴＡ総会で学校経営ビジョンの共有。

③地域字懇談会で情報提供と情報交換。

④本部町グッジョブ連絡協議会との連携・指導助言。

成果と課題 (◎成果 ●課題)

◎地域のリーダーと連携することで、ＰＴＡ活動や地域

との連携に深まりができた。

◎中・高の地域連携を図ることで、生徒の学習意欲も高

まり知識が増えた。

●学校とＰＴＡ役員の情報交換の時間確保。

●行政との組織的な繋がり。

〈名護中学校 生徒数６７１名〉

①語れー会の実践(地域・教育資源との連携)

毎月第２・第４月曜日朝の活動で社会人講話を実施。

②教科の取組(美術科と地域商店街との連携)

パッケージデザインを生徒が担う。

③夏季休業中の補習講座(大学・地域との連携)

④コミュ二ティ・スクールに向けた取組

校長の指導性

開かれた教育課程の推進は、校長のリーダーシップ、

指導性の発揮が大きい。教職員や地域関係者に対する連

携や情報の共有を意識する。

成果と課題 (◎成果 ●課題)

◎語れー会の実践の定着。 ◎美術科の地域との連携。

◎コミュニティ・スクール設置の推進。

●教育活動における連携。

●教育理念や教育課程等の情報の共有をどう図るか。

〈国頭中学校 生徒数１４３名〉

①目指すべき教育の在り方を家庭・地域に示す。

ＰＴＡ総会・拡大常任委員会、地域教育懇談会、学校

評議委員会、ホームページ等の活用。

②地域に対し「子どもの学び」の発信。

学期２回の学校公開日、学校行事、学校便り、ホーム

ページの活用。

③地域の「ひと・もの・こと」を生かした教育活動。

チャレンジウィーク in 国頭、国頭村歴史講話、平和
学習講演会、大学生による国頭中学校思春期教室や地域

行事への参加を奨励する。

校長の指導性

①地域の「ひと・もの・こと」を生かした教育活動。

②教員評価システムと連動した取組。

③地域に根ざした教育の実現。

成果と課題 (○成果 ●課題)

○地域への愛着が芽生えた。

○授業参観者数、ホームページアクセス数が増えた。

○保護者の学校評価が向上した。

●地域住民への情報提供。

●校長のマネジメント力、教職員の意識改革。

〈屋我地ひるぎ学園 生徒数１５８名〉

①美ら島タイム(総合的な時間等)

地域の自然・文化・人材を活かした教科横断的な課題

解決学習。

②地域ボランティア活動

地域の課題について考え、区長さんと活動内容を打ち

合わせ、地域の住民と活動することで地域住民との交流

の場となった。

③学校・地域連携カレンダー

児童・生徒の地域行事への参加、地域の方の学校行事

への参加を意図したカレンダーを作成・配布した。

④学校・屋我地支所と地域住民との情報交換会

コミュニティ・スクールの基本理念や活動を紹介・説

明し要望等について情報交換を行った。

校長の指導性

①基本理念や活動方針、取組内容等の共有のため説明・

周知を図った。

②具体的な活動について校長としての方針の提示、PDCA
サイクルが機能するよう指導助言を行った。

成果と課題 (◎成果 ●課題)

◎基本理念や活動方針、取組内容等の共有で学校・保護

者・地域の信頼関係・協働体制が築かれた。

●学校運営協議会組織や構成員とで活動内容の整合性を

図る必要がある。

〈中頭地区〉

研究の視点

①校務改善に関わる教育課程

②社会に開かれた教育課程

③学校の優位性を生かした実践

〈読谷中学校〉

「校務改善に関わる教育課程」

○週時程内に各委員会を運営する。教科会を効果的に活

用し校内 OJT を推進する。毎週火曜日をノー部活デー
・ノー残業デーと位置づける。

○「起案書導入」による各種文書・要項等の起案。

○校内 OJTによる授業参観で授業改善を図る。
○夢現カードで生活習慣の定着を図る。
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校長の指導性

起案書の周知、振り返りレポートの活用、目標連鎖の

推進、学校運営委員会の機能化。

成果と課題 (◎成果 ●課題)

◎起案書の活用でミスが減り、連携が図られた。

◎夢現カードで生活習慣・学習環境の見直しができた。

●時間や挨拶の徹底、朝学習の見直し、体力づくり。

〈安富祖中学校〉

「社会に開かれた教育課程に向けて」

○レインボー７、すてきノート、安富祖中授業９か条で

学習サイクルと生活サイクルの連動を図る。

○小中合同校内研修、中学校教諭による６年生への授業、

保・幼・小・中合同の避難訓練。

○学校行事、地域人材・地域素材を活用しての保・幼・

小・中連携・地域連携の推進。

校長の指導性

学校経営ビジョンを示し、児童生徒に付けたい資質・

能力を明確にした。地域連携では、教育委員会や自治会、

関係機関、地域コーディネーターとの連携を深める。

成果と課題 (◎成果 ●課題)

◎小中併置校の優位性を生かした教育活動が推進でき、

幼小中連携、地域連携で特色ある取り組みができた。

●カリキュラムマネジメント生かした連携の充実。

〈喜瀬武原中学校〉

「学校の優位性を生かした実践」

○本校の優位性(少人数指導、保護者・地域との連携を

とおした豊かな体験活動、校内の自然環境を生かした環

境教育)を生かした教育活動の推進。

○地域人材の活用、地域行事への参加、区民運会をとお

しての連携の充実。

校長の指導性

各種委員会での助言、授業づくりの方向性の明示、校

内研修・行事等の指導助言、地域の自治会等との情報共

有を図る。

成果と課題 (◎成果 ●課題)

◎道徳科の授業の質の高まりが実現でき、学校行事等の

体験的な学習をとおした生徒の成長。

●職員の地域行事への積極的な参加。

〈島尻地区〉

研究の視点

①カリキュラムマネジメントの認知度、取り組み状況、

実践する際の課題等についてアンケート結果より県教育

センターの結果と比較しながら課題を共有する。

②教科横断的な視点をもって教育課程を編成することへ

の課題を明確にする。

アンケート内容

①カリキュラム・マネジメントの認知度、②実践状況、

③教科横断的な視点を持った取組、④教科横断的な視点

で教育計画を策定するときに必要な資料

アンケートの結果

①カリキュラム・マネジメントについての認知度は教育

センターの結果とほぼ同等だが、実践状況の結果につい

ては県より数値が低い結果が多い。

②教科横断的な視点に立った教育課程の編成について

は、地区内校長は慎重に対応している様子がうかがえる。

③慎重に対応している理由として、今後使用する教科書

の内容や実践事例の情報不足等がある。

成果と課題 (◎成果 ●課題)

◎カリキュラム・マネジメントを推進する際の課題、教

科横断的な視点を持って教育課程を編成する際の課題に

ついて共有できた。

◎特に教科横断的な視点を持った編成について課題が大

きいことがわかった。

◎実践的な研修をとおして理解を深めることは、有効で

ある。

●今年度は課題をしっかり把握し、次年度解決に向けて

職員に周知し、説得する材料を管理者として備えておく

必要がある。

〈宮古地区〉

研究主題

ＰＤＣＡを意識したカリキュラム・マネジメントの作

成と社会に開かれた教育課程の計画と実践

〈池間小中学校〉

「カリキュラム・マネジメントの推進」

○学校経営計画に「育成を目指す資質・能力」を位置づ

け、アンケートで設定し、学級経営計画に明記する。

○全職員参加でカリキュラムを作成する。

○カリキュラム・マネジメントに関する研修の充実。

「社会に開かれた教育課程の実践の在り方」

○行事をとおして家庭・地域と連携する。

○地域人材を活用しての授業実践や東京大学附属中学部

との交流事業の実施。

校長としての関わり方・指導性

課題解決のための組織作りと機能化、教科横断や小中

連携についての助言、研修の充実、地域情報の収集活用、

東京大学との連携の充実。

〈伊良部島小学校・伊良部島中学校〉

「教育目標と学園構想テーマ」

教育目標「ふるさとに誇りを持ち世界へはばたくいら

ぶの子」と学園構想テーマ「子ども達一人一人の可能性

を拓き、夢をつなぎ結ぶ学園づくり～小中一貫９カ年を

通し、学校・保護者・地域で培うグローカル人材～」か

ら児童生徒の「Dreams Come True～夢への挑戦そして実
現～」を応援する。

「育てたい資質・能力を保護者、地域と共有し、『開か

れた教育課程』をどう展開するか」

キャリア教育を基盤に９カ年間で育てたい資質・能力

を１０の力に絞り、それらを身に付けたグローカル人材

を育成する。

成果と課題 (◎成果 ●課題)
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◎地域学校協働活動推進員(地域コーディネーター)の活

用で地域人材の活用が充実した。

●総合的な学習の時間を軸とした教科横断の単元移動や

資質・能力を授業計画に位置づける工夫。

〈西城中学校〉

「カリキュラム・マネジメントの推進」

○育成する３つの資質・能力の確認、教育計画に反映、

生徒アンケートから「目指す子ども像」の捉え、カリキ

ュラムマネジメントに関する研修の充実と評価・改善の

ためのＰＤＣＡサイクルの確立、小中連携の推進。

「社会に開かれた教育課程の構築」

○学校内外の人的・物的資源を効果的に組み合わせた教

育課程の編成の推進。

校長としての関わり方・指導性

指導要領改訂の趣旨説明と学校経営の方針説明、教科

横断的な視点での単元計画表の作成と活用、小中連携と

小中共通の学習スタンダードの推進、学校経営の説明。

〈八重山地区〉

研究の視点

①学校のカリキュラム・マネジメントの実践及び教育活

動の活性化

②特色ある教育システムを生かした教育課程の編成・実

施・評価

〈石垣市立第二中学校〉

「社会に開かれた教育課程の実践」

○学校教育目標を意識した教育活動の推進

○確かな学力の向上に向けた取組

○学校評価の充実 ○授業参観日の設定

○地域と連携・協働を深める取組

校長の関わりとリーダーシップ

企画委員会での情報共有、行事担当者への助言、教職

員評価システムの効果的活用、学校評価の効果的活用、

保護者・地域との連携。

今後の課題

全職員の参画する体制の構築と社会に開かれた教育課

程の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの推進。

〈小浜小中学校〉

「カリキュラム・マネジメントの取組」

○主体的・対話的で深い学びのある授業実践。

○全国学力学習状況調査等各種調査の分析結果に基づい

た取組の強化と個に応じた指導とキャリア教育の視点の

授業づくり。

○家庭学習の習慣化と読書活動の充実、体験活動や言語

活動の充実、家庭及び地域社会との連携。

校長の関わりとリーダーシップ

全体の方針の共通理解・実践、学校・家庭・地域が連

携した環境教育の啓発、教職員の意欲向上。

今後の課題

児童生徒が伸び伸びと活動できる環境づくりと個々の

授業力をさらに向上させる取組。

〈黒島小中学校〉

「生きる力」を育成する教育課程の編成

○基礎的・基本的な知識技能の習得と主体的・対話的で

深い学びの実践。

○つなぎカルテを利用しての「確かな学びのつなぎ」、

小中一貫した生徒指導、道徳教育・キャリア教育の充実。

校長の関わりとリーダーシップ

学校経営方針の明示と共通理解で全職員が共通理解を

図り、良い取り組みにする。

今後の課題

教員間の共通理解、取組の継続の困難さの解決。

４ 研究協議

①「教科横断的な視点を含めた教育課程の編成・実施

・ 評価・改善の在り方」

座間味村教育委員会の小中合同の研修会(教科横断的

な視点)と西城中学校の県指定の研究(カリマネと教科横

断的な視点)について各校が説明。伊良部島小中学校の

取組、緑風学園(前任校)について各校長から学校運営に

ついて説明。

②「社会に開かれた教育課程の実践」

国頭型のコミュニティスクール、ファミリー・ネット

ワーク、南風原町人材アドバイザー等の説明。

総合的な学習の時間で地域人材の効果的な活用、年度途

中でのＰＤＣＡサイクルの改善等も念頭に教育課程を再

考する。

５ 指導助言

大会主題から本分科会の研究主題について、総則を基

に確認する。各地区の報告を２本の協議主題に分け、研

究の視点を明確にし特徴を述べる。提案地区の実践、城

北中学校は教科横断的な取組と地域に開かれた学校行事

が見事に融合している。カリキュラム・マネジメントの

目的が教育目標の具現化であるならば、実現した姿をイ

メージできる学校行事は大切であり、城北中学校は教科

横断的な学びが全てに波及している。久米島西中学校の

「ファシリテーション」は、学力向上推進プロジェクト

の方策１を意識した取組となっている。育成を目指す資

質・能力の育成を全教科・領域で取り組んでいる。目標

と方法のベクトルを揃えている。実施・評価・改善が一

体となった取り組みである。各実戦報告から、校長がリ

ーダーシップを十分に発揮しカリキュラムマネジメント

の推進に取り組んでいる様子が窺える。Society5.0 につ
いて国の動向を示し、キーワードは各学校の実態を踏ま

えた「各学校が育成を目指す資質・能力」とし、「学習

を通して育まれる資質・能力、学習の基盤となる資質・

能力、現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力」

を示す。「教科等の枠組みを踏まえた資質・能力」と「教

科等の枠組みを超えた資質・能力」を意識した取り組み

が大切である。カリキュラム・マネジメントの段階を実

戦することが学校教育目標の達成に繋がる。地域・学校

・児童生徒の実態と課題から取り組んで下さい。
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第 ２ 分科会

