
第 １ 分 科 会

提 案 者 黛 智 久（東江小学校）

司 会 者 渡 口 美智代（奥 小 学 校）

研究主題 記 録 者 喜友名 悟（崎本部小学校）

先見性のあるビジョンに基づく創意 共同研究者 玉 村 かおり（義務教育課）

ある学校経営の推進 運 営 委 員 宮 城 達 也（安和小学校）

１ 提案発表の概要

(1) 研究の視点

①明確なビジョンの策定

②互いに認め，支え合い，学び合う環境

作り

③学校や地域の特色を生かした教育活動

の充実

(2) 研究の実際

①東江小学校

ア 児童のモチベーションの向上

イ 児童が支え合い学び合う学習づく

り

ウ インクルーシブな教育の視点を支

える特別支援教育の充実

エ 朝の活動の充実

オ 学区地域の特性を生かした教育活

動の充実

②安和小学校

ア 経営の５つの柱「ごづくり」

イ 地域密着の特色を生かした「魅力

ある学校づくり」

・「安和っ子シークヮーサー」の取組

③崎本部小学校

ア 統合を見据えた全職員参画による

学校経営

イ 異学年・異年齢交流，地域人材の

活用

ウ 町内小学校との交流，行事の合同

実施

④奥小学校

ア へき地の特性を生かした教育活動

イ 他者と交わりながら主体的に学ぶ

場の設定

・ヤンバルクイナ生息調査，水生生

物調査

・他校との交流学習，合同学習

(2) 研究の成果

①ビジョンの策定と教職員の学校経営へ

の参画

②インクルーシブな教育環境づくりの推

進

③保護者・地域と連携した教育活動の充

実

２ 質疑応答

質疑１：教職員ワークショップの時期やビ

ジョンへの反映について

（北谷第二小 安和）

応 答：一学期に先生方が感じたことを基

に，夏休みの校内研修で実施した。ビジ

ョンでは，児童の課題よりも良いところ

に注目しようということを確認した。

質疑２：開かれた教育課程との関連で，地

域への説明について

（北谷第二小 安和）

応 答：ＰＴＡ会長と相談し，「お仕事フェ

スティバル」を開催した。その取組を通

して地域や保護者への説明を行った。

質疑３：教材研究の時間確保の点から，週

時程の見直しについて（久松小 砂川）

応 答：木曜日日課として，朝の活動，清

掃をカットし，放課後の時間を確保して



いる。

質疑４：「崎小スタンダード」について

（北玉小 山城）

応 答：県が示している「授業における基

本事項」を基に，崎小として意識したい

事項を加えて作成している。

質疑５：「東江小教職員５つのこころがけ」

に関連して，職員間の温度差への対応に

ついて （当山小 吉野）

応 答：今，その温度差をうめようと努力

しているところ。とにかく「児童の良さ

の発見」を全職員でやっていこうという

ところである。

３ 各地区の報告（概要）

(1) 宮古地区

（久松小の実践）

「主体的・対話的で深い学び」に繋が

る久松小のグランドデザインを実現する

ため，全校体制で取り組む校内研修，学

力向上推進計画，小中連携教育の研究・

実践を主体として日常の授業改善を図っ

た。授業においてはＩＣＴを活用し，児

童に「何を考えさせるか」に視点をおい

た授業づくりを推進した。成果として，

小中連携合同授業研究会などを通して，

授業における「問いを持たせる授業展開

の工夫」や小中９年間を見通した「学び

の姿」について研究を深めることができ

た。

(2) 八重山地区

（比川小・久部良小・与那国小の実践）

与那国町内の各学校が協力して創意と

活力に満ちた学校経営を展開することを

継続・追及したいと考え，「県離島振興事

業とタイアップした離島体験交流学習」

や「町地域国際交流事業とタイアップし

た台湾交流」，「離島教育環境改善事業と

タイアップしたＩＣＴ活用」に取り組ん

だ。成果として，学校の垣根を越えて子

ども同士のよりよい関わりを育むことが

できた。

(3) 中頭地区

（北谷小・北玉小・北谷第二小・浜川小の

実践）

北谷小学校では，経営ビジョンの実現

に向け，多様な価値観を持つ教職員の考

えをまとめ，共通の目標や意思の形成を

図る取組を進めた。北玉小学校では，「チ

ーム北玉」を経営方針として周知し，各

担当や主任，担任が組織として学校運営

に参画する意識を高めた。北谷第二小学

校では，全職員が学校経営ビジョンを共

有化し，教育活動のベクトルを揃えるた

めに，グランドデザインを職員とともに

創る取組を進めた。浜川小学校では，グ

ランドデザインを策定することで，学校

像・児童像を明確にし，学校全体の意識

を高めた。共通の成果として，各校とも

経営ビジョンを職員一人一人に浸透させ

ることが重要であることが共有できた。

(4) 那覇地区

（浦添小・浦城小・当山小・牧港小・港川

小の実践）

浦添小では，経営ビジョンとして，知

・徳・体の調和と国際感覚を備えた心

豊かな人間性の基礎を育成し，児童一

人一人が生き生きと安心して学び，協

働の楽しさを実感できる学校づくりを

掲げ取組を進めた。浦城小では，児童

の実態や保護者の願い，地域の良さを

踏まえて児童一人一人に「確かな学力」

「豊かな心」「健やかな体」をバラン

スよく育むことを目指し，安全教育の

充実，授業づくりの充実，不登校・登

校しぶりの改善に取り組んだ。当山小

では，大規模校の強みを活かした指導

体制の構築を図り，教育活動を推進す

るとして，主体的・対話的で深い学び

を実現する授業，体育専科を活用した



体育・スポーツ活動の充実，危機管理

体制の確立を進めた。牧港小学校では，

まず，何よりも児童の安全・安心を確

保すること，次に，児童が毎日の生活

の中で，何かをしっかりと考えたり，

理解したりすることを学校経営のビジ

ョンとした。港川小学校では，「深く

学び心豊かで，仲良く遊ぶ港川っ子」

児童像実現に向けて５つの取組（学習

指導の工夫・改善・充実，総合的な学

習の時間の充実，特別支援教育の充実，

生徒指導の充実，ＩＣＴ機器の活用能

力を育む）を推進した。成果として，

具体的な取組を明確にした経営ビジョ

ンを示すことで，教職員が学校経営参

画を意識し，効果的な学校経営が推進

された。

(5) 島尻地区

（糸満小・米須小・豊崎小・百名小の実践）

糸満小学校では，新学習指導要領に

基づく教育活動の充実に向け，学校経

営ビジョンを見直し，授業改善の視点

を明確にして実践を行った。米須小学

校では，４月最初の職員会議で「児童

・職員が誰一人残さず，学び続ける学

校」をスローガンに，全校体制で『学

び合い』に取り組むことを提案し，こ

れまでの校内研修を継続しつつ『学び

合い』による授業改善を進めている。

豊崎小学校では，主体的・対話的で深

い学びをめざし，校内研修の充実によ

る授業力の向上を図っている。校長の

関わりとして，三役会で学習指導要領

の完全実施に向けた方向性の明示，各

担当への指導助言，日々の授業観察と

助言を行っている。百名小学校では，

学級経営の共通実践事項として，児童

自ら目指す学級像を反映させた「学級

目標」を設定させ，毎月評価させるこ

とによって学級目標達成を意識させた

取組を推進している。成果として，校

長の学校経営ビジョンを示すことによ

って学校課題を解決していこうとする

職員の意識が高まった。

質疑１：米須小学校の月２回の全体授業研

究会の持ち方について（港川小 松岡）

応 答：木曜日の特別日課で生み出した時

間を活用して実施している。

（米須小 多賀）

質疑２：北谷第二小学校の「グランドデザ

インを職員とともに創る」について

（浦添小 前田）

応 答：人事異動で校長を含め約半数の職

員が入れ替わったことをチャンスと捉え，

前校長から引き継いだ経営方針に自分の

ビジョンを入れて案を作成した。それを

各担当に練ってもらい５月の保護者への

説明までに完成させることとした。

（北谷第二小 安和）

質疑３：北谷町の「スマイルプログラム」

について （豊崎小 城田）

応 答：北谷町として取り組んでいる人間

関係づくりの充実を図るソーシャルスキ

ルトレーニングで，年間６時間のプログ

ラムである。

４ 研究協議

司会：学校経営ビジョンの策定について，北

谷第二小学校から，もう少し詳しく説明を

お願いします。

北谷第二小（安和）：まず，学校経営ビジョン

は教職員の意見を受けて変えられるという

ことを確認し，どう変えたらいいか，職員

の意見を出すよう求めた。実際に取り組め

ること，学校でできること，家庭でできる

ことを意識しビジョンを策定した。開かれ

た教育課程の観点から，保護者への説明会

でも，「冷蔵庫に貼っておけるパンフレット」

として配布した。

司会：他の学校のようすについても教えてく



ださい。

久松小（砂川）：宮古島市では，タブレットや

電子黒板が導入されていて，本校は総務省

の検証校として指定されている。グランド

デザインの策定でも，ＩＣＴ機器を活用し

て，授業改善を進めることを職員と確認し

た。

司会：経営ビジョンをどのように職員に下ろ

し，浸透させていくかということについて

意見をお願いします。

当山小（吉野）：本校の課題として，怪我や事

故が多いことがあったのでビジョンの中で

安全指導，危機管理を重視した。養護教諭

から毎週の保健室来室状況を提出させ，全

職員で共有することで，現在はほぼ半減し

た。体育専科配置の基本方針や校内研修の

内容についても，担当者任せにせず，校長

の意向を伝えていく。

北谷小（富山）：校長が異動する場合に，前任

の校長のビジョンを理解するなど，引き継

ぎも重要である。

はごろも小（仲村）：本校はコミュニティスク

ールである。学校経営ビジョンには内側と

外側がある。外側のビジョンである「地域

と共に」という部分を，教職員が入れ替わ

っても大丈夫なように地域に任せ，つない

でいくということが大事。それが「社会に

開かれた教育課程」にもなっていく。

港川小（松岡）：学校経営ビジョンを先生方に

下ろしても，どうしても差がでる。そこを

どううめていくかが課題である。

牧港小（飛田）：校長のビジョンを下ろしてい

くのに，授業改善リーダーや体育専科など，

全体に関わる，力がある教員がいるとうま

くいくと考えている。

百名小（比嘉）：ビジョンを徹底するには，具

体的な共通実践事項を設定して，そろえて

いくことが重要である。

豊崎小（城田）：ビジョンとして４月に方向性

を示すが，毎月ペーパーで，月の取組をデ

ータを活用しながらより具体的に示してい

る。また，伝え放しにならないよう，毎日

学級を観察，確認していくことを大事にし

ている。

５ 指導助言

（県教育庁義務教育課主任指導主事

玉村かおり）

(1) 配付資料より

校長のリーダーシップを発揮しながら，教

職員の知恵と力を結集し，保護者や地域と課

題共有・解決していくのが学校の立ち位置で

ある。ビジョンの策定・浸透を図り，教職員

の参画意識を高めながら，取組の具体化・焦

点化をしていく。

学校長の役割としては，３点。

・教育の本道を極め，時代の潮流を的確に

見とる。（不易と流行）

・子ども達の未来を見据えた明確な学校経

営ビジョンを打ち出す。

・活気ある組織・運営体制を築く。

(2) 発表資料（国頭地区）から見える成果

国頭地区では，大規模校，小規模校それ

ぞれの強みを活かした取組がされている。

東江小学校では，焦点化・可視化された

学校経営構想図，教職員の参画意識・協働

意識を高めるワークショップがありました。

安和小学校では，縦割り班での集団活動

や「安和っ子シークヮーサー」として，地

域と結びついた取組がありました。

崎本部小学校では，次年度の統合を見据

え，児童の心理面にも配慮した町内小学校

との交流がありました。

奥小学校では，小さな学校ではあります

が，学校の優位性やへき地の特性を生かし

ながら地域に根ざした相違ある学校経営に

努めていました。
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第２分科会

研究主題

学校経営ビジョンの具現化を図る組織づくりと運営

並びに学校教育充実を図る評価・改善の推進

提 案 者 興 儀 毅 （東風平小学校）

司 会 者 照喜名 朝 盛 (玉 城 小学校)

記 録 者 田 山 宗 則 （知 念 小学校）

〃 上江田 毅 (大里北小学校)

〃 天 久 三千代 （喜屋武小学校）

共同研究者 鹿 川 義 晃 (中頭教育事務所)

運 営 委 員 仲 村 秀 也 (安 田 小学校)

