
第１分科会（教育課程）

はじめに

　学校教育目標の実現を図るためには、自校の教育目標

に沿った重点取組事項を明確にするなど教育課程の編成

方針を定めるとともに、学習指導要領等に基づき教育課

程を編成し、それを実施・評価する中で成果を継続し課

題を改善していくことが大切である。

　これが、学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カ

リキュラム・マネジメント」であり、具体的には、「教

育内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと」

「教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていく

こと」「教育課程の実施に必要な人的または物的な体制

を確保するとともにその改善を図っていくこと」などの

３つの側面から整理し、組織的かつ計画的に各学校の教

育活動の質の向上を図っていくことが指針として示され

ている。

　この指針に沿った展開を図るためには、「社会に開か

れた教育課程」の理念のもと、子供たちが未来の創り手

となるために求められる資質・能力を育んでいくことが

大切であり、家庭・地域と連携・協働のもと実施し、子

供の実態を踏まえながら不断の見直しを図ることが求め

られている。

１　題材設定の理由

　校長は、生徒、学校、地域の確かな現状把握に基づい

た学校教育目標を設定しなければならない。そして、そ

の実現に向けて明確なビジョンを示し、教育課程を編成・

実施・評価・改善していくカリキュラム・マネジメント

に努めなければならない。

　カリキュラム・マネジメントにおいては、教科横断的

な視点で教科内容を組織的に配列することや、家庭や地

域社会との連携を深め、外部を含めた人的・物的資源を

取り入れるなどして社会に開かれた教育課程を効果的に

実践することが求められている。

　また、そうした教育課程を毎年積み重ねて充実させる

ためには、カリキュラム・マネジメントにＰＤＣＡサイ

クルを確立することが急務となっている。校長のカリ

キュラム・マネジメントが、各学年、各学級、各教科等

に浸透し、全職員が協働する体制づくりを目指したい。

そこで、本分科会では、校長のリーダーシップの下、し

なやかな知性と創造性を育む教育課程の編成・実施・評

価・改善についての具体的方策を考える。

２　研究の視点

⑴　目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等

横断的な視点で組み立てていく教育課程の編成の在

り方

⑵　教育課程の実施状況を評価し、その改善を図るた

めの学校評価の開発

⑶　地域等の外部資源を含めた人的・物的資源を有効

活用した教育課程の実施の在り方

３　研究の実際

⑴　教科等横断的な視点を含めた教育課程の編成

①　資質・能力「思考力・自律心・協働力」の明確化

ア　目指す資質・能力の決定

　令和元年度12月の校内研修「次年度計画」で、

学力向上など本校学校課題を確認し、教育目標

の見直しを図った。その際, ３本の学校教育目

標から目指す資質・能力「思考力」「自律心」「協

働力」を決定した。
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研究主題

　「カリキュラム・マネジメント」の推進

　～ 教科等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～

設定の趣旨

　校長は、生徒、学校、地域の確かな現状把握に基づいた学校教育目標を設定しなければならない。そして、その

実現に向けて明確なビジョンを示し、教育課程を編成・実施・評価・改善していくカリキュラム・マネジメントに

努めなければならない。カリキュラム・マネジメントにおいては、教科横断的な視点で教科内容を組織的に配列す

ることや、家庭や地域社会との連携を深め、外部を含めた人的・物的資源を取り入れるなどして社会に開かれた教

育課程を効果的に実践することが求められている。また、そうした教育課程を毎年積み重ねて充実させるためには、

カリキュラム・マネジメントにPDCAサイクルを確立することが急務となっている。

　校長のカリキュラム・マネジメントが、各学年、各学級、各教科等に浸透し、全職員が協働する体制づくりを目

指したい。

　このような視点から、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。
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〃 原 田 利 明 （宜野湾中学校）

〃 友　寄　ゆかり （北中城中学校）

〃 安 田 　 智 （中 城 中 学 校）



第１分科会（教育課程）

イ　学校経営方針の提示

　今年度の校長の経営方針として「組織や評価機

能を生かしたＰＤＣＡマネジメントサイクルを

通して、学習指導要領に基づいた調和のとれた

教育課程の編成に努める」を教職員に提示した。

ウ　教職員の意識を高める校内研修

　今年度、生徒の「思考力・自律心・協働力」

を育成するため,授業改善及び校内ＯＪＴを重

視し、「主体的・対話的で深い学び」の実現を図っ

た校内研修を実践している。

エ　教育課程推進チームの編成・評価

　令和元年度から、教務主任・研究主任・総合

学習主任などのメンバーで教育課程推進チーム

を編成し、学年主任や教科主任との連携を図り

教育課程を編成し、評価している。

②　総合的な学習の時間を核としたカリキュラム

ア　総合的な学習の時間におけるカリキュラム・

マネジメント

　本校は、総合的な学習の時間において教科横

断的にテーマを定め、カリキュラム･マネジメ

ントの中心として実践している。

テーマ＜１年＞「身近な地域」

　　　＜２年＞「社会体験」

　　　＜３年＞「生き方探究」

イ　総合的な学習の時間で定める目標との関連

　本校の目指す資質・能力「思考力・自律心・

協働力」を総合的な学習の時間の目標とし、指

導計画作成において各教科等との連携を図って

いる。

ウ　探究的な見方・考え方を働かせた創意・工夫

　「主体的・対話的で深い学び」の実現のために、

総合的な学習の時間においても、各教科等の見

方・考え方を働かせて創意・工夫しながら実践

している。

〈１学年：総合学習年間活動計画〉

学
期月 日 学習活動 時

数
教科・領域
との関係

１

４ 15
１年間の取組内容と流れについて
（キャリアパスポート）

１ 特活

５

13
ガイダンス「各学級」学習の進め方・
ファイル作成等

１ 特活

20
地域を知る①「グループ決めとグ
ループテーマを考える」

１ 特活

27
地域を知る②「西原の歴史・文化を
知る」（ニシバル歴史の会）

１ 社会

６

３
平和学習「慰霊の日にむけて」（千羽鶴
を折る）

１ 道徳

10
平和学習「西原町の沖縄戦」
（西原町語りべの方々から学ぶ）

１ 道徳
社会

17 平和学習「学年集会」（西原の塔） １

24
校外学習「事前学習」（しおりの読み
合わせ）

１ 特活

26
校外学習「郷土文化にふれる」
首里城公園・玉陵・県立博物館等

３ 社会

７

１ 校外学習「しおりのまとめ」 １ 国語
特活８ 調べ学習①「計画とテーマ決定」 １

15 調べ学習②「ＰＣ室と図書館」 １

特活
社会

９

３
調べ学習③「ＰＣ室で発表用シート
作成①」

１

９
調べ学習④「ＰＣ室で発表用シート
作成②」

１

23 体育祭にむけて「学年演技①」 １
行事
体育

30 体育祭にむけて「学年演技②」 １

10

２ 体育祭リハーサル「全体」 ４

７ 調べ学習⑤「グループで新聞作成」 １ 特活

２

21
これまでの学習の振り返ろう
（自己評価・キャリアパスポート）

１ 特活

28 合唱リハーサル「学年」 １ 音楽

11

４

進路学習（キャリア教育）「全体説明」１

特活
社会

さまざまな職業①
「エコグラム：職業適性検査・動画
紹介」

１

11 教科振替 ２ 各教科

18
さまざまな職業②③「ウェビング：
班活動・動画紹介」

２
特活
社会
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２

11 25
さまざまな職業④⑤
「インタビュー学習の取り組み方・動
画紹介」

２
特活
社会

12

２
さまざまな職業⑥⑦
「身近な人から職業のインタビュー
学習」

２ 特活

９ 教科振替 ２ 各教科

16
さまざまな職業⑧⑨
「インタビュー学習：リーフレット
作成」

２

特活
社会

23
さまざまな職業⑩⑪
「インタビュー学習：リーフレット
作成」

２

１

８
さまざまな職業⑫⑬

「インタビュー学習：リーフレット発
表会」

２

13
上級学校調べ学習①②
「校種・学科別、高校入試のしくみ、
進路希望調査等」

２ 特活

20 教科振替 ２
各教科

27

教科振替 １

上級学校調べ学習③
「先輩から学ぶ会への質問項目を考
える」

１
特活
全教科

２

３
職業調べ「沖縄県キャリアセンター
へ講師依頼」

２

10 教科振替 ２ 各教科

17
先輩から学ぶ会「３年生推薦内定者
の講話」

２ 特活

24
職業人に学ぶ
「職種別に講師を招く：地域コー
ディネーターへ依頼」

２ 特活

３
10

１年間の総合学習を振り返ろう
（自己評価・キャリアパスポート）

２ 特活

17 教科振替「１学年大清掃」 ２ 特活

③　特別活動を核としたカリキュラム

ア　生徒による自主的・実践的な活動

　特別活動の全体計画や年間指導計画・学校行

事計画を作成する際、各教科・道徳・総合的な

学習の時間などの指導と関連を図り、生徒の自

主的・実践的な活動を推進している。

イ　物的・人的等地域資源の活用

　学ぶことの意義や自己実現のつながりを考え

たり、自主的に学習する場として学校図書館等

を活用したり、地域ボランティア家庭や地域の

人々と連携して実践している。また、体験活動

等の充実のために、町中央公民館など地域社会

教育施設等の活用も図っている。

④　道徳教育を核としたカリキュラム

ア　道徳科の指導方針、指導内容、時期本校で育

成する資質・能力を目標に道徳教育の全体計画

に基づき、他教科・総合等との関連を考慮しな

がら年間指導計画を作成し、道徳科の授業を公

開している。

イ　家庭や地域社会との連携

　道徳科の授業において、地域教材の開発や公

開授業などに保護者や地域の方々、各専門家等

と積極的に連携している。

⑵　教育課程の実施状況を評価した学校評価の開発

①　教師の教育課程の評価

ア　教育課程の評価と改善

　令和元年度において、教職員に学校の重要課題

の設定や教育課程の評価項目・内容を明確にした。

○　学校の重要課題の設定

①確かな学力の向上　　③健やかな体の育成

②豊かな心の育成　　　④基本的な生活習慣の確立

○　評価対象と評価項目の設定

○　評価対象

　　教職員・生徒・保護者

○　評価項目

①特色ある学校づくり　　 ⑥健やかな体の育成

②教育目標の設定・具体化　⑦基本的な生活習慣の確立

③開かれた学校づくり　　 ⑧教育課程の編成

④確かな学力の向上　　　 ⑨校内研修

⑤豊かな心の育成

― 71 ―

地域ボランティア

警察官による授業



第１分科会（教育課程）

○　実施計画

期 １学期前半・後半
１学期後・２学

期前
２学期後半

月 ４・５・６ ７・８ ９・10・11・12 １・２・３

視　

点

○前年度の
自己点検自
己評価を生
かした評価
計画の作成 
・実践

□教育活動
における評
価活動の定
着

◇評価活動の
深化と点検・
補完

■客観的な評
価の実施と次
年度の構想・
準備

学　
　

校

○学校経営
方針や重点
目標等を明
確にする。

□ 自 己 点
検・評価の
システムを
確立し、外
部にアピー
ルする。
■教職員の
自己評価を
実施する。

【７月実施】

◇生徒一人一
人の成長の状
況を多面的・
多角的に把握
し、成果と課
題を明確にす
る。
■教職員の自
己評価を実施
する。
【12月実施】

■教職員の自
己評価を実施
する。
【２月実施】
□評価結果に
基づき、次年
度の経営方針
や重点目標を
設定する。

保
護
者
・
地
域
等

△学校経営
方針や重点
目標を保護
者や地域に
説明し公約
する。

（学校便り・
懇談会・Ｐ
ＴＡ総会等
で説明・公
約）

△学校の取
組状況を保
護者や地域
住民に公開 
・公表する

（授業参観・
懇談会・三
者面談・評
議員会等で
公開・公表）

■教育活動に
関する保護者
や評議員等学
校関係者評価
を実施する。
【12月実施】
（学校便り・授
業参観・懇談
会等公開・公
表、学校関係
者評価実施）

△学校の取組
状況を保護者
や地域住民に
公開・公表す
る。
【３月実施】
（学校関係者
評価の実施）
（学校便り・授
業参観・懇談
会・評議員会・
学対報告会等
で公開・公表）

