
第１分科会（教育課程）

１　はじめに

　各学校では、新学習指導要領の全面実施に向け、社会

に開かれた教育課程を目指して、地域社会との連携など

様々な取組が進められている。

　そこで、本分科会では各学校の取組として実践されて

いる、小中の連携、地域との連携に視点をあて研究を進

めることとした。

２　研究の視点

⑴　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

⑵　地域連携を通した各学校の特色ある取組

３　研究の実際

【城北中学校（生徒数361名）】

⑴　城北中学校の共通実践

①　向上無限ダイアリー

　令和元年度城北中学校では生徒一人ひとりの自律

を目指し「向上無限ダイアリー」の取組をスタート

させた。先進校の見本を取り寄せ、生徒が活用しや

すいよう職員で検討を重ね、オリジナルの生活日誌

のデザインと取組方法が提案された。生徒・保護者

への理解が図られるよう、家庭教育との連携が求め

られる。今や、家庭教育との連携が必要であること

から、今後はさらに生徒個々の生活習慣の確立と家

庭での自律した学びに向けて学校評価等活用して改

善を図っていきたい。

⑵　小中合同研修会の充実

　城北中グループ３校の小中一貫教育コーディネー

ターを核とした授業改善に向けた取組の充実が図ら

れ、合同授業研究会の推進につながっている。今年

度は道徳科や特別活動、特別支援教育部会の内容の

充実と、特別支援や進路学習等様々な交流会が設定

されるなど、小中一貫教育の成果が表れている。

⑶　地域に開かれた学校行事「城熱博」の取組

　昨年度の運動会「城熱祭」に続き、今年度は生徒

の主体的な学びを地域の人々に発信する目的で「城

熱博」の取組を行っている。

①　異学年集団縦割りのセクション

　生徒の希望アンケートによる縦割りのグループ

編成を行った教科セクションでは、教科リーダー

を中心に異学年集団による取組の推進が図られた。

②　全校生徒参加のリーダー研修「リープロ」

　「リープロ」を全校生徒参加にし、夏休みで各

教科セクションの取組内容と方法を話し合い、全

体会で発表を行った。

③　全校生徒が一体となるボディスラップ

　生徒会リーダーと団長が中心となって創作した

ボディスラップの全体練習を夏休みに実施するこ

とができた。
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研究主題

　カリキュラム・マネジメントの推進

～社会に開かれた教育課程の実践から～

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。

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）

運 営 委 員 島 袋 賢 雄 （国 頭 中 学 校）
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④　地域の方の参加に向けて