1 提案発表の概要

学校経営ビジョンの具現化に向けた活力ある組織づく

りと学校経営の推進

~提案者（校）や共同研究者（校）の取組から~
（１）学校経営ビジョンの周知を図るための方策

・年度初めに学校経営についての説明の時間をとり、

全職員で共有を図っている。

・教育計画の作成の時期を見直し、周知を前年度の 11
月から実施した教育課程編成会議において校長の経営

方針の確認を行う。年度末の職員会議では作成した学

校教育計画を使用し、次年度の学校経営に関する確認

を行い、次年度の共有化を図っている。

・5 月初旬に「学校経営の基軸」（Ａ４用紙の両面印
刷）としてまとめ、職員へ周知すると共に、各家庭へ

も配布し保護者への周知も図った。職員朝会や校長講

話、職員会議の際は、「学校経営の基軸」に沿った話

題を盛り込んだり、所行事の検討・反省の際も「学校

経営の基軸」に沿った視点での話し合いを促したりす

るなど、絶えず職員に意識させている。

・終礼において、校長だよりを配布し、より具体的に

示し、校務支援システムを活用し方針の共有化を図っ

ている。

・週案、及び週報や校長便り等で周知を図り、日々の

教育活動並びに教職員評価システム個人面談時に進捗

状況の確認と共通理解を図る。

・全校児童朝会や校長講話、各行事及び学校説明会、

学校便り等を通して、共通理解・実践への協力を図る。

・学級保護者会や家庭訪問、三者面談、ホームページ

等で学校・家庭・地域との連携を図り、意思疎通を図

る。

（２）学校経営ビジョンを実現する組織運営の構築

① 実効性を高める組織編成及び運営の在り方

② 教職員の参画意識の高揚と資質向上を図るた

めの方策

・大きな組織の実効性を高める工夫として各課題に関

するプロジェクト部会を設置し、各部に責任者を複数

名置き中核としている。各部会において内容を審議し、

職員会議等で提案を行う。各取組に関してはその都度、

評価し基本的に次年度の提案まで行うこととしてい

る。なお職員会議は今年度から春休み、夏休み、冬休

みの期間のみの実施とし、各部会は基本的に月 1 回実
施である。また、運営委員会では教務主任を中核とし、

各学年の主任で構成し、職員会議資料の審議機関から

学校が直面する課題を共有し、改善策を考える機関に

変更した。その都度、部会の責任者に関しては進捗状

況を確認し取組の活性化を図っている。必要があれば

年度途中でも、実施内容の変更ができるようにしてい

る。

・校務支援システムの活用を図るともに、職員会議の

ペーパレス化と校内掲示板の活用や週報の有効活用を

図り、校務の実効性を高めている。小規模校としての

利点を生かし、必要に応じて全職員を招集するなど小

回りのきく実効性ある組織体制の構築に努めている。

・教職員評価システムや教育活動全般に渡り、教職員

の資質向上を図るためのＯＪＴを実施すると共に、諸

行事の評価・反省をその都度ＰＣ入力で行い、職員会

議での効率化と共通理解で参加意識を図る。学校評価

の実施方法として今年度よりＱＲコードを導入し、校

務の効率化とＩＣＴ活用による意識向上に努めてい

る。また、ＰＴＡ役員の輪番制を改め、学校への支援

が強化できるよう組織編成の改善を図り、支援体制の

構築と教職員の資質向上を図る。

・「直後プラン」各行事・活動の終了直後、記憶の新

しい内に評価を踏まえた次年度の計画を作成する。次

年度の行事前には原則として確認程度にとどめるよう

にする。この取組で教育計画の質的向上と会議時間の

短縮をめざしている。

・グランドデザインの作成を通して参画意識を高め

る。次年度からの新学習指導要領の完全実施を見据え、

まず、学校経営グランドデザインのたたき台を校長が

作成し、「教育課題の焦点化」「教育課題解決のため

の方策」「盛り込む内容」等について全職員で検討す

ることで職員一人一人の学校経営への参画を図ってい

く。

・学校共通実践を掲示物に変え、視覚化することで、

教職員全員の自覚を図り、継続実施事項に関しての見

直し(言葉がむずかしくないか、新たな文言が必要で

ないか）等を図り、掲示する位置についての統一も行

う。
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・学校規模から見て、職員相互の連携が取り易い学

（同学年学級間・隣学年間）であるため、職員会議は

長期休業中を中心に年回 9 回の実施とし、教材研究や
児童対応の時間を確保して学習指導と生徒指導の充実

を図っている。

・毎週水曜日は合同教材研究日として、全職員（管

理職も含む）が職員室に集まって教材研究を行ってい

る。

【成果】

・年度当初の職員会議等での確認に加え、校務支援シ

ステムや校長だより等においてより具体的にビジョン

を示すことで周知が図れている。

・学校規模に応じた組織の見直しや、会議や研修等の

実施方法の工夫、校務支援システムの活用により、学

校経営ビジョンの実現が図れる組織編成と運営ができ

ている。

・担当の業務の提案や、評価・改善等、次年度の計画

まで責任を持たせることによって、学校運営への参画

意識を高めることができている。

【課題】

・保護者や地域との学校経営ビジョンの共有化に関し

ては課題が残る。

・学校の規模や特性に応じて会議や研修の回数や方法

を更に工夫し、実行性を高めること。

・複数年を見通した各担当の中核を担うミドルリーダ

ーの育成に課題が残る。

２ 発表後の質疑・応答

Q：職員会議の年３回の利点は
A：見通しを持てること。職員会議では提案でなく、「今
年度はこれでやってみて」と４月の段階で言う。

運営委員会も審議する場所でなく部会で審議していく

Q：職員会議の年３回の課題は？
A：今の所共有図られ特に問題はない。周知に関して
は、終礼や校務支援システムにおける掲示板等で確認

していく。

Q：評価システムをどう回しているか
A：当初１５分、中間希望者、最終１５分
Q：校務分掌の決め方について
A：主要のポジションは打診し、学年主任は年長者だ
けでなく、学年（３つの学年）によっては、３０代の

主任で配置し、後輩を育てる形をとっている。また、

常に低学年・中学年・高学年担任という形を崩し、次

年度のものは夏休みに打診し、前もってビジョンを持

たせる。

Q：合同教材研究日のとりかたについて
A：週中日の水曜日に行う。その日はノークリンデーの
日とする。

Q：完全不登校０の取組
A：１０１７名の大規模校で、不登校０になっているの

は、特別支援教育の充実、クラブ活動２０時間

の設定、そして地域の協力（子ども食堂・民生児童

委員との連携）などの取組がある。また欠席児童の確

認を校務支援システムで行い、全職員で問題周知を図

っている。

Q：グランドデザインの周知について
A：課題解決に向けて職員の考える材料で提示してい
る。

Q：学校評価の QRコードの導入とは
A：QR コードのアプリを採用し、業務改善の一角とし
ている。また、校務支援システムにて行事時数のカウ

ントも行っている。

３ 各地区の報告（概要）

・学校評価の児童、保護者のアンケート項目を、両面

印刷し、表面は児童への質問項目で、学校にて一斉

回答後、家庭に持ち帰らせ、裏面の保護者向け質問

項目を子どもと話し合いながら回答する。

また、学校評価教師用（自己評価）において、改善ラ

ンキングにて課題改善を明確にする。

・次年度、週の授業コマ数が１時間増えることを見据

え、日課表の見直しを図った。

・開かれた学校市民協働学校（コミュニティースクー

ル）の育成を目指している。また、学校評価や各種評

価を教育課程へ生かす「つなげる」「つづける」こと

への意識高揚を図る。さらに、児童委員会活動の活性

化や、「K 小学校教職員十箇条」を示し、教職員とし
てやるべき事の意思疎通を図った。

・若い教師層「授業力向上・学級経営」、中堅教師層

「授業校勢力・職能技術」、ベテラン教師層「学校運

営への参画力」等を通しての組織づくりを行う。また、

「教科の一部専任制」を実施し、子どもの学習状況を

「揃える」に徹底している

・「育成すべき資質・能力」を育てる意識改革として

①ことばの力②自分で考える力③思い浮かべる力④試

そうとする力⑤やり抜く力等「五つの基礎力」を打ち

出し、「新たな知を拓く」へ繋ぐを全教師で確認する。

・キーワードに「つなぐ」「見える」「伝える」を重

視し、教職員の意識向上を」図る。

・常勤職員が少ないため、校務分掌は、原則一人一役

とする。「指導の手引き」を作成し、評価、改訂して

いく。また、学校ウェブサイト及び学校ブログで日々

の活動や経営方針について、経営ビジョンの発信をし

ていく。さらに、各種調査の分析を管理職で行い、学

級担任がそれぞれ対策を考える。そして、学級の対策

は全校で共有し、全校で行う対策を考える。

・学校経営グランドデザインの活用や学校経営案と連

動した学級経営案及び教職員評価システムの活用を図

る。

・「評価の手引き」を作成したことにより、全職員で
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の評価の視点が定まった。また、複式学級における授

業スタイルを確立することで「わたり」や「ずらし」

円滑に効果的な学習指導が図られた。

・ふるさと学習の取り組み①舟越屋ハーリー②スノー

ケリング体験③明石エイサー④三振クラブ⑤黒糖づく

りなどがあり、活力ある組織づくりに努めている。

・校務分掌の明確化で、主に、学推担当者（校内研究

主任兼務）の業務の明確化を図り、教頭と学推担当者

との連携に努めた。また、家庭・地域との連携を図る

取り組みの中で、昨年度より音楽室にて「マーペー学

童」を行い、学校職員と学童指導者との情報交換が密

に行えた。

４ 研究協議

Q：不登校対策の取り組みとしてのクラブ活動２０時間
のとりかた

A：週 29 コマで動かせ、28 コマ＋ 15 分×３の方法もあ
る。また、運動クラブの活動場所として、ローテーシ

ョンで運動場や町の陸上競技場を使用している。さら

に、次年度は 22 時間位クラブ活動の時間とりたい。
Q：学校評価の児童・保護者のアンケートの把握は
A：基本的に無記名だが、回収時に確認とりながら回収
し、教育相談を充実させている。

Q：コミュニティスクールの権限（人事への関知）の内
容と構成メンバーは

A：人事への意見までは今の所ない。構成は有識者や区
長（自治会長）その他地域貢献されている方を選出

している。選出メンバーに関しては慎重に行っている。

A：那覇地区においては、自治会長が重複して行ってい
る。無償である。

Q：校務分掌（主要のポジションなど）の決め方をどう
やっているのか

職員からの苦情はないか

A：前述同様、低学年・中学年・高学年の専門という形
に固定させず、次年度の事を前もって夏休みに打診し、

前もってビジョンを持たせ、低・中・高という形を

あえて崩している。

Q：不登校対策取組の校長講話について
A：ショートエクセサイズを最初の講話で取り入れ、不
登校対策にも繋げる。不登校対策として欠かせないの

が地域とのコネクションである。各課題に関するプロ

ジェクト部会から、子ども主体の活動も取り入れる。

そして、不登校の児童には、管理職自ら連絡し、褒め

る指導も必要不可欠である。

Q：日課表及び週時程の見直し（詳細）について
A：特活を充実させたい。（金曜日 6校時）
単なる時数合わせでなく、何を何処で充実させた指導

が必要なのかが重要である。

Q：日課表の中で休み時間が 5分と計画されているが
短くないか

A：学校の規模によってちがう気がする。
また、休み時間だという考えでなく、授業準備時間だ

ということを周知する。休み時間は 2 時限目と 3時限
目の間の時間とする。

Q：一部専科制について
A：一人 3 教科専科制をとり、特に体育においては個人
差の大きい教科なので助かるとの声が多々ある。

利点としては、効率がよいのと関わる児童全体の児

童理解に繋がる。

Q：ホームページやブログについて
A：月の行事をホームページに記載し、日々の行事や出
来事をブログに挙げている。特にブログはリアルタイ

ムな情報を提供できる。

八重瀬町においては町のホームページにて町の学校

が同ページで閲覧できる。

Q：校内研の OJT とは
A：職員の中には経験知での発言もある。全体で統一
を図るには、「教職員支援機構」を利用し、動画配信

もされているので共通理解を図るのに効果的である。

５ 指導助言

各学校の提案者（校）や共同研究者（校）の取組か

ら、効果的な取組として以下のことが必要である。

学校最高責任者として法令や国及び沖縄県の施策等

を踏まえ、児童生徒等や地域の実態に応じた適切な学

校経営目標を設定しその目標を実現する。

①教職員一人一人の資質能力の発揮や

②保護者や地域等とのてきせつな連携・協働である。

さて、未来の年表、人口減少日本でこれから起きる

こと（河合雅司）は

・高齢者人口がピークを迎える

・自治体の半数が消滅

・火葬場が不足

・３戸に 1戸が空き家に
・輸血用血液が不足に

・全国民の三人に一人が６５歳以上

・女性の半数が５０歳超えと予想される。このことか

ら、未来を担う子ども達に、学校教育で 私たち（校

長）がやらなければいけない学校運営で、効果が期待

できる５つの取組として

①指導案作成と授業実践

②授業を補完する補習

③学校事務職員の参画

④学校評価の実施

そして何と言っても⑤校長講話が挙げられる。

その効果的な実践から（校長講話の実践から学ぶより）

①学校経営ビジョンに基づく校長講話について

大石栄助先生

校長講話はただのあいさつではない。学校経営、学校

の教育目標の具現化のため、校長にしかできない大切
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な営みの一つであると捉えている。そこで、３つのこ

とを心がけ、校長講話を「仕込む」ことにした。

校長講話の３つの心構え

時間を守ること

手ぶらで臨まないこと

子どもも参加させること等である

そして、講話後全児童感想記入 100 字から 400 字まで
徐々に増やしていく。

大城朗先生

校長講話で大切な視点は

「時間を守ること」「練りあげること」

生徒「15分間の授業」教師「授業モデル」
としての講話を行い感想を、担任が学級で読み聞かせ、

学年主任が学年集会で読み聞かせる。

両実践ともに講話のフィードバックがある。

②大岱小学校の実践（学びを起こす授業改革）

・事案決定システム

職員会議がなく、起案者から主幹→副校長→校長で審

議し、決済されれば決定事項になる。学級便り等も同

様に起案→決済の形をとる。

・一役一人制

・12月で年度終了、1月で年度開始
・直後プラン

・放課後活動、ふれあいの時間

・基礎的、基本的な学力の習得

・一人二回以上の研究授業

・ワークショップ型研究協議会

・服務の厳正

・学校ボランティア等が挙げられる。

※「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時、教育活動が

活性化し、学校文化が創造される」

中頭教育事務所 宇栄原道夫所長の言葉である。

では、最後に、なぜ、今コミュニティースクールなの

か。

今の子どもたちが「働き盛り」になる 20 年後はどの
ような社会なのか。

あと１０年～２０年で今ある職業の半分は自動化さ

れ、子どもたちの６５％は、今、存在していない職業に

就くこととなる。

・知識を活用し、何ができるかが問われる社会

・周りの人と協働し新たなものを創り出す力が求められ

る社会

・答えのない課題に対し、他者との協働して最善解導き

出す力

このことに対応できる、素地づくりのためにもコミュ

ニティースクールが必要となる。是非、コミュニティー

スクールとの互恵関係を大切に、楽しい学校づくりをと

思う。



- 1 -

第 ３ 分科会

研 究 主 題

知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメント

提案者 武富 剛 （神原小学校）

司会者 赤嶺弘昭 （壷屋小学校）

記録者 松田哲哉 （開南小学校）

共同研究者 大城正篤主任指導主事（島尻教育事務所）

運営委員 山城祐市 （屋部小学校）

1 提案発表の概要

１．提案発表骨子

（１）神原小学校

① 周年事業と関連させた児童の主体的な関わ

り

② 保護者・地域と児童の関わり

③ 地域懇談会の取り組み（２ヶ月に１回開催）

④ 地域行事等への関わり

【成果】

ア 児童が意識して周年行事に関わるこ

とで、学校や地域の歴史を理解し、

身近に感じ、親しみ を持つことがで

きた。

イ 地域と保護者、学校の繋がりを持た

せることにより、関わりが高まっ

てきた。

【課題】

ア 地域教育資源を教育課程に位置づ

けることで、 計画的、継続的な指

導につなげていきたい。

イ 「社会に開かれた教育課程」にお

いて、地域 連携については、学校

からの情報発信により更なる連携を

深めたい。

(2)那覇市立開南小学校
① 教職員ワークショップの開催による教育

課程の改善・充実

② 「社会に開かれた教育課程」の編成・実施

③ 小中一貫教育を軸とした教育実践

【成果】

ア 教職員のワークショップの実施に

よるカリ キュラム・マネジメント

の理解浸透

イ 新学習指導要領の視点に基づく「社

会に開かれた教育課程」実施に向け

た課題の改善

ウ 小中一貫した学習指導・生活指導

の充実

【課題】

ア 教育課程改善に向けた各部会運営

のコーディ ネート力を持つリーダ

ーの育成

イ 「社会に開かれた教育課程」の実

施に係る職員・家庭・地域に向けた理解

浸透を図る広報活動の充実

ウ 小中一貫教育の「共通実践事項」の日常

化

(3)那覇市立壷屋小学校
① キャリア 教育の一環として取り組んで「壺

屋陶器まつり」体験学習

②「朝のスポーツ実行委員会」の運営による「壺

屋小学校朝のスポーツ活動」

【成果】

ア 「壺屋陶器まつり」３日間の内１日を

キャリア 教育デーとし、陶工による壺

屋焼の説明や地域 散策を行った。

イ 朝食の摂取を始めとする基本的な生活

習慣の確立

【課題】

ア 地域の方との打ち合わせ時間の確保、

地域の願いや学校に対する要望の把握

イ 「朝のスポーツ活動」については、勤

務時間 外の活動になるため、参加する

教職員の負担の軽減。

ウ 「朝のスポーツ活動」に参加する児童

と参加しない児童で体力、技能面での

二極化が見られる。

(4)那覇市立天妃小学校
① 保護者・地域との関わり

② 周年行事に向けた取り組み

③ 地域行事への関わり

【成果】

ア 児童：体験学習や地域行事の参加を通

し、学 校や地域の歴史文化への興味関

心が高まり、愛校心や郷土愛が育まれて

きた。

イ 教職員：授業等における保護者や地域住

民と の協同の取組により、内容が充実

した。

【課題】

ア 社会に開かれた教育課程の推進（見える

化）

イ 更なる地域資源の活用、情報発信
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２ 発表後の質疑・応答