②　生徒の資質・能力の評価

ア　徒の姿が把握できる調査結果

　教育成果を評価するための学校評価として、生

徒の姿が把握できるような評価を実践している。

○　生徒アンケート

項
目

番
号 評　価　項　目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１
２

３

４

５

６
７

８

９

10

私は、学校へ行くのが楽しい。
わからないところを教えるために、
質問を工夫している。
授業では、「めあて」と「まとめ・
振り返り」を行っている。
学校は、情報機器、図書館を利用す
る授業を行っている。
私は、自分の考え方をまとめたり、
意見をよく発表している。
私は、道徳の時間が楽しい。
私は、家庭学習にほとんど毎日取り組
んでいる。
学校は、生徒のことをよく理解し、
相談に親身になっている。
学校は、いじめの問題や困っている問
題について、すぐに対応してくれる。
学校は、進学や就職などの進路につ
いて、きちんと指導してくれる。

11 私は、学習規律（あいさつ・正しい
言葉遣い・学習用具の準備等）を身
につけている。

12

13

14

15

16

私は、学級や学校のきまりを守るこ
とができている。
学級活動では、意見を発表する人が
多い。
生徒会活動には、積極的に参加して
いる。
学校行事は、楽しみで充実感を感じる。
地震や火事の時は、どうすればよい
かを知らされている。

③　学校関係者による評価

ア　学校の教育活動の観察

　学校評議員や学校関係者評価委員による教育

課程の評価として、授業など日頃の教育活動を

参観して評価をいただいている。

イ　教職員との意見交換

　学校評議員会や学校関係者評価委員会におい

て、校長の学校経営、教頭の学校運営、教務主

任の教育課程編成など学校の教育活動全体の説

明を聞いての意見交換を年３回実施している。
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⑶　人的・物的資源を有効活用した教育課程の実施

①　人的資源の活用

ア　教職員の能力の向上

　教育課程編成においては、教職員自身が人的

資源であることを明確にしている。また、教育

課程編成能力・教育課程実施能力・教育課程評

価能力・教育課程改善能力などの能力を向上さ

せている。

イ　学校支援ボランティアの活用

　西原町教育委員会が主体となって組織する学

校支援ボランティアを積極的に活用し、学校の

環境整備支援や朝の読み聞かせ等教育活動支援

を受け、多様な教育活動を展開している。

ウ　授業改善リーダー等加配教員の活用

　県教育委員会から加配されている数学科の授

業改善リーダーや生徒指導支援加配を有効活用

している。

エ　スクールカウンセラー等の活用

　県教育委員会から週１回配置されているス

クールカウンセラーと教職員が相互理解し、協

働体制を確立して、不登校生徒への積極的な対

応を展開している。

②　物的資源の充実

ア　学校図書館の整備

　生徒の主体的な学習を推進するために、読書

センター的・学習センター的・情報センター的

な機能をもつ学校図書館を整備している。

イ　コンピュータの整備

　各教室にインターネットへ接続できる環境を

整備し、各教室へパソコンを設置し、コンピュー

タを活用した授業を展開している。また、各教

室に配置されている電子黒板も授業だけではな

く教育課程経営に関する情報のデジタル化で活

用している。

ウ　学校支援システムの活用

　過去の教育実践や資料を教科等の単元ごとに

データベース化してコンピュータに保管し、教

科経営や学級経営を支援している。また、校務

に必要な情報もデジタル化し、教育課程経営の

状況をチェックしている。

⑷　校長の指導性

①　教育目標の具現化として、本校の育成すべき資

質・能力は「思考力・自律心・協働力」であるこ

とを教職員に明確に示した。

②　教職員にカリキュラム・マネジメントの意識改

革を促し、日々の授業等についても教育課程全体

の中での位置づけを意識させた。

③　校内で新しい教育課程の基準を教職員によく理

解させるために、カリキュラム研究担当教員（研

究主任）を位置づけた。

④　マネジメントサイクルによる学校ＯＪＴを計画

し、校長自ら道徳科や総合的な学習の時間の公開

授業・研究授業を実施した。

⑤　校長として、強い使命感と熱意をもって学校経

営の夢と希望を語り、謙虚な姿勢で職員の心を受

けとめた。
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４　成果と課題

⑴　成果

①　学校教育目標が、学校の実態や課題に即して共

通確認された。

②　本校の育成すべき資質・能力を教職員全員で作

成し、具体化された。

③　教科等横断的な視点で総合的な学習の時間を核

とした教育課程が編成できた。

④　教育課程の実施状況を評価した学校評価の開発

ができた。

⑤　教育活動に必要な校内外の人的・物的資源を活

用して特色ある教育課程が実施できた。

⑵　課題

①　カリキュラム・マネジメントの３つの側面、①

教科等横断的な視点、②各種データ等に基づく視

点、③外部の人的・物的資源を活用する視点、を

学校評価に取り入れる。

②　各教科等の授業において、生徒が主体的・対話

的に学んでいるか、地域や家庭と協力しながら生

徒を育てる教育になっているかという観点で質を

高めていく必要がある。

おわりに

　しなやかでたくましい校長として、リーダーシップを

発揮し、学校と家庭・地域が役割を自覚するとともに、

学校が目指すべき資質・能力が育成されるよう、創意工

夫した特色ある教育課程の編成・実施により一層努めて

いきたい。

　校長は、人間的に魅力あふれる教員を育成する。教職

に対する強い情熱、教育の専門家としての確かな力量、

総合的な人間力を備えた魅力ある教員を育成する。

　教育に対する使命感や生徒への愛情をもちながら教育

の課題に適切に対応することのできる力量のある教員の

資質向上は、カリキュラム・マネジメントの推進により

行われなければならない。
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１　はじめに

　新学習指導要領では、これからの時代に求められる資

質・能力を各教科の見方・考え方に基づいて育成してい

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」の実現に向けた授業改善を推進する

ことが求められている。また、各学校においては校長の

リーダーシップのもと「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向け、教科の壁を乗り越え、相互に高め合う研修

や授業評価の視点を共有するなど学校組織として体制づ

くりを行い授業を工夫改善していくことが必要である。

今年度は「新型コロナウイルス感染症」の感染防止対策

と並行しながらの研究となり、コロナ禍の中で例年とは

異なる実践も必要とされてきた。年度当初からの休業な

どが行われ十分な研究期間とはならなかったが、このよ

うな状況下で研究を実践し、授業改善に努めてきたとこ

ろである。以下、本地区４校の実践事例をまとめ、成果

と課題を明らかにする。

２　主題設定の理由

　変化の激しい社会において主体的に考え、他と協働し、

よりよく問題を解決していく人材を育成するため、学習

の質を高めるための「主体的・対話的で深い学び」の授

業実践と学校の体制づくりが重要である。そこで校長の

リーダーシップのもと、学習の質を高めるための「主体

的・対話的で深い学び」の授業実践と学校の体制づくり

に関連し、次の視点から共同研究を実践する。

３　研究の視点

⑴　授業改善に係る学校組織体制づくり

⑵　各学校の特色ある取組み

⑶　校長の関わり・指導性

４　研究の実際

【東江中学校（生徒274名）】

⑴　学校の実態

生徒が、学習内容を人生や社会の在り方と結びつ

けて深く理解し、これからの時代に求められる資質・

能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続ける

ことができるよう、「主体的・対話的で深い学び」を

視座に置く授業改善を活性化していくことが重要で

ある。本校では、主体的・対話的で深い学びを実現

させ論理的思考力を高める授業として、「協同的な学

びを軸とした授業」を全教科全授業で取り組んでいる。

⑵　授業づくりの主な視点

①　学校全体で、日頃から全ての教科で、本校の目

指す授業像と「対話」と「協同」のある学びの授

業スタンダードを基本とした授業を展開していく。

②　全ての教師が各教科等の授業で「きき合う授業

づくり」に取り組むことにより、「対話と協同の

ある学び」の基盤となる「きき合う関係、ケアし

合える関係、安心して学べる関係」を構築する。

③　「三つの対話」（「教材との対話」「他人との対話」

「自己との対話」）が三位一体となった協同的な学

びを構築することにより、「習得・活用・探究型学

習」及び「言語活動」の充実や「キャリア教育の

視点を踏まえた『確かな学力』の向上」につなげる。

⑶　実践力を高めるための校内研修

①　課題を解決するためのベクトル合わせ

ア　教師が校内研修に対して共通理解を図り、連携・

協働して取り組むことができる研修体制を整える。

イ　学級、学年、教科の枠を越えて学校全体のベ

第 ２ 分 科 会

研究主題

＜主体的・対話的で深い学びの実現＞

　学習の質を一層高めるための「主体的・対話的で

深い学び」の授業実践と学校の体制づくり

設定の趣旨

　予測困難で急激に変化していく社会を切り拓いていくには、未知の状況においても主体的に考え、他と協働し、

よりよく問題を解決していく人材が求められており、その育成は急務といえる。そのため授業では、育成すべき資質・

能力を、各教科等の見方・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、「どのように学か」という主

体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を実現することが求められている。

　今回、育成すべき資質・能力は、幼・小・中・高と全教科等において明確化された。教職員が教科の壁を乗り越え、

相互に高め合う研修や、授業評価の視点を共有化するなど、学校組織として体制づくりを行い、授業を工夫改善し

ていくことが必要である。

　このような視点から、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。

共同研究者 渡 久 地 　 政 　 孝 （ 本 部 中 学 校 ）

〃 島 袋 賢 雄 （ 東 江 中 学 校 ）

〃 小 渡 克 彦 （ 上 本 部 学 園 ）

〃 大 城 正 章 （今帰仁中学校）
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クトル合わせをすることが、校内研修の大きな