　各教科セクションでは、「面白科学実験コー

ナー」や「百人一首大会」「沖縄そば食堂」「参加

者向けの体力測定」など、生徒のアイディア溢れ

るセクションの出し物が企画され、地域の幼児・

児童、保護者やお年寄りまで、参加型で楽しめる

内容となっている。自分たちの学びが地域の人々

に喜んでもらえるよう意欲的に取り組んでいる。

⑷　校長の関わり

①　グランドデザインに示す重点事項の徹底

　校内外の環境分析からミッションを打ち出し、

今年度の重点事項を二つの柱で示した。すべての

取組の共通実践が図られるようねらいの設定や方

針に一貫性が出るよう心がけている。

②　アドバイザーや地域人材の活用

　それぞれの取組に特別活動アドバイザーを招聘

して学習会を実施し、生徒主体の取組となるよう

計画するとともに、意欲の高い教師集団の育成に

努めている。また、地域人材を活用することで、

多くの生徒の出番づくりや活動づくりにつながっ

ている。

③　校長ミッションで意欲を高める

　生徒一人ひとりが自信を持って取り組めるよう、

「校長ミッション」を与え、協力して乗り越える

プロセスを通して愛校心や意欲を高めることをね

らいとしている。

【首里中学校（生徒数726名）】

⑴　首里中学校の現状と課題

（現状 ）首里中学校区は、那覇市の北側に位置し、

首里城の城下町として政治・経済・文化の中

心として栄え、多くの優秀な人材を輩出して

きた地域である。現在もその歴史と伝統を継

承した文京区として発展しており、保護者や

地域の人々の青少年に託す思いは強く、それ

に応えるべく子どもたちは明るく意欲的に将

来の目標に向かって学校生活を送っている。

（課題 ）学力の面から、全国学テについては概ね毎

年のように全国平均を超えている。しかし、

自分の考えを他者に説明したり伝えたりする

力や思考力・表現力が弱い。また、人間関係

を築いたりコミュニケーションをとったりす

る力が弱い生徒が多く、不登校生の数も多い。

⑵　小中一貫教育の取組

目標（首里中・城南小・城西小）

　夢実現に向け、確かな学力と豊かな人間性・社

会性を身につけた創造性あふれる児童生徒の育成

　　～特別活動（学級活動）の取組を通して～

各部会と活動内容

①　学習部会

（設置目的）

ア　首里中グループの児童生徒の学力向上に係

わる問題解決に向けた取組を推進する。

イ　学びの連続性を生かす指導方法の工夫を行

い、授業改善を目指す。

ウ　小学校・中学校の授業や日常活動の参観を

通して、指導方法等の理解を深め授業改善を

図り、児童生徒の発達段階を踏まえた指導に

生かす。

（共通実践事項）

ア　「首里中・西南授業スタイル」を実践し、

学習規律の定着と授業改善の推進を図る。

イ　合同授業研究会を実施し、言語活動の充実・

教科の系統性を踏まえた授業改善の検証を 

行う。

ウ　相互授業参観を実施、児童生徒の実態を把

握し、指導方法等の相互理解を深める。

エ　実践内容の自己評価を行い、実践の検証を 

行う。

②　児童生徒支援部会

（設置目的）

ア　「社会性を育てる」指導の一環として、規

範意識を育てると共に社会生活上のルールや

マナーを守り、小中で連携して基本的生活習

慣の確立に努める。

イ　義務教育９年間を見通し、小中学校間の垣

根を取り払い、連続性のある指導体制の確立

を図る。

ウ　首里中学校グループにおける教育に係る情

報共有を通し、円滑な接続を図るとともに、

不登校やいじめ、問題行動等の未然防止等に

努める。

（共通実践事項）

ア　「早寝、早起き、朝ごはん」の推進により

基本的生活習慣の確立を図る。

イ　ベル席・黙想や、授業開始・授業終了の時

間厳守を徹底する。

ウ　生徒指導に係る小中情報交換会を実施する。

③　交流推進部会

（設置目的）

ア　児童生徒が学習や行事等を通して交流する

機会を持つことで、同学年・異学年の心の触

れあいを通して豊かな人間性と社会性の育成

を図る。
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イ　計画的･継続的な交流活動を通して、小学

校児童には中学校生活に対する期待と抱負、

中学校生徒には自信と誇りを持たせ、円滑に

中学校生活への移行を図る。

ウ　交流活動の中で相互に協力し、連携するこ

とで児童生徒の一体感･所属感を高める。

（共通実践事項）

ア　中学校リーダー研修会へ児童が参加する。

イ　英語の乗り入れ授業や相互授業参観を行う。

ウ　中学校の教諭と小学校の学級担任によるＴ

Ｔ授業を行う。

エ　部活動見学会を開催する。

オ　中学生合唱の見学、小中合同合唱を実施 

する。

⑶　地域連携の取組　

①　首里王朝祭りとリンクした旗頭同好会

②　職場体験学習

③　地域人材を活用した各種講話

⑷　校長の関わり

①　関係校の校長、教頭、小中一貫教育コーディネー

ターは推進部会のメンバーとして、小中一貫教育

の推進に関する取組の検証と見直しを行う。

②　校務改善の視点から、合同研修会や合同に行事

などを見直し、日常の取組を徹底するよう推進 

する。

③　児童生徒のアンケート結果や保護者の願い、地

域の実態を踏まえた小中一貫教育を推進する。

【石嶺中学校（生徒数534名）】

⑴　石嶺中学校の現状と課題

（現状 ）石嶺中校区３校は、那覇市の北東側に位置

し、旧都首里城下の石嶺町に所在する。校区

には、県立社会福祉センターを始め石嶺児童

園や偕生園等の福祉施設が集中し、「福祉の

まち」として知られている。また、その周辺

には商業施設が有り住宅街も広がっている。

保護者や地域の人々の青少年に託す思いは強

く、それに応えるべく子どもたちは明るく意

欲的に将来の目標に向かって学校生活を送っ

ている。

（課題 ）学力面では、表現する力が弱い。生活面で

は、基本的な生活習慣の確立が不十分である。

連携推進では、校種間における行事等の交流

の不活発が挙げられる。

⑵　小中一貫教育の取組

①　学習部会（設置目的）　－那覇市共通－

（共通実践事項）

ア　学習規律の徹底を図る。

イ　理解を促す板書計画と思考の流れを大切に

したノート指導を行う。

ウ　言語活動を重視した表現する能力の育成を 

図る実践研究を、各学校の実態に応じて進め

ていく。

エ　児童・生徒の発達段階に応じて、授業と連

動した家庭学習の取組を推進する。

オ　小中合同授業研究会実施による成果と課題

を共有する。

②　児童・生徒支援部会（設置目的）　－那覇市共通－

（共通実践事項）

ア　基本的生活習慣の確立

　「挨拶・無言清掃・奉仕活動」の確実な推

進を図る。

イ　小学校の生徒支援委員会への中学校職員の

参加

　小中情報交換会

③　交流推進部会（設置目的）　－那覇市共通－

（共通実践事項）

ア　「嶺中登校日」の実施。

イ　児童会の生徒が生徒会総会、リーダー研修

会を見学する。

ウ　小学校の授業参観。

エ　各校に所定のコーナーを作り、小中一貫教

育のテーマやグループ校の学校便り等を掲示

する。

⑶　地域連携の取組　

①　地域行事への積極的参加

　旗頭、ハーリー、地域の祭り、綱引き大会など

②　福祉体験学習（地域人材活用）

③　放課後子ども教室（茶道、お菓子作り）

⑷　校長の関わり

①　関係校の校長は、各中校区小中一貫教育推進の

素案の立案を行う。

②　組織図、教育体系図、各部設置目的、推進方針

等の構築を行う。

③　各部研修会のアンケート分析から、工夫改善等、

効果的な指導を意識させた取組を推進する。

【久米島西中学校（生徒数115名）】

⑴　久米島西中学校の課題

①　課題を正確に理解する力の育成

②　課題について自分の考えを持つための時間確保

③　聴く姿勢の育成

　生徒に育成したい資質・能力を育むために、主

体的・対話的で深い学びが実現できる、ファシリ

テーションを通して①～③の課題解決のために授

業改善を行う。
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⑵　具体的な取組

①　久米島西中学校ブロック研修会

ア　ファシリテーションを取り入れた授業改善

　校区内３小学校と高等学校の教師が一堂に会

し研究授業及び授業研究会を通し授業力の向上

を図る。

○　全体会（本校研究の概要説明）

○　公開授業（国語・数学・英語・道徳）

○　授業研究会

　小中高の異校種の教諭でワークショップを

行い、３つの視点で協議を深めた。

イ　『久米島西中授業つくり』の実践

○　授業前（チャイム１分間黙想、学習規律）

○　導入（授業開始時刻の徹底、語先後礼の徹

底、「めあて」の提示）

○　展開（発問の工夫、ファシリテーションの

実践、評価の実施、構造的板書の工夫）

○　まとめ（「めあて」に正対した「まとめ」「振

り返り」、タイムマネジメントの徹底）

②　久米島西中学校区（小中）の共通実践

ア　授業規律の遵守

イ　小中連携の挨拶運動

⑶　地域連携を通した取組

①　総合的な学習の時間の構築

ア　１年生：地域の伝統・文化を体験、自然体験、

地域行事参加、歴史探訪

イ　２年生：体験学習や他県との比較学習

　職場体験（久米島町グッジョブ連携協議会の

全面的な協力で実施）

ウ　３年生：郷土に新しい産業を見いだす

　３年間の系統立てた計画の集大成が、「ふる

さと久米島の未来を見据えて」のプレゼン作品

になり、高等学校入試での自己表現に生かす。

②　地域懇談会の実施

ア　幼小中高の保護者や地域の人々と各学校の取

組について共有する。

イ「親のまなびあい」プログラムを通して、学校

保護者・地域でできることについて話し合う。

⑷　校長会の関わり

①　定例会での学校説明と授業観察

※ 小学校６校、中学校２校、高等学校１校を巡回

し校長会を開催し、自校の特色ある取組を共有

し、意見交換を行う。

②　連携型中高一貫教育研究会の実施

　５部会（教科会、連携行事委員会、生徒指導委

員会、入試・進路学習委員会、特別支援教育委員

会）で構成　

※ ６年間の計画的、継続的な指導体制の構築を 

行う。

③　久米島高校まちづくりプロジェクトへの参加

　久米島高校２年生の「まちづくりプロジェクト」

の発表会に参加し、地域理解を深め、将来の生き

方への関心を高める。

４　成果と課題

⑴　成果

①　小中の連携で児童生徒に育成する資質・能力を

育む授業改善の共通確認・共通実践ができた。

②　各教科で学びの連続性を生かす指導方法の工夫

や、授業改善への意欲が高まった。

③　地域連携を通し、地域への連帯感、所属感、社

会性の育成を図ることができた。

④　地域人材の活用により、充実した教育活動が展

開された。

⑵　課題

①　ブロック研修会を核とした小中連携の日常的な

取組の構築と、検証（PDCA）の充実を図り、小

中連携の在り方を再考する。

②　地域に開かれた教育課程の実現に向けた取組の

さらなる推進を図る。　

５　おわりに

　本研究を通し、各学校の実践から得られた取組をカリ

キュラム・マネジメントに生かせればと考える。今後も、

社会に開かれた教育課程を念頭に、組織的かつ計画的に

教育活動の質の向上を図っていきたい。
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１　はじめに

　新学習指導要領改定の基本方針として、子供たちが学

習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し、

これからの時代に求められる資質・能力を身につけ、生

涯にわたって能動的に学び続けることができるようにす

るためには、これまでの学校教育の蓄積を生かし、学習

の質を一層高める授業改善の取組を活性化していくこと

が必要であり、我が国の優れた授業実践に見られる普遍

的な視点である「主体的・対話的で深い学び」の実現に

向けた授業改善（アクティブ・ラーニングの視点に立っ

た授業改善）を推進することが求められると明記された。

　また、学校教育活動を進めるに当たっては、各学校に

おいて主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改

善を通して、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展

開する中で、⑴確かな学力　⑵豊かな心　⑶健やかな体

の実現を図り、生徒に生きる力を育むことを目指すもの

であるとしている。それらのことから、学校においては、

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、人間の生

涯にわたって続く「学び」という営みの本質を捉えなが

ら、我々教師が教えることにしっかりと関わり、子供た

ちに求められる資質・能力を育むために必要な学びの在

り方（どのように学ぶか）について授業改善を重ねてい

くことが肝要である。そこで、校長のリーダーシップの

下、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた課題

解決に資するため、協議題　⑵「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」に関連し、次の視

点から八重山地区４校の実践事例をまとめ、成果と課題

を明らかにする。

２　研究の視点　

⑴　授業改善に係る取組

⑵　学校の特色ある取組

⑶　校長の関わり・指導性

３　研究の実際

■船浦中学校（生徒20名）

⑴　学校の実態

　本校は西表島西部上原地区に位置し、今年で創立63

年目になる学校である。生徒数は20名で、生徒の特性

としては、少人数で異学年との交流が日常的にあり、

仲の良い集団である。また素直で明るく、労を惜しま

ない。その反面、指示されたことはきちんとできるが、

自主性や創造性が弱いという課題がある。

⑵　授業改善の取組

①　校内研修の充実

「主体的・対話的に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～

という校内研究テー

マを設定し、授業改

善を中核とした校内

研修の充実を図った。

②　授業研究会の充実

ア　指導主事要請の授業研究会（年３回）

イ　授業公開月間（６月・11月）における互見授業

ウ　小中合同授業研究会

③　学校全体での「そろえる」実践

ア　学力向上推進フォーカスシートを活用した授

業改善

第 ２ 分 科 会

研究主題

　主体的・対話的で深い学びの実現

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、

より良く問題を解決していく人材が求められており、その育成は急務であるといえる。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。

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）

運 営 委 員 大 城 正 章 （今帰仁中学校）
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イ　船中スタンダード（授業マネジメント）によ