Q1 三原小学校

沖縄市でも小中連携をしているが、小中一貫

した具体的な取組を聞きたい。

A1 提案者

①学習規律の統一 ②合同研修会・合同授業研

究会実施 ③小学校と中学校の情報共有（学

力・生徒指導の面）

Q2 三原小学校

授業研究会は、中学校はすべての小学校にい

くのか。

A2 提案者
中学校区によって違いはあるが、本中学校

では、すべての小学校に行く。

Q3 越来小学校

朝のスポーツ活動は、教育課程外だと思うが、

職員の出勤、児童の安全確保や保険の加入は

どうなっているか。

A3 提案者

PTCA（保護者）の方が中心といなって運営
をしている。職員は、できる日に参加して頂

いている。課題は、教員の負担軽減をしなが

ら継続できないか検討中。児童の安全面は、

保護者に医者がいるため、対応をして頂いて

いる。安全班の保護者には、AED研修など、
講習会を受けている。保険に加入し、二重の

保険をかけている形をとっている。

Q4 大宮小学校

教育課程のワークショップの開催は、いつ行

っているのか。どのような改善策があるのか。

A4 提案者

春休み、秋休み、2 月に実践し、5 つの課題
についてワークショップを開催している。

Q5 三原小学校

どのような資質・能力を育んでいきたいの

か、具体的な取組を教えてほしい。

A5 提案者

地域を愛する力を育てている。（神原小学校）

Q6 美里小学校

民生員との連携とあるが、年 4 回の会議の内
容を教えていただきたい。

A6 提案者

学校の情報提供、地域の課題の情報共有、見

守り活動の連携した取組がある。

Q7 西城小学校

地域教育資源の活用について教えてくださ

い。

A7 提案者（十分な聞き取りできず、記録なし）

Q8 宮里小学校

地域行事への児童の参加について教えてくだ

さい。

A8 提案者

地域陶器祭りへの参加は全員参加している

が、学校全体で参加しているため、地域行

事に参加しているという感覚が低いのでは

ないか。

３ 各地区の報告（概要）

【国頭地区】

共同研究者 山城祐市（屋部小学校）、上

間 享（大宜味小）、豊里 寿（大宮小学

校）、平良 智（有銘小学校）

《活動の実際》

（１）屋部小学校

①校内研修の取組 ②基礎・基本の時間と

ライティングタイムの取組

（２）大宜味小学校

①学びづくり（知育）②仲間づくり（徳育）

③健康づくり（体育）④魅力ある学校づく

り（郷育）⑤地域づくり

（３）大宮小学校

①学校生活における思考力・判断力を高め

る工夫 ②校内研修（研究内容の焦点化）

③外部人材の活用 ④異年齢交流

（４）有銘小学校

①校内研修の充実

②学習を支える学習規律（アルメンジャー+
の当たり前）③集合学習の積極的な取組

④外部人材の活用

【中頭地区】

共同研究者 村田良秀（越来小学校）、池宮

城清美（美里小学校）、宮城紀士（宮里小

学校）、髙良京子（美原小学校）、有銘盛和

（北美小学校）

《活動の実際》

（１）越来小学校

①主体的・対話的で深い学びの視点に立っ

た授業改善 ②自己の生き方を考える指導

の充実

（２）美里小学校

① OJTの充実による同僚性の育成
②学年会・各種委員会の計画・実践・改善

（３）宮里小学校

①「新たな知を拓く」教育課程の工夫

②学習指導要領の完全実施に向けた取組

（４）北美小学校

①「何ができるようになるか」を全職員で

共通確認し育成を図る。
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② 集団づくり，自主性を高める取組の充

実

（５）三原小学校

①教育課程の編成・改善

②校内研究の学びを子どもの変容につなげ

る。

【島尻地区】

《活動の実際》

（１）豊見城小学校

①「新たな知を拓く」学校経営ビジョンの

提示

②教職員の授業改善と指導力の向上

（２）高嶺小学校

①地域と密接な繋がりによる魅力ある学校

づくり

②学校経営ビジョンの策定

（３）兼城小学校

①児童が学び合い、確かな学力を身につけ

る支持的風土のある学校づくりの推進

【宮古地区】

《活動の実際》

（１）西城小学校

①学校経営ビジョンの策定と共有化

②カリキュラムマネジメントの実現に向け

て

③校内研修で新学習指導要領総則の確認

④カリキュラムマネジメント表作成

【八重山地区】

《活動の実際》

（１）上原小学校

①「学び合い」を高める授業改善の充実（学

習リーダーによる自主的な学習）

②「コミュニケーションの能力」の育成（学

習したことの発信）

（２）大原小学校

①「学び合い」を高める授業改善の充実（「問

い」が生まれる授業改善）

②「コミュニケーションの能力」の育成（ハ

ッピータイム、体験活動、地域の方への

インタビュー）

【各地区発表に対する質疑応答】

Q1 神原小学校

中頭地区の「夢ファイルの作成・活用」とは、

どんなものか。

A1 発表者

学校の 3 つの部会の１つに「豊かな心」部会が
ある。学年ファイルを作り、持ち上がり式で 6
年間活用している。学校の壁に「ドリームウオ

ール」に夢を掲示し、意識づけている。

Q2 西城小学校

「越来っ子」システムについて教えてほしい。

A2 発表者

朝の「目覚ましタイム（ドリル）」から始ま

り、「授業」、年 4 回「補習タイム」「授業と
連動した家庭学習」等の取組の中で、保護者

のボランティアを活用しながら教育活動を推

進している。

Q3西城小学校
島尻地区の「支持的風土を育む学校」の具体

的実践を聞かせてほしい。

A3発表者
教育相談体制の連携、強化

Q4大原小学校
沖縄市全体にフロンティアチーチャー（英語

専科）がいるのか。

A4発表者
沖縄市で 5／ 6校で 3 年生以上に配置されてい
る。

Q5有銘小学校
プロジェクトの会議の回数はどの程度か。

A5発表者
職員会議の前に、プロジェクトで提案を話し合

い、職員会議に繋げている。

Q6兼城小学校
次年度の教育課程の時数がどのようになってい

るか。

A6発表者
来年から学習指導要領が完全実施になる。今年

度は夏期休暇を短縮したが次年度は、短縮しな

いで実施できる。

（今年度は１０連休があったが、次年度はない）

４ 研究協議

【協議題】

「新たな知を拓く」教育課程の工夫

《島尻地区》

次年度の教育課程に英語の時間をどのように

入れていくかについて他地区の情報を提供を

いただきたい。（高嶺小学校）

糸満市では、学校管理規則の変更はまだであ

るが、今年度、移行期で中学校に合わせて、

夏休みを 5 日間短縮した。他地区ではどのよ
うにしていく予定か。

→北美小学校は、水曜日だけが 5 時間で、毎日 6
時間にしている。ALT がいるが、1 時間は担任
が持っている。

→三原小学校は、1 時間プラスしなかった。月 2
回、6 校時を入れている。クラブを 1 学期だけ



- 4 -

にしている。ノー清掃デーを設けて時間確保し

ている。

→神原小学校は、月水金に休み時間を短くして午

後の時間を確保する方向を考えている。

《中頭地区》

英語の授業時数の確保について話し合った。宮

里小学校では、フロンティアティーチャーがお

り、効果があったとのことで、次年度は、量の

面だけでなく、教育課程の質の面も考え、国・

県からの人的な支援が必要だと考える。

《国頭地区》

「新たな知」を拓くというという定義をしっか

りと話し合いたい。

《宮古地区》

P31 の「研究主題設定の趣旨」の 5 行目につい
て「単なる知識や技能の獲得に留まらず、時代

を先取りし新たな課題に果敢に挑戦しながら、

主体的に解決することを求めている。そのため、

学校教育では、子どもに多様な人々と協働しな

がら、社会的変化に対応し乗り越えることがで

きる柔軟な思考力、判断力、表現力を身に付け

させることが必要になる」

（美里小学校）

宮古地区の教育課程の編成の仕方について発表

があったと思います。その発表がヒントになる

のではないかと考えます。

（西城小学校）

本校では、カリキュラム表を作成し、「伝え合

う」という力が弱いので、その力を育成する単

元を設定した。教科の内容も関連づけながら、2
／ 3 学期のカリキュラム表を組み替えていると
ころです。中学校とは、どんなところが課題かと

いう話し合いをした。小中とも「伝え合う」が課

題としてあがってきたので、中学校としても目標

を設定して実践している。

《国頭地区》

「新たな知」とは、新学習指導要領が目指す方向

性だと考えている。英語の時数増のために、コマ

を増やしていますか。

（越来小学校）

1 学期は、1 コマ増やして、29 コマにし、時数
を確保した。先生方の負担感の増や児童の下校時

刻が遅れたことがある。2 月の学校説明会で次年
度の説明を行う予定である。次年度は、年間を通

じて 29コマにする予定である。
（宮里小学校）

夏休みを短くしたほうがよいのか、週のコマ数を

増やした方が良いのか。

（高嶺小学校）

本校では、夏休み短縮がよいとの意見が多かった。

（西城小学校）

本校では、1 コマプラスで実施している。次
年度、外国語の専科が配置されるが、負担感

は感じているのではないか。

５ 指導助言

島尻教育事務所 大城正篤 主任指導主事

（１）育てたい力

◯多様な人々と協働しながら、社会的変化に対

応できる柔軟な思考力や判断力

◯新しい見方や考え方で、新たな価値を創造で

きる資質・能力

（２）校長のリーダーシップの下、「新たな知を

拓く」教育課程の工夫と自らの生き方に自身

を持ち、夢と希望を育む教育活動の推進

（３）那覇地区の発表について

校長のリーダーシップのもと、地域と連携し、

子ども達を育てていく学校経営「社会に開か

れた教育課程」

《成果》

それぞれの学校の特色を生かした知性・創

造性を育む教育課程の編成がなされている。

各学校が「社会に開かれた教育課程」の実

現に向け、地域教育資源の効果的活用に取り

組んでいる。

《課題》

地域教育資源の活用・連携については、

学校からの情報発信で理解と取組の充実を

図っていく。

→「育てたい力」の育成に繋がる。

□多様な人々と協働しながら、様々な社会

変化に対応し、乗り越えることができる

柔軟な思考力や判断力

□新しい見方や考え方で、新たな価値を創

造できる資質・能力

（４）各地区の実践について

（５）本日の研究協議より

（６）なぜ、今、教育が変わるのか

→社会の変化(ベネッセ)

①あと 10 年～ 20 年で、４９％の職業が
（機械に代替される）可能性がある。

②２０１１年にアメリカの小学校に入学

した子ども達の５５％は、（今は、存

在していない） 職業に就くだろうと

予測される。

③約 3 分の 1 の企業が外国人留学生を採
用。特に、1000 人以上の企業では、
３社に 2 社とその割合は増加する。

④現小学校 1 年生が 22 世紀を迎える確率
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→５３．８％（９０歳になる）

⑤これまで「学んだことをきちんと理解している

か（知識・技能）」の評価が大きなウェイトを

占めていた。

⑥これからは、単なる知識の集積だけでなく、そ

れをもとに、「自分で考え，表現し、判断し、

実際の社会で役立てる」ことが求められる。

⑦未来を生きる子ども達に「どのような力（資質

・能力）を身に付けさせるのか」 「何ができ

るようになるのか」まで踏み込んで求める教育

へ

⑧学習指導要領改定の方向性

⑨育成を目指す資質・能力の３つの柱

⑩各学校におけるカリキュラム・マネジメントの

確立

学校全体として、教育内容や時間の適切な配

分、必要な人的・物的体制の確保、実施状況に

基づく改善などを通して、教育課程に基づく教

育活動の質を向上させ、学習の効果の最大化を

図るカリキュラムマネジメントを確立。

↓

ア、社会に開かれた学校の推進

イ、授業改善

ウ、小中連携、異年齢交流

エ、体験活動の充実 その他

⑪知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメン

ト

ア、校長のリーダーシップ

・知性・創造性を育むための教育課程の

編成、実施・評価・改善

・地域と連携・協働を図り、人的・物的

資源の活用

・職員育成

・全職員の参画

⑫成果を挙げている学校の特徴

◯規範の共有 ◯教師間の対話 ◯実践のオ

ープン化 ◯学校・家庭・地域での学び

⑬全国学力・学習状況調査 経年変化

⑭児童生徒の学びに寄り添う教師

学びの意欲や自己存在感・肯定感が知識・創

造性を育むことに繋がる。

⑮ 知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメ

ント（全職員で実践）

ア、人的・物的教育資源 イ、自己存在感

ウ、自己決定の場 オ、資質・能力

カ、柔軟な思考力・判断力

キ､問題解決能力 ク、支持的風土

ケ、授業改善 コ、教育課程 PDCA サイ
クル

③保護者・地域連携

（７）校長のリーダーシップで

「新たな知を拓く」教育課程の工夫と、自らの生き

方に自信を持ち、夢と希望を育む教育活動の推進
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１ 提案発表の概要 

（１）  研究テーマ 

  児童が主体的に取り組む体づくり、健康づくりの

充実に向けて 

（２）  研究の実際 

①  児童の柔軟性、全身持久力を高める共通実践 

・体育の授業の体づくり（８分）をそろえる 

・主体性を育てる縄跳び大会の取り組み 

・徒歩登校の取り組みの推進 

②  食育推進体制の充実 

・静かに食べることに集中する黙食の時間（１５

分）や楽しく会食する時間（１０分）を学校全

体でそろえる 

  ・栄養職員と連携した系統的な食育指導 

（３）  健康な歯を保つための指導の充実 

①  歯科医による低学年（１～３年）への講話 

②  歯科衛生士によるブラッシング指導 

③  給食後の５分間の歯磨きを全校で共通実践 

④  幼稚園との連携 

（４）  スクールカウンセラー（ＳＣ）を活用した心

の健康づくり 

①  ＳＣの紹介と講話（全体朝会） 

②  ＳＣへの理解を促す啓発文書の工夫 

③  児童に親しみをもたせる相談室の活用 

④  ＳＣを授業で活用 

（５）  成果 

①  ＳＣを活用した心の健康づくりや体力・運動

能力調査・質問紙を通して、校内や研究分科

会校で課題を明らかにし、その改善に向けて

の具体的な取り組みを実施することができ

た。 

②  食に関する本校の課題の解決に向けて、栄養

職員との連携をより充実することができた。 

③  う歯罹患率の減少に向けて、幼稚園と連携し

て具体的な取り組みを進める計画の作成が

できた。 

④  スクールカウンセリングにおいて、ＳＣとの

連携がより充実しつつある。 

（６）  課題 

①  短い研究期間であり、課題に向けて具体的な

取り組みによる効果は今後の検証が必要で

ある。 

 

②  体力の向上については、児童の健康づくりが

必要である。食に対する意識を高め、心の健

康を保ちながら、児童が主体的に運動に取り

組めるようなカリキュラムが必要であり、校

長のマネジメント力の向上のための自己研

鑽がより必要である。 

 