研 究 主 題

主体的・対話的で深い学びの実現

提 案 者 仲 田 欣 五 （船浦中学校）

司 会 者 宮 城 弘 之 （西表中学校）

記 録 者 垣 花 正 人 （大原中学校）

〃 嘉 良 寧 （波照間中学校）

共同研究者 石 嶺 真 哉 （島尻教育事務所）

運営委員 大 城 正 章 （今帰仁中学校）

１ 提案発表の概要

研究主題に迫るため、協議題(2)「各教科等の学習状
況の把握及び授業の評価・改善の在り方」に関連させ、

八重山地区４校の実践事例から、主に船浦中学校の実践

を発表し提案する（３つの視点で研究主題に迫る）。

視点１(授業改善に係る取組)として、校内研究テーマ

を「主体的・対話的で深い学びに向かう生徒の育成～小

規模校のよさを生かした教育活動の工夫を通して～」と

し、授業研究を中核とした校内研修の充実を図った。授

業研究会の充実させるため、指導主事要請の授業研究会

(年３回)や授業公開月間(6 月 11 月)の互見授業、小中
合同授業研究会行ったこと。また「そろえる実践」とし

て「学力向上推進フォーカスシート」や「船浦中スタン

ダード」「授業評価アンケート」の活用を行った。

視点２「特色ある取組」として、国立教育政策研究所

指定校（へき地教育）を活用して「ふるさと学習」や「船

浦中三大行事」等の小規模校の特性を生かした取組の展

開を行ったことや「個に応じた学習指導の取組として、

「基礎力テスト」と「補習指導」の実施や「家庭学習の

質を高める」取り組み、生活リズムの確立を目指した「マ

イ手帳」の活用等を行った。

視点３「校長の関わり・指導性」として、①カリキュ

ラムマネジメントの視点を踏まえた校務分掌の機能化・

活性化 ②学校経営方針・指導の重点の確認（年度初め

・月初め）③各教科のシラバス(学習穴井）の作成と配

付 ④校長による授業観察（意図的・計画的な実施及び

フィードバック）・指導助言 ⑤週案による学習状況の

把握及び指導助言 ⑥校長便り（職員向け）による指導

助言 ⑦学校評価(年 2 回)による確認 ⑧学校便り 等

の実践を行った。

成果として、校内研修の充実等の取組が各教科等の授

業改善の一助になったことや全職員による学力向上推進

に係る取組を行えたことで各種調査結果の好ましい改善

が見られたこと。課題として、小規模校における「主体

的・対話的で深い学び」の実現に向けた更なる授業改善

をどう図るか。離島校における「島立ち」の教育を社会

に開かれた教育課程のもとどう発展させるかを挙げ、今

後も校長の指導性を発揮し、実践をしていく。

２ 発表後の質疑・応答

○具志川中学校：赤嶺 幸徳

「基礎力テスト」の内容や具体的な実施方法について教

えてもらいたい。

○船浦中学校：仲田 欣五

五教科の基礎的基本的な問題（１～２枚）を出題してい

ます。１５分程度で解ける問題です。水曜日の朝の時間

帯で実施しています。事前（１週間前）に類似問題を学

習してから出題するので８割以上（合格点）取れるよう

にしています。各学年ローテーションで各教科回数をバ

ランス良く組んで実施しています。また合格できなかっ

た生徒は放課後に補習しています。

○東江中学校：久高利美子

「シラバス」を上手に活用されているが、各教科の質を

高める部分の確認というのはどうやっているのか。

○船浦中学校：仲田 欣五

この「シラバス」を使った保護者への説明は去年からや

っていますが、何より各教科の先生に自分の教科に責任

と自覚をしてもらいたいという思いがあります。様式フ

ォームは私が作成して、先生方は各学年の実態に合わせ

て、どんな学習内容か評価はどのようにするかを書くの

で、先生方は比較的簡単に記入できたと思います。全保

護者に配付し面談等の説明してもらいました。また週案、

年計との比較も出来るので、例えば、内容が週案に抜け

ていないか、時数はどうかなどの点を見ています。主に

時数については教頭が、質的な中味については私が見る

ようにしています。

○伊波中学校：宇江城聖子

小規模校とはいえ、高い学力の調査結果であるが、例年

そうであるのか。また校長のフィードバックの際にどの

先生にも聞いていることや言っていること、具体的なや

り方を教えて欲しい。

○船浦中学校：仲田 欣五

去年から見ていますが生徒は比較的高い学力があるとみ

ています。小学校の様子では学力に波があるような感じ

も見えますが、中学校では皆（各教科）で見て育てるの

もあるからでしょうか中学校に入学してからの標準学力

調査結果等からも伸びを感じます。また特別支援学級（中

１情緒）の生徒の親から中学生になってからとても良く

なっていますとの感謝の言葉もあるくらい変わってきて

います。３年生や２年生の授業を見ても質の高い授業展

開をしている感があり、やはり割と高いレベルの生徒で

あると感じています。フィードバックのこととしては、

まず離島は（本校は今年は補充が多いのですが）どちら

かというと２校目の若い先生が多いと思います、ですか

らまずそういう先生には「離島へ来て授業をしてくれて

有難う」という言葉かけと、悪いところを指摘するとい
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うより、良いところを認めてあげるということ。改善し

て欲しいことなどは言葉かけ、言葉を選んで言うとこと

です。なかなか難しいのですが、その先生がどうしたら

いかにやる気が起こるかを考えながら言葉をかけていま

す。ただできていないことはしっかり丁寧に説明し話す

ようにしています。例えば、授業スタンダードに則って

いない場合や出来ていない事などはしっかりと確認して

説明するようにしています。また「振り返り」が出来て

いない先生には、ゴールから見据えて時間配分をする良

いとか。相手を見て言葉を選びながら話すよう心がけて

います。

３ 各地区の報告（概要）

報告の仕方は各地区６分程度とし、共同研究者の代表

一人がまとめて報告する形で進行した。

【国頭地区】報告者：久高利恵子(東江中)

共同研究者：大城正章（今帰仁中）、久高利恵子（東江

中）、新里勲（上本部中）田中隆史（羽地中）

○研修体制づくりについて、研究の視点を(1)学校課題
の共有 (2)「チーム学校」として研究実践を紹介。
＜東江中学校＞授業力向上に力点を置いた取組を行っ

た。例えば授業参観後の授業研究会は、指導法ではなく

「生徒が何をどう学んだか(生徒の学びの事実）」を視

点にした研究協議を行うこと等。成果は、本校課題を全

職員で共有でたこと。生徒を見る（観る）目（眼）が鍛

えられていた等。

＜今帰仁中学校＞授業改善（職員の意識改）を核とした

確かな学力向上を目指し校長として、年・学期の目標設

定と月の行動目標を立て課題解決を図る取組を行った。

＜上本部中学校＞小中一貫教育校の開校を見据え小学校

校長と連携し、教育課程編成や各教科の系統性が見える

全体構想図の作成など小中連携した小中合同研修会の充

実を図った。

＜羽地中学校＞「めざす授業像」をシチマンタルメソッ

ドとして職員で共有し全教科での展開を推進した。成果

として、「主体的・対話的で深い学びの実現」は校長の

指導性が重要であること、子どもの変容を見取るという

視点が大切であることを確認できた。

【中頭地区】報告者：田場 勝（石川中）

共同研究者：田場勝（石川中）宇江城聖子（伊波中）

赤嶺功徳（具志川中）安田智（あげな中）玉城祥（具志

川東中）

○研究の視点(1)学力向上推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｢授業改善 6 つの
方策｣(2)うるま市｢授業における基本事項｣の推進
＜伊波中学校＞「話しの聞き方、交流の仕方、発言の仕

方」の意識化を図る対話スキル下敷きの活用。伊波小と

統一した学習スタイルの実践等の小中連携及び家庭・地

域との連携を図った。

＜具志川中学校＞本校独自の３つの TRY（①心を落ち
着けて授業に入る「チャイム黙想」②家庭学習の習慣化

に向けた「家庭学習の取組」③心を育て気づきを大切に

する「自問清掃」）の実践。授業改善リーダーの活用、

本校独自の学習の手引き「ちとせ」の作成と活用等。

＜具志川中学校＞教科(数学)研究校で得た授業改善の取

組を全教科で共有。教科部会の日課表や週時程への位置

づけを行う等、教科部会の充実を図った。

＜あげな中学校＞あげな中ブロック共通実践４項目（①

号令のかけ方②チャイムスタート③準備時間④黙清掃の

推奨）の実践。相互授業参観で授業力向上を図る取組。

【那覇地区】報告者：宮良安剛(古蔵中)

共同研究者：佐久川譲治(石田中)伊良皆恭子(仲井間中)

前田比呂也(寄宮中)宮良安剛(古蔵中）

○本地区では知識技能に加え学ぶ意欲や自分で課題を見

つけ自ら考え、主体的に判断し行動しよりよく問題解決

する資質能力等について各校の取り組みを紹介。

＜仲井間中＞授業づくりの共通実践として、学習規律（小

中一貫共通実践事項）の確立や書くことの再構成を取り

入れた話し合う活動を位置づける（書いて話す言語活動

を実践し、他者の意見や教師の支援、さらに思考を深め

推敲する活動を取り入れる）等を行った

＜石田中学校＞授業改善に係る「学習指導」の見直し･

改善。「授業スタイル」の共通確認と決定や授業改善ア

ドバイザーによる授業スタイルについての校内研修の実

施。また授業参観による「授業における共通の視点（校

内研修参観評価ｼｰﾄ）助言や「振り返りﾃｽﾄ」の実施等。

＜寄宮中学校＞校内研での一人一授業の取組の焦点化。

小中一貫教育と校内研究との整合性、教科会の充実、管

理職による授業参観の強化、働き方改革の推進など。

＜古蔵中学校＞本校区小中一貫実践事項（学習規律の徹

底、始業時の黙想・立腰・無言挙手、立ち止まり挨拶）

の実践。「主体的・対話的で深い学び」の充実、支持的

風土の確立と自己肯定感の高揚を目指した取組実践。

【島尻地区】報告者：川満恵昌（渡嘉敷中）

共同研究者：比嘉清喜（伊良波中）上里一吉（西崎中）

川満恵昌（渡嘉敷中）垣花英正（知念中）

＜伊良波中学校＞学推やその他の取組として、「いらは

タイム」（放課後補習）や「学びの広場（放課後の自主

学習支援）」「夏休みのｻﾏｰｽｸｰﾙ」の実施「Q-U ｱﾝｹｰﾄ（２
回）」、道徳のローテーション授業などを実施した。

＜西崎中学校＞「学力向上推進プロジェクト」の視点を

踏まえた取組を実施。研究推進方針として一人一授業の

公開や授業と連動した学習支援の実施を行っている。（テ

スト１週間前部活停止の際には放課後学年別にスタバ

（自習室のこと）で学習支援を行う）

＜渡嘉敷中学校＞校内研究テーマを「主体的・対話的で

深い学びの創造～深い学びを創造するための学習形態の

工夫～」とし「知的構成型ジグソー法」を取り入れ実践。

＜知念中学校＞研究テーマを『「わかる授業」「参加す

る授業」を目指した授業改善』とし研究を進めた。また

生徒の基礎基本の定着を図る取組として週４回朝２０分

間「知学タイム」と称して全職員体制で実施している。



- 3 -

【宮古地区】報告者：各自

共同研究者：久高三彦（狩俣中）友利直喜（北中）

＜狩俣中学校＞本地区は、研究の視点を①学力向上推進

プロジェクトの実践方策②授業改善推進における校長の

指導性として研究を進めた。本校では本校では「立ち止

まり」「加速」をキーワードに、これからの社会を見据

え「生きる力」の必要性について話し向かうベクトルを

一つにして（生徒、職員、保護者に向けてプリント配付、

説明した）取り組んだ。

＜北中学校＞具体的な取組として、○学校評価の「学習

指導」の見直し○学習の自己評価シートの実施・活用○

小中連携による学習スタンダードの実践○学力向上確認

集会の実施○家庭学習・ダイヤリーの活用による学習管

理能力の育成といった取組を行った。

４ 研究協議

○司会：宮城 弘之「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向けての設定の趣旨を参加者全員で確認