る授業改善（授業参観シート及び授業参観リフ

レクションシートの活用）

ウ　ＩＣＴ機器の効果的な活用

エ　タイムマネジメントの徹底（生徒が思考する

時間・まとめ・振り返りの時間の確保）

⑶　特色ある取組

①　国立教育政策研究所研究指定校（教育課程：へ

き地教育）としての取組

ア　小規模校の特性を生かした教育活動（ふるさ

と学習）

ア　炭焼き体験学習（キャリア教育の視点）

イ　３大行事の取組（今年度はテドウ山登山）

ウ　職場体験活動（西表島内）

イ　島立ち（自立と自律）の教育

ア　スピーチ集会

イ　食育の推進（弁当の日の取組）

ウ　石垣市内大規模校との交流学習

②　海洋教育推進校（竹富町指定）としての取組

ア　体験ダイビング

イ　ビーチクリーン

③　個に応じた学習指導の充実

ア 　基礎力テストの実施

イ　補習の実施

④　学習を支える力の育成

ア　家庭学習の充実（家庭学習強化月間の取組）

イ　生活リズムの確立

（マイ手帳の活用）

⑷　校長の関わり・指導性

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（教職員評価システムと

の連動）

②　学校経営方針・指導の重点の確認（年度初め・

月初め）

③　各教科等のシラバス（学習案内）の作成・配布

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　学校便りによる情報発信（毎週１回作成）

■波照間中学校（生徒13名）

⑴　学校の実態

　本校は小学校35名、中学校13名の小中併置校であ

る。少人数で児童生徒一人一人にきめ細かい指導が

できる反面、児童間、生徒間における学力差がある。

また、主体的に学習に取り組む態度や「15の春」を

意識しての学習に向かう姿勢にも個人差が見られる。

そこで、学習指導要領の改訂に合わせ本年度の校内

研修のテーマを「すむづれの心で他者と協働し、よ

りよく生きるベスマっ子の育成」サブテーマ～「主

体的・対話的で深い学び」をめざす授業改善を通し

て～に設定し取り組んでいる。

※すむづれ： （支え合う、心を一つにする、心を通わす）

※ベスマっ子：（波照間っ子、基礎・基盤の時期）

⑵　授業改善の取組・特色ある取組

①　校内研修の充実

理論研修Ⅰ： （年度当初）：校内研修担当から説明

（小中全職員で共通確認）

　そもそも「主体的・対話的で深い学び」とは一

体どのような学びか？

　受け止め方は様々ですが、授業改善の視点でと

らえればよいと考えます。

　例えば、ア「主体性」：児童・生徒が目をキラ

キラさせて嬉しそうに取り組む瞬間はどこであっ

たか？イ「対話性」：児童・生徒同士で考えや意

見を交換し合い、深い理解、考えを形成すること

ができたのか？ウ「深い学び」：既習事項や友だ

ちの良い考えをもとに、深い理解、考えを形成す

ることができたのか？

　研究授業の際、指導案に下記の表を盛り込んで

取り組み、授業参観の際の視点に役立たせている。

（イメージ図）

授業展開での場面 教師の工夫・手立て

主 体 性

対 話 性

深い学び

理論研修Ⅱ： ６月下旬総合教育センターの指導主

事を招聘（※船便欠航のため延期）

⑶　校長の関わり・指導性

○　小中の校内研修担当教諭と今年度のテーマに

沿った方向性の確認。

○　校内研修後に行われる授業研究会での指導助言

■大原中学校（生徒30名）

⑴　学校の実態

　本校は西表島の東部に位置し、東部地区唯一の単

独中学校である。校区に二校の小学校と保育所、幼

稚園を持ち、保幼小中校間、地域と連携して学力向

上の推進や諸行事に取り組んでいる。生徒数は30名

（１年生13名、２年生11名、３年生６名）で、特別

支援学級（知的）２名（１年生１、２年生1）の小

規模校である。

　諸学力調査結果から、全国水準を上回る生徒が多
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く見られるも、個々の学力差も大きく、今後も少人数

を生かした個に応じた指導の工夫改善が求められる。

⑵　授業改善の取組

①　校内研修の充実

　校内研究テーマを「主体的・対話的で深い学び

を実現する指導の工夫～学びの手応えを感じさせ

る「まとめ」「振り返り」の充実～」とし、全教師 

の研究授業の実施と授業研究会の成果と課題を次

時の研究授業の改善につなげながらテーマに迫る。

ア　授業づくりからの管理者の関わり

　研究授業に向けた指導案検討会に管理者（校

長、教頭）が参加し授業づくりから関わること

で、具体的な指導助言が行えた。

イ　日常の授業参観（管理者）を生かした指導助言

　授業参観シートを活用し、参観後に授業者と

フィードバックし具体的な改善点について確認

したり、「授業づくり」の視点や評価（見取り）

方法について助言を行っている。

ウ　研修内容、授業研究会の工夫

　教職員に対して新学習指導要領の理解を深め

るため校内研修シリーズ（NITS）を活用した

校内研修の実施や担当教科の視聴をさせた。ま

た、指導主事を招聘し（年３回以上）授業後の

研究会で「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた具体的な授業改善について指導助言を

頂いている。

　管理者も含めワークショップ型の研究討議を

重ねることで、全職員が教科の枠を越え互いに

学び合う教師集団の育成にも繋がっている。

⑶　特色ある取組

①　「育ちの地図」の実践と改善

　本地区（東部）では、「島立ち（15の春）」を見据え

て、幼（保）小・中学校が連携して子どもたちの育成

を目指し上図「育ちの地図」を作成し取り組んでい

る。２年目の今年はその指標の見直し改善を図る。

②　デイリーライフ（生活日誌）の活用

　キャリアパスポートを意識したデイリーライフ

（生活日誌）を取り入れ、「見通しを持つ力」の「成

長の自覚と向上心」の育成を目指す。

③　全職員であたるマスターテスト及び補習

　火曜朝の活動で５

教科の基礎基本の定

着をねらい豆テスト

の実施や一斉部活動

休養日（毎週木曜日） 

に合わせた補習日を

設定し、年間を通して全職員であたり生徒の課題

とその手立ての共有を図っている。

④　スマイル朝会と校長講話

　全校朝会を利用して全教諭が年１回の講話を行

う。「自他ともに笑顔」を目指し、独自のアイディア 

で講話等を実施。また校長講話では、学校訓「立志・

自立・郷土愛」をテーマにした講話を行っている。

⑤　体験活動の充実

　学校三大行事（西表島横断、古見岳登山、仲間

川筏下り）を３年サイクルで実施し、保護者・地

域・関係機関と連携し、実施後には評価（感想や

アンケート、発表会等）を行いねらいの達成を見

取り、次時の改善に生かしている。

⑷　校長の関わり・指導性

①　指導助言では認め（褒め）て育てる

　教職員評価システム（面談）の場の活用、教頭

への組織運営に関する助言、日常の授業参観後の

フィードバック（激励や助言）等で「主体的・対

話的で深い学び」の実現をめざす。また生徒会役

員と校長の懇談（月１回）の実施し、本校の課題

やめざす生徒像等を共有している。

②　マネジメントサイクルの充実

　学校経営方針の進捗状況（学校評価等）を職員会

議及び終礼時を活用して、プロセスの共有を図る。

特に上記⑶の取組は、校長のリーダーシップの下

で推進し、改善を図っている。また、校長から資

料等を配付したり道標冊子（※）を活用している。

※ 全職員配布冊子「道標（みちしるべ）」は「問

いサポ」「人権ガイドブック」等の資料を綴っ

て全職員に配付したファイルのこと）

■竹富町立西表中学校（生徒15名）

⑴　学校の実態

　本校は、離島へき地の小中併置校であり、生徒数

は15名で１・２年は複式学級である。豊かな自然環

境の中で地域の人々に見守られながら伸び伸びと学

校生活を送っている。幼少期からほとんど変わらな
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い人間関係のため信頼関係が深い。その反面、生徒

が互いに競い合う場面が少なく学力面においては個

別的な課題が大きい。本校は学校行事や地域行事

が多く、生徒にとっては学業との両立に厳しい環境

に置かれている。また、生徒は中学校卒業後15歳で

親元を離れるため「自立」と「自律」が求められる。

そのため、主体的に判断しながら他者と一緒に課題

を解決していく協働的問題解決の力を身に付けさせ

ることが重要である。

　これらの課題を解決するために、一人一人の学習

内容の定着状況を的確に把握しながら主体的・対話

的で深い学びの実現に向けた授業改善に努めている。

○H29～ R１年度全国学力・学習状況調査結果

比較 H29 H30 R１

国語Ａ
県 と の 差 ＋18.0 0 県比較　

＋11.0
全国比較
＋6.2

全国との差 ＋12.6 －4.1

国語Ｂ
県 と の 差 ＋26.0 －2.0

全国との差 ＋20.8 －5.2

数学Ａ
県 と の 差 ＋26.0 －2.0 県比較　

＋5.0
全国比較
－1.8

全国との差 ＋19.4 －9.1

数学Ｂ
県 と の 差 ＋18.0 ＋3.0

全国との差 ＋11.9 －3.9

理　科
県 と の 差 ＋2.0

全国との差 －3.1

英　語
県 と の 差 ＋9.0

全国との差 ＋3.0

⑵　授業改善の取組

①　校内研修（校内研究）テーマ

「自らの考えを伝え深める児童生徒の育成」
～伝え合う力を高める指導の工夫を通して～

※H29「読み取る力」H30「書く力」R１「伝える力」

ア　研究の方針

ア　小中の共通理解及び協働体制による実践

イ　「学習指導法」を中核とした研究の推進

ウ　学力調査の分析結果（実態）を踏まえた研究

エ　互見授業等公開授業の学期１回以上の実施

イ　研究内容

ア　研究テーマに関する理論及び実技研修

イ　基礎的・基本的事項の定着を図る取組実践

ウ　学習環境の整備、学習規律の統一

ウ　「読み取る力・書く力・伝える力」を高める取組

ア　学力調査結果を踏まえた課題の活用・実践

イ　家庭学習強化、補習指導、マスターテスト

等の取組

ウ　アンケート（事前・事後）による仮説検証

⑶　特色ある取組

①　「一斉読書」・「おは図書」

　児童生徒、職員が一同にランチルームに集まり、

一斉読書を実施。落ちついた学習環境づくりに役

立っている。

　朝の活動時間に学級輪番で図書館を利用し読書

を行っている。（課題の読書冊数が伸びてきている）。

②　合同勉強会

　上級生が下級生を教えている場面。合同勉強会

をとおして、主体的に学習する姿勢が芽生えてき

ている。

⑷　校長の関わり・指導性

①　小中併置校の強みを生かした一貫指導の充実

②　校内研修担当と連携した研修・研究の充実

③　学校ＯＪＴによる学校組織（資質向上）強化

④　授業改善に繋がる授業観察と助言の充実

⑤　「授業スタンダード」「学習の約束」の徹底

⑥　諸学力調査結果分析及び個別指導の充実

４　成果と課題

【成果】

○　授業改善を中核とした校内研修の充実により、校

内ＯＪＴによる組織体制の構築につながった。

○　学校全体での「そろえる実践」により、教師個々

の授業改善の意識が高まりつつある。

○　授業参観シート等の活用による互見授業等により、

授業改善の視点が明確になり、教師の授業力向上の

一助となった。

○　校長による授業観察や指導助言、週案のコメント

等を通したフィードバックにより、授業改善や学習

状況の把握、教師の指導力・授業力アップの一助と

することができた。

【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。

５　おわりに

　来年度から中学校においても新学習指導要領が完全実

施される。カリキュラムマネジメントや社会に開かれた

教育課程を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向け、校長のリーダーシップを発揮し授業改善を推