２ 発表後の質疑・応答（Ａ：森田正人先生）  

（１）  宮古島市立平良第一小学校 川上尚栄先生 

  Ｑ．校長と職員が話し合う毎週水曜日の担任会は

どんな話をしているか、内容を教えてほしい。 

  Ａ.学年部会と言っている。以前からいる先生に

聞いたら、本校は学年会がないことをよいこと

と言っていた。しかし、担任が変わることで指

導が変わり困る等の保護者からの意見もあり、

学校全体をステップ毎にそろえるために担任

部会をすることにした。学級で困っていること

を報告してもらいアドバイスをする。そろえる

必要があることを話し合っている。小規模校の

優位性だと思っている。 

（２）那覇市立金城小学校 渡辺英二先生 

  Ｑ.残量調査のメニュー、フッ化物洗口、幼稚園

との連携について詳しく教えてほしい。 

  Ａ .残量調査の結果を見たときにショックだっ

た。今後は前回のメニューと似たようなものに

調整したい。新１年生の罹患率が多かった。医

者によっても判断が違うことがある。フッ化物

洗口については沖縄市全体がまだまだの状況

である。幼稚園には今年から養護教諭による歯

磨き指導を入れている。 

（３）石垣市立古見小学校 赤嶺智郎先生 

  Ｑ.教師主導から児童主体にしていくためにどう

アドバイスしたのか。 

  Ａ.初めて見たとき、担当が動きすぎている感じ

がした。子どもに任せることをアドバイスして

色々取り組ませている。縄跳び朝会は児童会か

ら体育委員会に役割を移行した。 

（４）糸満市立光洋小学校 金城欣也先生 

  Ｑ.本校は残量が多くなっている。無理しないで

好きな分を入れているからだろうか。 

   

 第 ４ 分科会    

研 究 主 題   

豊かな人間性と健やかな体を育むカリキュラム・マネジ

メント 

提 案 者 森田 正人 （沖縄市立島袋小学校） 

司 会 者 佐久川政昭 （沖縄市立諸見小学校） 

      比嘉 真弓 （沖縄市立中の町小学校） 

記 録 者 桑江 常健 （沖縄市立コザ小学校） 

      中山 盛弥 （沖縄市立山内小学校） 

共同研究者 津波 匠  （那覇教育事務所所属） 

運営委員  金城 正武 （伊平屋村立伊平屋小学校） 
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Ａ.学校や学級によってもルールは違う。本校で

は、ルールを揃えるために担任部会で話し合い

をしている。来週の残量調査を楽しみにしてい

る。 

（５）豊見城市立長嶺小学校 根神淳子先生   

Ｑ.交通安全指導３５％は本校においては多い数

字だが特別に工夫していることはあるか。また

ちょボラ隊の構成は？ 

Ａ.コミュニティスクール推進員を中心にボラン

ティアを募って進めている。早い人は７時１５

分前から安全指導をしている。丸つけ等も色々

な方が協力してくれる。横断幕も保護者がデザ

インした。 

 

３ 各地区の報告（概要）  

（１）  島尻地区 

①  全体計画及びカリキュラムマネジメントに

基づく年間指導計画の作成 

②  「特別の教科道徳」の教材研究と授業づくり 

・道徳授業づくり（教材研究の方法） 

・指導方法の工夫（７つの引き出し） 

・道徳便りを発行 

③  校長の理念と指導性との関わり 

（２）  那覇地区 

①  豊かな人間性を育む取り組み 

・人権教育について 

・豊かな心を育む道徳教育について 

・豊かな心を育む特別活動について 

②  健やかな体を育む体育・健康に関する取り組

み 

・学校行事等 

・食育について 

・学校保健 

・ＰＴＡと連携した取り組み  

・地域と連携した取り組み 

（３）  宮古地区 

①  自主性と豊かな心の育成をめざす取り組み 

・「クラス会議」「平一っこ会議」の実践 

・全校体育の取り組み 

②  健やかな体の育成をめざす取り組み 

・体育の時間の充実 

・運動や遊びの日常化 

・健康・安全指導の推進 

・新体力テスト 

・昼休み時間の運動（遊び） 

・わくわくタイムの実施 

・体育授業の準備運動 

・校内持久走大会 

・食育指導の充実 

 

・給食指導の充実 

・給食週間の充実 

（４）  八重山地区 

①  豊かな心を育む道徳教育の推進 

・道徳教育を組織的計画的に実施 

・日常で取り組む「道徳的活動」の推進 

・人権教育への取り組み 

・学校行事・地域行事への取り組み 

・海洋教育やチョウ観察 

②  たくましく生きるための体力を育む教育活

動の推進 

・遊びを通した体力づくり 

・日常的体力づくり 

・食育・健康教育・安全教育への取り組み 

・陸上競技大会参加に向けた取り組み 

③  ＰＤＣＡサイクルによる教育活動の推進 

（５）  国頭地区 

①  宜野座村立宜野座小学校 

・モーニングスポーツ（毎朝１０分間） 

・全校体育（第３木曜日の６校時） 

・校長の指導性 

②  伊平屋村立伊平屋小学校 

・徒歩登校 

・なわとび運動（昼休みに体育館で実施） 

・持久走の取り組み 

・校長の指導性 

③  本部町立本部小学校 

・持久力アッププラン 

・柔軟性アッププラン 

・校長の指導性 

（６）  発表後の質疑・応答 

①  竹富町立船浮小学校 松堂直美先生 

Ｑ.那覇地区の学校対抗スポーツイベントが多い

感じがするがどのように進めているか。 

Ａ.「スポーツ王は俺だ」の企画でやったり、Ｐ

ＴＡ新聞に載せたりする学校もある。 

② 那覇市立宇栄原小学校 儀間稔先生 

Ｑ.島尻地区の「道徳だより」に対する保護者の

反応を知りたい。 

Ａ.現段階ではあまりわからない。学校での道徳

の様子を伝えることについてはいいと思うが、

保護者の反応については今後調べていく。 

③ 沖縄市立諸見小学校 佐久川政昭 

Ｑ.宜野座小学校のモーニングスポーツについて

詳しく教えてほしい。 

Ａ.担当がこの場にいないので、詳しくはわから

ない。 
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４ 研究協議 

  「たくましく生きるための体づくりを図った教育活 

動の推進と主体的・実践的な能力や態度を育む健康 

づくりの推進」を中心に協議。各地区から以下のよう 

な取り組み報告と意見があった。体力向上という面（徒 

歩登校、継続して日々運動をしている、全校統一して 

の取り組み等）で特色ある取り組みを行っている、又 

は、校長としての関わりなどから意見が交わされた。 

 (1)宮古地区：体を積極的に動かす児童、あまり積極 

    的ではない児童が見られ、運動能力の二極化が見 

    られる。そこで遊びの中で、楽しんで体づくりが 

    できる環境を保護者協力の下、取り組んでいる。 

    例として、一輪車、縄跳び、鉄棒の奨励、徒歩登  

      校の奨励、放課後スポーツ活動の奨励と活性化。 

    (2)八重山地区：一輪車・竹馬を活用しているが、た 

      だ、乗るだけではなく、目的を持たせ活用してい  

       る。（運動会への競技種目に取り入れる）また、 

      遊びを通した体力づくりから、週１回の縄跳び、 

      スポーツ少年団の立ち上げ（週２回バドミント 

    ン、テニスサークルの実施：運動が苦手とする子 

       への指導〔校長〕） 

   (3)中頭地区：縦割りグループを編成し、縄跳びを行 

      っている。進級型にして個人の意欲を喚起するよ 

      うな仕組みを取り入れている。その結果、例年行 

     われている体力テストにその効果が現れている。 

     また、朝のマラソン活動では、高学年が一生懸命 

      取り組んでいる様子が低学年に良い影響を与え  

       ている。又、縄跳び朝会を取り入れ、奨励して   

      いる。 

(4)島尻地区：地域連携コーディネーターを通して、

専門科を招いて、陸上クラブを見て頂いている。

(地域連携コーディネーターを通して、地域の人

材を探し活用） 

(5)那覇地区：学校行事等を通して、健やかな体を育

む体育・健康に関する取り組みを行っている。 

①  一校一運動「縄跳び」、毎月の体育朝会、

てくてく登校の奨励、校内持久走大会、

学級対抗スポーツイベント年４回。 

②  食育の視点から、学級担任と給食センタ

ー栄養士との栄養授業実践。 

③  学校保健の視点から、学校保健委員会の

実施、 

④  食後の歯磨き実践、養護教諭による歯磨

き指導。 

⑤  PTA と連携した取り組みから、夏休みラ

ジオ体操 

⑥  地域と連携した取り組みから、地区市民

大運動会への参加、ズポーツ少年団の活

動。 

(6)国頭地区：朝の 10 分間モーニングスポーツを取 

り入れ、体ほぐし運動、巧みな動きを高める運動、力強

い動きを高める運動、体のバランスや柔らかさを高め

る運動等を計画的に実施している。又、全体朝会では、

縦割り班で高学年が低学年をリードしながら、大縄跳

び大会やリレー大会、綱引き大会、ドッチボール大会

等を行っている。校長としての関わりとしては、学校

便り等で児童の活動の様子を保護者や地域へ発信し

たり、体力向上委員会において、各調査の分析考察か

ら活動内容等について具体的な助言をおこなった。  

 

５ 指導助言 

 本日の提案発表について、感想を述べたいと思いま

す。提案は、４つの視点から設定されております。 

１ 児童の柔軟性、全身持久力を高める共通実践 

２ 食育推進体制の充実 

３ 健康な歯を保つための指導の充実 

４  スクールカウンセラーを活用した心の健康づ

くり 

まず、「児童生徒の柔軟性、全身持久力を高める 

共通実践」の取組です。 

１ 体育の授業の体づくり（８分）そろえる。 

①  体育主任が考案した「ストレッチ」と一校一

運動の「縄跳び運動」を体育の時間でそろえ

て実施 

２ 主体性を育てる縄跳び朝会の取組 

①  毎月、一校一運動の取組の一環で児童会が企

画運営する縄跳び朝会を実施。 

３ 徒歩登校の取組の推進 

①  日頃から運動に親しませる観点から、「徒歩

登校」を奨励。 

②  登校時の安全指導もポイント。 

以上の取組は、「沖縄県学力向上推進本部会議からの

提言」の２「支持的風土の醸成」に向けた具体的な取

組の推進(1)自治意識を高める学級活動及び児童会・ 

生徒会活動の充実（子どもの主体的な態度を育てるこ

とは、問題解決能力の育成につながります。よりよい

学校生活築こうとする自治意識が高まるよう、学級活

動及び児童会・生徒会活動の充実を図りましょう。）

３「体力の向上及び部活動の充実と適正化の推進 

(1) 生涯に渡って運動・スポーツを愛好していく意欲 

を育てる体育・保健体育授業の工夫改善（生涯に渡る

豊かなスポーツライフを実現するため、運動やスポー

ツに親しむ資質や能力を育成する体育・保健体育の授

業を工夫改善し充実を図りましょう。） (2)各学校に

おける「一校一運動」の充実（各学校において、「徒

歩登校の奨励」や「朝のスポーツ活動」「校庭へのサ

ーキットコースの設置」等、体育の授業以外でも体を

動かす機会を設け、日常的に運動に楽しむ習慣・環境

づくりに取り組みましょう。）又、学力向上推進プロ

ジェクトの方策１「めざす授業像共有」、方策４「学



- 4 - 

習を支える力の育成」、方策５「集団づくり・自主性

を高める取り組みの充実」より、「学びに向かう集団

づくりを進める学級活動及び児童会・生徒会活動：児

童生徒の自主的・実践的な態度を育てることは、個々

の児童生徒や集団づくりを進めるために、学級活動や

児童会・生徒会活動等の充実を図る取組は重要であ

る」等、沖縄県の施策をしっかり把握し、取り組んで

いることが伺えます。又、スポーツ庁が実施した２０

１６年度の全国調査で、県内の小学校５年生男女の徒

歩登校が全国で最も低いことがわかりました。徒歩登

校の割合は、小５男子の全国平均が９２．９％に対し、

県内は７９．８％、小５女子の全国平均が９３．７％

に対し、県内は７９．８％と男女とも全国で唯一８０

％を下回っています。この県全体の課題に対しての徒

歩登校の推進は、地域性を考慮した取組の一つになっ

ています。一校一運動についても、各学校とも、新体

力テスト及び泳力調査を計画的に実施・分析し、各学

校や個に応じた数値目標や体力的課題等を明確にし、

体力向上のため様々な「一校一運動」を展開していま

す。 

 次に、「食育推進体制の充実」の取り組みを推進す

るにあたり、沖縄県の現状として、以下のようなデー

タがあります。都道府県別の健康寿命ランキング２０

１６では、沖縄県は、男性：２５位（７１．９８歳） 

女性：１０位（７５．４６歳）、「肥満度要注意」都

道府県別ランキング２０１８ 沖縄県：１５位、これ

まで沖縄県は「長寿県」と言われてきていたが、それ

も変わりつつあります。食育教育、生活習慣改善は、

大人の問題ではなく、今は、児童から取り組まなけれ

ばいけない時代になりました。そこで、食育学習教材

「くわっちーさびら」、生活習慣学習教材「ちゃーが

んじゅー」を活用し、食生活、生活習慣の改善を小学

校の時期から取り組まなければなりません。 

 次に、「健康な歯を保つための指導の充実」につい

て、毎年、学校において「歯科検診」が行われていま

す。「８０歳まで２０本の歯を保つ」を目標として県

全体で健康な歯への取り組みが行われています。ほと

んどの児童は、しっかり歯を磨き、健康な歯を維持し

てはいますが、中には、幼児期にすでにう歯が数本と 

いう事も起こっています。そこで、学校の対応として、

歯科医による低学年（1～３年生）への講話や歯科衛

生士によるブラッシング指導、全校統一した給食後の

５分間歯磨きの実施、幼稚園との連携など、学校側が

積極的に取り組んでいくことが重要になります。 

 次に、「スクールカウンセラーを活用した心の健康

づくり「の取り組みについては、いじめ、不登校、児

童虐待等、学校現場は以前に比べ、児童を取り巻く環

境が、学校だけの対応では追いつかなくなり、深刻な

状況も出てきている。そこで、児童に安心安全な教育

環境をつくるためにも、スクールカウンセラーの重要

性を理解しなければならない。そこで、全校朝会で講

話を取り入れた紹介や保護者への啓発も含めたお知

らせ、相談室を児童に親しみを持って活用できる環境

づくり、授業への活用等、身近に感じられる取り組み

が必要となります。 

 中頭地区の校長先生方、学校長による「豊かな人間

性と健やかな体を育むカリキュラム・マネジメント」

の取り組みへの職員体制の構築や指導性について、十

分に意識された取り組みとなっており、大変参考にな

る実践でした。 

 ここでお願いがあります。子ども達は素直ですの

で、歯を磨きなさいと言われれば磨くし、好き嫌いを

しないで食べなさいと言われたら食べます。特別活動

の学級活動２「日常の生活や学習への適応と自己の成

長及び健康安全」において、「ウ 心身ともに健康で

安全な生活態度の形成」「エ 食育の観点を踏まえた

学校給食と望ましい食習慣の形成」の中で、養護教諭

や栄養教諭との連携をとって、「なぜ歯を磨くのか」、

「なぜ好き嫌いをしないで食べなければいけないの

か」「基本的生活習慣がなぜ大切か」という考える場

面を是非、子ども達に設定して欲しいです。その中で、

その行為の意義をしっかり理解させて欲しいと思い

ます。またその時に、保健体育課より出されている生

活習慣学習教材「ちゃーがんじゅー」や食生活学習教

材「くわっちーさびら」の活用をよろしくお願いいた

します。又、「給食指導年間計画」や「学校保健年間

計画」等も特別活動や総合学習等に取り入れ、食育や

安全教育の継続的な推進をよろしくお願いいたしま

す。また、「学力向上推進プロジェクト 方策４ 

学習を支える力の育成」の中にも、「生活リズムの確

立」があります。毎朝きちんと朝食をとり、「食べて、

動いて、よく寝よう」を実践し規則正しい生活リズム

を確立できるよう、学校・家庭・地域が連携し、積極

的に取り組んでいけるようお願いします。更に、豊か

な人間性の育成として、「学力向上推進プロジェクト 

方策５ 集団づくり・自主性を高める取組の充実」に

おいて、支持的風土づくりや生徒指導の３つのポイン

トを生かした授業改善の推進をお願いします。 

 結びに、本日の本分科会における発表及び研究協議

が、各学校における「豊かな人間性と健やかな体」の

育成に繋がることをお願いしまとめと致します。 
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第５分科会 研究主題 学校の教育力を向上させる研究・研修の推進