目的の一つであることを全職員で認識する。

ウ　校内研修テーマと関連した個人の追求テーマ

による授業改善（教職員評価システムに盛り込む）

②　同僚性の構築

ア　すべての教師が授業を公開し（年２回以上）

「教師が何をどう教えたか（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）」を視点に授業を観察し、生徒の固有名を

出しながらその生徒の具体的な学びの姿を全員

が述べる授業リフレクション（研究協議）にす

ることにより、教科の壁を越えて「授業力（教

師力）」を磨き合い、同僚性を構築する。

イ　教師が専門家として学び、成長し合う場所と

しての学校をめざす。

ウ　授業研究は教科の特性にとどまらず、教科を

越えて学校経営、教科経営の視点に立った取組

を意識して行う。

エ　外部人材の積極的な活用

・校内研修に指導主事等の招聘や内部講師を活

用し、校内研修の活性化を図る。

・地域の「ひと・もの・こと」をいかした教育

活動を推進し、互いに学び合う場所としての

学校をめざす。

⑷　校長の関わり・指導性

①　学校経営ビジョンの深化・浸透、課題を解決す

るためのベクトル合わせに努める。４月当初の職

員会議等において、学校経営ビジョン（グランド

デザイン）と、県・地区・市の教育施策、「学び

の共同体」のビジョンと哲学を全教職員に示し、

取組の方針、課題等の共有化を図る。

②　校内研修を学校運営の中心に据え、ＯＪＴ、Ｏ

ｆｆ－ＪＴ、ＳＤを推進する。

③　教師個々が校内研修テ－マや校内研修の方針を

具体的にイメ－ジできる指導助言に努める。

④　校内研修計画の企画立案の段階での効果的な指

導助言に努める。

⑤　フォーカスシート、教職員評価システム、学校

評価等を有機的につなげ、学校組織マネジメント

の機能を高める。

【上本部学園（生徒77名）】

⑴　学校の実態

　本校は、令和２年５月に本部町立小中一貫教育校

「上本部学園」として開校した。児童生徒は、異年

齢との交流が比較的多く仲も良いが、学力やコミュ

ニケーション能力については個人差が大きい。本校

においても確かな学力の向上は課題であり、「主体的・

対話的で深い学び」の授業実践が課題解決につなが

ると考え、以下のように取り組んでいる。

⑵　授業改善の取組

①　校内研修の充実

　研究テーマを「確かな学力を育み伸ばす小中一貫

教育」と設定し、授業改善に取り組んでいる。

ア　授業改善の方向性をそろえる

　学力向上推進学校デザインシート・フォーカ

スシートの全職員での確認と学力向上推進室か

らの施策解説動画の視聴、児童生徒の昨年度の

状況等の情報交換を行った。

イ　ＩＣＴ機器の効果的な活用研修

　ロイロノートの操作と活用方法について、本

部町ＩＣＴ支援員を講師として研修会を実施し

た。グループでの話し合いや全体での発表等、

場面毎の活用方法や思考ツールの活用の仕方等

を学んだ。

②　互見授業週間の設定

　　６月15日（月）～19日（金）の期間を設定し、

他教科や他学

年、 小・ 中 校

種間の授業を

互いに参観し

た。今回は、参

観者が少なく、

フィードバックを行う時間も充分とれなかった。

③　管理職による授業観察とフィードバック

　　校長による授業観察を毎日実施している。１時

間張り付きではなく、短めの時間で全学級をま

わっている。曜日によって時間帯を変え、全教諭

の授業が参観できるように工夫している。フィー

ドバックする時間が充分にとれず、週案へ記載し

たり、メモを渡したりする等の方法をとっている。

教職員評価システムの面談の中でも授業改善に向

けた助言を行っている。

⑶　特色ある取組

①　実践英語学習

　　小学５年生から中学３年生までの児童生徒が、

年間３回程度、海洋博記念公園において、外国人

観光客と英語で会話をする授業を実施している

（今年度は未実施）。本部町教育委員会が主催し、

名桜大学協力の下、前学習から本番まで楽しみな

がら実践している。児童生徒からは、外国の人々

とコミュニケーションがとれる喜びと英語を学ぶ
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意欲の高まりが感じられる。