進していきたい。
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１　はじめに

　新学習指導要領の完全実施を目前に控え、移行措置期

間に入っている。今回の改訂では、はじめて道徳が「特

別の教科」として位置づけられ、検定教科書を使用し、「評

価」も行うことになっている。

　教科書は、生徒目線を重視した教材が選定され、デジ

タル教材を備えるなど、「考え、議論する」道徳授業が

展開されるよう整備がすすめられている。

　教室で「考え、議論する道徳」が日常的に実施され、

生徒が「道徳的価値を大切にする心」を主体的に育み、

道徳性を高めていくためには、教師一人一人がこれま

での「読み物中心」「心情理解のみに偏った」授業から、

人間としての生き方を生徒とともに考え合う授業へ転換

することが求められる。

　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する。

２　研究の視点

⑴　よりよく生きようとする意思や能力を育む道徳教

育の充実

⑵　各校の規模や環境等の特性を生かした道徳教育の

推進

３　各校の具体的実践

＜糸満市立三和中学校の実践＞

　本校は新学習指導要領がめざす「主体的・対話的で深

い学び」の実現に向けた授業改善に取り組むため、「三

和中学校授業スタイルの確立」を学力向上推進テーマに

掲げ、共通実践している。

⑴　授業スタイルの統一と共通実践

　「三和中学校授業スタイル」は①学習規律（一分

前着席、３秒礼）、②ＳＪＹＴの意識付け（Ｓ：しっ

かり聞く、Ｊ：じっくり考える、Ｙ：要点を書く、Ｔ：

丁寧に話す）③めあて・まとめ・振り返りの実践の

３項目から成り、これをすべての教科・領域で意識

的に実践することで、「主体的・対話的で深い学び」

や「考え、議論する」授業への転換をめざしている。

⑵　教科書と道徳ノートの活用

　本校は主に教科書「あすを生きる」（日本文教出版）

を使用し、教科書付属の道徳ノートを活用した授業

展開を全学年で実施している。教科書、道徳ノート

の日常的活用により、22の内容項目をもれなく扱う

ことができる。

　また、必要に応じて教師が独自に工夫した資料を

活用し、効果的な資料の共有を図るファイリングを

行っている。

⑶　ローテーション授業

　学年内で一部実施しているが、頻度はまだまだ低

い。「多面的、多角的な評価の充実」に向け、副担任、

学年間で今後取組を強化していく。

第 ３ 分 科 会

研究主題

　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

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、そのことが生命の軽視につ

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つけさせることが大切である。

　そのためには、他教科等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、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。

　校長として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。

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）

運 営 委 員 宮 里 嘉 昌 （屋 部 中 学 校）
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⑷　校内研修の充実

①　研究主事による講話・模擬師範授業の実施

　沖縄県立総合教育センターの道徳担当研究主事

を招聘し、講話・模擬師範授業を依頼した。

　主題の設定、教具の作成、板書、授業展開など

模擬師範授業でイメージを高めた。

②　道徳関連研修会への積極参加と内容の共有

　島尻教育研究所や

沖縄県立総合教育セ

ンターが開催する道

徳関連講演、研修会

に職員を派遣し、内

容の共有を図った。

⑸　体験活動と総合的な学習の時間、道徳との関連

　本校区は平和祈念公園、ひめゆりの塔、魂魄の塔

などの慰霊の塔や避難壕、関連碑が多数点在し、平

和学習の地理的条件を備えている。さらに、平成８

年に平和教育資料として本校で刊行された「三和地

区の慰霊塔・碑・ガマ」を活用し、学年を貫く平和

教育を多年にわたり実施している。本校の平和教育

は総合的な学習の時間で資料収集、体験活動を行い、

道徳の時間に深化・統合を図っている。

＜南城市立久高中学校の実践＞

　幼・小・中学校併置校の本校では、小規模校の特色を

生かしながら、児童生徒に「豊かな心を育む」ことを目

指した取組を教育活動全体を通して行っている。

⑴　幼・小・中連携「豊かな心を育む」教育の充実

　本校では、幼稚園・小学校・中学校が一緒に行う

学習や行事、活動等があり、中学生や小学校高学年

に限らず、年上の子が下の子の世話をしている場面

を多く見かける。異校種交流の中では、子供同士が

お互いに認め合い信頼することで、思いやりの気持

ちが育ちやすい。このような子供達の交流をさらに

充実させるために、今まで漠然と実施されてきた

種々の活動等について、それぞれの校種や学年の教

科や領域のねらいを明確化するとともに異校種交流

をはじめ道徳的価値のある活動が実施できる時期や

内容を再検討し、教育課程に明確に位置づけた指導

計画の作成を進めている。

⑵　道徳的実践力を高める体験活動の充実

　他教科との関連を図りながら、体験活動を道徳に

生かすように各教科の学習内容と道徳の内容項目と

の関連を整理、改善している。

　〈実践例〉総合的な

学習の時間で「追い込

み漁」の体験活動を行

い、その体験を道徳の

時間の「生命の尊さ、

自然愛護、思いやり、

感謝、伝統と文化の尊

重・国や郷土を愛する

態度」等の授業に生かす、というように体験活動を

道徳や他教科に生かす授業づくりを行っている。豊

かな自然に親しみ、自分たちの手で自然保護活動等

を行うことにより、子供達に自然への感謝やふるさ

とに対する愛情や誇りを高めることができた。

⑶　地域人材を活用した授業の充実

　家庭・地域との連携

として、地域人材を活

用した授業づくりに

取り組んだ。ゲスト

ティーチャー（地域・

保護者の方）との事前

の打ち合わせでは、本

時の道徳の授業のねら

いを理解していただき、授業でおさえてほしいポイ

ントや話していただきたい内容等を確認し、児童生

徒が自己を見つめ直すきっかけとなるように配慮し

ている。

　そのような取組によって、ゲストティーチャーの
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写真1　模擬師範授業 写真２　板書の工夫

写真３　 島尻教育研究所主催
講演会

写真６　壕体験（３年）

写真４　 校区にある慰霊の塔
調査（２年）

写真８　追い込み漁体験

写真９　地域人材活用

写真７　平和講演会（３年）

写真５　平和教育資料
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方の子供達に対する思い、故郷への思い、自分の生

き方についての考え等が子供達の心に深く響き、こ

れまでの自分を振り返ったり、自分のできることを

していこうという意欲に繋がったりするなど、良い

学びとなっている。

⑷　心を耕す教育環境づくり

　本校では、校内の掲示板に道徳の学習内容や、そ

の時の子供達の思いを

書いたものや学校行事、

児童会・生徒会行事の

取組や季節感のある詩

や心温まる話等を掲示

し、道徳的意識の高揚

に努めている。学級掲

示板、学部掲示板等へ

は各担任に掲示させ、

廊下や階段の掲示物等

は学校司書に依頼して

整備している。

⑸　校長の関わり・指導性

ア　道徳教育推進教師への指導、道徳教育に関連し

た取組実践への助言

イ　道徳の授業参観後の指導・助言を行う。（参観

ができない時は、後から職員に授業の様子を聞い

ている）

ウ　「道徳」の地域教材の開発を促している。

＜座間味村立座間味中学校の実践＞

　本校は離島へき地校、小中併設校、複式学級で生徒数

14名という極小規模校である。小規模校ならではの課題

も多く、道徳教育でも生徒が固定化され人間関係や上下

の関係等もあり、なかなかうまく推進することができな

く校内指導体制にも課題があった。

　そこで、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。

⑴　対話的な学びで考え、議論する道徳の授業展開

　道徳授業における最も中心的な方法が対話的な学

び合い活動である。そのため対話のしやすい机の配

置や教師の関わり方が大切だと考え授業展開を統一

し、教師の発問も生徒のものの見方・考え方にそっ

て行いファシリテーター的役（聴き役）に徹した授

展開を実践している。利点として、集団思考するこ

とで、生徒の発言も活性化し、道徳的価値のある学

習となり道徳授業の本質と捉えることができる。

⑵　ローテンション授業（共通実践）

　道徳の授業は、担任だけでなく、副担任を含め全

職員の交代制で取り組んでいる。利点としては、生

徒は教科の特性や各教師の個性を生かした多面的な

アプローチのある授業を受けることができる。また、

他の教員が授業参観し、互いに見合うことで担当時

に自己の道徳授業に生かすことができる。

　懸念される評価に関しては、共通のワークシート

の使用や内容項目ごとの指導案ファイルを職員室に

設置し共有化を図っている。

― 73 ―

写真15　指導案ファイル

写真13　コの字の机配置

真10　掲示物１

写真11　掲示物２

写真12　掲示物３

写真16　他の教師の参観

写真14　対話的学びの授業展開
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⑶　校内研修の充実と外部講師との連携