「研究・研修」のまとめ

司会 辺土名小：宮城尚志 記録 漢那小：安富広子

◇運営委員より諸説明・諸注意・紹介・自己紹介・流れの説明

司 会 自己紹介及び資料３ページの確認

伊江小 比嘉智 提案内容の説明

司 会 質疑・応答とします

与那城小花城修 ４ページの専門家チームの事やコーチングについて知りたい

伊江小 比嘉智 村予算を活用し、主事時代からの人脈を生かしている

南風小 與那嶺忠 評価システムとの関連をお願いします。又、授業でどう活用して

いるのか、地域との連携はどうか等お願いしたい

伊江小 比嘉智 県から示された内容を説明しつつ行っている。伊江島は地域との

つながりが強いので、担任の必要に応じて協力できる方が多い

司 会 イノベーターの所をもう少しお願いしたい。合わせて評価につな

がる材料は教頭と共有しているのかも

伊江小 比嘉智 イノベーターについて、スライドや資料で説明。評価関連は教頭

とのみ共有している

西原東小 島袋和徳 イノベーターの悲惨な授業と語ったのはどのような授業なんです

か

伊江小 比嘉 智 校内研を取り組んでいるが、校内研に於いて、そのねらいに沿わ

ない、書き写すのみの授業が行われた

大岳小 太田佳世子 日常的に授業参観はどうしていますか

伊江小 比嘉 智 普段、参観しています。ある程度の物はアドバイスしている。授

業方法については、教師同士のリフレクションで行っている

司 会 この後は各地区の発表をお願いします

島尻南風原小与座衛 キャリアステージについて、Ｈ３０に出された指針が、以外と知

られていない。そこで、その説明から行った。本人の理解より、

自覚が高まると、教育力が高まる。助言でもステージを使った

中学の場合、キャリアの自己認識が高いが、実際の動きと一致し

ないのもあった。

久米島美崎小新垣忍 那覇は大規模校が多い 経営への参画意識を高めることに工夫。

特長として、大岳小は、ルーテーンの共有。美咲小は担任会を週

一持つ。仲里小は特別活動で基盤をつくり、環境の工夫のもと、

学習指導の効果を上げている。久米島小は講師招聘等につて燐校

とも協力して行っている。

中頭うるま市南原 特別支援教育について取り組んでいる。教師の授業の流し方は良

與那嶺 忠 いが子どもにうまく伝わっていない等がある。

専門家や 特別支援の経験者からアドバイスを受け、進めている。

八重山石垣 伊野田 経営方針を述べる時、職員についてはもちろんだが、保護者会で

小 我那覇隆 保護者へも伝えている。

宮古鏡原小屋嘉比 言語活動の充実を目指した授業づくりについて取り組んでいる
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司 会 それでは、この後は、お互い質疑応答とします

勝連小 大村朝永 キャリアステージの自己認識が合わない職員はどうしているの

南風原小 與座 衛 合わせる努力について、面談等しながら、その自覚を促している

中学の数字は厳しいと把握しましたが、教科に専門性が求められ

ているからだと捉えています。

真壁小 玉城典男 ＯＪＴであたりまえができないのがいる。週案で下ろすとか、学

年会に下ろすとかをやってはいるが、ほこに、良い事例はありま

せんか。

司 会 では、次の協議題に回していきましょう。

司 会 協議題１に注目して、「出し合う」としましょう。

石垣の仲吉校長先生からお願いします。

真喜良小 仲吉永克 算数・体育でやっている。先輩が後輩に教えるが一番良い。でき

ないときは指導助言している。授業も行い見せ指導助言。人間関

係づくりも促している。

司 会 他に実践されている事はありませんか。

南原小 與那嶺忠 先輩で自分は間違えていないと考えている教師が一番難しい。特

別支援関係だと指示されただけはよくない。専門家を入れる方が

良い。本人の悩みを良く聞き、アドバイスすると、本人が納得し

たという流れがあった。ベテランが若い人を否定しない雰囲気を

もつと、若手が育つ。

司 会 協議題１に関する取組について、３名１組でどうぞ出し合って下

さい。

司 会 各学校の教員育ての事例をお願いします。

真喜良小 仲吉永克 担任配置を工夫している。若い人を教務に登用すると視野が広く

なった。時として激励し育成している。

伊野田小 我那覇隆 校内研のイメージを変えた。今の自分が提案できる物を出し合う

流れにした。後ろ向きの職員はすぐわかる。へき地であり教諭は

３名。わたりについて不慣れの人には、他の二人の引き出しの中

のものを見せ、高め合わせた。

高江洲小 水流伸夫 育てようとしても育たない。自分から育つ人もいる。こんな人は

失敗から学んでいるケースがある。がんばろうという意欲のある

人は育つ。教員にも、成功体験を与える。校長は教員の心に火を

をつける事や、校務の精選や改善が課題である。

平敷屋小 上原秀樹 育ちにくいがいるようですが。

西原東小 島袋和徳 育ちにくい教員は、周りの人がうまく支えている。資質の向上に

は、同僚性が大事、学級のかべをとっぱらう給食時間の担任交代

を年３回している。学級の良さ、課題を共有していると、厳しい

教教員も，ひとつ上のステージに上げることができる。

伊江小 比嘉 悟 チームを持たせるのもいい。

西原東小 島袋和徳 支援学級５あるので、学年会はそのチームでやっている。

与那城小 花城 修 できることからやろう。清掃、読み聞かせなど。教員のシャッフ
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ル。授業改善の力があり、推進力もある人が体調不良で休んだ。

補充を組み、業務を分担しつつ体制を組んだ。全員が他のクラス

を持つと、いい育ちが見られた。

久米島小 野原 勉 ３小あり、単学級である。模擬授業を行っている。教科担任性で

工夫している。教師の持つ個性をで配置を工夫している。

大岳小 大田佳世子 燐学年の組合せについて工夫している。そうすることで、大きな

校務分掌もＯＫ。

久米島小 野原 勉 補充の支援いついては、担任会をうまく使いながら取り組ませて

いる。

清水小 金城和也 指導力不足については、特別支援等で指導のあり方で悩んでいる。

良い授業を全体研修等で公開させ、褒められる機会を与えると良

い傾向。

南風原小 與座 衛 特別支援３あるが、その配置を工夫した。学年の算数を５つに分

け、いい雰囲気を漢じさせつつ学ばせている。

ＯＪＴが授業改善リーダー中心に行われている。教務もやる。

司 会 学びの保証の為のキーワードがでて来ましたね

司 会 協議題に迫る内容が多く出ました。それでは、指導助言を賜りた

いと思います。お願いします。

指導助言 国の動向としては、「チームでの意識が効果がでる」です。

国頭教育事務所 社会状況としては、教員の資質の向上が大事。今後はキャリアス

玉城史江 テージに応じて育成指標を５段階とし、求める力も示し、研修の

工夫も行っています。校内研では、授業力、指導力、教員の協働

性が大事と確認が必要。校内研では、チームになっているか、キ

ャリア事にステージ事に改善されたかが大事。金武小が良い成果

をあげている。国頭地区では、兵庫教育の流れで、効力感が大事

として伝えている。学級経営も授業も、子ども理解も保護者対応

も、校務分掌も「打つ手は無限」なんです。教師に効力感を持た

せることが大事。前に進める糧にさせるが大事。成果のある学校

は、管理者のリーダーシップが明確で、教職員に具体的に説明し

ているのが特長です。本分科会の主題及び協議題迫る取組が各校

で，今後もしっかりと推進されることをご期待申しあげます。
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第 ６ 分科会

研 究 主 題

これからの学校を担うリーダーの育成

－へき地小規模校におけるミドルリーダーの育成－

提 案 者 與那覇 盛彦 （多良間小学校）

司 会 者 高江洲 実 （泡瀬小学校）

記 録 者 平 良 吉 嗣 （東小学校）

共同研究者 竹 下 晴 康 （島尻教育事務所）

運営委員 山 川 幸 宏 （中川小学校）

１ 提案発表の概要

ミドルリーダーを「１０年～２０年など一定の教職

経験を得た教職員に限定せず、組織の問題解決におい

て戦略的役割を果たしうる教職員」ととらえ、勤務期

間２～３年の学校においてどのようなミドルリーダー

の育成が可能なのか、学校を組織的に運営するために、

どのような手だてが求められるのか提案する。

(1) 研究の実際
① 学校教育目標の共有と意識化、経営参画の手順の

明確化

○学校経営重点目標をグランドデザインとして提示

○学級経営案、自己申告書との連動のための「学

校経営関連一覧表」の作成

○「学校経営参画のステップアップの提示」

② ミドルリーダーを機能させる組織づくり（ＰＤＣ

Ａサイクル）

○重点目標を意識したプロジェクトチームでのミ

ドルリーダーの活用

③ 校長としての関わり（ほめて育てる）

○視点を明確にした「教職員評価制度面談」の実

施

○職員の日々の取組への感謝や労いを意識した「校

長だより」の作成

○週案簿へのコメント、傾聴と対話

(2) 成果
① 「学校グランドデザイン」や「学校経営一覧表」

を示したことにより、職員が共通認識のもと、ベク

トルを揃えて、学校運営に参画しようとする意識の

高まりが見られた。

② プロジェクトチームの取り組みを充実させたこと

により職員が学校の課題に対して、主体的に考え、

判断し、行動するミドルリーダーとしての資質が高

まってきた。

(3) 課題
① ミドルリーダーの役割の明確化

② 学校組織を活性化させるミドルリーダーの育成計

画の作成と活用

③ 「沖縄県公立学校教職員等育成評価指標」（県教

育委員会）を活用した教員の資質能力の向上

(4) おわりに
ミドルリーダーの育成には、学校長が自校の明確な

ビジョンを描き示す学校経営方針を、いかに職員と

共有するのかが鍵となることを実感した。その環境

が整わない限り、ミドルリーダーが活躍することは

難しい。

今後も、学校経営ビジョンの実現に向けた役割

や期待を明示し、職員一人一人を「認めて育てる」

スタンスを心がけ、教職員が積極的に学校経営に

参画する組織づくりに努める。

２ 発表後の質疑・応答

Ｑ（市原：石垣小）：①多良間出身の教職員はいますか。

②地域にねざす取組はなにか

③校長先生は多良間勤務は初めてですか

Ａ：①いません、支援員や図書館司書は多良間島の方

②八月おどりがある。地域の方々が少なくなり、教職員

に出演依頼がある。島の行事に関わるようにしている。

地域の信頼性に繋がる。苦しいときもある。

③初めて

Ｑ：（宮國：宮城小）①教務部は何名

②どのような課題が挙がってきたか

③どのようにミドルリーダーとしての声が聞こえたの

か。

Ａ：①２年で異動は大変だと感じた。しっかりやること

を決めても決めたことが中々継続できないのを感じた。

②多良間っ子ガイドを作った。子供達にとって１年から

６年まで同じ指導をしたい。登校時から下校時まで徹底

していこうと話した。その中で出来ているもの、できて

いないものをあらい出した。プロジェクトの人数は４名

と５名になっている。養護教諭は生活保健部会に入って

いる。

③ガイドがあることで、全員の取組ができ良い事だと実

感できた。効果を感じつつも忙しさを感じている。

Ｑ：（上原：阿波連小）①職員会議・プロジェクト会議

等の時間のバランスは。

②職員会議は月１でプロジェクト会議は月１・２回か。

Ａ：①あまりはっきりできていない。次年度のために向

けてとにかくやっている。

②少ない人数なので調整している。特別支援委員会もや

っている。日頃の時間を見つけてやっている。

Ｑ：（石川：内間小）①限られた人数の中で校内の人事

でミドルリーダーにつなげるために意識して取り組んだ

ことはあるか。②校長便り「スディガプー」とは、どう

いう意味。

Ａ：①赴任する際に情報を得るようにしている。管外か

らの異動の際には、人事評価を参考に考えたりしている。
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その他から流れてくる情報を参考にしている。経験が少

ない中での職員なので、受け入れて育てる方針に重きを

置いている。職員に寄り添い褒める関わりを持っている。

②多良間では「ありがとう」という意味。内容も後半は

感謝の気持ちを入れている。

Ｑ（上原：室川小）：①学校の実態として一番困難な部

分は。

②支援員の配置は。

Ａ：①地域行事への関わり、狭い地域なので見られてい

る感がある。校長としてやりたいことが成立しない面が

ある。教師の指導の仕方が変わりやすいので児童が困る

面がある。特別支援教育の面で課題がある。本年度特支

学級が出来たが、支援を要する児童の割合が多いと感じ

る。

②島の出身で高齢者が一人配置されている。予算はある

が後継者がいない。

３ 各地区の報告（概要）

(1) 国頭地区
① 研究の視点

これからの学校を担うミドルリーダーに必要な

「確かな展望」「行動（力）」について実効性のあ

る組織の推進

② 取り組みの実際

○校内組織を軸とした育成

・プロジェクト会議、運営委員会、学年会、担任

会

・教務主任、研究主任、学年主任などを中心とし

た取組

○校内ＯＪＴを通した育成

・授業改善の取り組みをとおしての育成

○教職員評価システムを活用した育成

・校務分掌と指標を関連させた助言

○同僚性を高める取組

・学校全体で取り組むことで経営力を高める。

③ おわりに

新時代に対応した義務教育の在り方において、他

の教員に指導、助言するミドルリーダーへの期待が

高まっている。これらの時代に応じた教師の在り方

を求め、校長はＯＪＴを推進し、人材を発掘し、意

図的・計画的にその資質向上に努めなければならな

い。

(2) 中頭地区
① 研究の視点

○学校教育への確かな展望を持ち、行動できるミド

ルリーダーの育成。

○ミドルリーダー（準ミドルリーダー）育成に係

る校長の指導

② 取り組みの実際

○準ミドルリーダーの育成→次のミドルリーダー育成

○日々の業務の見直しと業務改善

○校内組織を軸とした育成

・プロジェクト会議、学年会

○校内ＯＪＴをとおした育成

・日常的な授業観察・ミニ研修会

・企画委員会でのファシリテーター役

○教職員評価システムを活用した育成

・学校経営ビジョンの明確化、取組の連動

○校務分掌配置上の工夫

・「観て学ぶ、企画・調整を実感する」

○教頭への助言

○校長だより、週案へのコメントをとおした関わ

り

・職員とのコミュニケーションの充実

③ 成果

○準ミドルリーダー育成の視点で研究を進め、各

学校における実践をとおして、先輩教師が準ミド

ルリーダーとしての自覚を持つようになった。

○校務分掌を先輩教師と若手教師の体制にするこ

とで、相互の機能成長につながった。

○プロジェクト体制や校務分掌等における先輩教

師（準ミドルリーダー）の活用により、教職員の

学校参画意識が高まってきた。

④ 課題

○日々の実践をとおした学びの場（校内ＯＪＴ）

の充実。

○準ミドルリーダー育成に係る組織的・計画的な

取組の充実。

○学び合いをとおして、ともに育つ環境の構築。

⑤ おわりに

これまでは、ミドルリーダー育成の視点でリーダ

ーの育成を図ってきたが、これからは、次期ミドル

リーダー（準ミドルリーダー）の育成をとおして、

教職員の学校参画意識を高めることが「チーム学校」

として、円滑な学校運営を行うことができると考え

る。

そのために校長は学び会い・共に育つ環境を整

え、支持的風土のある職場づくり、学校づくりに努

めることが重要である。

(3) 那覇地区
① 研究の視点

○ミドルリーダーの捉えと機能の明確化

○各学校の特色ある取組

○校長の指導性（関わり）

② 取り組みの実際

○校内組織を軸とした育成

・プロジェクトチームの編成、三役会、学年団、

職能成長や資質能力に応じた校務分掌配置

○校内ＯＪＴをとおした育成

・授業改善への取り組み、外部講師を招聘しての
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研修、ミドルリーダーの出番づくり