授業では生徒の育成すべき資質・能力を、各教科の見方

・考え方に基づいてスパイラルに育成していくことを意

識し、「どのように学ぶか」という主体的・対話的で深

い学びという（アクティブ・ラーニング）を実現。教職

員が教科の壁を乗り越え、学校組織として体制づくりを

行い、授業を工夫していくことが必要である。その実現

に向け本分科会では研究協議題を「授業改善における学

校経営をどのようにはかるか」とする。同時に学力向上

においては家庭学習も大切になってくる。そのような観

点からうまくいった事例などがあれば出して頂きたい。

○船浦中学校：仲田 欣五

①毎日の授業参観の折、授業があいている他の教科の先

生に改善シートをお配りし、気軽に参観してもらい授業

者本人にフィードバックをすとともに管理職とのミーテ

ィング行い授業改善を図っている。

②学校で揃える実践事例の紹介（パワーポンの資料）

授業評価アンケート（教員・生徒）

成果：互見授業を通して教師の授業力がアップした。

課題：評価において教師と生徒に開きがある。

次年度に向けてルーブリック的な評価を研究主任と作成

し更なる授業改善に繋げていきたい。

○司会：宮城 弘之

船浦中学校ではリフレクションシートを活用しフードバ

ックを行い教師の授業改善が図られている。

○司会：宮城 弘之

本校では、研究授業を行う際、板書型の指導案を作成さ

せている。しかし、授業者とのフィードバックという点

においては十分ではなかった。

○司会：宮城 弘之

本校も含め若い教師の指導力をどう図るか。ベテランの

教師と若い教師の指導力の差をどのように縮めるか、埋

めるか。成功事例等があれば出して頂きたい。

○具志川中学校：赤嶺 幸徳

若い教師が「主体的・対話的・深い学び」とは何か良く

把握していなく授業がバラバラな感がある。教科主任に

主体的・対話的・深い学びを各教科ではどのように進め

ていくかを確認するなどリーダーを育て、組織体制を図

る必要性がある。悩んでいるのは、校長が出過ぎるとリ

ーダーが育たないので柔らかく進めている。

○石田中学校：佐久川 譲治

授業スタイル（主体的・対話的・深い学び）を確立する

ための方策として、学推担当と連携し授業改善のスタイ

ルを確立する。校長は資料を提供するなどサポートする

立場に徹する。以前勤務していた学校の授業改善アドバ

イザーを校内研修に招聘し研究を深めた。授業参観シー

ト（焦点化した）を活用した石田中授業スタイルが確立

されつつある。しかし、授業が時間内で完結出来ないな

ど課題も見られる。これから各教科で授業におけるタイ

ムマネジメントを行うなど今後改善していきたい。

○司会：宮城 弘之

「主体的・対話的・深い学び」の授業実践の為には、校

内研修における焦点化・視覚化・共有化が求められる。

○嘉手納中学校：塩川 斉

教科の壁を除く為の手立てとして、研究授業の際、他の

教科（体育・美術・国語・・・）に分かれての話し合い

では、各教科が本日の授業にどのように関われるかに焦

点を当て話し合いが行われた。教科の壁を越えて話し合

いが行われ充実した校内研修が実践された。

○司会：宮城 弘之

教科の壁、教科の特性を破ってうまくいった事例があれ

ば出していただきたい。

○仲井真中学校：伊良皆 恭子

研究授業で教科は違っても、授業を行う際、本校の研究

テーマ、授業のスポット（目指す方向性）は同じで外せ

ない。授業実践では「この活動を必ず位置づけること」

を踏まえ取り組んでいる。

○船浦中学校：仲田 欣五

授業参観シートは「子どもの学びの姿」に焦点化して作

成すると教科が違っても同じような視点で確認ができ改

善につながる。そのような観点からも参観シートが大切

になってくる。

○今帰仁中学校：大城 正章

教師の力量の差、学びの差（学ぶ意欲）は確かにある。

それを埋める手立て（しかけ）として、校外での研修に

多く参加する機会を与えたり、指導主事を招聘し教師全

体の学ぶ雰囲気を高めることが授業改善につながってい

る。しかしなかなか研修会に参加しない教師への手立て

が必要。授業改善リーダーが他の教科の授業に助言を与

えるなど校内で頑張っている。さらに学校の状態を見て

先生方にどのような「しかけ」が必要なのかが自分自身

の課題である。

○狩俣中学校：久高 三彦
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授業改善の手立てとして、毎週提出される週案が教科の

年間教育計画に照らし合わせきちんと作成されているか

を確認している。週案を作成する際、教師（Ｔ）の活動、

生徒（Ｓ）の活動、生徒同士の活動（ＳＳ）など工夫さ

せている。教科の壁、スタイル（特異性）は必要と思う。

○西崎中学校：神里 一吉

旧態依然の授業実践する教師に対して、授業改善リーダ

ーの活用を行っている。また、チーム全体（学校全校体

制）を前面に打ち出すことで、学習効果のみならず生徒

指導の面でも良い効果が現れている。教師の意識も高ま

り有効である。

○上本部中学校：新里 勲

研究授業を行う際、授業参観の視点として○支持的風土

や学習規律に関すること、○良かった点、○よりできそ

うな点を三色の付箋紙に色分け臨ませている。授業者へ

のフィードバックとして職員室に掲示（可視化）し授業

研究会の充実を図っている。

○あげな中学校：安田 智

学校評価を授業改善に役立てる。あげな中メソッドの定

着「めあて（ならい）」「学習課題」「まとめ」に整合性

をもたせ、「ふりかえり」に取り組む授業の実践。生徒

の自己評価カード（活動評価アンケート）を活用し授業

改善を図っている。

○船浦中学校：仲田 欣五

学力向上の為には、授業改善は勿論だが、生徒が目的意

識を持って授業に臨むだけではなく、「主体的な家庭学

習」の取り組みも大切になってくる。本校では家庭学習

強化月間を毎学期設定し、家庭学習ノート指導にも力を

入れている。グットノート賞など各賞をを与えることで

良いノートからの学びを通して効果を上げている。

○司会：宮城 弘之

本校は家庭学習に対する一部の保護者の意識が弱く打開

策を思慮中である。学力向上のためには、授業改善のみ

ならず主体的な学習、家庭学習の実践が不可欠である。

○渡嘉敷中学校：川満 恵昌

小中併置校の本校では小学校は「頑張りノート」の実践

を推進していたが、今年度は「やってもやらなくても良

い」と宣言。ただし児童へは「自分がやりたいもの、好

きなもの考えてやってくる」へ方向転換した。保護者へ

も周知。教師が課した宿題にはきちんと目を通し返却す

るように指導している。全児童３５名分校長がチェック

を行っている。併置校なので小学校の家庭学習の実践を

中学校へ繋げていけるよう期待しながら実践している。

５ 指導助言

○石嶺 真哉（島尻教育事務所指導班長）

学力向上のベースは補習指導よりも日々の授業改善が大

切になる。全国学力学習状況調査から本県児童生徒の学

力の課題は①記述式問題（各教科共通の課題）で自分の

考えや意見をまとめ、記述で答える問題で無回答率が高

い。②正答率３０％未満の生徒への支援、特に数学に課

題がある③地域間・学校間・学級間差が大きい。そろえ

る実践の徹底が求められる。

八重山地区や他地区の発表から見えてきた課題

■小規模校における「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向けた更なる授業改善をどう図るか

■離島校における「島立ち」の教育を、社会に開かれた

教育課程の構築のもと、どう発展させていくか

■職員の意識改革（教科の壁・授業イメージの共有）

■職員間の授業力の差

■めざす授業像の焦点化と、更なる共有・統一

■相互授業参観への意識強化と、更なる充実

■下位の生徒への手立て（学力の二極化）

■働き方改革の推進（やらないことを決める勇気）

■職員の多さによる情報共有の難しさ

■組織的な授業改善に取り組むことの難しさ

第二分科会の研究主題「主体的・対話的・深い学びの実

現」を目指して新学習指導要領では、まず「知識・技能」

があって、その後に「活用（思考力・判断力・表現力）」

がある。という考え方ではなく「生きて働く知識・技能

と思考力・判断力・表現力」とは、相互的に関係しなが

ら一体的に高まっていくことで、深い学びになっていく

という考え方（主体的・対話的で深い学びの重要性）。

主体的・対話的で深い学びの実現にむけ、目指すべき“

深い学び”とは教材研究の充実と、学習事項に対する教

師自身の深い理解と授業計画（発問・展開等）で“深い

学び”の実現を目指す。その上で各教科の「見方・考え

方」を自在に働かせながら、生徒に学習事項を自分事と

して捉えさせ、授業に引き込むことが大切になってくる。

主体的・対話的で深い学びの実現に向け校長の立場は、

授業改善の視点を整理して示し（今まで以上に）全校体

制で、生徒を引き込む授業を計画・実践できる学校環境

を整えることが大切。特に中学校においては、教員が教

科の壁を越えて、相互に高め合う研修体制を整えること

が大切である。授業実践の視点を揃える際には校長の関

わり・指導性が重要になってくる。まとめると①目指す

べきは「深い学び」②各学校版「深い学び」の再定義③

その上で教師自身の教材研究の充実と、「深い学び」に

導く授業改善推進体制の（再）構築が必要になってくる。

その際、沖縄県学力向上推進プログラムを構造化して捉

えると方向性が見えてくる。是非各学校で取り組み主体

的・対話的で深い学びの実現に向け校長は全職員参画の

下、推進リーダーとして頑張って頂きたい。これまで「授

業改善」の取り組みで成果のあった学校は①自己存在感

（を感じられる場）②共感的な人間関係③自己決定の場

や機会が共通してみられた。それらのベースとなるには

①児童生徒相互の温かい人間関係②教師と生徒の信頼関

係③規範意識の向上④学びに向かう集団の意識⑤問題解

決能力⑥共感的な人間関係⑦自己決定の場⑧自己存在感

⑨支持的風土の醸成等“学びに向かう集団”づくりの充

実が大切になってくる。
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第 ３ 分 科 会

研 究 主 題

よりよく生きるための道徳性や健康・体力を育む

教育の充実

提 案 者 與 島 康 仁 （三 和 中 学 校）

司 会 者 上 原 久 由 （玉 城 中 学 校）

〃 新 垣 剛 志 （座間味中学校）

記 録 者 羽根田 幸 江 （大 里 中 学 校）

〃 伊良部 孝 （久 高 中 学 校）

共同研究者 渡久地 政 孝 （国頭教育事務所）

運 営 委 員 宮 里 嘉 昌 （屋 部 中 学 校）

1 提案発表の概要

（1）提案発表主題：「豊かな心や健やかな身体と体力

の向上を図る教育の充実」

（2）提案者 與島 康仁（三和中）

（3）発表内容

本研究では、各教師が「考え、議論する道徳」を

実践することによって、生徒たちが弱さに向き合い、

強さと美しさにあこがれ、「自信」と「誇り」を持

ち、よりよく生きようとする意思や能力を育むこと

ができる道徳教育を実現していくために、校長とし

てどのように具体的に関わるかについて追究した。

① 三和中学校の実践

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授

業改善のため、「三和中授業スタイルの確立」を

学力向上推進テーマに掲げ、共通実践してきた。

ア 授業スタイルの統一と共通実践

イ 教科書と道徳ノートの活用

ウ ローテーション授業

エ 校内研修の充実

オ 体験活動と総合的な学習の時間、道徳との関連

② 久高中学校の実践

幼・小・中学校併置の離島校の特色を生かしな

がら、児童生徒に「豊かな心を育む」ことを目指

した取り組みを教育活動全体を通して行ってきた。

ア 幼・小・中連携「豊かな心を育む」教育の充実

イ 道徳的実践力を高める体験活動の充実

ウ 地域人材を活用した授業の充実

エ 心を耕す教育環境づくり

③ 座間味中学校の実践

離島へき地校の校長として校内指導体制を再構

築し、道徳教育に関する様々な校内研修の実施や

外部機関の活用にも視点をおき、新学習指導要領

の趣旨を踏まえ中学部全体で共通理解し、実践を

図ってきた。

ア 対話的な学びで考え、議論する道徳の授業展開

イ ローテーション授業（共通実践）

ウ 校内研修の充実と外部講師との連携

エ 管理職による小中全体道徳授業

（4）成果と課題

【成果】

① 校内指導体制を再構築し、子供の実態に応じた

指導法を統一したことで指導体制が充実した。

② 研修の充実により道徳教育への理解が深まり、

ファシリテーターとしてのスキルも向上した。

③ 外部機関と連携することで、対話的な学びの具

体的な指導方法やアプローチの仕方など全職員の

共通実践ができた。

④ 総合的な学習の時間などの体験活動と道徳の時

間の関連を図ることで、より深く考え、判断し、

表現する力を高めることができた。

【課題】

① 道徳教育の多角的、多面的な評価のあり方を再

構築したい。

② １５歳で島を離れる生徒にとって対話的な深い

学びのある道徳教育を充実させたい。

③ 教科書を活用した「考え、議論する」道徳授業

の日常的展開ができるための教材研究。

２ 発表後の質疑・応答

Q：神原中（馬上）ローテーション授業を実施、授業
改善していくための話し合いの場を担任以外の副

担任や他の教諭はどのように設けているのか。

A：座間味中（新垣）職員が少ないので特に設定しな
くても話し合いを持ちやすい。

A：大里中（羽根田）本校では担任に関しては担任会
で実施しているが、副担任が係わった授業につい

ては学年会で時間を取って行っている。

Q：神原中（馬上）副担任がローテーション授業を行
うときには担任も一緒に入っているのか。

A：大里中（羽根田）TTで一緒に入る場合と入らない
場合がある。

Q：名蔵中（池田）久高中学校の自然保護活動の内容
について教えてほしい。

A：久高中（伊良部）「追い込み漁」を体験する前に、
自然保護を意識させるために海浜の清掃活動を全

校児童生徒、職員で行っている。

Q：上山中（平良）座間味中の校長による道徳の授業
はどのように行っているのか。

A：座間味中（新垣）全校児童生徒合同で行っている。
小中学生をいくつかのグループに分け、校長の話

を聞いて、低学年児童が理解しにくいところを中

学生に説明させながら進めている。校長の発問に

対し、異年齢の子供達がグループで話し合うこと

で、相手を認める良い学びの場となっている。グ

ループで話し合ったことは全体の場で発表させて

いる。授業の後半ではワークシートで振り返りを
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させ、それを基に校長が評価している。