　校内研修を充実するため、月１回程度（他の教科

も含）全体研を実施している。これまでの全体研で

は、教師の指導技術を重視した進め方であったが、

小中併設校の本校では、（児童生徒が本時の授業で

何を学んだのか、どこに学びがあったのか、何故学

ぶことをやめたのか）を中心に議論し、児童生徒の

学びの有無に研究会の視点を置くことにした。教科

の特性を問わず、子どもの学びに指導法を統一し工

夫を行った結果、これまでの校内研よりも活性化が

図られた。また、学期に数回、外部講師を招聘し議

論を深め研究の方向性を検討し全体研で常に次の課

題を意識した学びのある校内研を心がけている。

⑷　管理職による小中全体道徳授業　

　学期に１回程度、管理職による全体道徳授業を実

施している。小中の児童生徒を縦割り班で分け、学

習テーマに対して班ごとに意見を出し合いながら互

いに学び合いを行う。班の中では小学校低学年児童

の意見も尊重され、さらに教師も輪の中入り共に学

び合う授業展開を実践している。利点としては、固

定化した人間関係だけの思考でなく、異年齢の多様

な子ども達の意見や教師の話等を聞くことで、多面

的な思考力や対話力が育つと考えている。

４　成果と課題

【成果】

⑴　校内指導体制を再構築し子どもの実態に応じた指

導法を統一化を図ったことで充実し指導体制の強化

ができた。

⑵　研修を充実化することで、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が図

られた。

⑶　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人間関係が固

定化した状況でも全職員共通した実践ができた。

⑷　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】

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

５　おわりに

　22の内容項目全てを扱い、日常的に「考え、議論」し、

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

思や能力を育む道徳教育を実現していくためには、教科

書をきちんと活用しつつ、地域の特性を生かした体験活

動等も活用しながら、生徒たちをいかに議論に巻き込み、

自分事として考えさせることができるか、先進事例や講

演会、研修会をもとにした教師のたゆまぬ教材研究が求

められる。その体制づくり、環境整備を道徳推進教師を

中心に全校体制で進めていく必要がある。

― 74 ―

写真18　縦割り班による全体道徳

写真17　琉球大学上地教授との校内研修
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１　はじめに

　予測困難な社会の到来とともに、生徒たちを取り巻く

環境は、益々複雑化・多様化することが想定され、生徒

一人一人には「よりよい社会や幸福な人生の創り手」と

なれるよう未知の状況に対応でき、社会的・職業的自立

を鑑みた資質・能力を育むことが求められている。

　さらに、このような資質・能力が確かな姿として実現

するためには、生徒が豊かで充実した学校生活を過ごす

ことが不可欠である。その基盤は、望ましい人間関係を

築くことであり、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成することが肝要である。

　その考えに基づき、本ブロックでは、各学校の課題で

ある「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」「不登校生徒に対処する取組」等に着目

した。生徒一人一人が、自己理解からよりよい人間関係

を築き、協働や対話を深める中で、自己肯定感や自己有

用感を育み、自己指導能力を育成するような学校体制が

必要である。そこから自らの生き方に繋げ「夢や希望を

もって登校する生徒」の実現が期待できると考える。

２　研究の視点

⑴　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

⑵　不登校の未然防止と対応

⑶　校長の指導性と関わり

３　具体的な実践

【北谷町立桑江中学校の実践】

　30日以上の長期欠席者数は本校の大きな課題であり、

平成30年度は｢新たな不登校を生まない｣ために｢自らの

生き方｣を育む指導の充実に取り組んだ。しかし、平成

29年度と比較すると長期欠席の人数は両年ともに37人で

同様の結果であり成果が見られなかった。

　ところが、10日以上30日未満の欠席は34人から３人と

大幅に減少し、新規の不登校も７人に抑え、成果が確認

できた。今年度も取組を継続している。

⑴　具体的取組

①　「新たな不登校を生まない」ための共通理解

　北谷町が推進する豊

かな人間関係づくりと

具体的な人づき合いの

スキルを育てるスマイ

ルプログラムの充実や

桑江中独自に信頼関係

を築くキーワードを作

成し校内研修を行った。

さらに、組織的・段階

的教育活動実践の１次

対応から３次対応まで

の共通確認を図った。

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

いじめや問題行動、不登校、インターネット上のトラブルなど生徒を取り巻く問題が深刻化している。学校は、

生徒の健全な成長を図るために、これらの問題解決に喫緊に取り組む必要がある。生徒指導は、集団や社会の一員

としてよりよい生活や望ましい人間関係を築く基盤であり、人間としての望ましい生き方についての自覚を深め、

自己指導能力を育成することがねらいである。様々な問題に対応するために、各学校での組織的、継続的な取組を

さらに充実させることが重要である。

　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ことが想像できる。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ことは、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長を図りながら、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。

提 案 者 長　嶺　加恵美 （越 来 中 学 校）

司 会 者 島 村 一 司 （コ ザ 中 学 校）

〃 志良堂　保　夫 （北 谷 中 学 校）

記 録 者 大 舛 勝 彦 （山 内 中 学 校）

〃 多和田　　　勝 （桑 江 中 学 校）

運 営 委 員 伊 波 和 子 （久志中学校「緑風学園」）
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図１　信頼関係シート