○教職員評価システムを活用した育成

・ミドルリーダーとしての役割と責任の自覚

○校長としての関わり

・フォローワーシップの発揮

・日常的な授業参観、週案へコメント、各部会で

の助言

・教頭を生かす、対話と傾聴

③ 成果

○ミドルリーダーによる情報共有・相互承認等組織

力が向上したことで「自立型の考える組織」になっ

てきた。

○校内ＯＪＴ等組織的取り組みにより、教職員間の

業務調整の円滑化並びに業務の質の改善の効率化が

図られた。

④ 課題

○校内ＯＪＴを継続発展させるシステムづくり

○「働き方改革」を視野に入れたミドルリーダーの

活用

⑤ 校長の関わりとは

○校内ＯＪＴ等を活用し組織的に取り組む（職員間

の学び合いができる雰囲気）体制づくり。

○授業観察や校務分掌をとおし、評価システムと

連動させて学校経営への参画意識を高める。

(4) 島尻地区
① 研究の視点

○各主任に軸をおいた育成のありかた

② 取り組みの実際

○校内組織を軸とした育成

・学年校務分掌の役割分担、企画推進委員会

○校内ＯＪＴをとおした育成

・教師同士の学び合い

・校長による授業参観

○教職員評価システムを活用した育成

・学校経営ビジョンの明確化、取組の連動

・学年主任を中心に学校運営への参画

・各ステージで期待される資質能力の確認

○校務分掌配置上の工夫

・計画的配置

・地域連携に関する校務分掌を全教諭に配分（調整

能力育成）

③ 成果

○学校規模を意識した学年主任・各種主任等のミ

ドルリーダーを育成することにより学校長の経営

方針の浸透、実践化に繋げることができた。

④ 課題

○教職員評価システムの各ステージに応じた教職

員育成のための観点の整理。

(5) 八重山地区
① 研究の視点

○地区内のミドルリーダー育成の実践例

○ＯＪＴ実践の具体例

② 取り組みの実際

○校内組織を軸とした育成

・小規模校の実態を生かした校務分掌経験

○校内ＯＪＴをとおした育成

・積極的な授業公開と助言

・毎週金曜日に時間設定

・校長によるＯＪＴの実施と実施者の広がり

○教職員評価システムを活用した育成

○校務分掌配置上の工夫

・教師の個性や力量を理解し、適切な分掌を行う。

・起用することでリーダーへと育成していく。

③ まとめ

八重山地区におけるミドルリーダーの育成は、学

校規模や異動における教職員構成から、若い職員に

も校長が職員を意図的・計画的に学校運営に参加さ

せている校務目標と責任を持たせる中で、「やって

見せ、させてみて、ほめて育てる」の視点での校長

の的確な助言が職員に大きなやる気と自身を育んで

いる。また、若い職員が多い中でもＯＪＴの時間を

設定し、毎回気軽に学び合う中で、自分達だけでも

十分に学び合えること、学び続ける習慣の大切さ等

がわかった。課題としては、校長や先輩方、同僚に

教えてもらった職員が、今度は後輩育成のために自

分が還元しようとする気持ちを高めることである。

４ 研究協議

○井口（高原小）５４名職員がいる。昨年までそれぞれ

の校務分掌であった。プロジェクトを立ち上げ会議を減

らそうと考えた。次年度はプロジェクト推進委員会を立

ち上げたいと思っている。プロジェクトの推進の工夫で

取り組んでいる事があれば教えて欲しい。

○島尻（中西小）今年度メンバーが厳しかった。ミドル

リーダーが見当たらなかったので、ミドルリーダーを育

てるために、組織を改編した。プロジェクト枠を変えた。

第３木曜日３０分ぐらいで行っている。欠席率がとても

多かったのですべての人を笑顔にするプロジェクトとし

て、リーダーを育てるために、トップダウンではなくボ

トムアップにした。プロジェクト会議→企画委員会→職

員会議の流れで行っている。プロジェクト会議（３部会）

みんなでシェア－している。

○與那覇（多良間小）なぜミドルリーダーが必要か。ト

ップダウンでは無く校長の思いを考えてもらいたい。校

長はプロジェクトチームに入っていない。課題を見つけ

て、どう解決するかがプロジェクトチーム。プロジェク

トチームの取組を朝会で伝えている。校長は学校経営の

重点目標に向かっているかについて関わる。

○高江洲（泡瀬小）プロジェクトチームで話したことは

必ず伝えるように取り組んでいる。
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○宮國（宮城小）まずは、参画意識を持たせる。企画委

員会と一緒。保護者アンケートより気づいた件について

は、部会で話し合わせる。職員の参画意識を高める取組

が大事ではないか。基本１年目で分掌を変える。（つな

ぐために）重要なポイントは次にリーダーに繋がること。

プロジェクトチーム→参画意識→つなぎ

○高江洲（泡瀬小）本校ではリーダーと副リーダーを置

くことにしている。

○宮國（宮城小）初任者が２人配置されているが、次年

度に向けて、次年度の校務分掌等について、伝えておく。

次年度への流れが見えるのは良いこと。（立場を自覚さ

せる）

○大濱（安慶田小）校務分掌についてできるだけ早く伝

え見通しを以て学校教育活動に取り組ませたい。中間面

談で伝えている。

○前三盛（新川小）学校の重点目標を大事にする取組が

大事「病に応じて薬を与える」という言葉があるが、や

っていることが子供達の実態に合っている、学校の実態

に応じて対応しているかが大事。

○司会：確かな理解とその対応 教頭をどのように活用

している－教頭の動きはどうでしょうか。

○仲泊（前田小）教頭を超えて直接校長へ色々な話が来

ることがある。いきなり校長対応になることのないよう

にしたい。

○金城（神森小）優先目標との構想が必要だと感じた。

多良間小の取組は良い。先生方が直接校長に来るのは主

体性が育っていない。自分達で解決しようとする意識が

大事。子供達の指導も一緒授業改善だけやる教師は育た

ない。教頭の意識を高める上でも、教頭をとおして職員

の意識を高めるようにした方が良い。（教頭の意識を高

める）

○與那覇（多良間小）職員に対して先生はどうしたいの

か投げかけるようにしている。プロジェクト部会の時０

からのスタートではなくたたき台になる事は作成してい

る。

○司会：重点課題を先生方にあげさせた具体的な取組を

考えると自分たちが分かる組織図を作ることが大事

○嶺井（佐敷小）学級経営や授業経営などは、教頭を通

して早めに校長へ届けるようにしている。プロジェクト

会議を待っていると個人の悩みは解決できない。早目に

教頭をとおして取り組むことが大事。

○金城（沢岻小）チームでやることで、個の校務分掌を

手伝ってあげることが働き方改革にもつながる。中間面

談では、教室でやる。先生方がよく話す。教室でやるこ

とでいろいろな資料を見せてくれたいりして、頑張って

いることがよく分かる。

○嶺井（佐敷小）次年度こうしたいと教頭と話し合うの

が大事。

○石川（内間小）リーダーを育てる視点は、教頭の関わ

りが大事だと感じている。

○宮國（宮城小）教頭を育てるには、この時期にこんな

ことをしているということを見せる事が大事。教頭の意

識を育てるために大事。

５ 指導助言

(1) ミドルリーダーの役割
① カリキュラムマネジメントの中心的な役割

② 「チーム学校」の中心的な役割

○校長先生のリーダーシップとマネジメントによ

り「チーム学校」を実現するために、校長を積極

的にサポートしながら教職員を共通実践に巻き込

むミドルリーダーの働きが必要。

○牽引型のリーダーと分散型のリーダー → チ

ーム形成型のリーダーへ

(2) ミドルリーダー育成にあたって
① 校内ＯＪＴの基本的な考え方

○人材育成の必要性を認識する

○一人一人の意識を高める

○仕掛けをつくる

② ミドルリーダーには「スキル」と「マインド」の

両面を高める必要がある。→ 全職員の人材育成の

中のミドルリーダー育成

③ ミドルリーダー育成と働き方改革

○学校としての業務改善も同時に進めることによ

り、「働きやすい環境」を作ることが大切。

○ミドルリーダーは、中堅教諭が多いため、人生

においても中堅である場合が多い。ミドルリーダ

ーがおかれたあらゆる「現実」を踏まえて、「ミド

ルリーダーのリーダーシップ」を求めることが大切。

○ミドルリーダーがおかれているあらゆる「現実」

を捉えたうえでのサポートと役割への期待が必要。

④ 管理職が「何を」「何のために」期待するのか提

示・共有する。

○ミドルリーダーとしての自覚を促し、ミドルリ

ーダーとして活動する動機付けを与えたり、ミド

ルリーダーとして学校運営に積極的に参画しよう

とする意欲を引き出す事が重要である。

⑤ ミドルリーダー育成に必要なエッセンス

○経営ビジョンを明確にする。

・ミドルリーダー観を明確にする。

・育成の到達点、そのための手立てを示す。

・キャリアステージに応じた資質能力を育成する。

(3) まとめ
① ミドルリーダー観の明確化、育成の到達点→沖縄

県公立学校教員育成指標

② ＯＪＴの充実

③ 「カリキュラムマネジメントでの役割」「チーム

形成型のリーダー」「ミドルアップダウン型組織」

④ 「スキルとマインドの育成」「ハラスメント」「働

き方改革の中でのミドルリーダーの育成」
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第 ７ 分科会

「学校安全」「危機対応」

研 究 主 題

命を守る安全教育・防災教育の推進並び

に様々な危機への対応

提 案 者 加納 貢（宜野湾市立志真志小学校）

司 会 者 桃原 修（宜野湾市立普天間第二小学校

銘苅 豊（宜野湾市立普天間小学校）

記 録 者 宮平 育子（宜野湾市立長田小学校））

田﨑 明美（宜野湾市立嘉数小学校）

1 提案発表の概要

協議題１

「防災教育」

全国各地で頻発する地震や豪雨災害、巨大化した台風

の襲来などの自然災害により、多くの甚大な被害を受け

ている。防災教育の先行事例、実践事例に学び、災害時

における緊急対応や防災機能を高め、保護者、地域、行

政との連携の在り方を模索し、被災時における対応の機

能化や学校における防災機能の向上を研究する。

①学校運営と現状

交通安全の取り組み

○日常的な学級における交通安全指導

○保護者や地域と連携し、登下校の見守りや不審者

対応に関するパトロールの実施。

○警察署職員により新一年生対象の交通安全指導教

室の実施.

「 地震や津波」避難訓練について

○春の遠足で避難場所の確認を徒歩で実施する。

○避難訓練を学校の年間計画に組み入れ確実に実施

している。

○地震・津波避難訓練では、保護者への引き渡しま

で訓練に組み込んで実施した。

○地域とともに防災訓練を実施し、実際に備蓄倉庫

があるので利用の仕方も訓練した。

○地区で地域所運営マニュアルが作成されており、

緊急時に利用できるようになっている。

「米軍機による事故を措定した避難訓練」

○米軍基地に隣接している学校において平成２９年

普天間基地から飛び立った米軍のヘリから窓枠が運動

場に落下するという事故が起きた。その後、２か月間

にわたる運動場の閉鎖や日常的に繰り返された避難行

動、防衛局への安全等が保障されるような PTA と協
議した要求など様々な展開 7 が繰り広げられ監視カメ
ラ、避難工作物の設置や避難監視員、誘導員の配置等

が行われた。

協議題２

「いじめや不登校への適切な対応と高い危機管理能力

を持つための組織育成のための意図的・計画的な取組

の推進」

平成２５年９月２８日「いじめ防止対策推進法」が

施行され、いじめの情報を校内で共有し、学校が組織的

にいじめに対処することが規定された。各学校では、い

じめ防止等の対策のための組織を設置された。主として

①いじめの認知に関する法の定義の明確化、②いじめの

解消の定義の明確化③学校いじめ防止基本方針の意義の

再確認④実効性のあるいじめ対策組織の構築化⑤保護

者、地域関係機関との連携強化が挙げられている r。そ
の中で各地域の特色ある取り組みについてまとめた。

○私事的風土の醸成がある学級づくりのの徹底

○早期発見のための毎月のアンケートの実施

○授業参観でのいじめに関する道徳一斉授業の実施

○学校いじめ防止対策委員会の充実

○校長、教頭、学級担任、関係主任、人権教育主任

道徳推進教師、全職員、全保護者、全児童、保護者

の役割を自覚し、いじめの根絶に努める。

○「報告・連絡・相談・確認」を確実に実行する

○毎日の学校長による欠席者数・欠席日数・保健日

誌の確認→ 対応を指示する。

○特別活動を中心にしたカリキュラムマネジメント

の実施→ よりよい学級集団、人間関係の形成

○校長講和による道徳的な授業の実施。

○教育相談室の活用。

○ SSW、SC、教育相談担当による相談の実施。
○月１回の支援会議を持ち、いじめ防止対策の組織

的共通確認の場を持つ。

不登校を生まないための取組

①未然防止

○家庭と連携して学級担任、生徒指導担当、教育相

談担当を含めてのケース会議を実施。

○校内での居場所つくり

特別教室の開放、相談室・保健室での受け入れ、45
分休憩での校長室での受け入れ、英語ルーム、特別支

援教室での受け入れも考えている。

○人権意識を高めるために掲示物の充実

○年間を見通した学校の取組を実施する。

○「そろえる つなぐ 隙間なく 切れ目なく」のス

ローガンのもと情報連携、行動連携、を徹底した「育

ちのセーフティーネット」の構築

○ IN Child プロジェクト実施（琉大特支班と連携）
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○登校支援リーフレットの活用