３ 各地区の報告（概要）

【国頭地区】

屋部中

（1）道徳の授業力向上の取り組み

① ローテーション授業の取り組み

② 所見文（評価文）作成の研修

③ 研究授業・授業研究会の実施（全体４回）

④ 個人テーマを設定し、校内研究テーマにせまる

（2）校内指導体制の充実

① 校内研修の充実

② 週時程に道徳部会を位置づける

③ 職員会議を廃止して各種部会の充実を図る

伊平屋中

（1）道徳の授業力向上の取り組み

① 月１回の公開授業週間の実施

② ローテーション授業の実施

③ 評価の研修

④ ライフスキル学習の効果的な活用を図る

（2）校内指導体制の充実

① 互見授業の実施

② 道徳教育推進教師を中心にした道徳部会を週時

程に位置づける

東中

（1）道徳の授業力向上の取り組み

① ローテーション授業の実施

② 公開授業月間を設定

③ 道徳科の評価（所見作成等）の研修

④ 小中学校教諭混合でのワークショップを実施

⑤ 職員会議、職朝の廃止（小中部会、朝の活動の

充実を図る）

【中頭地区】

（1）各学校における具体的な取り組み

① 学校運営協議会の実施

② 小中職員間交流・児童生徒間交流

③ 校内生徒指導連絡協議会

④ 学校ボランティア活動

⑤ iチェックの活用（生徒の状況を把握）

⑥ 自問清掃の実践

⑦ 自主学習シートの活用

⑧ 生徒の主体的活動による学校づくり

（2）不登校生徒に対する取り組み

① 不登校生徒に対する対応

② 別室登校生徒に対する対応

（3）道徳の時間に関する取り組み

① 道徳の授業開きでの取り組み

② ２２項目実施チェック表の活用

③ 道徳教材の共有化

④ ローテーション授業の取り組み

⑤ 研究授業・授業研究会の実施

⑥ 評価方法の確認

⑦ 所見文（評価文）作成の研修

（4）道徳教育推進の各校の共通点・重点実践事項

① ローテーション授業等についての検討

② 評価の研究に重点を置いた校内研

【那覇地区】

上山中

① 道徳科の年間指導計画作成

② 校内研修の実施

③ 「特別の教科 道徳科」について保護者へ説明

④ 資料等の活用

神原中

（1）保健・安全に関する取り組み

① 学校保健・学校安全及び保健室経営計画の作成

② 薬物乱用防止教室の開催

③ 部活動の活性化、適正化

④ 防災を意識した合同帰りの会と安全点検の設定

⑤ 研究授業・授業研究会の実施

（2）小中一貫教育グループ（３校）の取り組み

① 生活規律の徹底（身なり・掃除・挨拶・時間）

② 学習規律と関連した「黙想」の実施

那覇中

（1）「特別の教科 道徳」実施に向けた取り組み

① 生徒の実態把握、分析結果から学校教育目標と

連鎖した道徳教育の重点目標を決定

② 各教育活動、地域行事、各教科等の関連を図っ

た別葉を作成

③ 全校で火曜日の５校時に「道徳の時間」を設定

④ 校内研修の充実による授業改善

球美中

① 「考え、議論する道徳」に向けた教育課程編成

② 食育・健康教育の推進

【八重山地区】

富野中

（1）学校教育活動全体での取り組み

① 道徳全体教育、別葉の見直し

② 全職員による多方面からの児童生徒理解

（2）校内研修を通して

① 道徳の研究授業を実施

② 授業研究会の活性化

③ 「考え・議論する」道徳の授業づくり

④ 教材の工夫

（3）保護者・地域との連携

① 保護者や地域の人々への協力依頼

② 道徳の授業を公開

③ 集会の実施（高倉健を偲ぶ会）

④ 指導体制の充実（担任以外の教師との連携）

川平中

（1）校内研修の取り組みについて
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① 小中学校合同によるプランの共有

② 小中全職員による研究授業・互見授業の実施

③ 小中学校合同による授業づくり

④ 講師招聘による授業づくり

（2）道徳の授業について

① 振り返りの視点を設定「気づき・考え・行動する」

② お互いの考えを共有し合う環境づくり

③ 学年をこえた合同道徳による多様な意見にふれ、

互いを認め合う雰囲気づくり

（3）体験活動の充実について

① 小中学校合同による平和集会の実施

② 中学部による平和フィールドワークの実施

（4）人間関係づくりの力を育む取り組みについて

① スピーチ集会の実施

② 自主的・自発的な生徒会活動

③ 全校生徒による体力づくりの取り組み

④ 小中学校合同による部活動の推進

名蔵中

（1）特色ある取り組み

① 朝のボランティア清掃（全児童生徒の縦割り班）

② 平和フィールドワーク

③ 一斉道徳（全学年で一斉授業）

④ 小中連携道徳（小・中の教師が共同で教材研究）

⑤ 「人権を考える日」の設定

【宮古地区】

（1）道徳に関するカリュキュラム・マネジメント

① 学校教育目標で目指す生徒像と道徳教育・道徳

科の目標との整合性を持たせる

② 校内の道徳会議体制（組織等）を整える

③ 道徳科の授業改善の徹底（道徳会議）

④ 道徳科の授業を基盤とした、各教科の授業改善

⑤ 学校教育活動における、道徳性を育み、自覚を

深める活動の重点と推進

（2）校内指導体制（組織体制・協力体制）の関わり

① 年間指導計画の授業配当の内容項目に「本校の

目指す生徒像」との関わりを位置づける

② 道徳授業改善の共有化の徹底、同時間帯での全

学年道徳の時間を実施

③ 道徳会議の週時程への位置づけ、教務・校内研

担当・道徳教育推進教師の分担を明確化

④ 道徳教育推進教師を中心に、学年ごとのチーム

編成で指導体制を構築（管理職も入る）

⑤ 副担任も道徳の授業を実践する

（3）「考え・議論していく授業」（道徳の授業改善）

① 道徳会議の定例開催（全学年に管理職参加）

ア 道徳科授業構想提案協議

イ チームによる「授業参観・事後の点検シート」

による授業評価の実施

② 道徳科の評価シートを全学年共通化する

（4）「自覚を深める活動」（様々な活動への展開）

① 「成長日誌」（生活日誌）：日々の記録点検

② 「成長集会」：学期１回の全生徒スピーチ

③ 月ごとの学級目標、生徒会目標の設定と評価

④ 教科の「チーム学習」・「放課後チーム学習」

４ 各地区の発表に対する質疑応答

Q：那覇中（比嘉）城辺中では生徒が書いたワークシ
ートを評価する道徳会議も行っているのか。

A：城辺中（西里）道徳会議に参加した全職員が見て
協議している。１学期７回分の授業の生徒のワー

クシート（感想）を見て、評価している。

Q：久高中（伊良部）道徳会議には道徳教育推進教師
も入っているのか。

A：城辺中（西里）全学年に入っている。会議資料も
道徳教育推進教師が会議１週間前に参加者全員に

配っている。校長も全学年分の資料を読んで、提

案資料を提出しなければならない。協議に慣れて

くれば良い話し合いができる。

Q：玉城中（上原）沖縄市での研究体制は市の方針と
して継続して実施しているものか。

A：美里中（宮里）沖縄市として様々な分野で情報共
有、連携をする場があり、市の指定校の各学校の

実践を学ぶことが多い。各学校の研究、実践の成

果が市内の各校に共通実践として広がっている。

５ 研究協議

座間味中（新垣）屋部中のローテーション授業の「授

業者計画表」について説明してほしい。

屋部中（宮里）４月から３月までの道徳の授業のロー

テーション計画表になっている。このシステムをと

ることによって、担任、副担任が一緒になって道徳

の授業を行うことができ、授業後に今日の子供達の

様子はどうだったのか、中心発問はこれで良かった

のか等について振り返って話し会うことができる。

午後の職員会議はすべて廃止し、学年会、道徳部会

を週時程に位置づけている。また、月２回のプチ校

内研修と月１回の校内研修も設置している。

球美中（中村）４Ｋ会はどのような構成メンバーか。

屋部中（宮里）校長、教頭、教務主任、校内研究主任

の４人で週時程の確認をしたりしている。教頭には

道徳の授業参観をしてもらい、その報告を重点的に

してもらう。校長の今週の学校経営に関することに

ついても伝えている。

球美中（中村）運営委員会の参加者を教えてほしい。

屋部中（宮里）校長、教頭、教務主任、学年主任と生

徒指導主任である。

球美中（中村）本校は、ローテーション授業をすると

きに運営委員会があるので、うまくローテーション

授業を組むことができないのが課題である。

宮里中（與久田）本校はマンモス校なので、ローテー
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ション授業は学年を半分に分けて行っている。生徒

を多角的に見ることができるメリットがある。ロー

テーション授業を毎回するのではなく、実施する月

を決めている。評価については子供達が振り返りシ

ートを書くので、それを評価に生かしている。評価

はばらつきがでないように、評価の研修を夏休みに

行った。主観的に書かずに客観的に事実を書くよう

に言っている。生徒のアンケートでは「道徳の授業

は楽しい」が８割、「道徳の授業はためになってい

る」も８割で、今のところローテーション授業はう

まくいっている。

座間味中（新垣）多角的に見られることや客観的に評

価ができる等のメリットもあるが課題はないか。

城辺中（西里）大きな学校ならローテーション授業が

できるが、小規模校ではどうだろうか。

宮里中（與久田）ローテーションなので、教師が何回

か同じ授業をすることになる。改善が加わり、どん

どん授業が精選されていくというメリットもある。

上山中（平良）評価については、全ての生徒について

共通理解を図ることは難しいと思う。全員を見取れ

るわけではないと思うので座席表を活用している。

宮里中（與久田）９学級をローテーションしているわ

けではなく、半分に分けている。情報交換も日頃か

ら行っている。よく発表するから良いではなく、内

面的にどうなのかをワークシートから拾っている。

上山中（平良）評価をする場合の見取りのすりあわせ

をどのようにしているのかを教えてもらいたい。

宮里中（與久田）所見の書き方の研修を行った。

屋部中（宮里）担任が書いた所見を学年会で修正して

もらい、全員分の評価が上がってくる。評価に大き

な狂いはないと考える。評価システムを活用して道

徳の授業の見取りもしている。

那覇中（比嘉）今年度から通知表で年に１回評価をす

ることにした。道徳教育推進教師と学年主任で評価

所見文例を作成した。

座間味中（新垣）評価文例を作成したり、研修を行っ

ている学校は他にないか。

宮里中（與久田）活用はこれからだが、文例は作成し

ている。

美東中（仲宗根）道徳の授業は担任が中心であると思

う。道徳の授業の指導案を学年で統一して作成した

ことで、授業の質が高まった。道徳教育推進教師も

道徳の授業を全学級で行っている。ローテーション

授業だと、年間計画と実施時期がずれてしまうこ

ともある。

座間味中（新垣）学校の実態で、ローテーション授業

が良い場合と担任中心の授業が良い場合がある。

屋部中（宮里）ローテーション授業をすることで、先

生方が変わった。先生方の机の上に道徳の授業の専

門書が置かれるようになった。お互いにリフレクシ

ョンしたり、学年で授業づくりをしたりと、教師の

意識が変わった。

神原中（馬上）遠足をなくして、縦割り班のスポーツ

大会を行った。縦割り班で子供達の道徳性を育てよ

うという取り組みがあれば、教えてほしい。

久高中（伊良部）「追い込み漁」だけでなく、児童生

徒数が少ないので合同体育を行っている。意識しな

くても縦割りの活動になっている。幼稚園も併置さ

れているので、幼小中連携もできている。年上の子

が年下の子の面倒をみることも日常のことで、思い

やりの気持ちが育っていると思う。

宮古：鏡原中（下地）４２年間続いている「菊作り」

を縦割り活動で行っている。道徳の授業も縦割りの

合同授業を学期１回行っている。

大里中（羽根田）「ふるさと伝統芸能まつり」があり、

２６ある公民館ごとの縦割り班（字生徒会）を組み、

夏休みに公民館で、伝統芸能を地域の方に教えても

らい、９月に発表会を持っている。地域の方々から

学ぶものと先輩後輩の間から学ぶものがある。終え

ての感想の中からも学びが充実していることが読み

取れる。

上山中（平良）本校では合唱コンクールに向けての歌

詞を書いてそれを読み取りさせたりしている。道徳

の授業を他の教科とリンクさせて学ばせている。

上山中（平良）地域教材とからめて実践している事例

はないか。

座間味中（新垣）座間味にはヨーロッパの方々が旅行

に来ているので、子供達が英語で座間味の良さを聞

き取り、それをまとめ、観光協会に働きかけるとい

う取り組みを行っている。小規模校ではやりやすい

のかなと思う。

名蔵中（池田）地域の事柄に関わった方を講師として

お招きして講話会を行っている。

座間味中（新垣）屋部中の職員会議の廃止で何か不都

合なことはないか。

屋部中（宮里）共通実践・共通理解の場が職員会議だ

とは思わない。運営委員会の方針をミドルリーダー

を使って学年に下ろしていくことが必要であり、学

年会で校長の方針を理解させることが重要である。

職員アンケートの結果も職員会議は必要ないとなっ

ている。

那覇中（比嘉）教育課程研究協議会を３年前に立ち上

げ、小中合同で行っており、今年は小学校が授業を

行い、その後に授業研究会を行っている。全教科で

実施し、新指導要領に対応できるようにしている。

座間味中（新垣）小学校と中学校がどのように連携を

とっているのか実践例を聞かせてほしい。

川平中（仲地）小中合同で道徳の研究会、授業づくり

を実施している。普段から互見授業も行っている。
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６ 指導助言（国頭教育事務所 指導班長 渡久地 政孝）