②　地域資源を活用した学習

ア　読み聞かせ・ムンガタイ（物語り）

　保護者や地域住民による読み聞かせを週１回、

ムンガタイを学期に１回実施（今年度は未実施）

イ　教科、総合的な学習の時間

　　本部町グッジョブ連携協議会、美ら島財団等

と連携し、職場体験やウミガメ学習等、各学年

の指導計画作成から講話等、体験まで関わって

もらい実施している。理科での海洋博記念公園

プラネタリウムでの星空観察や地域海岸の地層

観察などを行っているが、各教科における地域

人材や施設等の活用はまだ少ない。

⑷　校長の関わり・指導性

①　学校経営方針・授業改善に向けた取組の確認

②　研究主任への助言、研究の方向性の確認

③　校長による授業観察、指導助言

④　ＯＪＴの推進（ＩＣＴ活用、授業づくり）

⑤　外部機関等と連携した学習に関する窓口の一本

化（地域連携担当教諭の役割として明確化）

⑥　学校だより、ＨＰ等による情報発信

【今帰仁中学校（生徒297名）】

⑴　学校の実態

　本校の学校課題は「確かな学力」である。全国学

習状況調査、沖縄県到達度調査、その他各種の学力

調査の正答率において、ここ数年沖縄県と大きく差

が見られる。また、昨年度の全国学力学習状況調査

生徒質問紙の結果においては、自己肯定感、教師と

の関わり、夢や目標などは、全国・県平均を上回る

ものの、教科に関する項目は殆どが、県を下回って

いる状況である。このような実態を受け、昨年度よ

り「授業改善（職員の意識改革）を核とした確かな

学力の向上」を校長テーマに掲げ、校長として、経

営方針の明確化、１年間の目標設定、学期の目標設

定、行動目標を立て課題解決を目指した。

⑵　経営方針の明確化

①　「徹底した授業づくりと生徒理解」を通して、

子供の可能性を引き出し・育てる教育の推進を掲

げ、経営方針の明確化・焦点化を図る。

②　昨年度、県から示された「学力デザインシート」

を本校の学力向上推進計画として教育計画に位置

付け、各教科の指導の努力点、校内研修との関連

性を明確にする。

③　職員室前面、週報に毎月の経営方針を記載し浸

透を図る。

④　校長（職員室）便りを活用し、授業改善の考え

方、職員の授業改善の取り組みを紹介する。

⑶　課題解決の方策

①　教科部会の充実

ア　指導主事の効果的活用を図るため、全教科で

指導主事を招聘する（教科支援訪問を含む）

イ　学期ごとの計画を立て、より実践的なと取り

組みを行う。

②　職員の研修参加意欲の構築（昨年度より）

ア　名桜大学研修センターの活用

イ　各教科研究会への参加

ウ　近隣校との連携

エ　県外先進校視察

③　評価システムの目標・手立てを日頃の授業づく

り（教科テーマ）と一致させる。

④　教材研究の時間確保のために、週時程の大幅な

見直しを図る。

ア　職員会議、校内研修（理論研修）を長期休業

中のみ実施し、月・水・金曜日の放課後は、担

任・学年裁量の時間にあて、教材研究・教育相

談等、職員に主体性を持たせた取り組みを行う。

イ　生徒指導、教育相談部会を無くし、ミニケース

会議に変更（緊急時に備え週時程には位置付ける）

⑤　その他（若手職員の活用）

ア　２年目経験者の取り組み（校内研修の授業実

践事項と本人の研究実践事項との関連）を校内

研修で実践発表させ、自分の型から抜け出せな

いベテラン教師の意識の高揚を狙う。

⑷　校長の関わり・指導性

　主体的に学び続ける教師として、教科の専門性を

とことん追求し授業力向上に向かう職員、深い生徒

理解に基づき教育実践を行う職員に育てていくこと

が、校長の責任だと考え実践してきた。しかし職員

の入れ替わり、新型コロナウイルス感染対策等によ

る通常の教育活動が厳しい中、課題は山積みである。

その中で関係する職員とのコミュニケーションを図

りながら見通しを持たせ、学校経営（確かな学力）

の体制づくりに、校長の手腕（指導性）を発揮でき

るよう努めていきたい。

【本部中学校（生徒258名）】

⑴　学校の実態

　本校は本部高等学校との中高連携校の指定を受け

ており、一般入試とは異なるためか、受験勉強への

意識が低いのが実態である。本校においては「主体的・

対話的で深い学び」の授業実践は急務であり、最重

要課題である。そこで、本校では校長方針の授業実

践の柱として①校内研究の充実、管理職の授業観察

とフィードバック②教員評価システムとの連動等を

掲げて、実践を進めてきた。
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⑵　研究体制の充実

①　校内研究の充実

　　本年度はコロナ禍の中で外部からの講師招聘が

難しい実態があった。そこで校長を含め教職員自

らが講師となっての校内研究を推進し研究体制の

構築と授業改善の実践に努めた。

②　管理職の授業観察とフィードバック

　　校長は互見授業旬において全教師の授業を参

観し、てフィードバックを実践している。また、

校長自らも道徳で授業を公開し、先生方からの

フィードバックを頂いた。

③　校長による道徳の授業公開

　　１学年の道徳の授業ではローテーションを計画し

ている。校長も１学

年３学級での授業を

実践し、指導案づく

りで道徳推進教師の

助言をいただいたり、

授業が終わった後の

フィードバックを頂

きに行くなど校長と

しても実践することで充実した取り組みとなった。

⑶　教員評価システムとの連動

　６月までに教員評価システムにおける期首の目標

設定を行った。そこで授業を担当している教員には、

全員に授業改善のサブテーマを設定し、重点的に授

業改善に取り組むこととしている。授業改善の評価

は、設定したサブテーマを根拠として中間面談、最

終面談を実施する。例えばＡ図にある教員Ａは「Ｉ

ＣＴの活用」を授業改善のサブテーマと設定したた

め、授業観察の視点もＩＣＴ活用場面を重点的に行

うこととしている。また、他にも教員Ｂは「発問の

工夫」をサブテーマに設定したため、「発問によっ

て期待する生徒の変容」を重点に観察していくこと

としている。授業改善といっても総花的に漫然と授

業改善を実践するのは難しいと考えている。また、

顕著な事例については、学校全体の授業改善にも生

かしていくため、学校全体の校内研究でも共有を

図っていく計画である。

⑷　校長の関わり・指導性

　本校の取組は今年初めて取り組んだ目新しい内容

はない。「校内研究」や「校長の授業観察とフィー

ドバック」、「教員評価システムの面談」、等はいず

れもこれまで取組まれてきたことである。しかし、

これまで教育計画にも示されている取組が年度当初

確認されたにも関わらず、形だけの実践に留まって

いると感じた。校長として計画されたことの着実な

実践、振り返り、改善というＰＤＣＡサイクルを全

教職員で行うことが重要であると考え実践している

ところである。

５　成果と課題

⑴　成果

①　校長の経営方針を明確にし、校内研究等をとお

して連携・協働して取り組むことで、教職員の意

識が向上してきた。

②　本研究をとおして「校長の関り・指導性」につ

いて研究が深まり共有化が図られた。

⑵　課題

①　全国学力学習状況調査等の各種調査が正式に実

施できなかったため客観的な検証が難しい。学校

評価や各市町村での調査等を活用し評価する。

②　コロナ禍の中で外部からの助言を受けるのが難

しいなど、多くの制限がある。その中で各学校が

自らの資源も生かしながら、どのように取り組む

か工夫が必要である。

６　おわりに

　本年度は、コロナ禍の中で研究期間が５月途中から７

月までの２か月余りと短く、まとめを行うにはあまりに

も短い期間である。しかし、令和３年度より中学校でも

新学習指導要領が全面実施となる中で、「主体的・対話

的で深い学び」の授業改善及び評価計画の立案は喫緊の

課題である。本研究を進めた学校は「小中一貫校」や「学

びの共同体の理念を取り入れた学校」等特色ある取り組

みを進めている。今後は、授業改善における校長のリー

ダーシップがこれまで以上に重要である。学校経営の中

軸に授業改善を据え研究を推進していく。
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１　はじめに

　本校は、今年で59年目を迎え、生徒数は、650名を超

え那覇市でも３番目の規模の中規模校である。隣接する

自然豊かな末吉公園には多くの動植物が生息し、校庭に

は野鳥のさえずりが響くなど、生徒達は自然と親しむ中

で学習に取り組んでいる。本校ではスポーツ・文化の両

面で多くの生徒達が活躍し今日に至っている。

　地域の環境としては、閑静な住宅街と日々変化・発展

の著しい新都心を校区の一部とし、古き良き伝統と新し

さが混在する中で教育活動が営まれている。

　本校では、平成27年度より、学校経営方針の指導努力

目標に「たくましい心と体を育む教育の推進」を掲げ、

体育・スポーツ活動の指導の充実を目的に、新体力テス

トの結果などを分析し、教科・部活動（陸上・駅伝含

む）との連携を図った体力の向上に努め、新体力テスト

の結果を全国平均に近づけることを目標として掲げてき

た。体力の適切な向上や家庭との連携強化を目的に、沖

縄県中学校体育連盟から出されている「望ましい運動部

活動を目指した活動方針」や沖縄県教育庁保健体育課か

ら出されている「家族で挑戦!がんじゅうアップチャレ

ンジ330運動」等の推進にも取り組んできた。

２　主題設定の理由

　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。生徒がこれからの社会を生き

ていくためには、健やかな身体の育成と体力の向上、生

涯にわたってスポーツに親しむ資質・能力を育てること

は極めて重要である。食育やアレルギー対応、心身の健

康の保持増進に関する健康教育のいっそうの推進を図る

とともに、安全教育や防災教育及び現代的健康課題に取

り組むことも必要である。

　取組の中で一番大事なのは、生徒が安全・安心の中で、

教職員や保護者・地域とともに連携して取り組むことで

ある。学校行事や部活動等において、これまで行き過ぎ

た勝利至上主義（教職員、保護者）やスポーツ障害等が

あり、生徒の過重負担（一部生徒の負担、練習時間や期

間、部活動や他の大会、学業とのバランス）や教職員の

多忙感（練習〔指導〕に係る時間）等があった。

また、例年、本校は手足の骨折や頭部打撲が多く、それ

に対する対応策の改善が求められる現状がある。

　そこで、校長としての具体的な関わりと生徒の自己肯定

感を高め、豊かなスポーツライフを実現するための取組を

共有したい。

３　研究の視点

⑴　豊かなスポーツライフ実現するための教育の充実

⑵ 健康で安全な学校生活を送るための健康教育の推進

４　研究の実際

⑴　保健体育の授業における「体力を高める取組」

①　各単元のウォーミングアップで体力テストの項

目を組み込む。

　　例として、バスケットボールの授業のウォーミ

ングアップで、主運動に関連の大きい「反復横跳

び」を組み込む。

第 ３ 分 科 会

研究主題

　健康で安全な生活を実現するための教育の充実

設定の趣旨

　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、そのことが生命軽視の言動に

つながり、いじめなどの社会的な問題となることもある。これからの社会においては、なおいっそう生徒一人一人に、

道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を身に付けさせることが大切である。そのためには、他教科等

との関連を図りながら、「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、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。

　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。生徒がこれからの社会を生きてい

くためには、健やかな身体の育成と体力の向上、生涯にわたってスポーツに親しむ資質・能力

を育てることは極めて重要である。食育やアレルギー対応、心身の健康の保持増進に関する健康教育のいっそうの推

進を図るとともに、安全教育や防災教育及び現代的健康課題に取り組むことも必要である。

　このような視点から、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。

共同研究者 上 江 田 　 賢 　 也 （ 松 島 中 学 校 ）

〃 松 島 良 規 （真和志中学校）

〃 田 畑 武 正 （ 安 岡 中 学 校 ）

〃 山 里 　 望 （ 松 城 中 学 校 ）
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②　20Mシャトルランを定期的に行う。

　　本校の20Mシャトルランの結果は県平均よりも

高いが全国平均には届いていない。

③　沖縄県教育委員会が推奨している「がんじゅう

アップチャレンジ330～週３回30分以上をめやす

に運動を～」への取組。

　　これらの取組を体力テストのデータから成果を考

察すると、２年男女、３年女子が全国平均を上回り、

体力向上の取り組みの効果があると考えられる。

　　また、経年比較から２年、３年男女ともに年々

体力の向上が見られ、全国平均を下回った男子で

はあったが、取組の成果はあると考えられる。

④　体育の授業を通して（スポーツへの関わり方の理解）

　　スポーツの特性を（楽しみ方など）教師と生徒

が共通理解し、同じ目標を目指して実践できるよ

うな授業形態を構築した。例として、器械運動

は克服型スポーツであり、他人との競争ではな

く、できなかったことをできるようにすることに

楽しさ（達成感）があるスポーツである。そのた

め、全ての生徒が「できないことへの挑戦」を行

う。「できないからやらない」という言葉は、そ

れに適さない雰囲気ができる。また、仲間と教え

学びあう時間を設けることで、「相手の立場になっ

て思いやる」ことや「仲間の成長を自分のことの

ように喜び合える」雰囲気を作っていく。そのよ

うな経験が生涯スポーツに親しむ資質・能力の向

上につながっていると考える。

⑵　校内陸上（学校行事）の取組　

　　本校では今年度の校内陸上の個人種目（100M走

や1500M走など）を、学年別にせずに下級生も上級

生も一緒に競技を行った（得点は学年別）。スポー

ツを通して学年の枠を超えた仲間づくりを楽しむ

ことをねらいとし、スローガンには３F精神：ファ

イティングスピリッツ（最後まで一生懸命に競技

をする）、フェアプレー（ルールを守る）、フレンド

シップ（ともに競技した仲間を讃え合う）を掲げた。

　　実際の競技では、下級生が上級生に果敢に挑む

姿や、それに負けじと頑張る上級生の姿などが見

られた。また、ゴールした後は学年の枠を超えて、

互いに検討を讃え合う姿や、まだ競技中の生徒を

応援したり、仲間の成功を自分のことのように喜

ぶ姿が見られた。やがて、その雰囲気が会場全体

にも伝わり、生徒・保護者・職員の暖かい応援が

飛び交う校内陸上となった。

⑶　豊かなスポーツライフの実現に向けての取組

①　スポーツへの関わり方の理解（陸上・駅伝の取

り組みを通して）

ア　スポーツの関わり方は「行う、見る、支える、

知る」の関わり方があり、その具体的な関わり

方を生徒、教職員、保護者へ周知しスポーツ環

境を整える。

イ　沖縄県中学校体育連盟が推進している「望ま

しい運動部活動を目指した活動指針」の基、生

徒のバランスのとれた生活を配慮し、スポーツ

障害を予防する観点並びに健全な心身の育成の

趣旨を踏まえた運動部活動の企画・運営にあたる。

②　実践結果

　　今年度の地区陸上競技大会、地区駅伝競走大会

では、ほとんどの生徒や職員が「行う」「見る」「支

える」のどちらかに関っていた。職員間の共通理

解と生徒・保護者への周知に力を入れたことで生

徒・職員が「知る」という関わりから、選手、指

導者、マネージャー、応援者として「行う、見る、

支える」の関わりにつながる取組となっていった。

　　地区陸上競技大会では例年大規模校が上位を独

占する傾向にあるが、中規模校の本校が総合３位

に入ることができた。また、地区駅伝競走大会で

は独走状態で優勝することができ、その後も力を

伸ばし続け県大会で優勝し、九州・全国大会へ出

場することもできた。オーバートレーニングは決

して行わずに、「望ましい運動部活動を目指した

活動指針」にある、「休日の確保」「科学的・効果

的な練習の工夫」「生徒の主体性を尊重しながら、

バランスのとれた生活の確保」などの取組で、生

徒たちはケガをすることなく、楽しく体力を伸ば

し続けたことが競技結果につながった形となった。

　　このようなスポーツ活動を通して、生徒たちは

体力の向上だけではなく、スポーツへの理解を深

め、マナーや愛校心・団結力を育成するとともに、
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生徒相互の親睦を図ることができ、心身の健全な

育成と学校生活の活性化に確実につながっている。

⑷　文化スポーツにも挑戦

　　毎年、５月３日には那覇市内各学校男女２チー

ムが新学期が始まると同時にプールや本番会場で

練習し、「那覇ハーリー」に参加。タイムレース

で競い合って保護者や地域の方々と連携して頑

張っている。

　　また、10月には「旗頭フェスタ」にも参加し、

地域の自治会や青年会の指導の下、伝統文化のス

ポーツに参加している。

⑸　健康で安全な学校生活を送るために

　　本校は学校生活の中で体育の授業中、休み時間

や放課後の部活動中における怪我が多い。そのたび

に近くにいる教職員が初期対応をしているが、対

応が的確でない場合が見られた。そこで、校長と

して養護教諭と連携しながら、学校生活における

怪我の初期対応マニュアルのポスター作成、生徒

自身による危機回避能力を高めるため大学と連携

した「ヒヤリハット学習会」や定期健康診断から

見える健康課題について生徒とともに取り組んだ。

①　教職員の危機管理体制の構築

ア　年度当初の救急体制の基本的な校内研修

イ　エピペン等のシミュレーション演習実施

ウ　「頭部打撲」に関する初期対応と救急対応に

ついてマニュアル作成

②　生徒の危機管理意識の向上

ア　実態を知らせるための「学年別、部活動発生

状況の掲示物作成」

イ　自身の危機管理意識を高めるための「ヒヤリ

ハット」学習会の実施。（名桜大学スポーツ健

康学科の学生と共同研究し学生と共に考える学

習会：ハインリッヒの法則）

ウ　歯周病対策（社会の変化に伴う新たな健康課題）

　　課題解決

のために学

校歯科医の

病院へ訪ね

アドバイス

をもらい全

校生徒への

周知。
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（職員も一緒に体力づくり）

多くの職員・保護者が「支える・応援する」に関わってくれた

県駅伝競走大会優勝！
九州・全国大会へ
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　③生徒の危険回避能力の育成