○登校しぶりが続くと児相や警察等連携機関との情報

共有をしっかりおこなっている。

○小中一貫校の場合、小中ともに、しっかり連携を取

り、いじめの定義を共通理解する場を設けている。

○市の適応教室の効果的な利用。

○生徒指導担当教諭の配置により、日常的に兄弟共に

不登校の家庭に毎日訪問している。

２ 発表後の質疑・応答

協議題１に関して

Q：災害時の引き取りについては、どのような範囲
まで取り決めているのか。

A：引き渡しカードを作成し、その人以外には引き
渡しをしないようにしている。

Q：普天間第二小の米軍機からの窓枠落下後の避難
のしかたについて教えてほしい。

A：まずは、教室でヘリの音がしたら教師の合図で
迅速に避難することを徹底している。また、運動

場での授業の場合はすばやく避難シェルターに避

難する。

Q：避難訓練の際の地域との連携はどうしている
か。

A：地域との連携がなく学校独自に実施している学
校と自治会を通して、地域とともに避難を行ってい

る自治体もある。

Q：地域懇談会はどのように行っているのか。
A：実際には、地域と一緒に懇談会を実施している
学校は少なくなっている。

Q：不審者対応訓練については、そのようにしてい
るのか。

A：保護者と地域の訓練を一緒に実施し、年間１回
は実施している。

協議題２に関して

Q：琉大の IN ー CHILD プロジェクトでの特別支援
学科の生徒が介入してくるのだが、それはどのよう

に児童にアプローチしているのか。

A：主に学級での児童の様子を観察し、特性のある児
童について指導が必要な時には、各個人での判断を

しないようにケース会議をして情報や対策を共有し

ている。

Q：いじめや登校渋りを防ぐために特活ノートの活用
をしているという学校の発表があったが教師や児童

の反応はどうだろうか。

A：特活での会議で学級旗を作ったり、クラスのチ
ーム私ワークがそろって一つのベクトルに向かって

がんばっていく態度が見えるようになり、いじめ防

止だけではなく学級の団結ではよい効果が得られて

いる。

Q：ランチミーティングは、いつ実施しているのか。
A：特別支援員８人と一緒に給食を取り、学校での
児童の様子や困り感を情報として得ている。週に

３回程度実施している。

３ 各地区の報告（概要）

島尻地区

・防災については、終礼で実施し職員に周知徹底を

している。

・学校防災計画の策定、計画、実施を確実に行って

いる。

・教職員に常に防災に関する危機意識を高めるよう

に声掛けしている

・警察署を招聘して交通安全教室、消防署と連携し

て AED の使い方の訓練、不審者対応訓練、学校栄
養士を招いてのアレルギーのある児童への対応の会

り方について学習会を実施している。

・校区内安全点検を実施し、歩道橋設置に結び付

いた例もある。

・緊急性を要する保護者への連絡はじんじんメール

等を利用している。

那覇地区

・防災の取組で特徴的なことは、認可こども園の設

置が進んでおり、防災訓練も多人数での避難になる

ので連携をとった防災訓練の実施が必要である。

・避難訓練では、常に保護者への引き渡しも考慮し

ながら実施している。

・児童は、保護者ととも通学路周辺の危機が予想

される個所や「子ども１１０番の家」の確認をす

る機械を計画的に実施している。

・スクールゾーン委員会の充実に努める。

・空き教室を整備し、ボランティア活用で校内の

見守りを依頼し、実施している。

・「児童支援」「教育相談」「特別支援」「保健」の

会議を一つにすることで会議時間、情報、の重複

を回避し、児童の情報収集・関連付け、統合・課

題の明確化等アセスメントが徹底できる。

・不登校、いじめについての対応は、「安心・安全

が全ての最優先」はしつこく唱え、校長も自ら関

わる。

・
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国頭地区
・「避難所運営マニュアル」の作成と活用

・「避難所運営協議会」の立ち上げ

・地域住民、市町村行政等、地域と連携した災害時対

応マニュアルを検討し、見直し、改善や実践的な訓練

の企画、運営などの学校防災体制の強化、学校を避難

所として利用するこｔによる校内の施設・設備等の整

備に努めている。

・高校と住民との合同避難訓練の実施

・避難所運営シュミレーションの実施

八重山地区

・交通少年団活動の実施。

・登下校安全応援者マップの活用

・食物アレルギーへの対応

・年々熱くなってくることに対する熱中症対策。

・いじめの未然防止を図るため、仲良しグループ活動

を週時程に位置づけ、児童の社会性の育成や仲間づく

りを推進している。

・「救命救急講習会」の定期的な実施

宮古地区
・自己有用感の向上を図るための i check テストの実
施」

・登校しぶりについては、市の「登校支援リーフレッ

ト」をもとに組織体制で努めてきた。

・学期はじめの４月・９月・１月を中心に早登校奨励

を行っている。（早登校トンミーービンゴ、早登校お

みくじ）

・魅力ある学校づくりのために自己有用感を育む係り

活動、委員会活動の推進）

・不登校児童に対する初期対応と学校復帰に向けた自

立支援の実施

・月一回の子ども支援会議の実施

・無届欠席は、児童の安否確認を確実に行い登校支援

アシストに連絡したり、フリーの職員での家庭訪問の

実施。

４ 研究協議

いじめや不登校等に適切に対応できる

体制の整備と高い危機管理能力を持つ組

織・体制作り

１ 危機管理体制の確立

①生徒指導、教育相談、特別支援等で構成した部会

を開き、気になる児童への情報共有とその支援の在

り方について話し合いの場を持っている。

②校内での居場所つくりに努める。

（保健室、校長室、教育相談室等で連携を取り、協

力する。）

③「教職員の危機管理能力の育成」に努める。

④ 生徒指導計画に基づく組織的な対応を実施してい

る。

⑤職員会議での情報共有及び夏休み等の校内研修棟で

の情報共有の場を設定。

⑥定期的な児童アンケートの実施

⑦スクールカウンセラー、SSWの効果的な活用。
⑧校長講話による人権意識の高揚。

⑨組織的な連携強化（生徒指導主任、養護教諭、担任、

教務主任、管理職等）

⑩ i ー check の結果から自己有用感の低さから児童の
実態を把握し、高めるような雰囲気つくりに努めた。

⑪子ども支援会議の定期的な実施。

２ 積極的生徒指導

①生活朝会での「あたりまえの１０か条」の確認

②早登校の取組

③地域の連絡協議会の実施

④悩み相談ボックスを設置し、児童の悩みを積極的に

聞く制度を設けている。

⑤ ＹＯＵ TUBE 等などによるネットいじめも増加し
ていることから専門機関からのアドバイスや講和等も

実施。

５ 指導助言

学校はいつ、どのような災害がおこるかわからない

ことから２４時間の危機管理体制を余儀なくされてい

る実態がある。学校の危機管理体制をしっかり整えて

おくことが大切である。

災害時は学校のみならず、地域との連携強化も大切

であることからも日頃からも連携強化を整えておくこ

とが重要である。災害時の学校の役割はとても大きく

地域住民の避難所としてまた、ライフラインの確保な

ども今後の課題である。

さらに、警察や消防等、地域が一体となった訓練の

実施は今後必要である。

メールサービスや学校自らの保護者との情報共有等が

大切である。

１、学校安全計画の策定について

①学校の施設設備や通学路の安全点検

②児童生徒等に対する通学を含めた学校生活、その

ほかの日常生活における安全指導

③教職員に関する研修

について盛り込む。随時、点検見直しを行うことが

必要である。

２ 危険等発生時対処要領の作成について

学校保健安全法第２７条及び第２９条により、すべ

ての学校において学校安全計画の策定と危険等発生時
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対処要領

（危機管理マニュアル）の作成が義務づけられている。

また、作成、作成後も随時点検見直しが必要である。

３ 学校における「危機管理」に対する意識等

（自ら考え、判断し、行動できる子どもをはぐくむ

安全・防災教育の推進について キーワード：実践的

・体験型・事例研究・地域力）

① 従前の「避難訓練」を見直し、実践的な訓練とす

る。

②実際の事故、事件、災害等の事例研究を通して教職

員の危機管理や児童生徒の危機回避能力に対する意識

を高める。

③安全・安心な学校づくりに向けた機動的な校内体制

の確立を図る。

④安全・防犯教育の徹底、並びに保護者、地域との連

携を図る。

4 学校における、その他の「危機管理について」

① 対教師暴力（逮捕事案：警察機関等の連携）

② 自殺事案

・児童生徒の自殺事案が発生した時の対応⇒「基本

調査」から「詳細調査」への移行ポイント」

現在の社会的風潮⇒子どもの「自殺」＝「いじめ」

の構図となっている。

● 普段からの対応

①「いじめ防止法対策推進法」やそれに関する資料の

確認

② 「地方いじめ防止基本方針」の確認 ※第三者委

員会の設置状況の確認

③ 重大事態の内容を把握することが必要。次に対処

方法のの理解。その上で発生事案の状況や背景を理

解し、取るべき方法を考える。

④「重大事態とは？」「生命心身財産重大事態（第１

号）」、「不登校重大事態（第２号）」

⑤「学校教育計画」の行動計画としての確認

● 発生当初時の対応

①「対処法は？」まずは、（いじめが原因か、それと

も他に原因があるのか）の確認が必要

確認の時点では明確ないじめが無かったとしても

「基本調査」と「詳細調査」が行われていないた

め「いじめは無かった」と発言はしないこと。

★いじめが疑われた場合の対処法

①組織的対応（学校内・学校外）に対して＊マスコミ、

保護者、地域 ＊校内チームの発足

②「子どもの自殺が起きた時の背景調査の指針」「実

態調査」とその Q and A、情報開示に向けた対応に
細心の注意を払うこと。

５ マスコミ対応について（マスコミ対応の注意事項）

※基本的には委員会が対応。校長が受ける場合は必

ず委員会へに事前の確認を！

①インタビュー時間を当初から決めて、インタビュ

ーを受ける。

②一人で受けない。必ず、複数対応。（指導主事同

席も検討すること。）

③事前に想定問答を作り、練習する。

④事案や状況にもよるが、インタビュー開始の冒頭

でいつ・どこで・なにを等を明確化した文書コメン

トを読み上げて方向性をつける。

⑤現時点で判明していることのみ伝える。

⑥不明なことは「現在、確認取れていません」、「現

在、詳細を確認中です。」等、返答する。

⑦余計なことには一切触れない。本旨だけ伝える。

⑧伝聞等は、自らの言葉では伝えない。「新聞によ

りますと・・・」「被害児童の保護者から聞いたと

ころによりますと」を話の冒頭につけて話をする。

⑨ ICレコーダーで録音する。
⑩個人情報には、十分注意する。



- 1 -

第 ８ 分科会

研 究 主 題

社会形成能力を育む教育の推進

～各教科等の実践を通して～

提 案 者 幸地 巧 （那覇市立与儀小学校）

司 会 者 平良 雅司（那覇市立識名小学校）

記 録 者 宮里 寿子（那覇市立城岳小学校）

共同研究者 松田 敦子（那覇市立真和志小学校）

運営委員 与那城銀正（金武町立嘉芸小学校）

1 提案発表の概要

(1)研究の視点
次年度から実施される学習指導要領に、今回初めて

前文が掲載された。その前文に「一人一人の児童が、

自分のよさや可能性を認識するとともに（自己理解・

自己管理）、あらゆる他者を価値ある存在として尊重

し多様な人々と協働しながら（人間関係形成・社会形

成）様々な社会的変化を乗り越え（課題対応）、豊か

な人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となる（キ

ャリアプランニング）ことができるようにすることが

求められている」とあるが、まさしくキャリア教育の

充実について示されている。そこで研究の視点を、①

キャリア形成のために身につけたい力の明確化、②基

礎的・汎用的能力を育む実践の２点とした。

(2)各学校の実践
那覇市立与儀小学校では、校長のリードのもと、夏

休みにキャリア教育についての校内研修を行い、基礎

的・汎用的能力の再確認、今回打ち出された３つの資

質能力の中で、「学びに向かう力、人間性など」がキ

ャリアの視点となるとの再確認を行った。またキャリ

ア教育の目標を再設定し、前文でも謳われている「幼

児教育との連携の必要性」からこども園との合同研修

を行った。実践としては、総合的な学習の時間で外部

講師を活用して、自己理解、自己管理能力、キャリア

プランニング能力の基礎を育んだ。その際に、ワーク

シートを活用し振り返りをさせたが、教師のコメント

欄を設けている。今後、キャリアパスポートを作成す

る場合でも、教師のコメントは大切である。

那覇市立城岳小学校では、児童の実態から育てたい

基礎的・汎用的能力を①他者の個性を理解する力、コ

ミュニケーション能力②自己の役割の理解③学ぶこ

と、働くことの意義の理解の三点とした。キャリア教

育の目標、めざす子ども像を再設定、職員研修を通し

ての共通理解後、教科、道徳、学級活動(3)を通して、
再設定した３つの能力を育む取り組みを行った。

那覇市立真和志小学校では、校長の関わりとして、

①教育課程の関わりにおけるキャリア教育の見直し、

②地域人材や資源の活用、地域連携を積極的に行うな

どして、キャリア教育の重点目標の再設定、めざす子

ども像を明確にした。実践としては、シャドウ学習や

小中一貫教育の取り組みの中で、特別支援交流を通し

て夢を持つ時間を設定した

那覇市立識名小学校では、校長の関わりとして、一

人一人のキャリア形成と自己実現に向かう取り組みを

行い、児童会を中心とした「学校を楽しくするプロジ

ェクト」を実施した。また、地域を巻き込んだ教育課

程の編成として、総合的な学習の時間に「豆腐のひみ

つ（３年）」で地域との豆腐づくりに取り組んでいる。

研究の成果として、特別活動を要として、各教科等

を通してキャリア形成につながる実践が推進されつつ

あり、課題として、キャリパスポートの作成、活用に

向けた取り組みがあげられる。

２ 発表後の質疑・応答

Q1 キャリアパスポートの作成時で取り上げる項

目は何が良いと思うか （坂田小・金城）

A1 学期のめあて、行事のめあて等を積み上げる。

Q2 こ（幼）小連携の持ち方は？ （津覇小・新里）

A2 夏休みに研修を持った。それ以外にも、小学校

こども園で、アプローチカリキュラム、スタート

カリキュラムの確認、６年生と子ども園、１年生

とこども園で交流会が設定されている。

３ 各地区の報告（概要）

(1)国頭地区
研究の視点として、①社会形成能力の概念の明確化

と分類②分類に基づく事例研究とした。そこで、「社

会形成能力」とは、「地域で一定の役割を担うことに

より、社会の一員としての自覚や自発性を身につけさ

せること」「未来社会を積極的に形成しようとする態

度を育成すること」とし、「福祉・奉仕的活動」「文

化的活動」「自然的活動「産業的活動」「その他の活

動」」の 5つに分類した。
各学校の実践事例として、金武町立嘉芸小学校では、

「福祉・奉仕的活動（地域社会へのボランティア活動

等を通して、貢献することにより、自己の役割を明確

化し、社会に参加・参画し、社会的な課題を解決する

能力や態度を育む活動）」として、老人施設訪問交流

や地域清掃活動を行った。名護市立久辺小学校では、

「文化的活動（地域の伝統文化について、課題を設定

し、体験的な活動を展開しつつ、継承・発展に寄与し

ようとする意欲や態度を育成する取組」として、校長

自らが学校と地域とのコーディネーター的な役割を担

い、伝統的文化活動の推進を行った。外部講師の継続

的確保と伝統文化的取組の教育課程への位置づけが課

題である。名護市立真喜屋小学校では、「自然的活動
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（地域の自然環境について課題を設定し、体験的な活