① 三和中のレポートでは人間としての生き方を生徒

と共に考え合う授業、教師が押しつけて授業するの

ではなくて、子供達と一緒に授業を作っていこうと

していてすばらしいと思った。

② 協議では、前半にローテーション授業、後半は道

徳全般について話し合うことができた。

③ ローテーション授業では、担任の負担軽減でなく、

授業改善の視点で話し合いができていてよかった。

④ 道徳の評価については、しっかりと見取りができ

るようにお願いしたい。

⑤ 「特別の教科 道徳」だけではなく、道徳教育に

ついては鏡原中の「菊作り」や大里中の「ふる伝」、

八重山のフィールドワークの実践が参考になる。

⑥ 急激に変化する社会にあって、青少年の規範意識

や人間関係を形成する力が低下し、そのことから生

命軽視の言動につながり、いじめなどの社会的な問

題となることもある。そのために他教科との連携を

図りながら、「特別の教科 道徳」において、物事

を多面的、多角的に考え、議論していく授業を実施

できるように校内の指導体制を充実させることが重

要である。また、道徳的諸価値について自覚を深め

る活動の充実を図ることが必要である。

⑦ 今回の学習指導要領から、道徳教育では道徳性を

養うということが目標としてある。「特別の教科

道徳」の中でもよりよく生きるための基盤となる「道

徳性」を養うことになっている。以前は道徳的実践

力と使われていたが、「道徳教育」でも「道徳科」

でも「道徳性」に統一されている。

⑧ よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うた

め、道徳的諸価値についての理解を基に自己を見つ

め、物事を（広い視野から）多面的・多角的に考え、

自己の（人間としての）生き方についての考えを深

める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意

欲と態度を育てる。それぞれの場面で善悪を判断す

る能力が「道徳的判断力」、道徳的価値の大切さを

感じ取り、善を行うことを喜び、悪を憎む感情が「道

徳的心情」、道徳的判断力や道徳的心情を基盤とし

て道徳的価値を実現しようとする意志の働きが「道

徳的実践意欲」、道徳的判断力や道徳的心情に裏付

けられた具体的な道徳的行為への身構えが「道徳的

態度」である。

⑨ 「主体的・対話的で深い学び」と「考え議論する

道徳」とどう関連しているのかというと、多様な事

象を、自己の関わりで考え、議論するということが

多面的・多角的に考えるということで、教師の教材

研究等に基づく指導によって、深い学びに向かって

いくということである。つまり、「主体的・対話的

で深い学び」と「考え議論する道徳」は同じ事を言

っていることになる。主体的に自分との関わりの中

で考えていく、議論するというのは、多様な感じ方、

考え方と出会い、交流するという授業展開になって

くる。他の活動でやっていることを補充して、深化

して、統合することになる。

⑩ 座間味中学校や沖縄市では道徳のファイルが作ら

れ、対話的な授業がされていたり、教材研究がよく

なされている。県が発行した冊子「みんなで取り組

もう ～道徳教育と道徳科～ 」もぜひ活用していた

だきたい。

⑪ 評価は教師側から見ると指導の目標や計画、指導

方法の改善・充実のための資料となるものであり、

児童生徒側から見ると自らの成長を実感し、意欲の

向上につなげていくものである。つまり、「指導と

評価の一体化」と言われているように、教師の指導

に生かされ、児童生徒の成長につながる評価でなけ

ればならない。

⑫ 道徳の評価は難しく容易に判断できないので、生

徒の学習状況や成長の様子を適切に把握して評価す

ることになる。多面的・多角的な見方へと発展して

いるのか、道徳的価値の理解を自分自身との関わり

の中で深めているのかを評価することになる。

⑬ 子供達にはそれぞれ特性があるので、振り返りカ

ードだけでは見取りができない場合もあるので、校

内研修を活用しながら、発達障害等の学習の困難さ

を踏まえた見取りの配慮を工夫してほしい。

⑭ 道徳科では児童生徒がより多面的・多角的な見方

へと発展しているか。道徳的価値の理解を自分自身

との関わりの中で深めているかという学習状況に着

目して評価をしていくことになる。本日の資料の中

で例示した所見文を参考にして、それぞれの課題を

考えながらより良い評価を目指してほしい。

⑮ 「健康・体力を育む教育の充実」についてである

が、体力は人間の活動の源であり、健康維持や精神

面の充実に大きく関わっている。生涯にわたって運

動やスポーツに親しむ資質・能力を育てることがき

わめて重要である。２００７年に生まれた子供達の

５０％は１０７才まで生きることになる。

⑯ 学校教育における指導の努力点の中では、「心と

体を一体としてとらえ、生涯にわたって心身の健康

を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するた

めの資質・能力を育成すること」、また、「新体力

テスト及び泳力調査を計画的に実施・分析し、体力

・泳力の向上に努める」とある。平成２９年の調査

資料によると握力、ハンドボール投げは全国平均以

上であるが、持久走については課題がある。また、

身長は低いが体重は全国平均を越えている。

⑰ 沖縄県の平均寿命はどんどん下がっており、肥満

率も全国トップである。子供時代の生活が将来に影

響を及ぼすことになるので、健康体力の向上につい

ても各学校で取り組みを進めていただきたい。



 

 

 

 

 

 

 

１ 研究発表の概要 

（１）提案発表主題 

   本研究では、社会的･職業的自立に向けた生徒の

資質・能力を育むこと。その基盤は望ましい人間関

係を築くこと｡特に他者と協働しながら自己実現を

図るための自己指導能力の育成が不可欠であるこ

とに重点を置き、①人間関係づくりを高めるための

コミュニケーション能力の育成。②不登校生徒へ対

処する取組。２つの柱を視点に、校長としての具体

的な関わり方を論じ、協議題に迫る学校経営の展望

を究明し共有することとした。 

（２）提案者：長嶺加恵美（沖縄市立越来中学校） 

（３）研究の視点 

  ① 人間関係・社会形成能力（コミュニケーション

能力）の育成を図るための取組 

  ② 不登校の未然防止と対応 

  ③ 校長の指導性と関わり 

（４）研究の実際 

  ① 桑江中学校の実践 

   ア「新たな不校を生まない」ための取組 

   イ あいさつレベルを上げる取組 

   ウ 生徒会組織と学級組織の連動 

  ② 北谷中学校の実践 

   「生徒前面(全面)」「褒める種まき」を掲げ生

徒の主体性、自己教育力等を育む活動展開 

   ア 「スマイルプログラム」の共通実践 

   イ  ハイパーQUを活用した学級経営の充実 

ウ 生徒指導・教育相談部会(毎週実施) 

  ③ 山内中学校の実践 

   ア 基礎的・汎用的能力の経営目標への位置づけ 

     イ 生徒会活動を通した取組「キャリアﾉｰﾄ」の実践 

  ④  コザ中学校 

   ア 人間関係・社会形成能力の育成を図る取組 

  イ 不登校生徒未然防止と対応 

⑤ 越来中学校【提案校】 

     ア 「自主学習力育成シート」の効果的な活用 

    イ 生徒会による「ｽｸﾗﾑﾏｯﾁ」の取組(通年) 

     ウ いじめ防止と不登校対策 

（５）研究のまとめ 

     各学校の取組や成果、校長の指導性等の共有化を図 

り、自校の改善策に繋げることで、生徒一 人一人が、よ 

りよい生活や望ましい人間関係を築き、 自己指導能力の

向上を図ることができると考える。今後も校長間のつなが 

りを大切に、更なるリーダーシップとマネジメント力を発

揮し、学校経営を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

２ 質疑･応答 

Ｑ 友利（上野中） 

管理職と生徒会との「トップ会談」の経緯・持ち方を

具体的に教えて欲しい。 

 Ａ 大舛（山内中） 

  生徒会を主体とした学校運営を心がけている。そのた 

めに生徒の自治意識・目的意識の高揚を重点においてい 

る。また、４月には早々とリーダー研を実施するので、 

そのために春休みに１回目を行い、２回目を選挙公約の 

まとめに向けた取り組みを促すこととして秋休みを利用 

して行っている。 

 Ａ 宮良（石垣中） 

同様な取り組みは本校でも「校長生徒サミット」

として生徒総会後に実施。年に１回程度、夏休み明

けに実施し、教師の関わり方と生徒の具体的要望を

昼食を取りながら聞く機会としている。 

Ｑ 東風平中（兼屋） 

キャリアノートの実践について。 

Ａ  大舛（山内中） 

  昨年から実施２年目になる。主に生徒のスケュー

ル管理と日々の振り返り活動、家庭学習時間の可視

化、そして、いじめに対する早期発見を目的に行っ

ている。本校の特色は､PTA予算で前期・後期の２冊

に分け製本し、持ち帰らさずに実施していることに

ある。課題として､帰りの会の記入に際して学級間に

よる温度差がある。 

Ａ 志良堂（北谷中） 

  本校でも市販の製品ではあるが｢やりとり帳｣を採

用していて､同様にスケジュール管理を主とし、生徒

の記入に対して担任がコメントを返しておりコミュ

ニケーションツールとして効果的である。しかし、

担任の一部から負担であるとの声があり次年度に向

けて検討しなければならない。 

Ｑ 與那覇（糸満中） 

スマイルプログラムについて教えて欲しい。 

Ａ 多和田（桑江中）  

ひな型となるマニュアル本が町教委から提供さ

れている。これを参考に学校の実態に併せ工夫し

て､取り組んでいる。教師間の足並みを揃えること

を重視して本校では学年で計画を立て１年は９時

間、２・３年生は６時間計画で取り組んでいる。 

Ａ 志良堂（北谷中） 

本校では､各学年８時間計画のもとで、長期休業
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記 録 者  大 舛 勝 彦（山内中学校） 

  〃   多和田 勝  （桑江中学校） 

共同研究者 石 垣 史 昭（八重山教育事務所 指導班長） 

運 営 委員 伊 波 和 子（久志中学校・緑風学園） 

研 究 主 題 
 自己理解を促し、将来にわたって人としての生き

方を深める生徒指導とキャリア教育の充実 



前や休業明けの節目の次期に学年主任が中心とな

り学年全体で行う。それを受け各学級では、学級

活動として特活で実施している。成果として、学

校ｱﾝｹｰﾄによる満足度が９３％と高く、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

を図るエクササイズが多々あることから、このプ

ログラムの実践も要因の一つとして理解してい

る。また、町独自のプログラムで幼小中系統性の

ある取り組みのため著作権が発生し、外部には持

ち出せない。 

Ａ 友寄（北中城中） 

   前任校は､桑江中だったのでプログラムの良さが

離れてより理解できる。真似をしてやろうとした

が町独自で臨床心理士も協力し、推進している北

谷町のようには上手くいかなかった 

Ｑ 甲斐（渡名喜中） 

   スクールポリスの構成員や活動内容、効果性に

ついて教えて欲しい。 

Ａ大舛（山内中） 

   生徒会がいじめ未然防止の視点からの発案し、

各学級より代表１名を選出して､毎月１回生徒会委

員会の一つとして生徒会顧問が統括し活動してい

る。課題として、選出された生徒のいじめへの意

識の向上と活動がより具体的で無い事がある。 

その後、委員の意識向上のため缶バッジを授与し

「青い鳥ｶｰﾄﾞ(生徒個々の良さを認め讃えあう)」 

を作成。そのカードの双方向の活動を支援するこ

とにより、ＳＰ委員の自覚も芽生え生徒の自己肯

定感の醸成といじめ防止にも効果性がみられる。 

Ｑ 宮良（石垣中） 

 「ゆるキャラ」マスコットの作成について 

Ａ 大舛（山内中） 

   自らも学校づくりに参加している自治意識を目

的に生徒会の応募から生まれた。着ぐるみ等の作

成に至っていないが配布文書やのぼり旗のシンボ

ル等に取り入れ活用している。 

Ｑ 大舛（山内中） 

   総合的な学習の時間で行われている原材料を加

工・製品化し、付加価値を付けて製品づくりを

行っている取り組みについて。 

Ａ 長嶺（越来中） 

   本校から研修員が関わったことをきっかけに総

合教育センターと連携し、高校生が実施していた

プログラムを本校の小規模校の良さとセンターと

の地理的優位性を生かして実施。この取り組み

は、製品化を学ぶ絶好のキャリア教育としてのプ

ログラムであり充実した施設設備と併せて望まし

い職業観･勤労観を育むの観点からも是非、推奨し

たい。本校では、次年度も教育課程に位置付け実

施する予定。 

３ 各地区の報告 

【島尻地区】 

（１）糸満中学校 

  ①担任と支援チームを繋ぐ支援ボードで可視化 

  ②自主的･実践的な生徒会活動の充実 

  ③体験活動の充実を図るための地域連携 

   海洋教育パイオニア推進事業における体験活動 

（２）東風平中学校 

  ①生徒会活動の充実 

  ②組踊り等地域の伝統文化との関連性 

（３）渡名喜中学校 

  ①12年間を見通した児童生徒へのキャリア教育 

  ②生徒会活動の充実 

  ③大正時代から続く水上運動会への取り組み 

【八重山地区】 

（1）竹富小中学校 

  ①交流学習・体験学習 

  ②地域の伝統行事への参加「種子取祭」等 

（２）石垣中学校 

  ①重点化としてキャリア教育の位置付け 

  ②キャリア教育の視点を踏まえた学力の向上 

   日課表に位置付けた補習指導の実施 

（３）崎枝小中学校 

  ①ボランティア活動・職場体験活動 

  ②八重山ファーム協力事業、付加価値新商品開発 

【国頭地区】 

（１）伊是名中学校 

  ①学び合い学習 

  ②縦割り班による人間関係形成能力の高まり 

（２） 金武中学校 

  ①生徒会リーダー研の工夫 

  ②キャリア･パスポートの様式を検討工夫 

（３） 大宮中学校 

  ①校長の関わりとして「一歩先を学ぶ」姿勢 

  ②ENJOYをキーワードとした生徒会活動 

（４） 久志中・緑風学園 

  ①コミュニティ・スクールを生かした学校経営 

  ②ふるさと学習通したキャリア教育 

【宮古地区】 

（１）上野中学校 

 ①キャリア教育プログラムの作成 

②ブーゲン・ファーム祭りを活用した勤労体験 

（２）多良間中学校 

  ①産官学と連携したキャリア教育の推進 

  ②沖縄本島内における職場体験学習 

（３）西辺中学校 

  ①話し合い活動を重視した取り組み（他者とのよりよい関

係を形成し集団の中で自主的に活動する力）で育成 

   ②生徒指導三機能を生かした授業実践 



４   研究協議 

  「他者と協働しながら自己実現を図るための自己指導能力

を育む生徒指導の充実」 

①  教育長からキャリアパスポートを推進しているとの講が 

示されたが、本校が取り組んでいるキャリアノートに関して

は、中学生はスケジュール管理がうまく出来ないので、意識

させるためにキャリアノートの実践を通して教育課程に位

置づけることで、自己指導能力の育成を図っている。   

本校のめざす生徒像にキャリア教育の視点を関連づけてい

る。（山内中 大舛） 

② 学習指導要領の中で、キャリア教育は小１から高３まで繋

げていくことになった。本校でもポートフォリオなどで取り

組んでいたものをパスポートに切り替えていくことになる。

杉田先生の「先進校はない。自分達で積み上げていくもの

だ。」というアドバイス受け、写真を有効活用し大宮中独自

のものを作成実践し、２月の発表会で紹介したいと考えてい

る。(大宮中 根路銘) 