○１次対応（全生徒）　　　　※満足型の集団づくり
○２次対応（気になる生徒）　※解決志向アプローチ
○３次対応（｢不適応｣の子）　※内外資源活用



第４分科会（自らの生き方）

②　あいさつの「レベル」を上げる取組

　校長講話やアン

ケート調査など生徒

会と連携して挨拶レ

ベル向上に取り組み、

支持的風土の醸成を

図った。

③　生徒会組織と学級組織の連動

　生徒会組織と学級組織を連動させ沖縄県学力向

上推進プロジェクト・方策５を推進している。

⑵　成果と課題

①　成果

ア　新たな不登校の出現を抑えている。

イ　生徒会調査より挨拶レベルが向上した。

ウ　学級と生徒会組織の連動表から、意識の高揚

と生徒会活動の活性化が見られた。

②　課題

ア　生徒の自主的・実践的な態度を育て「学びに

向かう集団づくり」を推進する必要がある。

⑶　校長の指導性と関わり

　学校経営の視点として３つのキーワードを設け、

校長講話、校内研や各種会議のみならず日々の声か

けも意識し、生徒や先生方への周知を徹底した。

①　 母校への誇り 　生徒一人一人が「桑江中で良

かった」と心から思える学校を目指す。

②　あいさつレベル　あいさつのレベル向上で、よ

り良い人間関係づくりの基盤を培う。

③　気づいて動く　自ら気づいて動き、目標に向

かって主体的に努力する態度を育てる。

【北谷町立北谷中学校の実践】

　本校では「生徒前面（全面）」「褒める種まき」のスロー

ガンを掲げ、生徒の主体性、自己教育力等を育む教育

活動を展開している。また、不登校やいじめなどの課

題改善及び学力向上を目指し、学年・学級経営の充実

による問題行動等の未然防止、生徒一人一人のよさを

伸ばす積極的生徒指導等に努めている。

⑴　具体的な取組

①　「スマイルプログラム」の共通実践

　構成的グループエンカウンターの手法を活用し

た「スマイルプログラム」を学年・学級単位で実

施（総合、学級活動）。人間関係づくりのスキルを

身に付けさせ、生徒相互の望ましい関係性構築に

よる学級経営の充実、不登校やいじめ等及び生徒

指導上の問題行動の未然防止を図っている。

ア　実施回数　　年間８～10時間

　学年全体で学期始め、長期休み明けに実施し、

円滑なスタートにつなげている。学級では、全

学級統一内容を基本として、支持的風土づくり

をねらいとして適宜実施している。

イ　共通実践

　中学校区ごとに合同授業研究会を開催（小中

各１回）し教師の実践力向上を図っている。

②　ハイパー QUを活用した学級経営の充実

　年２回実施（５月、10月～12月）し、学級にお

ける生徒個々の状況及び学級・学年全体の傾向を

把握、全職員で対応策を検討する。第２回目で改

善状況を把握（チェック）し、さらなる取組の改

善につなげている。

③　生徒指導・教育相談部会（毎週実施：木１校時）

　心の教室相談員、町SSWも参加して実施。校

内での確認をふまえ、必要に応じてSSWが外部

機関等との調整を行い、連携している。

⑵　成果と課題

①　成果

　毎月のアンケートで90％～95％の生徒が学校生

活は「楽しい」又は「まあまあ楽しい」と肯定的に

捉えている。まわりと関わって課題解決を目指す

スマイルプログラムのエクササイズが生徒相互の

関係改善につながっている。また、ハイパー QU

の分析に基づく対応の工夫で、生徒個々への対応

改善、学級・学年経営の充実に繋がっている。さ

らに、町SSWが生徒指導部会に参加することで、

外部機関等との円滑な連携が図られている。

②　課題

　共通実践における意識レベルに職員間の差があ

り、実践レベルを揃えるのが難しく、人事異動で

多くが入れ替わった年は特に厳しい。

⑶　校長の指導性と関わり

　教育活動が、目指す生徒像をふまえ、学校経営方

針に沿って展開されるよう適宜の指導助言、担当職

員への激励と労いを行っている。また、外部機関等

との連携では、校長が積極的に関わり、方向性など

について、視点を共有している。

【沖縄市立山内中学校の実践】

　本校は、19学級（特支４学級含む）、生徒数528名の

中規模校である。校区内３小学校と「めざす児童・生

徒像」を共有し、学校と社会の関わりを意識した、キャ

リア教育の視点で連携した取組を図っている。

⑴　具体的な取組

　学校教育全体を通したキャリア教育の取組を行い

「自己肯定感」を育み、主体的に自己実現を図ろう

とする態度を養うことを目的としている。

取組・推進計画・体制
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図２　あいさつレベル

表１　めざす生徒像とキャリア教育



第４分科会（自らの生き方）

①　基礎的・汎用的能力の経営目標への位置づけ

②　生徒会活動を通した取組

ア　４月にリーダー研修会を開催し、他者との関

わりや見つめる力を通しリーダーとして、人間

関係を見通し構築する資質能力の向上を図る。

イ　生徒の居場所づくり及び役割分担

　毎月１回「一斉係活動」として、全生徒が一斉

に朝の係活動へ取り組む。（自己存在感）

ウ　生徒の意見から実現した行事や機関

・トップ会談、生徒総会の２部形式、「８：10カッ

プ」「給食準備片付けコンクール」

・いじめ防止を図るスクールポリスの設置。

・学校ブランド化のための「ゆるキャラ・マス

コット」の作成・位置付け・活用。

③　部活動を活用した取組

　執行部長会（キャプテン）を月１回開催し、振

り返りの中で、人間関係形成構築への助言と問題

行動の未然防止に努めている。

④　字別生徒会の結成の取組

　自治会単位に字別生徒会を結成し、地域の一員

としての自己認識を高め地域への所属感の醸成と

貢献活動の実施、｢地域貢献カード｣活用。

⑤　キャリア教育の推進を図る社会と学校との関わり

ア　職業人講話（１年）、職場体験学習・東海市

中学生との交換交流（２年）

イ　「キャリアノート」の実践

スケジュール管理と自己指導能力の育成

⑥　小中連携した共通実践

　出前授業（職員・生徒会）、合同研修会、グラ

ンドデザインを作成、目指す児童生徒像の共有

⑵　成果と課題

①　成果

ア　生徒自ら、より良い学校を創ろうとする主体

的な意識や行動が見られるようになった。

②　課題　

ア　基礎的・汎用的能力を体験活動・学校行事に

位置付け、育てたい資質・能力を明確化させる。

⑶　校長の指導性と関わり

①　キャリア教育の視点と目指す生徒像との整合性

を図り社会的･職業的自立に向けた取組を推進 

する。

②　共感的な人間関係形成能力を育て、生徒の自己

肯定感を育むためキャリア教育の視点を生かし、

自己指導能力の育成を図る取組を推進する。

③　現在の取組を捉え直し、発達段階に応じてどの

ように育成するか、その改善を図るために「社会

に開かれた教育課程」との関わりを整理していく。

【沖縄市立コザ中学校の実践】

⑴　具体的な取組

①　人間関係・社会形成能力の育成を図る取組

ア　あいさつ運動：生徒会の主体的な取組と各部

活動、保護司や民生委員との協働的な取組を 

行う。

イ　集会時における整列：他者と自分との位置関

係を意識させることにより他者を意識させる。

ウ　生徒会と学級との双方向の関わり：学級の課

題を生徒会へボトムアップさせ、学校全体や学

年での解決に波及させる。

エ　地域生徒会と地域自治会との協働活動：自治

会毎の地域生徒会を結成し、総合的な学習の時

間を活用して各自治会と協働的に地域の歴史や

文化、自然について学習する。

オ　「特別の教科道徳」の22項目完全実施：道徳

の授業で22項目の完全実施と副担任も含むロー

テンション授業の実施。

②　不登校生徒未然防止と対応

ア　居場所づくり：空き教室を利用して不適応の

生徒の学習室を確保。さらに、地域ボランティ

アを活用し、学習指導を行う。

イ　毎月１日の生活アンケートの実施：いじめが

疑われる内容に関しては即時に担任で教育相談

を行い、内容により学級で課題解決を行う。

ウ　生徒指導部会・教育相談部会の充実：各々週

時程に位置づけ、欠席日数や遅刻、生活の様子

が気になる生徒を担任からあげてもらい、各部

会で初期段階で対応策を協議、指導助言を行う

エ　関係機関との連携：積極的に学校と関係機関

の情報共有を行い、早期にケース会議を行う。
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写真１　集会の様子

写真２　学習室の様子



第４分科会（自らの生き方）

⑵　成果と課題

①　不登校生徒の減少：小学校からの申し送り事項

を含めた30日以上の不登校生徒が62名から34名へ

減少した。

②　いじめ件数の改善率の向上：いじめ解消率は

90％を超えた。

③　生徒の落ち着きと学力の向上：学びに向かう姿

勢が確立し、学力の向上（国、数、理、英）で県

平均以上であった。今後の課題は全国平均に到達

するよう指導の工夫が必要である。

⑶　校長の指導性と関わり

　当初申告で１人１時間程度かけて、職員の提案す

る目的や取組内容を、経営方針に則った具体的な取

組内容に発展させる作業を共に行うことによって、

実行可能で、より効果的な手立てを設定することが

できる。それが職員の意欲や取組、効果を上げるこ

とに繋がり、自信にもつながる。

　さらに、毎週月曜日の職員朝会で校長コメントと

して、校長の方針を400字程度の文書で読み合わせ

共有することでぶれない経営が行える。

【沖縄市立越来中学校の実践】

　本校は学校教育目標を「自立」「尊重」「剛健」のキー

ワードで示し、総括目標として生き抜く力を身につけ、

高い志をもち、未来を切り拓く越来中生の育成をめざ

している。そのために、生徒が自他ともに尊重し、望

ましい人間関係を築く中で、自己肯定感や有用感を向

上させ、よりよい自らの生き方を追求する態度が育ま

れるものと考えている。

⑴　具体的な取組

①　「自主学習力育成シート」の効果的な活用

　「今日の学習内容はその日のうちに」と授業と

家庭学習の連動を図り、自主学習の内容・時間管

理を生徒各自で行い、自主学習力の向上やキャリ

ア発達に繋げている。

②　生徒会による「スクラムマッチ」の取組（通年）

　６つの専門委員会が課題解決を図るために項目

を示し、評価（ABC）を月毎に集計、得点の高

い学級を学期終了に称賛・表彰する。

③　いじめ防止と不登校対策

　生徒会が主体的に「人権アンケート」を実施し、

校長講話とリンク・結果公表を行い、いじめ撲滅

のスローガンを掲げるなど啓蒙活動に取り組んで

いる。校長室には「いじめ対策本部」を設置し「こ

ころのポスト」を通して、解決策に繋げるよう工

夫している。不登校問題の打開策として「居場所

づくり・生徒指導の三機能・ボイスシャワー」を

視点とし，共有化・実践化を図っている。

⑵　成果と課題

①　成果

ア　自主学習の意義を徐々に理解する生徒が見ら

れ、互いに認め支え合う風土が醸成できた。

イ　「スクラムマッチ」の取組によって、生徒が「昨

日より自立できる自分に」「一人一人を尊重で

きる学級に」「質実剛健な校風越来中に」を意

識し、自己有用感や肯定感が高まった。

ウ　不登校生徒が、教室環境や担任等の対応によ

り徐々に登校復帰できるようになった。

②　課題

ア　校内研テーマ「他者交流」を軸とし，全教育

活動における人間関係づくりの構築

イ　不登校未然防止と不登校生徒の登校復帰に向

けた共通実践の実施（不登校対策重点取組）

⑶　校長の指導性と関わり

①　生徒の自己肯定感が高まるよう効果的な「自主

学習力育成シート」の活用に指導助言した。

②　校長講話や学校だより・ＨＰ等で「スクラムマッ

チ」の取組進捗状況を紹介・称賛している。

③　生徒会執行部と会談を行い、いじめ撲滅運動や

いじめ対策本部を設置し（対策委員への任命証授

与）執行部の自覚と意識を高めている。

④　「越来中不登校対策重点取組事項」起案と「誰が・

いつ・何を」するのか役割を明確にし「ぶれず、

見捨てず、かかわり続けるチーム越来中」（団体戦）

を掲げ、陣頭指揮をとっている。

４　おわりに

　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。
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第５分科会（学校経営）