　　生徒自らの判断で安全を確保し、日頃から災害・

防災・減災への意識を高める「危険回避能力」の育成。

ア　「避難訓練について」の実態調査。

ア　あなたは火災、天災、その他不測の事態に

備え安全かつ迅速に避難できるか。

イ　防火、防災などの災害に対する安全管理・

危機管理について普段から注意して行動して

いるか。

ウ　避難訓練を通して人命尊重の精神や集団の

規律を守り協力して行動できるか。

イ　「避難訓練」の実施。

ア　避難経路の表示

イ　生徒の避難経路の動画の作成

・避難訓練についてのねらい

・日時と内容

・実際にやってみせる

・避難時の注意（おかしもち）

⑹　校長の関わり・役割

①　体力向上を重点目標に掲げ、新体力テストの分

析を基にチームとして生徒に全教職員が関わる。

②　「松島中学校を創造する」全体構想図の作成。

③　教科・部活動（陸上・駅伝含む）との連携を図

るため起案書作成からの校長の指導助言。

④　養護教諭と連携した学校安全の取組における指

導助言及び専門医との連携。

⑤　今回の学習指導要領の改定ポイントである「行う、

見る、知る、支える」の関わり方を生徒、教職員、保護

者へ周知し、生徒・教職員が「知る」という関わりから、

選手、指導者、マネージャー、保護者（応援者）として

「行う、見る、支える」の関わりに繋がる取組を行う。

⑥　校長だよりの発行による生徒の「自己肯定感」

を高める取組。

５　成果と課題

⑴　成果

①　体力を高める目的や実態を理解させることで実

践意欲の高まりが見られた。

②　体力を高める取組を通して、２年、３年男女と

もに年々体力の向上が見られ、２年男女、３年女

子が全国平均を上回ることができた。

③　スポーツへの関わり方の理解を周知する等ス

ポーツ環境（危機管理体制の構築等）を整えたこ

とによって、多くの生徒・職員が行事等に関わり、

心身の健全な育成と学校生活の活性化につなげる

ことができ、競技結果にも反映している。

⑵　課題

①　積極的に運動する生徒とそうでない生徒の二極

化傾向への対策を、より継続的・系統的に行うた

めの情報収集や計画を強化する必要がある。

②　「豊かなスポーツライフの実現のため」を目指

す上で課題となっている行き過ぎた勝利至上主義

（職員・保護者）や、スポーツ障害を引き起こす

生徒が少数見られた。

６　おわりに

　本実践を通して、1日の大部分を過ごす学校生活におい

て、安全・安心して学校生活を送り勉強やスポーツに親

しむためには、学校・生徒・保護者が一体となり生徒と

関わりながら信頼関係を築き、「寄り添い」「見守り」「支

え」、生徒の自己肯定感を高めることにより、規範意識の

醸成、しいては、自己指導能力の向上に繋がったこの取

組を校長のリーダーシップを発揮して、継続していきたい。
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第４分科会（自らの生き方）

１　はじめに

　昨今の経済・産業構造の変化に伴う就職環境・就労環

境の現状において、確固たる勤労観・職業観の育成が重

要である。また、生徒のコミュニケーション能力や自己

肯定感の育成など、生徒が具体的な将来像を持ち主体的

な進路選択ができるよう指導することが必要である。

　中学校では、義務教育の最終段階ということを踏まえ

特別活動の時間を始め全教育活動の中で社会的自立に向

けて取り組んでいる。とりわけ、中学校段階におけるキャ

リア発達は現実的探索と暫定的選択の時期にあたること

から、肯定的自己理解と自己有用感の獲得、興味・関心

に基づく勤労観・職業観の形成、生き方や進路に関する

現実的探索などのキャリア発達課題に即した目標設定を

行う。

　さらに、地域社会との多様な触れあい活動を行い、大

人の生き方を学ぶ機会を計画的に設けるなどして自己理

解を深め、よりよい人間関係力を高める取組を進める。

２　研究の視点

⑴　キャリア教育の視点を踏まえた教育活動の推進

⑵　職場体験、勤労生産体験など体験活動の推進と体

験を生かす指導の充実

⑶　地域社会との多様な触れ合いの機会の設定

３　研究の実際

⑴　竹富小中学校の具体的取組

　本校は、石垣島の南西約６㎞の海上に盆を伏せた

ように浮かぶ人口約350人の竹富島にあり1987年重

要伝統的建造物群保存地区に選定され、年間約60万

人の観光客が訪れる観光の目玉となっている。また、

国指定の重要無形民俗文化財の種子取祭は、島最大

の行事である。三つの集落の中央に位置する学校は

小学校で創立128年、中学校は71年目を迎える。

①　交流学習（石垣中学校で学ぶ）

目的： 大規模校での経験や体験を通して多様な

考え方を学ぶ。

取組： 実際に授業を受けたり学級活動や部活動

を体験学習する。

②　海の子集会（モズク、アーサ採り）

目的： 実際に収穫を体験することにより海（自

然）からの恵みへの感謝の気持ちや勤労

への意欲・関心を育む。

取組： 収穫から選別・貯蔵までの一連の作業を

体験する。収穫したモズク、アーサを給

食で頂き食育へつなげる。

第 ４ 分 科 会

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

設定の趣旨

　現在、変化の予測が難しい時代が訪れており、今後さらに加速する事が想像できる。そこで、生徒が自らの可能

性を最大限に発揮し、協働や対話をもとに社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育み自らの

生き方を模索する事は、キャリア教育の大きな役割である。

　これらのことから、個々の生徒の個性の伸張を図りながら、社会的・職業的自立を図るための基礎的・汎用的能

力を身に付けさせ、キャリア発達を促さなければならない。

　このような視点から、校長としての具体的な関わりを論じ、協議題に迫る学校経営の展開を究明し共有する。

共同研究者 黒 島 善 一 （竹 富 小 中）

〃 宮 良 信 浩 （石 垣 中）

〃 嘉 良 　 寧 （崎 枝 小 中）
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第４分科会（自らの生き方）

③　テードゥンムニ大会

目的：方言の継承。

取組： 昭和52年（1977年）に始めた大会も42回

の開催となった。方言の見直しが全県的

に言われている中で、最も早くから行わ

れている。

④　「種子取祭」への参加

目的： 地域の伝統行事を受け継ぐ担い手の一人

としての誇りを持たせる。

取組： 庭・舞台の芸能の演目について学び男女

とも小学校高学年より出演する。

⑤　成果と課題

ア　体験学習を通して勤労の意義、大切さを知

ることができた。

イ　地域の自然や産業、伝統文化に興味関心を

持ち理解が深まった。

ウ　体験学習を通してコミュニケーション能力

や表現力が高まった。

エ　地域の教育資源を効果的に活用するために

地域コーディネーターを育成する。

⑥　校長の指導性

ア　学校経営方針、重点目標にキャリア教育を

位置づけ推進した。

イ　学校行事や地域行事の目標を明確にし体験

活動から体験学習への意識付けを図った。

ウ　学校教育活動が効果的に展開するように家

庭地域連携を強力に推進するよう図った。

⑵　石垣中学校の具体的取り組み

　本校は校区内の３小学校（石垣小・新川小・真喜良

小）から生徒が通い現在19学級（特別支援２・通級１）

生徒数536名の適正規模校である。生徒会活動・部活動

が活発で校訓の文武両道を合い言葉に、各種大会・コ

ンクール・検定等でも大きな成果を収めている。日課

においては石中運動「立ち止まり挨拶・２分前着席１

分前黙想・クリーンエブリデイ」、朝読書、補習指導等

に取り組んでいる。授業全体も落ち着き高校進学率

も大幅に改善された。反面校区内には児童養護施設

があり、子供の貧困や不登校問題等を抱えている。

①　経営の重点における「キャリア教育」の位置づけ

ア　発達段階に応じた基礎・汎用的活用能力の育成

・キャリア教育全体計画、キャリア教育プログ

ラムの策定

イ　キャリア教育の視点を踏まえた体験活動や教

科指導の意図的・計画的な実施

・ 職場体験（１年・２年）、高校体験入学（３年）、

進路講話（全学年）等啓発的な体験学習の実施。

ウ　教育活動全体を通した「目的意識」「自らの

生き方を考える力」の育成

・進路講話、職業講話、思春期教室等の実施

エ　目的意識の高揚を図り、自分の進路を選択決

定する力の育成

・計画的、系統的な進路学習・進路指導の充実

②　各学年のキャリア教育の指導目標と指導内容

ア　１学年

・目標「自己理解・他者理解をする」

・内容：職場・福祉体験、自己理解、進路学習

イ　２学年

・目標「集団とともに自身も成長する」

・内容：適正と進路、ルックジョブ、修学旅行

ウ　３学年

・目標「将来設計と自己実現」

・内容：自己の進路、希望する学校・職への理解

③　キャリアを育む教育活動

ア　１学年：福祉体験・職場体験（今年度中止）

（ねらい） 介護施設等多くの職場体験を通して

福祉や多くの職業への関心・理解を

深める。

○体験活動： 介護施設での車いすやアイマスク

体験、いろいろな職種の職場体験。

○進路学習： 多くの職場体験を通して、インタ

ビュー等で働くことへの意義・理

解を深める。

イ　２学年：職場体験（今年度中止）

（ねらい） 職場体験を通して職業への興味・関

心を高めより良い職業観を育てる。

・社会人、職業人としての規律、礼儀、言葉遣

いの大切さについて知る。

・職業を実際に体験することにより、自己の適

正と進路の選択に役立てる。

○職場体験の実施（今年度中止）

・職場体験実施の過程（40事業所：Ｒ１）

□職場への依頼⇒□事前指導⇒□体験職場決

定⇒☆「職場体験・職場への質問」⇒□事後

指導（振り返り・お礼）

ウ　３学年：高校体験入学

（ねらい） 進学を希望する高等学校の教育内容

や特色を知るとともに、施設等を見

学し進路決定に役立てる。

○八重山商工・農林高校体験入学の実施。

・八重山商工・農林高校の学科の特色、教育的

内容を知り進路決定に役立てる。
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第４分科会（自らの生き方）