③ 小学校では、平成１０年頃から取り組んでいるが、「夢ファ

イル」として小学校低学年では親子で取り組んだり、学校行

事のファイル紹介も多く見られるが、資料が多すぎないよう

に抽出したり、＋αで道徳などに繋げることも取り組んでき

た。(久志中 伊波) 

④ 学習指導要領解説の「一人一人の思いや願いを大切しなが

ら、」という部分を大切に中学生レベルでの価値観を顕在化

させたり、共有させたうえでの話し合いを意識させることが

キャリヤ教育に繋がる大切なことではないかと考えている。

(大宮中 根路銘) 

④  取り組みをどのように広げていく？(越来中 長嶺) 

⑤  生徒会活動、各教科の授業、学校評価、学級力ｱﾝｹｰﾄ、校

内研 修、行事等を工夫している。(大宮中根路銘) 

⑥  校長先生の関わりの工夫は？(北谷中 志良堂) 

⑦   先生方の一歩先を学ぶ姿勢を貫いている。結果ではなく

取り 組みを褒めている。(大宮中 根路銘) 

⑧ 授業改善の取り組みを可視化するよう意識している。教科

会、教科主任会、学力向上委員会がリンクするよう取り組ん

だ。学年の公開授業等 OJTを工夫している。職員の意欲喚起

のために研究主任等のリーダーシップ発揮を支援している。

(糸満中 與那覇) 

⑨  不登校生徒学習室の活用について？(東風平 兼屋) 

⑪  越来中は遊び非行以外の不登校生徒の居場所になってお

り、職員が連携して対応している。(越来中 長嶺) 

⑫ 本校にはマルミヤ工務店があり、遊び非行生徒の居場所を

つくっている。私が自ら社長となり一人一人を大切にしてい

る。(石垣中 宮平) 

⑬ 北谷中ではエイサー指導で高校生を活用してるが、外部機

関の活用を紹介して欲しい。(北谷中 志良堂) 

⑭ 山内中には難しい子ども達の対応でヤマモモ会という組

織がある。保護者だけでは厳しいので地域の応援団というこ

とで、いろんな人が関わっている。現在では環境整備を中心

に取り組んでいる。（山内中 大舛） 

⑮ 教育環境の整備ではマンパワーの効果的な活用が大事で、

どう引き出すかだと思う。(石垣中 宮平) 

⑯ 大宮中学校特別支援チームを結成し、いわゆるヤンキーを

含め発達障害への対応をチームで取り組んでいる。やはり価

値づけてあげること、大変だが関わり続けたことで効果が見

られている。(大宮中 根路銘) 

⑰ 小規模校だが、他者との協働という視点で、中３で自立生

活体験活動を実施している。(渡名喜中 甲斐) 

⑱ 職場体験を那覇地区で行い、大手企業に講演依頼する等、

島外との関わりを重視している。(伊是名 金城) 

⑰ 自己指導能力を育てるために、「失敗してもいい、子ども

達にさせなさい。」｢ただし、やらせっぱなしではダメ｣と常

に助言している。(北谷中 志良堂) 

⑱ 人事育成の視点から、週案コメントで工夫していることは

ないか？ (糸満中 與那覇) 

⑲ 季節感や行事、社会情勢等の時宜ににあったものを言葉を

選びながら、先生方が子どもに反映できる内容を工夫してい

る。(越来中 長嶺) 

⑳ 書籍や資料を参考に、生方に伝わりやすいよう文章は短め

にするなど工夫している。(大宮中 根路銘) 

㉑ 子ども達がみんな島から出ていくと困る。島に戻ってきて

貢献する人材を育てる必要がある。未来の島について考える

機会をつくっている。 (渡名喜 甲斐) 

㉒ 自分の地域に目を向けさせるために、校長講話でふるさと

伝統芸能祭りをとりあげた。その心に触れ、子ども達の意識

高揚を図り、地域をより多く巻き込みながら一緒に取り組む

工夫をした。  (北中城中 友寄) 

㉓ 子ども達が地域行事に関わることが求められており、区長

さん達と連携して学校の参加・参画を工夫している。地域の

活性化のためには、コミュニティスクール・小中一貫校は両

輪と考えている。(久志中 伊波) 

㉔ 地域行事が多いが、伊是名ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ等も小中の全校生徒を

含め島ぐるみで取り組んでいる。(伊是名 金城) 

 

５ 指導助言（八重山教育事務所指導班長 石垣史昭 ） 

○新学習指導要領の背景等 

  「主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度」

ということで参加から参画へと社会への関わりを打ち出し

ており、「生徒が将来の生き方を考えたりする活動の記録し、

…」ということで「キャリアパスポート・仮称」の根拠も明

記されています。 

   また、特別活動における具体的な改善事項として、次の３

点があります。 

 ①教育課程の示し方の改善 

 ②教育内容の改善・充実 

 ③学習・指導の改善充実や教育環境等の充実等 

 

○中頭地区（提案者）の発表より 



  本県の「学力向上推進プロジェクト」の方策５「集団づくり・

自主性を高める取組の充実」を中心に各方策を各学校の状況に

合わせて実践しています。 

  具体的には、次のとおりです。 

    ・人間関係・社会的形成能力の基盤づくり 

    ・挨拶運動、スマイルプログラム、地域との連携等 

    ・生徒会活動、学年・学級経営の充実 

    ・生徒会と学級の連動、教育心理検査の活用等 

    ・いじめ、不登校生徒対応策の充実 

    ・アンケート、各種委員会の時間確保、関係機関との連携

等が挙げられます。 

  特色的な実践と成果としましては次のとおりです。 

桑江中…「信頼関係を築くキーワード」を基に組織的・段階的

教育活動の実践。挨拶レベル・スマイルプログラムの実践。

〈成果〉新たな不登校生徒の減少。生徒会活動の活性化。 

北谷中…「スマイルプログラム」を学年・学級単位で実践。ハ

イパーQU を活用した全校体制による学年•学級経営の充実。

〈成果〉生徒相互の関係改善の向上。学年・学級経営の充実。 

山内中…「字別生徒会の地域貢献カード」や「キャリアノート」

の活用。生徒会による行事の企画・実行。東海市との交流。

〈成果〉よりよい学校を創ろうとする生徒の主体的な意識高

揚と行動。 

コザ中…「地域生徒会と自治会との協働活動」生徒会と学級の

双方向による課題解決。不登校生徒未然防止実践活動の充

実。〈成果〉不登校生徒の減少といじめ解消率・学力の向上。 

越来中…「自主学習力育成シート」の活用。生徒会「スクラム

マッチ」や人権アンケートの取組。こころのポスト設置活用

による早期対応。〈成果〉支持的風土の醸成。自己有用感、

肯定感の向上。登校復帰。 

中頭地区の大きな成果 

  ①集団活動の中で、生徒が企画し役割を果たすことで、主体

的に思考・判断・表現し、自己有  用感・自己肯定感を育ん

でいる。 

  ②学校の組織的・計画的な学年・学級経営の充実により、よ

りよい学校を創る意識の高揚や行  動につながっている。 

  ③生徒指導部会・教育相談部会等や関係機関との連携による     

新たな不登校生徒の減少。 

  また、各学校のホームページの充実により、「日々の諸活動

を見える化し、発信することにより保護者や地域の方、関係者

と振り返り等ができ、多方面から生徒への温かな賛辞が届けら

れる等」ネット社会の教育的効果の有効活用が見られました。 

○各地区の取り組みより 

 次の成果がうかがえました 

  ・15の春、小中併置校等、各地区の実情を取り入れたキャリ    

ア教育の推進による取組みの充実 

  ・不登校生徒への効果的な関わりや、新たな不登校生徒を生 

まないための対応策の充実 

  ・生徒会の主体的活動の充実 

  ・体験学習や地域連携活動の充実 

  ・組織づくり、学年・学級経営、校内研等の充実 

   主体的な生徒会活動を始め不登校生徒への細かな対応がよ

い成果として見て取れました。 

    一方、課題といたしましては、提案地区からは次のことが

挙げられていました。 

  桑江中… 生徒の自主的・実践的な態度を育て「学びに向う

集団づくり」の推進 

  北谷中… 教職員の意識レベルの差 

  山内中… 基礎的・汎用的能力を体験活動・学校行事に位置

づけ育てたい資質・能力の明確化 

  コザ中… 全国平均に到達するための指導の工夫 

  越来中… 人間関係づくりの構築 

○より高みをめざすために 

 新しい６つの視点 

    ①何ができるようになるか 

    ②何を学ぶのか 

    ③どのように学ぶか 

    ④子ども一人一人の発達をどのように支援するか 

    ⑤何が身に付いたか 

    ⑥実現するために何が必要か 

  特別活動を必要としながら、社会、理科、数学、家庭科、技

術等を超えた横断的なカリキュラムの見通し。形式的、形骸さ

れた行事の見直し等です。 

  そのためには、「教職員の多様性・専門性を生かしたチーム

学校の機能化」だと考えます。 

  長嶺校長先生からもありました「目的・意義をしっかり周知

し、教職員一人一人を育てる」まさしくその取り組みだと思い

ます。 

 ラグビーワールドカップ 2019 で優勝した南アフリカのエラ

スムス監督は「選手たちの頭脳を使う、応援を力にする」そし

て、ここが最大のポイント「南アフリカにあるものを生かす」

そして、「みんなで協力していいプレーをすれば何とかなる。」

とコメントしていました。 

  多様性を生かした大きな成果です。南アフリカは長年に渡り

ラグビーは「白人のスポーツ」だったそうです。このチームで

初めて黒人主将として誕生したコリシ氏は、「さまざまなバッ

クグラウンド、さまざまな民族がひとつになって優勝を手にし

た。誇りに思う。みんなが協力すればひとつの目的を達成でき

るということを見せられたと思う。」人種差別問題を抱える国

の大きな成果だと感じました。私たちチーム学校も必ず到達で

きるのでないでしょうか。 

 最後に、変化し続ける情報化社会の流れを川柳を眺めて終わ

ります。 

  2002年「デジカメの エサはなんだと 孫に聞く」 

  2011年「図書館で FaceBookを さがす父」 

  2017年「父からは ライン見たかと 電話来る」 

  「何食べる となりの妻が メールする」というのもあり

ましたが、「自らの生き方」を振り返りながら、温かな人間

関係を構築しながらいきたいものです。 
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第５分科会

研 究 主 題

地域や専門機関との連携・協働による

「チーム学校」の実現とその機能強化

提 案 者 具志堅 仁 一 （水納中学校）

司 会 者 宮 里 淳 （久辺中学校）

記 録 者 新 垣 博 文 （伊江中学校）

共同研究者 新 垣 邦 彦 （中頭教育事務所）

運営委員 安慶田 正 人 （野甫中学校）

1 提案発表の概要

伊江村立伊江中学校

①「伊江島の村踊り」の継承

・国の重要無形文化財「伊江島の踊」を地域の方

々が指導し中文祭で披露している。

②地域・ＰＴＡと連携した食育の取り組み「子供が

つくる弁当の日」

③地域青年会による「エイサー」指導

④避難訓練及び水難事故防止教室

・十年前から実施し、伊江漁港・ダイビング協会

・警察官・救急救命士が指導する。

伊平屋村立野甫中学校

①行政（村教育委員会）との連携

・８月に約１０日間、現役東大生数名を講師に招

き「東大塾」を実施している。ま た、１０月に

は、修学旅行とセットで東京大学訪問・ディズニ

ー研修を実施。

②地域との連携（伝統文化継承の取り組み）

③家庭との連携（弁当の日を実施）

④教職員の資質能力向上の取り組み

・年３回、村内３校の全教師が参加し、授業参観及

び合同授業研究会を通して、指導スキルを身につけ、

日々の授業実践に活かすことができた。

名護市立久辺中学校

①地域消防団との連携及び防災有線放送の充実

②地域教育懇談会

・三区合同で地域教育懇談会を実施している。

③児童養護施設との連携

名護市立屋我地ひるぎ学園

①地震・津波避難訓練

②救命救急講習会（ＡＥＤ講習会）

③美ら島タイムの取り組み

・身近な地域素材や地域人材を活用して体験活動

を系統的に実施。

④学校運営委員会の取り組み

・平成３０年度より名護市教育委員会の指定を受

け、学校運営委員会（コミュニテ ィースクール）

として運営がスタート。学校・家庭・地域が一体

となり「地域と共にある学校づくり」に向け、連

携・協働した取り組みを推進している。

⑤校長としての関わり

・地域、行政との連携を効果的に取り組むために

校内運営委員会を開催し、共通理解・共通実践を

確実に行う。

・学校運営協議会委員からの意見をいただき学校

教育への参画を図るとともに、地域教育資源を活

用した体験活動の充実とコーディネーター的職員

の育成を図る。

２ 発表後の質疑・応答

Ｑ１：野甫中学校の行政との連携で、東大塾とあるが

その内容と、取り組むことになっきっかけ及びど

れくらい継続しているのかお聞きしたい。もう１

点は、屋我地ひるぎ学園のコミュニティースクー

ルについて、内容を聞かせてください。

（佐次田：彩橋中）

Ａ１：伊平屋村には塾がない、放課後の学習環境を整え

たいとの思いから、約８年ほど前に、学力向上

のビジョンとキャリア教育の２つの視点から島

立教育の一環として始まったと聞いています。

本村の中学生と小学校６年生を対象に、夏休み

の１０日間ほど、現役の東大生が来村し、学生

たちのライフビジョンを話したり、夢を追いか

け粘り強く学ぶ事の大切さなどを伝授してもら

ています。気づき・考え・行動できる生徒の育

成を目指しています。

また、十月には修学旅行とセットで東京大学を

訪問し、来村して頂いた学生たちと交流を深め

たり、ディズニーランドにて、おもてなしの研

修も行っています。 （野甫中：安慶田）

Ａ２：平成３０年度より名護市教育委員会の指定を受

け、学校運営委員会（コミュニティースクール）

として運営がスタートした。学校・家庭・地域が

一体となり「地域とともにある学校づくり」に向

け、連携・協働した取り組みを推進している。

本校の教育に実際に関わる方々を「ひるぎＣＳネ

ット」として組織化しており区長会会長や青年会

長等１４名で構成されている。（ひるぎ：具志堅）

Ｑ２：屋我地ひるぎ学園は小規模特認校に指定されてい

ますが、不登校児童生徒や問題行動等、受け入れ

態勢はどうしているのか、また、在籍が増加した

理由についてお伺いします。（与勝二中：中山）

Ａ１：希望するすべての生徒を受け入れている。名護市

教育委員会へ申込、４月当初に転入学する生徒が

ほとんどである。特に大きな問題行動等はない。

気になるのは、集団になじめない生徒が多いこと
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受け入れ態勢や支援体制については、行政のサポ