１．はじめに

　今日の社会では、情報化やグローバル化が急速に進展

する一方で、少子高齢化、人間関係の希薄化、家庭や地

域社会の教育力の低下などの問題が深刻化してきている。

学校においても、生徒の学ぶ意欲や自尊感情、規範意識

の低下に起因する学級の荒れやいじめ、不登校等の問題

行動が起きている。

　こうした現状において学校は、複雑化・多様化した課

題を解決し、生徒に必要な資質・能力を育んでいくため

には、学校のマネジメントを強化し、組織として教育活動

に取り組む体制を創り上げるとともに、家庭・地域・関係

機関との連携・協力を一層強く推進していく必要がある。

　本研究班では、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

な方策を校長の指導を通し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や校長の指導性について研

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　各活動の成果と課題を共有する。

⑷　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。

３．学校の実際

〈実践例１〉伊江中学校（全校生徒数129名）

⑴　「伊江島の村踊り」の継承

　保健体育の授業において沖縄県の琉舞を選択し、

学習を進めている。国の重要無形文化財「伊江島の

村踊」について、その歴史や特徴、文化の伝承に力

を注ぐ人々の思いなどについて学んでいる。また、

生徒の住んでいる区に伝わる踊りを地域の方々に指

導していただき、その成果を村の諸行事や地区中学

校総合文化祭で披露している。

⑵　地域・ＰＴＡと連携した食育の取組

　ＰＴＡや地域の方々と給食を通して、コミュニ

ケーションを図り、学校給食への理解を深める目的

で親子・村三役及び議員・青年会及び老人会とのふ

れあい給食を実施している。また、島には高校がな

く、卒業後は家族や生まれ育った島を離れる生活

を余儀なくされ家事の一部を自分で行う必要がある。

そこで取り入れたのが「子供がつくる弁当の日」で

ある。さらに、漁協組合の協力による「お魚料理教

室」も実施して、島建ち教育を支援している。

　また、村ＰＴＡ連合会家庭教育部の取組として、

プロ野球の管理栄養士を招聘して、保護者や地域・

児童生徒向けに「高校生アスリートに必要なスポー

ツ栄養の考え方」と題し、講演会を実施した。

⑶　地域青年会による「エイサー」指導

　総合的な学習の時間や保健体育において、お盆時

に祖先供養の為に踊る伊江島エイサーの歴史や特徴

地域の風習などについて学んでいる。また、青年会

の方々による実技指導の協力をいただき、運動会で

は地域の方々に披露している。生徒たちは、島のエ

イサーが踊れることに誇りを持ち、自信を持って勇

壮に演舞を披露している。

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

設定の趣旨

　現在、様々な教育改革が推し進められている。このような中、校長は学校の教育的課題を的確に把握し、その解

決のための方策を明示し、中・長期的展望に立って、課題の解決を目指す学校経営が求められている。

　平成27年12月の中央教育審議会答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在

り方や今後の推進方策について」において、コミュニティ・スクール（学校運営協議会）や様々な地域人材等との

連携・協働を通して、保護者や地域、関係機関を巻き込み、教育活動を充実させていくことが求められている。

　このような視点から協議題に迫る具体的な方策を校長の指導を通して究明する。

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）

運 営 委 員 安慶田　正　人 （野 甫 中 学 校）
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写真１　運動会でのエイサー



第５分科会（学校経営）

⑷　避難訓練及び水難事故防止教室

　沖縄県広域地震・津波避難訓練にあわせて、地域

の消防団の協力を仰ぎながら毎年行い、消火訓練も

実施体験できた。また、独自の行政放送の充実によ

り、各学校の校長住宅・職員室・校内にスピーカー

が設置されており、管理職は24時間体制で情報を得

ることができ、学校内外の緊急事態に早めに対応す

ることができる。

　万が一の水難事故に備え、危機回避能力を身につ

けさせる目的で、村内の２小学校と中学校の児童生

徒を対象とした水難事故防止教室を実施した。この

取組は10年前から毎年夏休み前に行われており、駐

在所の警察官、伊江漁協観光部会、ダイビング協会、

救急救命士を持つ村役場職員が指導に当たる。事故

に遭遇した場合の対処方法やＡＥＤの操作方法を学

んだ後、全員が心臓マッサージを体験した。

⑸　校長としての関わり

①　家庭・地域・行政と情報交換を設定し、連携し

た生きる力の育成を図る。

②　伝統行事や食育を通して「島建ち」教育の充実

を図る。

③　地域教育資源リストを活用した学校の支援体制

の確立を図る。

〈実践例２〉野甫中学校（全校生徒数19名）

⑴　行政（村教育委員会）との連携

　８月の約10日間、村教育委員会が、現役東大生数

名を講師に招き、「学力の底上げ」「学び方の習得」

を学ぶ「東大塾」を実施している。大学生とじかに

触れ合うことで、勉強に対する意識や具体的な勉強

の方法を学ぶことができた。中学卒業とともに島発

ちする生徒たちにとって、将来の夢・目標実現へと

繋がるものとなった。

　また、10月下旬の４泊５日の日程で、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し

ている。東大訪問では東大塾以降の課題・問題解決

を通した交流を実施した。ディズニー研修では、「世

界一のおもてなしの極意を学ぶ」セミナーや実地研

修を通して、気づき・考え・行動する力の育成を図

ることができた。

⑵　地域との連携（伝統文化継承の取組）

　毎月第３水曜日は、伝統文化の日と位置づけ、放

課後に地域人材を活用した伝統文化（棒術・手踊り・

三味線等）学習を公民館で実施した。その日は、部

活動等を休みにして全生徒が参加する。郷土の伝統

文化に触れ、豊かな生徒の育成に取り組んでいる。

⑶　家庭との連携

　毎月第３水曜日は「弁当の日」として、生徒は弁当

を持参し給食時間に全生徒・職員で会食する。弁当

の見栄えにとらわれずに地域の食材や旬の食材を活

用して弁当を作ることで、島発ち後の「食」へ繋げた。

⑷　教職員の資質能力向上の取組

　年間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、子どもの実態や課題

を多面的に把握し、より実態に即した効果的な指導

を行うための資質能力の向上を図ることができた。

　また、年間３回、村内３校合同のライフスキル教

職員研修会では、教職員一人一人が、研修を通して

子どもたちの得意なことや長所をいかせる生き方や

困難を乗り越える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。

⑸　校長としての関わり

①　学校・家庭・地域・行政と情報・意見交換し「島

発ち」教育に対するビジョンの共有を図る。

②　「島発ち」を意識した様々な取組を通し、教職

員の指導力の拡充を図る。

③　地域行事に関する成果や課題に適宜指導助言を

行う。
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写真２　避難訓練及び水難事故防止教室

写真４　教職員研修会

写真３　東京大学との連携



第５分科会（学校経営）

〈実践例３〉久辺中学校（全校生徒数65名）

⑴　地域消防団との連携

　３区の消防団の協力を得て、保幼小中合同で地震・

津波避難訓練を行っている。避難場所は中学校グラ

ンドとし中学校３年男子が保育園、３年女子が幼稚

園へ避難の援助をする役割となっている。事前に保

育士と３年生は綿密な打合せを行っている。消防団

から、「災害発生時、保育園への避難援助まで手が

回らないことが予想される。まずは安全に避難する

ことが第一、その後、自ら進んで他の人々の安全に

役立つことができるようになって欲しい」と期待を

込めた助言を頂いた。

⑵　防災有線放送の充実

　３区は独自の有線放送が充実し、区内全家庭に受信

機が設置されている。災害発生時には有線を通し情報

の共有化が図られる。学校においては、緊急事態時に

この有線放送で、学校内外の緊急事態（台風接近に伴

う対応等も含む）に早めに対応することができる。

⑶　防災体験活動及びＡＥＤ講習会

　校内研修の一環として職員対象の体験活動及びＡ

ＥＤ講習会を名護市消防防災センターで行った。３

人のスタッフが各班につき、事故や入浴中等、様々

な状況における対処の仕方をレクチャーし、充実し

た研修を行うことができた。

⑷　地域教育懇談会

　毎年7月、校区学力推進委員会地域教育部会が中

心となり三区合同で地域教育懇談会を開催した。小

中職員、保護者、地域婦人会、老人会と幅広い世代

が10～15名のグループで編成し、それぞれの立場か

ら意見を述べ合う。テーマは、「生活リズムの確立」

「非行防止」「学力向上」「健康管理」の中から各グルー

プで選択して行う。毎年熱の入った討議が展開され、

各世代が不易と流行の確認の貴重な場となっている。

⑸　児童養護施設との連携

　校区内に設立20年以上になる児童養護施設がある。

施設定員は男女各20名で、幼児から高校生の範囲で

構成されている。本校には各学年２～４名の割合で

在籍している。家庭復帰や児童相談所への一次引き

取り、施設異動等、年間を通して転出入が頻繁に起

こる。小中管理職と施設長・部長との月１回の情報

交換会では、生徒達について共通確認を取りながら、

指導や支援が展開できている。

⑹　校長としての関わり

①　地域連携担当教師の育成及び三区との連絡・調

整の充実を図る

②　生徒の活動状況を周知するため、学校便りや職

員通信の定期的な発行を図る

③　校区内小学校、関係機関との連携・協力体制の

確立を図る

〈実践例４〉屋我地ひるぎ学園（全校生徒数158名）

⑴　地震・津波避難訓練

　本校は海抜２ｍなので、津波が想定される場合は

一刻も早く高台に避難する必要がある。避難行動に

ついては、８年生と１年生、９年生と２年生がペア

となり学校から約900ｍ離れた屋我地支所まで移動

した。

　また、避難訓練と同日に緊急時における児童の安

全確保と保護者、地域との連携をスムーズに行うた

めに小１～３年生保護者や地域の学童保育と連携を

図り、引き渡し訓練を実施した。

⑵　救命救急講習会（ＡＥＤ講習会）

　名護市消防本部から講師を招聘し、７～９年生全

員を対象に救急救命法の実技講習会を実施した。実

技講習会では、心臓マッサージやＡＥＤの活用の仕

方などを体験を通して学んだ。救命処置は「早期対

応、勇気を持ってやる」ことが一番重要だと教えて

いただいた。講習会終了後は「修了証」を手にした。
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写真５　防災体験活動の様子