○進路講演会の実施

・先輩に学ぶ進路講話（本校副担・実習生）

・進路講演会

エ　キャリア教育の視点を踏まえた「確かな学力」

の向上の取り組み

・学校教育支援員の効果的な活用

・ 学習支援会議の機能的な開催（支援体制の確立）

・日課表に位置付けた補習指導の実施

・生徒支援会議、学年会と学習支援会議の有機

的な連携による個に応じた指導体制の確立

④　校長の指導性

ア　学校経営の重点への位置づけと指導体制の確立

イ　キャリア教育の推進におけるＰＤＣＡサイク

ルによる改善の推進

ウ　企画立案、実施計画策定における活動への助言

エ　キャリア教育の視点を踏まえた体験活動、教

科指導等の推進（交流保育・高齢者交流）

オ　「確かな学力」の定着を図る校内体制の確立

⑤　成果と課題

○　進路にかかる意識の高揚と授業規律の確立

○　「確かな学力」の向上を図る指導体制の確立

● 　キャリア教育の視点を踏まえた教科指導の構

築と不登校対策

●　キャリア教育全体計画・構想図等の改善充実

⑶　崎枝小中学校の具体的取組

　石垣島西の屋良部半島の付け根に位置し、眼下に

名蔵湾と崎枝湾が一望でき、背後には屋良部岳がそ

びえる環境で、毎日のように訪れるカンムリワシや

ハト、そしてアカショウビンンのさえずりなど大自

然の中で小中学生13名が楽しく学んでいる。

　今年度も、自然環境を活かした教育活動は勿論の

こと、「サイコーの気持ち良いあいさつ　笑顔いっ

ぱい　大好きな仲間」を児童会・生徒会のスローガ

ンに掲げ、少人数だからこそできること、少人数で

なければできないことを創意工夫し、極小規模であ

ることをメリットとして捉え、一人一人のニーズに

応える極めの細かい取り組みを教職員と保護者、そ

して地域と共に推進し、「崎枝で学ぶ事ができて良

かった」と、自信を持って言える子ど　も達が育つ

事を目標にして実践に当たっている。

①　ボランティア活動

ア　始業前に全員参加で清掃活動を行う事で、上

級生と下級生、職員と生徒間の交流と協働の大

切さを学ぶとともに一人一人の存在感を感じさ

せることができる。

イ　地域の海岸を保護者や公民館と一緒のイベン

トとして漂流物等の収集と撤去という作業行う

中で、地域交流や自然保護活動の意義を学ぶ。

②　職場体験

ア　中学２年生で実施し、協力事業所の依頼から

仕事の実体験、事業主との交流等を実施。（今

年度はコロナ感染症のため実施が未定）

③　進路指導

ア　進学希望先にかかわらず地元３高校のへの体

験入学へ参加。

イ　地域人材を活用した講話等を実施。

④　地域人材を活用したシャコ貝の養殖

ア　校区内でシャコ貝の養殖に携わっている方の

協力を得て、観察から養殖まで一連の過程を学

習し、校内の３つの水槽で栽培方法を変えで養

殖実験を行っている。

⑤　ＮＩＥの取り組み

ア　社会への関心を高め、様々な課題意識を育てる。

イ　発表集会や新聞づくりを通して自己表現力を

育てる。（小学高学年～中学生）

⑥　勤労体験とフラワータイムの設定

ア　トウモロコシやジャガイモ、サツマイモ等の

栽培を通して協働の大切さと収穫の喜びを学ぶ。

また毎週木曜日の清掃時間をフラワータイムと
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位置づけ児童生徒、教職員全員で花園の清掃や

花の栽培を行っている。今年度は一人一人に花

園を割り当て責任を持って管理させている。

⑦　成果と課題

ア　体験活動を通して仲間と協力することの喜び

と大切さに気づくことができた。

イ　地域の歴史や自然を調べることで、地域の良

さに改めて気づくことができるとともにふるさ

とを愛する心、自然を保全・保護しようとする

態度が育った。学校のスローガン（郷土を愛し  

明日を拓く  崎枝っ子）

ウ　講師のアドバイスの下、生徒が主体的に取り

組み、自ら学ぶ姿勢が見られた。

エ　回を重ねるごとに新たな発見と、課題を見つ

けて次の目標へとつなげていくことを意識して

取り組むこと。

オ　新型コロナウイルス感染症拡大の中、当初の

計画通りにできない行事等があった。

⑧　校長の指導性

ア　学校の経営方針にキャリア教育を位置づけ、

生き方教育を推進した。

イ　校長講話の内容の工夫。

ウ　企画立案、実施計画策定における指導助言。

エ　キャリア教育の視点を踏まえた体験活動、教

科指導等の推進。

オ　地域と連携し、強い使命感と熱意をもって教

職員の指導力向上に努めた。

４　全体の成果と課題

⑴　成果

①　キャリア教育を学校経営方針、取り組み重点事

項に位置づけ生きる力の充実が図れた。

②　様々な体験学習（勤労体験）を通して肯定的自

己理解・自己有用感の獲得や望ましい勤労観・職

業観を育成できた。

③　地域の方々との交流や共同作業を通して、人間

関係形成能力を育むことができた。

⑵　課題

①　体験活動の教育的効果を高めるための事前・事

後指導の充実。

②　小規模校におけるキャリア教育（体験学習）の

推進。

③　体験活動を体験学習へ深化させるためのカリ

キュラム化。

④　新型コロナウイルスの影響で職場体験学習が実

施できないことが予想される。

５　おわりに

　キャリアとは、職業に関わるものだけでなく、家庭生

活や地域での生活、余暇や趣味の生活といった、個人を

取り巻く様々な生活空間における活動の全体を指すもの

である。キャリア教育の視点を踏まえた進路指導や生き

方教育とは、生涯にわたって一人一人がそのキャリアを

自らつくりあげていくために、様々な立場や役割の連鎖

及びその過程における自己と働くことの関係付けや価値

付けを、教育活動全体を通して取り組むことである。

　中学生期における体験活動は、自己及び他者の肯定的

な理解を深め、社会と職業への関心を高めるのみにとど

まらず、将来の社会的自己実現に向けた活動としての意

義を持ち、自己と他者及び社会とをつなぐ学びの場である。

　各学校においては、学校の教育目標や学校規模、地域

のニーズや特色等に応じて多種多様な体験活動が行われ

ている中で体験活動が非日常的なイベントにとどまらな

いように、体験の教育的効果を高めるための事前・事後

指導の充実が求められる。

　社会の変化に対応し主体的に生きることができる自立

した社会人、職業人の育成を図るために、社会的自立・

職業的自立に向けて必要な意欲・態度や能力の育成を、

校長が強いリーダーシップを発揮し教育活動全体を通し

て、「キャリア教育」を強力に推進することが重要であ

ると考える。
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１　はじめに

　情報化やグローバル化など社会の急激な変化に伴い、

高度化・複雑化する諸課題への対応が必要となっており、

学校教育において、求められる教職員育成の変化への対

応が必要である。

　その上で、意欲的に、専門的知識、指導技術、更には

幅広い教養を身に付けながら、人間性や社会性を磨くべ

く研鑽を積み、今日時点において強く求められる教師力

を高めることのできるような環境整備を図れることは、

極めて重要である。

　このような中、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。

２　研究の視点

⑴　教育課題の共有と具体的実践

⑵　校内研修の工夫・改善

⑶　同僚性あふれる教職員集団づくり

３　研究の実際

＜実践例１＞宮古島市立下地中学校

⑴　学校・地域の概要

　下地中学校は、宮古島本島の西に位置し、与那覇

湾に面したきび畑の広がる農村地帯にある。

　本校は生徒数93名、教職員数17名の小規模校であ

る。今年21周年を迎える台湾国際交流事業や与那覇

湾のマングローブ調査を通した環境教育、学校農園

を活用した宮古総合実業高校との共同農業体験学習、

ICT器機を活用した授業の実践、PTAの協力で全校

生徒が47.4km歩く「強歩大会」等、特色ある教育

活動に取り組んでいる。学校経営目標「将来の夢や

目標に向かって自己を高めようと努力する生徒の育

成」を目指して職員一丸となって日々、精進している。

⑵　本校の取り組み

①　教育課題の共有と具体的実践

ア　各種調査資料をもとにした課題把握

　保護者アンケート（今後身に付けてほしい

力、情報器機に関すること、基本的生活習慣等）、

沖縄県学力向上Webシステム、全国標準学力検

査、全国学力学習状況調査の学力調査、生徒質

問紙等で本校の良さ課題を把握し、全職員で情

報を共有する。

イ　学力向上推進フォーカスシートの活用

　日常的授業改善【方策１・２】、組織的共通

実践【方策４・５】における学校課題について、

その取り組み重点、成果指標等を校内研修等で

確認し、取り組んでいくことを共通理解する。

各担当が校務分掌の中で確実に実践できるよう

助言する。

ウ　下地中学びのスタイルの実践

　「下地中学びのスタイル」を年度当初に確認

し教室に掲示している。その内容は「始業前ま

でに、チャイムと同時に、今日の授業はどうい

う内容？、学びを深める授業をしよう！、ノー

トに工夫をしよう！、発表能力・まとめる力を

向上！今日の授業でどのような力がついた？」

第 ５ 分 科 会

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～

設定の趣旨

　社会構造の急激な変化や、価値観の多様化に伴い学校が直面する教育課題も多様化している。学校においては、

教員の大量退職・大量採用時代を迎え、教員の年齢構成や経験年数に偏りが生じ、若手教員の早期育成やベテラン

教員の活用、ミドルリーダーの育成が喫緊の課題となっている。そのためには、種々の研修を通して実践的な指導

力の向上を図ることが重要である。

　このような視点から、校長として具体的な関わり方を論じ、協議代に迫る学校経営の展望を究明し共有する。

共同研究者 濱 川 成 共 （下 地 中 学 校）

〃 与 座 　 篤 （砂 川 中 学 校）
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で全職員が共有し手元において実践している。