ートもあり加配教員や学習支援員等手厚い支援が

ある。

Ａ２：在籍が増加した理由は、放課後、子ども預かる場

所があるのが要因だと思う。保育園や幼稚園で預

かり保育をしている。また、コミニュティーバス

が市内を午前２回、午後３回往復する支援も大き

く関与している。

３ 各地区の報告（概要）

（中頭地区の報告）

高江洲中学校、彩橋小中学校、 津堅小中学校、与

勝中学校、与勝第二中学校の取り組み実践の報告があ

った。各学校の取り組みから多様な専門性を持つ人材

との連携・協力によって学校に関わる全ての人々が一

つのチームになるために重要なことは、目的やビジョ

ンを共有することが大切であると報告があった。

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ー、アシスト支援員との連携により生徒指導や不登校

に対する対応や支援が充実し着実な成果を上げている

また、コミュニティースクールの導入により地域人材

の活用や地域に開かれた学校づくりが進んでいる。そ

れをチーム学校と融合させ効果的で効率的な学校運営

に結び付けていくかが課題だと考える。

（那覇地区の報告）

近年は、学校の多忙化等が指摘される中、教育集団

の資質・能力の向上「チームとして」教育活動に取り

組むことが求められている。

多様な経験や専門性を持った人材を学校教育で活か

していくために、教員が担うべき業務や役割を見直し

、他職種による協働の文化を学校に取り入れ、「チー

ムとしての学校」を支える文化を創り出していくこと

も重要である。

「チームとしての学校」の具体的な在り方は、学校

種や学校の規模、学校が置かれている地域の状況等に

よって異なってくるので、「チームとしての学校」を

実現するに当たっては、学校が必要とする専門スタッ

フ等の人材を確保する必要がある。日常的・継続的に

生徒と関わることができるよう、十分な体制と処遇の

確保をしつつ、保護者や地域の期待等を踏まえ、優先

順位を優先順位を考慮して要請していく事が重要であ

る。

（島尻地区の報告）

高嶺中学校、具志頭中学校、粟国中学校、与那原中

学校の実践報告があった。学校教育は、保護者と地域

の信頼の上に成り立っている。学校経営の柱に「地域

連携」を据えて、校長としての学校経営ビジョンを示

すと共に、「地域へ開かれた教育課程」を具現化する

ために、連携と協力を深めることが重要である。

複雑・多様化する学校課題の解決に向け、保護者と

地域が一体となって取り組む組織作りと確実な実践が

校長のリーダーシップに求められている。

（宮古地区の報告）

平良中学校、砂川中学校の実践報告があった。

地域の指導者やボランティア等を有効活用してい

る。特に陸上や駅伝・部活動そして地域の伝統を受け

継ぐという面でも獅子舞やクイチャーの指導に地域と

の連携は不可欠である。それぞれの担当者が地域の指

導者と連携をとり、月に一度は学校に招待し、地域の

意見も聞きながら交流も深めている。

また、キャリア教育の一環として実施している「農

園活動」も地域の野菜農家に技術指導や土作り等につ

いて全職員で学ぶ機会となっている。

（八重山地区の報告）

学校の組織においては、お互いにコミニュケーショ

ンを図りながらそれぞれ働いており、その組織は常に

何らかの目的や価値で結びつき、自らを管理している。

リーダーが行うことができるのは、教職員それぞれ

の持っている能力とメンバーの協働の力をうまく活用

すること。地域に開かれ・信頼される学校作り、特色

ある等は地域、家庭との連携を密にした体制構築も必

須である。「チーム学校」としての条件づくりが校長

の役割であろう。

４ 研究協議

《協議題》

①「チーム学校」（チームとしての学校と地域との

連携・協働体制）構築の在り方

②教職員の力量を高め、チームとしての組織力を高

める学校マネージメントの在り方

◎「チーム学校」を創生していくために、コミニュテ

ィー・スクールの取組状況や地域連携協働活動との

連携状況を整理し、その状況から、地域人材が専門

性を生かし、学校教育活動の中で指導力を発揮でき

るように環境を整えることが重要である。

◎学校運営協議会を実働的なものにするためには、地

域コーディネーターの力は大きい。各地域で得た情

報を公民館と共有したり、あらゆる情報を学校に提

供してくれる。担任が調整しなければいけないこと

もコーディネータがやるので大変助かっている。

コーディネーターの確保は、行政が行っているがな

かなかやり手がいないのが現状で、人材確保に苦慮

している。

◎教員の構成を見た時に、２校目勤務の職員が多い。

チーム学校を作るのにとても苦労する。自分の業務

をこなすのに精一杯で、全体のことに目を向けるこ

とのできない職員が多く困っている。２年サイクル

で転勤するので繋ぎも考慮する必要がある。地域の

一員でもあり、業務もこなさなければいけない。と
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ても忙しいのが現状である。

◎教員が自己完結することなく、「チーム学校」とし

て取り組むことが大切である。教職員だけでなく地

域人材を有効活用し、教職員のやる気を導き出すこ

と。教職員評価システムを活用し、頑張れ！だけで

なく、具体的な情報を与えて、方向性を考えてあげ

ることも教職員の力量を高めるうえで必要である。

◎９年間の学び、自分自身のことは自分で考えること

のできる人材を育成することをめざしている。

２学年が修学旅行中に、２学年の空き教室を活用

して校区内の小学校６年生を対象に体験授業を実施

して小中連携を図っているいる。また、ＮＰＯを活

用したり企業を活用した職業人講話や卒業生（地域

の先輩）による自分の学生時代の学習の仕方や進路

選択する時の大切な事、現在の仕事での頑張ってい

ること等を講話してもらいキャリア教育に繋げてい

る。

◎地域コーディネータ的役割をＰＴＡ会長にお願いし

て、平和教育・環境整備等色々な取り組みを行って

いる。職員には地域行事に積極的に参加してほしい

と伝え、地域の方々へは、職員は頑張っているので

協力して、力になってくれるようお願いをして、働

き方改革・教職員の業務の軽減を図っている。

◎福祉関係の体験等も協力してやっていただいている

行政の支援が素晴らしい、学習支援員４人、特別支

援教育支援員２名の配置があり充実している。それ

ぞれの連携は取れているが、それをまとめて、同じ

ベクトルにすることが、コミニュティースクールの

役目ではないのか？

◎コミュニティースクール導入して教職員の負担には

なっていないか。

懇談会等については年に６～１０回程度あるが、管

理職が参加しており、職員はできるだけ参加させな

いように配慮している。しかし、地域の方々からは、

先生方の話を聞きたいとの要望もある。

◎これまでの「連携・協力」を明確にしたことにより

地域・学校がそれぞれのために実践してきたことを

認め合えることができた。また、それを踏まえて、

「津堅島協働学校実践計画」を作成したことにより、

学校チームが入れ替わっても見通しを持ち連携協働

が図れるようになった。

◎教育懇談会について、地域住民よりは教職員の参加

率が高いのが現状である。時代時代にあった教育懇

談会にしようと、１０か所で行っていた懇談会を今

年は、小・中合同で１か所で開催した。

また別の地域では、３区の区長が発起人となり、

子どもたちの健全育成のためにと声をかけ開催して

いる。地域住民も学校職員も参加が多い。時代に逆

行するが大変盛り上がっている。各世代参加してい

るので地域の情報を得るためにとても有効。

５ 指導助言

（１）これからの学校と地域の連携・協働の姿

①地域住民等と目標やビジョンを共有し、地域と一

体となって子どもたちを育む「地域とともにある

学校」への転換

②地域の様々な機関や団体等がネットワーク化を図

りながら、学校、家庭及び地域が相互に協力し、

地域全体で学びを展開していく「子供も大人も学

び合い育ちあう教育体制」の構築

③学校を核とした協働の取組みを通じて、地域の将

来を担う人材を育成し自立した地域社会の基盤の

構築を図る「学校を核とした地域づくり」の推進

（２）家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携

①家庭や地域社会との連携及び協働と世代を超えた

交流の機会

（３）教科横断的な視点に立った資質・能力

（４）へき地教育の充実

①「へき地性」「小規模性」「複式形態」を生かし、

地域に根ざした創意工夫ある教育課程を編成・実

施し、主体的で創造性豊かな児童生徒の育成に取

組む。

（５）カリキュラム・マネジメント

教育課程を軸とした学校教育の改善・充実

①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の

教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目

標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列して

いく。

②教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地

域の現状に関する調査や各種データ等に基づき、

教育課程を編成し、実施し評価して改善を図る一

連のＰＤＣＡサイクルを確立する。

③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等

を、地域等の外部の資源も含めて活用しながら効

果的に組み合わせる。

（６）チームとしての学校への転換

①協働の文化、多様な経験や専門性を持った人材を

学校教育で生かしていくためには、教員が担うべ

き業務や役割を見直し、多職種による協働の文化

を学校に取り入れていく。

②多様な職員で構成される組織において求められる

「マネジメント」を学校教育ビジョン等の中で明

確に示し、教職員と意識や取組みの方向性を共有

する。

（７）風通しの良い職場環境

「仕事に係る風通し」「仕事以外での風通し」

（８）校長から放たれた言葉が職員の言葉となり、さら

に子どもの言葉として学校中に響き渡ったとき

教育活動が活性化し、学校文化が創造される。



１ 提案発表の概要

・提案主題 多様化した教育課題に対応ができる

教員の育成～専門性と指導力を発揮する教員育成

の為の研修のあり方～

多様化した教育課題に対応できる教員の育成が不可

欠である。本研究部会では各学校の具体的な取り組み

を通して事例研究を行い、専門性と指導力を発揮する

教員育成の為の研修のあり方について研究を推進する。

（１）研究の視点

①教育課題の共有と具体的実践

②校内研修の工夫･改善

③同僚性あふれる教職員集団づくり

（２） 研究の実際

＜実践例１＞宮古島市立久松中学校

① 校内研修の工夫･改善

生徒の変容等に係る調査を行い結果を数値化、

授業プランシート（GSRプランシート）を授業改

善のための共通ツールとして研究を推進、授業改

善アドバイザーや教科アドバイザーが研究授業す

るとともに、各教師年1回の授業公開する。指導

主事を招聘し、指導方法工夫改善に努めた、また

学びの連続性・系統的指導を意識し、小中連携合

同研修会や合同授業研究会を行った。

② 同僚性あふれる教職員集団づくり

企画委員会、特別支援委員会、保健委員会、各

教科会、各学年会を時間割に位置づけ、情報共有

と問題解決に向けた行動連携に取り組んでいる。

研究授業後の研究協議では、ワークショップ型

で授業の感想では率直な意見交換を行う。

③校長の指導性

学校経営ビジョン（グランドデザイン） と県、

地区の教育施策等の共通理解。本校の課題と学

力向上への「授業スタイル」、「全国学力学習状

況調査・県到達度調査」等の分析提示。 授業改

善に向けた共通実践の視点から授業観察とフィ

ードバック。週案・授業プランシートの校長指導・

助言（ねぎらい）。教職員評価システム面談で授業

や校務分掌で、課題を聞き、指導・助言を行う。

④ 成果と課題

ア、学校経営ビジョンを提示するに当たって指導

の重点に、できるだけ具体的な手立てを例示す

ることで、教育活動に対しての教職員の意識の

高揚を図ることができた。

イ、校内研修や各教科会を通して、教師が課題を

共有することで、指導方法の工夫・改善等が図

られ、授業をイメージして実戦できた。

＜実践例２＞宮古島市立下地中学校

① 校内研修の工夫･改善

全職員で、生徒の良さや課題を共有しその課題

解決に向け取り組む。県教育委員会「沖縄県学力

向上推進プロジェクト」をもとに，授業づくりを

推進する。 全国標準学力検査、全国学力学習状

況調査の学力調査、沖縄県学力向上 Web システ

ム等各種資料を分析し，授業改善を図る。

② 同僚性あふれる教職員集団づくり

１学年１学級、各教科１名の配置校で学級、学

年、教科の枠を取り各種委員会を行っている。ま

た学校ＯＪＴの推進で同僚性を構築し職員相互で

学び合い、課題を一人で抱え込まないように報告

・連絡・相談ができる雰囲気づくり、各種委員会

を充実させる。

③ 校長の指導性

学校経営計画等の共通理解、各種調査の分析結

果から学校課題への対応、各種委員会、教職員評

価システムの面談等で助言を行う。

④ 本校における成果と課題

ア、「めあて」「まとめ」の提示は徹底されてい

る。また、ICT 機器を活用し生徒の興味関心を高

めるよう工夫をし、指導力の向上が見られてきた。

イ、諸調査を徹底的に分析することで、学校の

実態を根拠をもってとらえることができた。
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研 究 主 題