写真６　地域教育懇談会

写真７　救命救急講習会



第５分科会（学校経営）

⑶　美ら島タイムの取組

　美ら島タイム（総合的な学習の時間）では、身近

な地域素材や地域人材を活用して、体験活動を系統

的に実施した。塩田での塩づくりやカヌー体験、渡

り鳥の観察、ミツバチからの蜂蜜の採取等の豊富な

体験は、生徒たちにとって望ましい集団生活や活動、

豊かな学校生活づくりに取り組むことが出来た。

⑷　学校運営協議会の取組

　平成30年度より名護市教育委員会の指定を受け、

学校運営協議会（コミュニティ・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・

協働した取組を推進している。

　本校の教育活動に実際に関わる方々を「ひるぎ 

ＣＳネット」として組織化している。「ひるぎＣＳ 

ネット」の活動を通して、地域の方々に保護者のＰＴＡ 

活動の様子が伝わり、また逆に、地域の行事に児童

生徒及び保護者が参加・参画が増え、お互いにとっ

て良い相乗効果を生み出している。

⑸　校長としての関わり

①　地域・行政との連携を効果的に取組ために校内

運営委員会を開催し、共通理解・共通実践を確実

に行う。

②　学校運営協議会委員から意見を頂き学校教育へ

の参画を図る。

③　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。

４．成果と課題

⑴　成果

①　チーム学校に対する取組や校長の指導性を学ぶ

ことが出来た。

②　学校規模や設置場所の違う４校の実践事例を確

認し、共有することが出来た。

③　チーム学校の取組から見えてきた課題を整理し

地域資源や地域人材を活用した教育課程や学校行

事を再度見直すことができた。

④　チーム学校の取組の推進には、地域や関係機関

等との日頃の交流や情報交換が大切であることを

再認識することができた。

⑵　課題

①　「チーム学校」の取組に対する教職員の資質能

力の向上と共通理解を図るための研修等の在り方

についての研究。

②　「チーム学校」の取組を効果的に進めるための

方策の研究。

③　アンケート調査を実施し、地区内中学校におけ

る「チーム学校」の現状を研究。

５．おわりに

　チーム学校の取組を円滑に進めるために日頃から地域

等との良好な関係を築いておくことである。そのために、

校長はもちろんのこと、教職員も可能な範囲で地域行事

等への積極的な参加や協力を行い、交流を図ることが重

要である。

　学校経営方針や特色ある教育活動、児童生徒の様子等

を学校便りや学校Webサイト等を通じて保護者や地域

に情報発信することで、理解や協力を得られ、信頼関係

の構築につながる。また、学校評価などで家庭や地域住

民の学校に対する意見を把握し、教育活動に生かしてい

くことも大切であることを実感した。

　校長は、自校の児童生徒や地域の実態把握を踏まえな

がら、学校教育ビジョンを保護者や地域に示し、教職員

の意識や取組の方向性の共有を図らなければならない。

そのためには多様な専門性を持った地域や関係機関と教

職員が有機的に結びつくことで、豊かな指導力の発揮に

つながると考える。チーム学校の実践と評価・改善を常

に繰り返し、より一層学校や地域の実態に沿った教育課

程編成を推進することが重要である。

　今後は学校を核とした協働の取組を通じて、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」の推進を進めてい

きたいと考える。
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写真８　総合的な学習の時間



第６分科会（人材育成）

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＞宮古島市立久松中学校

⑴　学校・地域の概要

　本校は1950年（昭和25年）４月に平良南中学校久

松分校から「久松中学校」として設立された。

　本校の生徒数は、138名であり、特色ある教育活動

としては「朝のあいさつ運動」「各種検定への積極

的な挑戦」「美しい環境の学校づくり」「親子給食会」、

地域行事「久松海神祭」への参加、地域の伝統文化

「久松獅子舞の継承」等があげられる。中でも海神

祭“ハーリー”には、全校生徒で参加し、本校の特

色ある学校行事として脈々と引き継がれている。

　教育目標を「自ら意欲的に学ぶ生徒、心豊かで思

いやりのある生徒、心身ともに健康な生徒」の育成

とし、その具現化のために「文武両道」を校訓とし

て教育活動を展開している。

　保護者は概ね教育熱心で、学校行事やＰＴＡ活動

等も積極的に参加協力してくれる。また、地域の学

校に対しての協力もあり、伝統行事等の外部講師、

支援者として学校を支えてくれている。

⑵　本校の取り組み

①　教育課題の共有と具体的実践

ア　各種調査等から生徒の実態把握（課題）

　「全国学力・学習状況調査｣、｢沖縄県学力到

達度調査｣や学習意欲に関するアンケートから

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　ＧＳＲプランシート活用

　教師一人一人がカリキュラムマネジメントを

意識し、教材研究の方法・方向性を共有し、組

織的に教材研究を行くために、本校独自の教材

研究ツール（ＧＳＲプランシート）を活用し、

授業づくりを進める。

ウ　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、

学習指導に関するアンケート（教師）、学習に

関するアンケート（生徒）を年２回実施し、成

果指標を分析するとともに、日常的授業実践、

組織的共通実践事項の改善を図る。

エ　ＴＴの指導形態による指導方法の工夫改善

　身につけさせたい力を確実に身につけさせ、

生徒の思考力・判断

力・表現力を高める

効果的な指導・支援

できるよう、社会数

学、国語、英語でＴ

Ｔを行う。

第 ６ 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。

提 案 者 宮 國 幸 夫 （久 松 中 学 校）

司 会 者 松 本 　 尚 （多良間中学校）

記 録 者 濱 川 成 共 （下 地 中 学 校）

運 営 委 員 呉 屋 江 山 （宜野座中学校）
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オ　ＩＣＴ機器の効果的活用

　ＩＣＴ機器を活用した授業作りではなく、授

業の「ねらい」を効果的に達成するための手段

として活用を図ること。

②　校内研修の工夫･改善

ア　日々の授業において、仮説にあげた手立てを

踏まえ、組織的な指導法の工夫改善を行い、授

業研修会において総合的に検証していく。

イ　実証的な研究を推進するため、生徒の変容等

に係る調査（事前、事後、実態調査）を行い結

果を数値化して示す。

ウ　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

する。

エ　授業改善アドバイザーや教科アドバイザーが

積極的に研究授業を行うとともに、各教師年１

回の授業公開を行う。指導主事を招聘し、指導

方法工夫改善に努める。

オ　学びの連続性・系統的指導を意識し、久松小

学校との小中連携合同研修会や合同授業研究会

を行う。（年間６回）　

③　同僚性あふれる教職員集団づくり

ア 　企画委員会、特別支援委員会、保健委員会の

充実

　毎週１回週時程に明示し、管理職と各主任が

一同に会し、様々な課題を共有と学校全体とし

て課題解決に向けて話し合い共通確認して取り

組む場の設定を行っている。

イ　各学年会の活性化

　各学年会を時間割に位置づけ、各学年主任を

中心として、学年での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。

ウ　各教科会の充実

　各教科会を時間割に明示し、各教科プランの

確認及び課題とその対応策、ＴＴ授業の進め方

等について、意見を出し合い課題解決に取り組

んでいる。

エ　研究授業後の取組

　研究授業後の研究協議では、ワークショップ

を行い、ねらいや・テーマに沿った授業実践で

あったかなど、授業の感想に終始することなく

率直な意見交換を行う。

⑶　校長の指導性

　新たな時代へ対応する視点を持った授業改善を推

進するために、県・市教育委員会策定「学力向上推

進プロジェクト－授業改善６つの方策－」、『｢問い｣

が生まれる授業サポートガイド』を踏まえ、学力向

上の取組の重点を「授業改善」におき、日々の授業

の充実を行う。

①　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。

②　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。

③　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。

④　週案・授業プランシートの校長指導・助言（ね

ぎらい）

⑤　教職員評価システム面談で授業や校務分掌等

の課題を聞き、指導・助言を行う。

⑷　本校における成果と課題

①　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。

②　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することができた。

③　日常的なＯＪＴにより、全校体制でのベクトル

を揃え、ミドルリーダーを中心とした同僚性の発

揮が必要である。

④　授業観察後のフィードバックをする時間の確保

が厳しい。

＜実践例２＞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47.4㎞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。

― 84 ―

主事招聘研修会 小中連携研修会



第６分科会（人材育成）

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？」

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、来間小学校、下地小学校３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３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。

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
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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

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。

４　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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