②　校内研修の工夫・改善

　校内研修計画を校内研修主任を中心に、全職員

で、本校の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。

ア　県教育委員会「沖縄県学力向上推進プロジェ

クト」をもとにした、授業づくりを推進する。「め

ざす生徒像」を共有し授業研究会を充実させる。

イ　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、授業改善に生かす。特に身に付

けたい資質・能力を共通理解し推進する。

ウ　各教科・領域等で研究授業に主事要請をして

行う。本校テーマに沿った研究授業を実施し研

究を深める。

エ　下地中学校・下地小学校の小中連携に位置づ

け、小中合同授業研究会を行う。

オ　研修の確保については、授業時数の確保小中

連携合同授業研究を考慮して、関係小学校と本

校の両校とも水曜日に検証授業、放課後に研究

討議にあてる時間設定をする。

カ　生徒が主体的に取り組めるような課題設定、

効果的な導入の在り方（「めあて」の設定や学

習の意欲と見通しを持たせる工夫）を工夫する。

キ　他者との交流を通して、自分の考えを吟味す

るなど、深い学びにつなげる場面の設定の工夫

をする。

③　同僚性あふれる教職員集団づくり

　本校は１学年１学級、各教科１名の配置校であ

る。従って学級、学年、教科の枠を取り各種委員

会、研修会を行っている。

　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日頃

より報告・連絡・相談ができる雰囲気づくりに心が

けると同時に各種委員会の取り組みを充実させる。

ア　生徒指導委員会（週１回実施）

　生徒指導主任の司会で各学級担任から気にな

る生徒、気になる行動等を報告、養護教諭より

保健室利用状況や様子の報告、生徒指導主任か

らの報告等、管理職からのアドバイスや指示を

毎週１回習字定評に位置づけ開催している。

イ　５教科会（適時実施）

　学対推進主任が中心になり、各授業の様子の

報告、各教科で共通実践できることの確認等を

適時に確認している。

ウ　学年会（週１回実施）

　生徒指導委員会で確認したこと等、各学年の

諸課題の解決策についての話し合いや、道徳の

授業における主発問等について意見を交わし授

業の充実に努める。

⑶　校長の指導性

①　学校経営計画等の共通理解

　県、市の教育施策を基にした学校経営案を基に

したグランドデザインを図式化、さらに保護者の

思いも取り入れた学校経営構想案を作成し企画委

員会で検討を重ね、全職員が学校運営に参画でき

当事者意識を持つよう全職員に回覧し挿入・修正

した後に職員会議で共通理解を図った。

②　各種調査の分析結果から学校課題への対応

　保護者アンケート（今後身に付けてほしい力、

情報器機に関すること、基本的生活習慣等）の作

成、沖縄県学力向上Webシステム、全国標準学力

検査、全国学力学習状況調査の学力調査の分析を

専門的な見地からの分析を教科担当を中心に実施

する。学校全体としての取り組みを管理職として

まとめ学校の共通実践事項として説明する。

　また、生徒質問紙の回答から本校の良さ課題を

把握し本校の現状を説明、その課題解決に向けた

方策を示す。

③　教職員評価システムの面談において、学校課題

の解決に向けた取り組みを、職員が校務分掌の中

でどう処理していくかを指示する。

④　各委員会等に参加し状況・実態把握とその対応

策について指示する。

⑤　日常的に主に午前中に授業観察、個々の職員の

実践活動について、適時にフィードバックを行い

指導力向上に努める。

⑷　本校における成果と課題

①　「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

― 88 ―



第５分科会（人材育成）

よう工夫をし、指導力の向上が見られてきた。

②　各教科で育む資質・能力については意識して授

業を実施している。教師の言葉かけで、生徒も意

識できるよう工夫する必要がある。

③　全職員で「学校のグランドデザイン」は改善を

積み重ねて作成できた。授業観察も定期的に実

施でき、授業の様子を具体的に把握できてきた。

フィードバックの工夫で指導力の向上に繋げてい

きたい。

④　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。今後この

分析結果を学校で育成を目指す資質・能力に反映

し、授業改善を推進していく。

⑤　「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改

善について、全職員で学校の実態を確認し、資質・

能力を育むことの必要性と、その定着を図る授業

イメージについて再度全職員で共通理解を図る必

要がある。

＜実践例２＞宮古島市立砂川中学校

⑴　学校・地域の概要

　本校は1948年（昭和23年）に城南中学校として砂

川小学校に併置する形で創立され、翌年に「砂川中

学校」として分離独立した。

　本校の生徒数は、28名であり、特色ある教育活動

としては「天声人語視写」「学校農園での作物作り」

「スコラ手帳による自己管理力の育成」「すなかぎ

ノート（家庭学習帳）」「午睡の実施」、地域の伝統

文化「友利の獅子舞」「上区の獅子舞」「砂川のクイ

チャー」等の継承があげられる。

　教育目標を「主体的・協働的に学ぶ人間の育成～

やさしくつよくたのしく～」とし、その具現化のた

めに各教育活動を通して主体的・協働的な学びの追

究に重点を置いている。

　保護者・地域は概ね教育熱心で、学校行事やＰＴ

Ａ活動等も積極的に参加・協力する。

　また、令和３年度の城東中学校への統合に伴い、

本校は今年度で閉校となる予定である。

⑵　本校の取り組み

①　教育課題の共有と具体的実践

ア　各種学力調査等の結果を基にした生徒の実態

把握（課題）やスクールライフアンケートの結

果から見える課題等を分析・考察し、課題解決

に向けた共通理解を図る。

イ　学力向上推進「学校デザインシート」学力向

上推進フォーカスシートの活用

　学力向上マネジメントを機能させるために、

スクールライフアンケートや学校評価の結果か

ら成果指標を分析するとともに、日常的授業実

践、組織的共通実践の事項の改善を図る。

ウ　ＩＣＴ機器・ネットの効果的活用

　授業の「ねらい」の達成及び学習の機会保障

のための効果的な活用を工夫する。

エ　学習の基礎を身につける場や学んだことを生

かす場としてとなる取組（天声人語視写、家庭

学習、スピーチ朝会、スコラ手帳、全校ランニ

ング、学校農園等）について「主体的・協働的

な学び」を身につける機会として充実させる。

②　校内外の研修・研究の工夫・改善

ア　日々の授業において、実証的な研究を推進す

るため、生徒の変容を見取る調査を行い結果を

数値化して示す。

イ　生徒の「主体的・協働的な学び」のある授業

を目指し、教師集団としても「主体的・協働的

な全校体制」を推進する。

　「学び合い」や「異学年合同授業」を進め、

可能な教科、単元から実践を進める。

ウ　授業観察（管理職、教師相互）を行い、授業

について語り合うことを活性化させ、質的な授

業改善や多面的な生徒理解を図る。

エ　宮古教育事務所のエリア型教科研究会を活用

し教科における授業改善の深化を図る。

オ　各教師年１回の授業公開をする。指導主事を

招聘し、指導方法等の工夫改善に努める。

カ　学びの連続性・系統的指導を意識し、砂川小

学校との小中連携合同研修会や合同授業研究会

を行う。

③　同僚性のある教職員集団づくり

　本校は１学年１学級、各教科１名の配置である。

教科の枠にとらわれず、授業づくり・生徒理解に

ついての対話を進める。

　職員相互で学び合い、課題を一人で抱え込まな

いように日頃より確認・相談ができる雰囲気づく

りににより、同僚性を構築したい。

ア　互見授業（教師同士の授業観察）

　学推担当を中心に、各教師の空き時間にほか

の教科の授業を観察する取組を始めたところで

ある。授業について会話を重ねることが日常的

な授業改善と多面的な生徒理解の機会になると

考える。
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イ　企画委員会

　教務主任が主体となり、毎週木曜の提示で実

施している。校長、教頭、教務主任に加え必要

に応じて各校務分掌担当を交え、学校行事等の

計画や提案、問題や課題を解決するための方策

の策定、各取組の評価や改善等について、合議

する機会である。多面的な視点を育成する機会

としたい。

⑶　校長の指導性

　新たな時代へ対応し自立する生徒の育成の視点を

持った授業改善を推進するために、県教育委員会学

力向上推進需要施策「学力向上推進５か年プラン・

プロジェクトⅡ」、を踏まえ、学力向上の取組の重

点を「質的な授業改善」におき、日々の授業の充実

を行う。

①　明瞭なグランドデザインの作成・提示。

②　県、地区の教育施策等の共通理解。

③　本校の課題と学力諸調査等の分析提示。

④ 　主体的・協働的な学びの実現の視点からの授業

観察とフィードバック。

⑤　週案へのコメントによる助言。

⑥ 　教職員評価システム面談を活用し、授業改善や

校務分掌への思いや課題の共有と指導・助言。

⑷　本校における成果と課題

①　グランドデザインを提示するに当たって、重点

を明確にし、状態・目的・方法を例示することで、

学校教育目標の達成に向かう教育活動についての

教職員のイメージの共有を図ることができた。

②　校内研修や日常的な会話を通して、各教師と課

題を共有でき、指導方法の工夫・改善等が図られ、

生徒の向上をイメージして授業づくりや単元づく

りにつなげることができた。

③　授業改善が日常的・生徒主体であるためには、

職員同士の授業改善に係る対話の活性化をさらに

進める必要がある。

④　働き方改革を推進する中で職員同士の対話の機

会確保のための工夫の方法が限られる。

おわりに

　価値観の多様化に伴い直面する教育課題や学力向上、

生徒指導等、多岐にわたる教育活動を進める中で、直接

生徒と関わることが多い教職員の果たす役割は非常に大

きい、その教職員その資質・能力の向上は重要である。

　学校教育の充実・発展には、教職員が、教育専門職と

してのプライドと指導力向上に意欲を高め、学校全体で

ベクトルを一つにし学校力を最大限に発揮したとき、教

育の大きな成果が得られる。校長として、今後も「質の

高い教育を実践できる教職員」の育成を図りたい。
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１　はじめに

　子供たちや学校を取り巻く環境が複雑化・多様化する

中、子供たちや地域の未来を創るためには、「社会総掛

かり」での対応が必要となっている。

　これからの学校は、変化の激しい社会の動向にしっか

りと目を向け、学校の教育課程を工夫し、子供たちの将

来を見据えた教育活動を展開する必要がある。

　社会総掛かりで教育を実現する上で、これからの公立

学校は「開かれた学校」から更に一歩踏み出し、地域で

どのような子供たちを育てるのか、何を実現していくの

かという目標やビジョンを地域住民等と共有し、地域と

一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」

へと転換していくことが重要となる。

　本研究部会では、各学校の実践事例をもとに、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」の視点から協議題に迫る具体的

な方策について、研究を深めていきたい。

２　研究の視点

⑴　各学校の地域等と連携した実践事例をもとに、今

後のチーム学校の在り方を研究する。

⑵　地域とともにある学校の在り方について研究する。

⑶　学校教育目標具現化のための効果的な地域等との

連携の在り方を研究する。

⑷　各学校の活動の成果と課題を共有する。

３　各学校の具体的実践

【豊見城市立長嶺中学校の実践】

⑴　学校の概要

　学校校教育目標「豊かな心を持ち、自ら考え判断

し、実践できるたくましい生徒の育成」のもと、知

徳体のバランスの取れた生徒の育成、職員の共通理

解を図り、一丸となって保護者・地域の信頼と期待

に応える特色ある学校、信頼される学校づくりを推

進している。

⑵　具体的な取り組み

①　学校支援地域本部事業の活用

ア　朝の登校時の立哨

　毎朝午前７時30分か８時20分の約50分間、校

門前の横断歩道で、職員と共に生徒の登校を見

守っている。

イ　朝の読み聞かせ

　読み聞かせ団体「ひだまりの会」が年間10回

程度、月曜日の朝の読書活動を担っている。

第 ６ 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
　～ 学校と地域が連携・協働する「チーム学校」の

構築の在り方～

設定の趣旨

平成27年12月に取りまとめられた中央教育審議会答申「新しい時代の教育と地方創生の実現に向けた学校と地域

の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」を踏まえ、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の

設置の努力義務化やその役割の充実などを内容とする「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正が行わ

れ、平成29年４月１日より施行された。

　コミュニティ・スクールは、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域と

ともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みであり、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体

となって特色ある学校づくりを進めていくことができるものである。

　学校と地域が連携・協働する「チーム学校」の構築の在り方を研究し、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について校長としての関わり方を論じ、協議題に迫る学校経営の展望を究明したい。