多様化した教育課題に対応ができる教員の育成

～専門性と指導力を発揮する教員育成の為の研修

のあり方～



２ 各地区の発表

国頭地区

研究の視点として、各学校において、指導力を高め

発揮する教員養成を推進するために、以下のキーワー

ドを掲げ、校長の指導性を明確にし取り組んだ。

研修活動を通して、実践的な指導力向上の取り組み

をおこなう。

① 校内研修の工夫

ア、全職員年２回授業を公開し授業力の向上を図る。

イ、統一の研究主題へのアプローチを推進するため、

サブテーマ（副主題）を教科毎に設定した。

ウ、公開授業はできるだけ６校時に設定し、その後

すぐに振り返りの時間を設ける。

中頭地区

研究の視点として、若手教員の早期育成、ベテラン

教員の活用、ミドルリーダーの育成等を行った。

○ 普天間中 ミドルリーダーやベテラン教師から

「モニタリング教員」を任命し、校長と１日２回情

報交換を実施、職員間の意思疎通で必要な場合、管

理職への伝達と直接的・間接的な調整を行っている。

○ 北中城中 「人材育成」「チームとしての学校組

織の構築化」をめざし、成長する組織を形成するた

めメンター制を基に取り組んでいる。

島尻地区

○ 潮平中 授業力向上の取り組みとして、共通実践

の確認、50 分完結授業を実施。一人一授業三参観

として、授業研究会、他教科の参観を実施している。

○ 慶留間中 「揃える実践、良さを引き継ぐ実践」

をテーマに、また人材育成を視点に校務分掌の工夫

行い中学校教員による小学校授業の実施をしている。

○ 佐敷中 校内研修としては本校の課題（学級づく

り多様性への対応生徒の主体的活動 ）性解決を図

るための取り組みとして実践を行っている。

八重山地区

○ 大浜中 琉球大学との共同研究指導案作成から授

業づくりを行い授業力向上を図る集団づくりリーダ

ーを育てるための講話や講義授業を実施している。

○ 久部良中 授業力向上に全職員が授業研究会を開

催、近隣校との合同授業、年に１回西留安雄先生の

スタイルを学び授業診断で授業力向上に努めている

那覇地区

○ 神森中 子供の秘めたる力を引き出す、「ソーシ

ャルチェンジ」を実施し。この取り組みを通して人

の心を動かし社会を変える第一歩を経験させる。

○ 港川中学校 コラボレーション授業を取り入れた

道徳指導の質の向上学級月に 1回は担任以外の職員

が授業を行った調整は学年会において行っている

○ 浦西中 地域理解を深める一環として校区内の浦

添定跡浦添ようどれ「当山の石畳」等の歴史遺産

「前田高地」の戦跡巡りを実施した

○ 仲西中 沖縄県公立学校教員等育成指標を活用し、

管理職として教職員の目標の達成に支援やアドバイ

スし、教師個々の資質能力の向上につなげている。

○ 浦添中 校内学推委員会を中心に毎週開催１時間

授業と「授業における視点シート」を活用し授業の

振り返りを行い授業力の向上を推進している。

３ 研究協議

司会 第 6分会の研究協議が専門性と指導力を発揮する

教員育成の研修の在り方です。久松中学校の発表、各地

区の発表を含めて進めいきますが、その前に教員の資質

向上と言うための研修と言う気になるところが同僚性と

いうことがありましたそれを話したらと研究協議の本題

に入りたいと思います

同僚性とか職員の和というのを進めていこうという中

で宮国校長先生の方から声をかけているという発表があ

りました。他のやり方をやっている校長先生がいました

ら紹介をお願いします。

・久部良中（座間味）校長はもちろん声かけをしていま

すが、教頭先生や職員室にいるメンバーで声かけをして、

一人が負担にならないように寄り添いながら、何か私に

できることありませんかと相談に乗ってあげることを心

がけるように話しています。

・真志喜中（根路銘）校長と教頭とで各学年職員室をロ

ーテーションで入っている教科会は会議室で行なってい

る いて、その時に教科で進度状況などを話すこと等を

通して同僚性を高めている。また、ベテランの先生方で

楽器ができる先生が多いので、子どもたちを元気づけよ

うと、バンドを組んで演奏している。先生方のチームワ

ークもよくなり生徒達の表情も明るくなった。

第二弾として受験に向けて面接の練習をしているそこ

でベテランの先生が面接官の役、若い先生が 生徒役を

して良いところ悪いところなどのチェックをしている。

司会 今までは資質向上と言うと どこかへ研修に行く

とかありましたが、校内研修でいい事例がありましたら
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紹介をお願いします 。

・南風原中（淵田） 道徳の研究協力校でした。道徳の

授業を担任だけじゃなく副担任も行っている。学校公開

日の授業に向けて先生方が話し合いをしている。中には

想定発問についてお互いに話し合いを持っている学年も

あった。中学校の場合は教科が違うとやりにくいと思い

ますが、道徳や特別活動の時間は誰が学級担任になるか

一緒なので共通でできると思います。

・宜野湾中（崎原） 本校でも道徳の授業をローテーシ

ョンで行ったが本当に生徒の実態にあったものになって

いるかという議論があり、現在はローテーションをやめ、

発問に関してかなり話し合いを行っている。それが教科

の発問にも生かされている。一つ目職員が提案してきた

ことに管理職が働きやすい環境を作る。二つ目学級担任

会などには会話が弾む工夫をする。三つ目は週時程の中

に主事を要請して研修会を行う。

・中城中（平良） 本校も一人一公開授業を行っていま

す。昨年度はいつでも、どこをやったも良いということ

で行い 100%やることはできました。しかし弊害があり

公開授業をいつでもやってもいいということで最後に駆

け込みで 1日に２、３名でもやることがあって大変でし

た。そうすると見るほうもほぼ校長と教頭 2人になって

しまった。今年は標準化にやることにし月ごとに学年を

決め行っています。そうすると研究会もゆとりを持って

やることができました。また、どうせやるんだから自分

の得意なところではなくて やっているところを見せる。

そこで授業力を高めている。前週の週報に記入すること

で、見る方も心づもりができる、またその日は黒板に書

いて周知している。

・大宜味中（比嘉） 今年から、統一の研究主題へのア

プローチを推進するためサブテーマを教科毎に設定した。

評価システムの面談においても各教科毎に指導助言しや

すくなっている。まだ始めたばかりなので、あと１年、

２年の検証は必要だと思う。

公開授業はできるだけ６校時に設定し、その後すぐに

振り返りの時間を設けている。

・仲西中（神谷） ワークショップをやっているが課題

をまとめて、その課題に対応した授業をすることで研究

が繋がってい行くような形で行なっている。研修を積み

重ねることで指導力を高めて行くことにしている。

・嘉数中（上里） 琉大研究である先生が打ち出した

ICR （IN-Child Recordは、教育現場でみられる子ども

の様子から、子どもが抱えている教育的なニーズや課題

を評価し、適切な教育的支援を行うための実態把握ツー

ルです。）で点数化しそのこの落ち込んでとこにどんな

対応をしたらどう変容して行くかを校内研修の大きな柱

として捉えて行っている。

学年で一人取り上げ学年所属でほぼ毎週ケース会議を

行っている。今年で３年目、話し合いが１、２年目は時

間外に及んだいたので、今年からは勤務時間内に終われ

るようにしている。会議はその子に対してどのように対

応するかワークショップ型でやっている。その中で若手

育成や同僚性を育んでいる。今度 3回目の検証授業を予

定しています。そのことによって学力向上だけでなく授

業態度に変化が見えて良くなってきている。

４ 指導助言

第 3期教育振興計画より抜粋したものになります。

○ 社会の現状や２０３０年以降の変化を踏まえ取り組

みべき課題が３つあります。

１つめ社会の状況変化、２つめ教育をめぐる状況の

変化、３つめ教育をめぐる教育政策のレビューです。

○沖縄県の中学校取り巻く環境の変化で３つあります。

（１）年齢構成の変化・経験年数の不均衡で

大量退職（令和元年度は 208 名の予定）・大量採用

（令和元年 362人）しばらく大量採用になります。

（２）少人数教育・特別支援教育の充実

少人数学級編制（那覇市例：平成 26年小学校 936

学級→令和元年 950学級）と１４学級の増加になり

ます。特別支援教育の充実（那覇市例：平成 26 年

小学 124 学級 令和元年 246 学級）大幅増で先生方

の確保が難しくなっている。

（３）価値観の多様化、家庭教育力・地域教育力の低下

・ SNS の普及で「不登校」「いじめ」「クレーム」etc

○これからの教員に求められる資質・能力

（１）不易の資質能力（使命感・責任感、教育的愛情、

専門的知識、教科や教職に関する実践的指導力、

総合的人間力、コミュニケーション能力等）

（２）時代の変化や自らのキャリアステージに応じて、

求め資質・能力を生涯にわたって高めていくとで

きる力

（３）情報を適切に収集・選択し活用する能力や知識を
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有機的に結びつけ構造化する力

（４）新たな課題に対応できる 力量（アクティブラー

ニングの視点からの授業改善等）

（５）多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し

組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力

○沖縄県公立学校教員等育成指標からでは

（１）教員のキャリアステージを次のように示している

・採用ステージ 1年目・基礎ステージおおむね 3年

目前後・充実ステージ概ね 8年目前後 ・発展ステ

ージ概ね 13年目前後・指導政治概ね 18年目以降

（２）公立学校教員に求める四つの力

・教職を支える力・生徒指導力・授業実践力・学校

運営力（保護者・対応危機管理能力・コミュニケー

ション能力・プレゼンテーション能力・コンプライ

アンス意識等）

○校長のリーダーシップ役割として、沖縄県公立学校教

員等育成指標の「校長の人材育成」に示されている。

①方向性を示す ②組織を整える

③エンパワーメント推進する ④模範となる

「教職員は学校で育つという考えのもと その資質能

力能力の向上を図る連携・協働体制を構築し一人ひと

りが主体的に取り組む風土を醸成することができる。

適切な校務分掌の編成や教職員評価システムの公正・

公平が実施を通して、教職員一人一人の意欲や資質能

力の向上を図ることができる。

各地区の人材育成について校長先生方の取り組みをま

とめました。６ページから１１ページをまとめると共通

していえるのは次のようになると考えます。

○人材育成のポイントの「学力向上・授業改善」では次

の 7点にになります。

（１）経営ビジョン、フォーカスシート、各種調査分析

を活用した成果・課題・理念の共有

（２）「授業スタイル」や「プランシート」等の活用に

よる具体的な占領焦点化

（３）管理職による日常的な授業観察とフィードバック

（４）ミドルリーダーと校務分掌担当者の有効活用

（５）校内研修会・教科会の確実な実施内容の工夫充実

（６）一人一事業と授業研究会の実施と内容の工夫充実

（７）校外研修会への積極的な派遣及び研修内容の周知の工夫

○「学級経営・生徒指導」については 次の７点になル

カと思います。

（１）経営ビジョン、問題行動等調査分析を活用した生

徒指導観の統一

（２）「対応マニュアル」等の活用による具体的実践の

焦点化

（３）ミドルリーダーと校務分掌担当者の有効活用

（４）校内研修・学年会の確実な実施内容の工夫・改善

（５）積極的な生徒指導・学びに向かう集団づくり（学

級・生徒会）の目的を踏まえた実践

（６）教職員評価システムによる効果的な助言

（７）校外研修への積極的な派遣及び研修内容の周知の工夫

○教育公務員特例法の一部を改正する法律について

（中央教育審議会教育課程部会より）

校内外における研修上の課題として

（１）教員の学ぶ意欲は高い、多忙で時間の確保が困難

（２）自ら学び続けるモチベーションを維持できる環境

整備が必要

（３）アクティブラーニング型研修への転換が必要

（４）（初任・中堅等）法定研修の制度や運用の見直し

が必要

○研修改善の具体的方策は

（１）校内の研修リーダーを中心とした体制づくり等、

校内研修推進のための支援の充実

（２）メンター方式の研修の推進

（３）大学・教職員大学との連携

（４）新たな課題等に対応した研修の推進・支援

（英語、道徳、ICT、特別支援教育、AL を踏まえ

た授業改善）

○「メンター方式研修」の推進

メンター方式研修の有効性

課題 ・校内組織の再編が必要 ・時程の工夫

（時間の確保、多忙感の解消）が必要

改善策は「今ある組織・体制・内容にメンター方式の

要素を入れる」ことから

・指導案はベテラン教員と共同で作成、TT

で交互に授業を進める（普天間中）

・授業バディ制度（南風原中）指導案について

は年齢構成で、一人では作らせないという視点で教科

会で作成する。公開授業・模範授業・提案授業という

形で披露させる。授業反省会については管理職も 授

業改善リーダー 、授業改善アドバイザーを利用し是

非参考にしていただきたいなと思います。

最後に、校長は、ここに応じた的確なミッションと具

体的な解決に向けたビジョンを持たせせるとともに、学

校経営への参画意識を高める人材育成を進めていく必要

がある。
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