共同研究者 上江田　敏　博 （長 嶺 中 学 校）

〃 神 里 一 吉 （西 崎 中 学 校）

〃 東 江 功 子 （与那原中学校）

〃 糸 満 　 裕 （粟 国 中 学 校）

― 91 ―

写真１　朝の読み聞かせ
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③　PTA活動の活性化・適正化

　誰でも無理なく参

加協力できるような

組織づくりを工夫し

ている。今年度は、

専門委員会を５つ

（総務、生き生き、

広報、校外生徒指導、

環境）に集約し、各

学級役員も決めてい

ない。

④　創立40周年事業の取り組み

　今年度創立40年を迎えるにあたり、去る２月に

期成会を結成した。期生会長は本校一期生に決ま

り、現PTA役員や教職員、そして各期卒業生を

中心に役員が組織されている。

⑤　弁護士による人権特設授業

　中学１年生を対象に、学級毎に現役弁護士によ

る人権に係る特設授業を行っている。

⑶　校長の関わり

①　関係機関の会議等への積極的な参加・助言等

②　教頭、教務主任、他主任等への指導・助言

③　保護者や地域活動を「学校便り」等で紹介

【糸満市立西崎中学校の実践】

⑴　具体的な取り組み

①　やーなれー運動の取り組み

　図１の「家庭と学校と社会はつながっているよ」

を全生徒にクリアファイルにして配布し、各自治

会の集会所等にもポスターとして掲示している。

　また、図２のように保護者や地域の方々に対し

て、あらゆる機会を通して、子どもたちの未来に

向かって、家庭・学校・地域がベクトルをひとつ

にして、連携・協働することをお願いしている。

②　学校運営協議会の取り組み

　令和２年度より学校運営協議会（コミュニティ・

スクール）を創設した。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く。

③　講師の招聘

　職場体験学習等の取り組みにおいて、地域人材

等を積極的に活用している。

④　親父の会の協力

　PTA作業や卒業式等への協力など、学習環境

の整備と生徒の安全確保について大きく寄与して

いる。

⑤　校区内各支部夏祭りへの職員参加

　校区内９支部の夏祭りに、職員が参加して保護

者や地域の方々との交流を図り、学校の教育活動

の周知等も行っている。

⑥　「ちゅら心（地域団体）」による読み聞かせ

　毎週月曜日の朝、読み聞かせを継続して行って

おり、生徒の聞く態度や情操面の育成に寄与して

いる。（１学期３学年、２学期２学年、３学期１

学年）

⑦　青少年育成市民会議等との連携

　青少年育成市民会議、保護者、地域住民、警察、

校区内小学校、近隣高校と連携を図り、毎月第３

金曜日の、校区内の巡回パトロールを行っている。

⑧　校区内小学校PTAとの連携

　校区内小学校PTAと連携し、合同の職員歓迎

会や交流会等を実施し、懇親を深めながら児童生

徒の見守りを地域で行う雰囲気を醸成している。

⑵　校長の関わり

①　学校運営協議会の創設に向けて、PTA、評議

委員、教育委員会との連絡調整

②　学校運営協議会等において、学校教育の目標・

ビジョンを共有し、意見等を集約して学校運営に

反映させる。

③　学校教育の目標・ビジョンを共有するための情

報発信（ホームページ、学校便り、講話等）
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写真２　生き生き委員会の活動

図１　家庭と学校と社会はつながっているよ
　　　クリアファイル及びポスター

図２　新入生オリエンテーション：パワーポイント資料
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【与那原町立与那原中学校の実践】

⑴　具体的な取り組み

①　地域や行政、各機関との連携

ア　地域コーディネーターとの連携

・ 福祉教育における講師の紹介、アイマスク体

験や車いす体験などの関係事業所との仲介

・職業人講話、マナー講習会の講師依頼と派遣

・地域社会人による高校推薦入試の模擬面接

・不登校生徒の学習支援ボランティア派遣

・朝の登校指導（横断歩道の立哨）

イ　与那原大綱曳き実行委員会との連携

・地域の方による金鼓隊、メーモーイの指導

・ 与那原大綱曳き当日は全職員と２年生が道

ジュネ－、旗頭、綱曳きに参加

・与那原大綱曳きについての講話

ウ　当添ハーリーへの参加

・ 地域の自治会によるハーリーに学校職員、部

活動生徒、PTAと共に参加

エ　町福祉協議会との連携

・ 生徒会ボランティア委員会を中心に募金活動

や地域清掃などの活動を実施

オ　五者会議（不登校児童生徒支援会議）の充実

・ 不登校などの課題を抱える生徒について、学

校（教頭、教育相談担当）、町教育委員会、

行政（子育て支援課、福祉課）、民生委員・

児童委員、警察の五団体と協力者（SSW､小

中アシスト相談員等）による支援会議を毎月

実施。

カ　沖縄貧困対策事業の各種機関との連携

・ 児童自立支援員や学校NPO職員との連携に

よる生徒支援と保護者対応

②　「チーム学校」教職員の主体的活動の充実

　各主任や校務分掌担当が主体的に取り組み、教

職員の資質向上と授業改善、生徒の学力向上、自

己肯定感の向上に努めている。

・学力向上推進デザインシートやフォーカスシー

トを共有し、揃える実践（与那原中授業スタン

ダード、授業規律、整YELL）の推進

・各種便りの発行により共有、確認、実践の充実

・生徒会活動と学級活動の連携による主体的活動

の向上

・生徒指導三機能を生かした授業実践と学級経営

・生徒の心を育む環境教育の充実

③　PTA組織との連携

・環境整備部のPTA作業による学校環境整備（草

刈り・側溝掃除、教室のカーテン設置、体育館

掃除、トイレ清掃など）

・保健体育部の地区陸上選手団の激励会、大会当

日の生徒の見守りとPTAの親睦

・生徒指導部による巡回指導の協力

・その他広報活動、家庭教育学級の充実

⑵　校長の関わり

①　地域の会合への積極的参加と各機関や組織との

連絡調整や連携を図る。

②　校内の組織体制の構築と指導助言及び激励

③　学校教育の目標・ビジョンの共有と情報発信（教

職員向け「チームよなばる」、保護者向け「立志

たより」、学校HPの活用、講話など）

【粟国村立粟国中学校の実践】

⑴　具体的な取り組み

①　地域と連携した実践事例と「チーム学校」

　離島校であることから、表１に示した島の特性

を生かした総合の学習や行事等の体験活動が数多

くある。また職員の勤務年数が２年ということも

あり入れ替わりが早いことから、PTA、役場、

各事業所の協力は欠かせない状況である。

　体験活動を今後とも円滑に実施するためにはま

ず、活動の記録を詳細に残す等丁寧な引き継ぎが

重要である。次に協力していただいた個人、団体

に対しても今後も無理なく協力してもらえるよう

な活動の工夫改善が必要である。
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写真３　アイマスク体験と車いす体験 写真５　生徒会による花文字と中庭の職員によるスマイル

写真４　地域の職業人による模擬面接
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表１　地域との連携が必要な学習や行事の一部

学習・行事等 活動内容 連携先

職場体験 職業体験 各事業所

職業人講話 起業している方の講話 各事業者

交通安全 道路歩行、自転車 駐在

魚捌き体験 魚捌き PTA・OB

玉葱栽培 玉葱栽培のやり方 JA･PTA

マースヤー 旧正月関連行事 各字

②　地域とともにある学校の在り方

　地域とともにある学校の在り方の一つとして、

まず学校教育に関心をもってもらうために、毎月

の「学校便り」を保護者のみならず、地域の各事

業所等の窓口に配布している。また、児童生徒の

各種コンクールや大会等での活躍状況を「横断幕」

にして学校フェンスに掲示している。次に学校職

員が地域住民の一人として地域に溶け込みやすい

ように、地域行事や事業所での体験活動へ参加し

ている。さらに今後「コミュニティースクール」

の創設につなげることと、より地域の実情に鑑み

た次年度学校経営方針と行事計画の策定に向けて、

１月中に教育委員会、学校評議委員会の助言をい

ただき、２月上旬にPTA企画総務委員会の承認

を得るようにしている。

　以上のことを中心に地域とともに在る学校作り

を行っている。

③ 　学校教育目標の具現化のための効果的な地域と

の連携の在り方

　本校は多くの生徒が高校進学を機に親元を離れ

本島で生活をおくることから、教育目標を「15の

旅立ちに向けて、たくましく生きる力を身に付け

た幼児・児童・生徒の育成」とした。たくましく

生きる力として「自立（じりつ）自律」を掲げた。

自立は主に家庭生活において身に付けたい10能力。

自律は学校生活において身に付けたい10能力。そ

の能力の評価については児童生徒、保護者、教師

で行っている。家庭、学校それぞれの役割を明確

にすることで効果的な連携の在り方を模索してい

る。本校教育目標の構想を図３に示す。

⑵　校長の関わり

①　コミュニティースクールの創設に向けて、

PTA、評議委員、教育委員会との連絡調整

②　学校教育への関心を高めるための、毎月の学校

便りの発行による保護者、地域への情報公開

③　全職員での、地域へ開かれた教育課程に関する

共通理解のための講話の実施

４　成果と課題

⑴　成果

①　４校の実践事例を確認し、様々な取り組みを共

有することができた。

②　保護者や地域の方々が、学校経営に参画するこ

とで、自校や地域の理解が深まるとともに、子供

たちの学びや体験活動が充実していることを再確

認することができた。

③　学校と地域が連携・協働する「チーム学校」の

構築には、保護者や地域の方々と積極的に関わり、

情報を発信するという「開かれた学校」づくりが

基盤になることを再認識することができた。

⑵　課題

①　学校運営協議会を組織するにあたり、教職員・

保護者・地域住民に対して、設置した目的や仕組

みなどの周知を図ること。

②　学校運営協議会の機能化に向けて、学習会や先

進校視察、広報活動等を十分に行い、コミュニ

ティ・スクールの運営方法等についての理解を深

める必要がある。

③　学校運営協議会の法律や規則で定められた三つ

の機能に加え、「熟議」の場の設定、「協働」によ

る取り組みができる体制づくり、校長の「マネジ

メント」力を備えておく必要がある。

５　おわりに

　地域や専門機関との連携・協働による「チーム学校」

の実現のためには、多様な専門性を持つ人材が一つの

チームとして、それぞれの専門性を生かして、連携・協

働することができるよう、校長のリーダーシップや校務

の在り方、教職員の働き方の見直しを行うことが必要と

なる。

　校長として、「地域とともにある学校」に向かって、

自らのマネジメント力を高め、さらに「開かれた学校」

や「信頼される学校」づくりを推進していきたい。
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学校目標設定の理由
15の旅立ちに向けて、たくましく生きる児童生徒の育成」

（１）高校進学で 15歳で島（親元）を離れるため、

（２）自立（じりつ）自律する力の育成が必要になる

お家でよりよくすごす力 学校でよりよくすごす力

自立：家庭・地域でよりよく過ごす力

自律：学校生活で
よりよく過ごす力

確かな学力

（３）じりつと
学力の関連

家庭・地域でよりよく過
ごす力の上に、

学校での力が育成され、
確かな学力へとつながる

図３　「自立（じりつ）「自律」