動を展開しつつ、自然環境の特色や課題を見つめ、環

境保全等、社会に貢献する態度を育成する取組）」と

して、源河川カヤック体験や源河川リュウキュウアユ

放流を実施した。名護市立久辺小学校では、「産業的

活動（地域社会の産業について課題を設定し、体験的

な活動を展開しつつ、地域産業の特色や諸課題を見つ

め、よりよい地域社会を形成しようとする態度を育成

する取組）」として、総合的な学習の時間に地域の紅

型体験を行った。校長の関わりとして、継続的な人材

活用の推進や学年を横断した地域学習の推進をした。

成果として、子ども達の社会貢献の意識が醸成され

たが、課題として、社会形成能力育成のため、地域と

の教諭と校長の役割の明確化があげられる。

(2)中頭地区
研究の視点は、①キャリア教育等の視点を取り入れ

た教育活動の推進、②特別活動を要とした教育課程の

工夫と校長の関わりである。

北中城村北中城小学校は、令和元年度沖縄県キャリ

ア教育研究指定校となっており、学校経営方針の観点

からキャリア教育の方針を設定し、キャリア教育を土

台とした学校経営を展開し「自立・全力・社会性」を

児童育成目標のスローガンとしている。年間 1000 時
間行われる授業こそが「キャリア教育」のメイングラ

ンドとし、「授業スタンダード」「校内研究めざす授

業像」と連動させ、「キャリア発達」を促している。

その他の取組として、キャリアパスポート、ドリーム

ウォールへの目標掲示、お手伝いウィーク、大人に聞

こうキャリアインタビューがある（別資料の配付あ

り）。校長の関わりとして、学校長の経営方針と連動

させ、校内研究とつなげることである。西原町西原小

学校の実践として、児童会活動を中心とした集団づく

りがあり、年次計画として、一歩目は児童一人一人が

直接参加する仕組み作りで 2 年生以上を代表委員会に
参加させた。二歩目として、6 年生の委員会と連携し
て行動できるように 2 年生以上の学級に学習、図書、
安全、生活の 4 つの係を必ず設け、児童会で決めた取
り組みが徹底できるようにした。三歩目（今年度）の

取り組みとして「行事のあとに反省を行い、次年度に

いかす工夫を見つける」ことを目指している。校長の

関わりとして、児童会活動を中とした集団づくりを推

進することを校長方針として示し、共通理解を図って

いった。中城村立中城南小学校の実践として、キャリ

ア教育等の視点を取り入れた校長講話、夢実現に向け

ての「思考力・判断力・表現力」の育成のための「質

問タイム（質問力の育成）」の実施、総合的な学習で

の「観光ガイドマップを作ろう（４年）」「めんそー

れ沖縄『観光学習』（６年）」等に取り組んだ。また、

中城キャリアノート「ごさまるドリーム」を今年度か

ら活用している。

成果として、キャリア教育が単に「職業教育」「夢

を持たせる教育」ではなく、日々の学校生活を通し

て「自立」を促す意図を持って行われていることへ

の理解が進んでいる。

(3)島尻地区
研究の視点としては、教育課程に位置づけられた体

験活動の事例を取り上げ、体験活動を通して、どのよ

うな資質・能力・態度を育むか、家庭や地域と連携し

た社会形成能力を育むための方策についてである。

船越小学校では、特に身につけさせたい基礎的・汎

用的能力を具体的にし、その能力がどの学校行事で育

まれるかを明確にした。馬天小学校では、DreamWall
作戦全児童で取り組み、学校の壁に自分達の夢を掲げ

ている。座安小学校では、学ぶことの大切さを理解さ

せ、意欲的な学習態度の育成と職業観を培う取り組み

を生活科、総合的な学習の時間、社会見学等で育んで

いる。

校長としての役割は、キャリア教育を意識したねら

いや身につける能力を、果たして教師は分かっている

のかと感じられるため、明確にすること。体験を通し

て何を学ぶのか、どのような力を身につけさせるのか

をしっかり確認しながら、教育課程に位置づけ、地域

と関係機関と連携しながら、児童の社会形成能力を育

んでいく。

(4)宮古地区
宮古島市立来間小学校は、児童数３名（２年１名、

６年２名）で、学級数１学級の複式学級で職員は校長

含め７名の極小規模校である。

その中でのキャリア教育を充実させるため、生活科

や総合的な学習の時間への地域学習・体験学習を位置

づけ、地域のことを聞いて、活動させている。

また、普段のことから、外部の人から見た「来間」

の良さを、地域の良さを感じさせている。

(5)八重山地区
児童数２２名の石垣市立吉原小学校では、「人間関

係形成・社会形成能力」を、多様な他者の考えや立場

を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝

えることができるとともに、自分の置かれている状況

を受け止め役割を果たしつつ他者と協力・協働して社

会に参画し、今後の社会を積極的に形成することがで

きる力であると定義した。また、学校経営方針に「キ

ャリア教育の視点を踏まえた教育活動」を掲げている。

本校の児童についての課題を洗い出し、キャリア教育

の目標を「自分の夢をはぐくみ、関わりを大切にしな

がら、自分の可能性を伸ばす」とした。また、特に身

につけさせたい基礎的・汎用的な能力について、「人

間関係形成・社会形成能力」を「かかわる力」、「自

己理解・自己管理能力」を「見つめる力」、「課題対

応能力」を「やり抜く力」、「キャリアプランニング

能力」を「かなえる力」として、児童でも分かるよう
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にした。実践として、全児童による話合い活動「吉原

っ子会議」を年間数回取り組み、その中で「親子仲良

し集会」について話し合い、日曜参観日に実現できた。

また、地域教育資源を活用した教育活動の見直しとし

て、地域教育資源を活用した学習を教科横断的に展開

できるように各学年の教科等を一覧にした「単元計画

一覧表」を作成し活用できるようにした。A3用紙の 1
枚で「見える化」した。

児童数 626 名の石垣市立平真小学校の実践として
は、伝統芸能の継承、キャリア教育を踏まえた授業改

善に取り組んだ。他にも、児童会の企画で行っている

縦割り（異学年）の交流活動として、マイランチデー

（お弁当の日）で一緒にお弁当を食べたり、クイズウ

ォークラリーを楽しんでいる。校長の関わりとして、

コーディネーターとしての役割を果たし、指導者との

交流やその歴史を踏まえた意義の説明など、職員にも

促している。

成果として、キャリア教育の視点で繋ぎ各種活動の

実践計画案を作成することで、教師も共通の目的意識

をもち、ベクトルを揃えて実践することができた。ま

た、こどもを「つなぐ」授業づくり、各種行事に取り

組むことで、子ども相互のやりとりができるようにな

った。また課題として、「キャリアパスポート」の作

成に向けて小中高の連携推進を図るための組織作りが

あげられる。

(6)各地区への質疑応答
Q1 中城村のパスポートについて知りたい。どんな

内容になっているのか。 （与儀小・幸地）

A1 今年度四月から、小学校 1 年生から中学校 3
年生まで村が配布した。今年度 1年間使用して、
活用していくとのこと。また、北中城は小中

高を繋げるパスポートを作成。企業ともコラ

ボしている。教育長の熱い思いがある。

（中城小・崎濱）

４ 研究協議

協議題１の社会に貢献しようとする資質・能力・態

度を育む養育の推進、協議題２の自立・協働・想像の

心を育むキャリア教育の推進について、自校の取り組

みについての話し合う。

・キャリア教育のスタートは幼稚園なので、幼小連携

について話し合ってはどうか。 （坂田小・金城）

・本校の特徴として、児童会が損の生徒会フォーラム

に参加している。 （島袋小・徳村）

・児童会活動が活発で、６年生が１年生と交流するこ

とで、どんな上級生になりたいかというお手本とな

っている。 （西原南小・豊里）

司会より、本分科会の趣旨、「特別活動を要としつ

つ教科等で身につけさせた知識・理解等を基に、よ

り良い社会の形成に目を向け、主体性をもって社会

に参画し、課題解決を図る能力や態度などを育む具

体的な方策を探る」とあるので、特別活動を要とし

ての取り組みがあるかとの問いに、意見が出なかっ

たため、指導助言を仰ぐことにした。

５ 指導助言･･･知念哲也主任指導主事（中頭教育事務所）

(1)第 8分科会の趣旨
学校においては、これからの社会を創り上げてい

くために、よりよい社会を協働して形成しようとす

る態度や能力を育むことが必要である。

校長は、基礎的・汎用的能力等を身につけさせな

ければならない。校長のリーダーシップの下、特別

活動を要としつつ、よりよい社会の形成に向け、主

体性をもって社会に参画し、課題解決を図る能力や

態度などを育むことが求められている。

(2)社会形成能力とは
教育基本法に教育の目的は、「社会の形成者」と

しての必要な資質の育成とある。また、平成 28 年の
中央教育審議会答申の中で「社会的・職業的自立に

向けた学びを積み重ねていくことが、これからの学

びの鍵となる。キャリア教育の視点も重要」とある。

しかし、学校におけるキャリア教育は、職業体験の

みをキャリア教育としてないか、将来の夢を描くこ

とばかりに力点が置かれ、「働くこと」の現実や必

要な資質・能力の育成に繋げていく指導が軽視され

ていないかなどの課題が挙げられる。そこで、答申

でキャリア教育は、「小・中学校では、特別活動の

学級活動を中核としながら、総合的な学習の時間や

学校行事、特別の教科道徳や各教科における学習、

個別指導としての進路相談等を生かしつつ、学校の

教育活動全体を通じて行うことが求められる」とし

た。その答申を受け、新学習指導要領総則で、「児

童が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通し

ながら、社会的・職業的自立の向けて必要な基盤と

なる資質・能力を身につけていくことができるよう、

特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キ

ャリア教育の充実を図ること」と示された。

また、答申の P26 にはキャリア教育における「基
礎的・汎用的能力」に示す 4 つの能力を統合的に捉
え、資質・能力の 3 つの柱に大まかに整理したのが
あるので、自校の育てたい資質・能力で活用を。

(3)各地区研究への講評
＜成果＞

・３つの資質・能力の「学びに向かう力・人間性」

の理解が深まる。

・特別活動を要としたキャリア形成につながる実

践の推進。

・学校教育全体をキャリア教育の視点でつなぎ、

実施計画を作成することで、計画的に取り組む

ことができた。



- 4 -

＜課題＞

・特別活動でのキャリア教育の視点を踏まえた教

育活動をどう充実させるか。

・特別活動を要としたキャリア教育の浸透を実効

性のある物にする。

・特別活動を核としたキャリア教育の充実が不十分。

・校種間連携による体系的な学びを振り返るキャリア

・パスポートの研究

・身につけさせる資質・能力を確認しながら教育課程

を編成、地域連携

●特別活動を要としたキャリア教育をどう充実させる

かが、大きな課題である。

(4)特別活動の話合い活動
特別活動の資質・能力のキーワードは、「社会関係

形成」「社会参画」「自己実現」である。

学級活動(1)は、学級や学校生活における生活づく
りの参画について、「学級目標を決めよう「合唱コン

クールに向けて」等の議題で、自分の考えを持ったあ

と、相手意識を持ち、折り合いをつけながら集団決定

をし、実践、振り返りすることで、「人間関係形成・

社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対

応能力」等の基礎的・汎用的能力が育まれる。

学級活動(2)では、日常の生活や学習への適応と自
己の成長及び健康安全について、意思決定を行うので

ある。例えば、早寝・早起き・朝ご飯の生活リズムに

ついて考えるとき、自分の課題を把握し、必要性を実

感し、解決方法を考え、どの方法にするのか意思決定

をし実践、その後振り返りを行うなどして、課題対応

能力や自己理解・自己管理能力の育んでいく。

学級活動(3)では、一人一人のキャリア形成と自己
実現とし、自己への理解を深め、日常生活について実

現可能な目標を立て、意思決定することで、自己のよ

さを生かして主体的に活動する資質・能力を育成して

いく。その場合、自分への気づきや意思決定を促す適

切な情報・資料の提供が必要である。

世田谷区尾山台小学校の実践を紹介する。児童に身

につけさせたい力を、例えば「自己理解・自己管理能

力」を「自分のよさに気付く力」と、子ども達の言葉

に変えている。また、キャリア教育の目標に対し、ど

の単元や行事で重点的に取り組むか、単元と単元、単

元と行事だどのようにつながっているかが分かる、年

間指導計画を一覧にしている。ぜひ参考にしてほしい。

第 8 分科会「社会形成能力を育む教育の推進」のま
とめとして、学校課題のもとに、自校で育成を目指す

「基礎的・汎用的能力」を明確化すること、特別活動

を要としつつ、教育課程全体を通して推進するキャリ

ア教育の充実に取り組んでほしい。

最後に、中頭教育事務所、宇栄原道夫所長の言葉で

終わる。「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時、教

育活動が活性化し、学校文化が創造される。」

平敷教育長もキャリア教育を重視しているので、校

長のリーダーシップのもと、推進していってほしい。
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第 ９ 分科会

研 究 主 題

自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進並びに

家庭・地域等との連携

提 案 者 知 念 克 次 （大本小学校）

司 会 者 入嵩西 清 幸 （白保小学校）

記 録 者 仲 皿 涼 子 （川原小学校）

協同研究者 千 葉 康 成（国頭教育事務所）

運営委員 濱 川 栄 優 （天底小学校）

1 提案発表の概要

校長は、子どもたちが夢や希望を持ち、自分の夢に

向かって生き生きと学ぶことができるよう学校力を向

上させ地域に開かれた学校づくりのための経営理念を

構築し、推進していくことが重要な使命である。

そこで、地域の自然や文化、伝統を生かした資源を

活用して、家庭・地域等と一体となった教育活動の事

例から、活力ある学校づくりや地域に開かれた学校を

目指す学校経営における校長の理念と指導性について

究明する。

(1) 研究の視点

① 家庭・地域社会との連携の意義及び連携のあ

り方について研究する。

② 学校の取り組みをとおして、地域に開かれ、

信頼される学校経営をいかに進めるか。

(2) 研究の実際

① 地域社会との連携

・ＰＴＡ組織（通常会員･地域会員･賛助会員）

・地域連携 （各種美化活動、行事への参加）

・学校評議員会（年２回開催 学校の方向性検討）

・公民館との交流(地域探険、豊年祭参加等)

・体験活動の充実（稲作・パイン収穫体験）

・地域人材の活用（読み聞かせ、キャリア教育）

② 開かれた学校づくりでの取り組み

・学校評議員制度の活用（PDCAサイクルの確立）
・地域に開かれた運動会（ふれあい、成功体験）

・環境教育の推進（野鳥観察、生産活動）

・健康安全教育の充実（講師招聘、体験での学び）

・地域の方々をお招きして（感謝会、記念集会）

・確かな学力の向上（校内研修）

(3) 校長の指導性

① 学校経営力の向上（R-PDCAサイクル構築）
② 地域教育力の向上

２ 発表後の質疑・応答

(1) 移住者の親の価値観と地域住民の学校教育への

思いの違いは、親と担任、学校長との子育て相談

の実施で協力体制が作れているのか。（読谷小）

・ 担任のみの対応だと価値の押しつけを止められ

ない状況が生まれる場合があるが、校長が参加す

ることで意見が整理されたり学校の方針などをス

ムーズに伝えられて、学校への不信感が緩和され

ている。個への支援ができる環境で力をつけ自信

を持った様子から学校に対する見方の変化に繋が

っている。

(2) 主題が自立・共生で校長の関わり部分がある。

大本小に特別支援を必要とする対象児童がいるの

か。関わり部分があるのかお聞きしたい。(曙小)

・ 各学年少人数での上個人差が大きい。個別指導

が十分できる環境にあるのでそこを充実させてい

る。就学支援の説明で情緒的な 2 人の児童の保護
者を説得して今年度から通級による指導ができて

いる。毎月の職員会議の後には、気になる児童の

支援についてスクールカウンセラーを活用し支援

のあり方を共通確認している。

(3) 環境教育の推進にある「野鳥観察」での地域

との連携について教えて欲しい。 （白川小）

・ 講師招聘に関しては、地域に「野鳥の会」所属

の方がいるので活用している。年間を通しての「愛

鳥の集い」や野鳥観察、野鳥に関する説明、観察

場所のアドバイスをしてもらっている。

(4) 小規模校ではグループ学習やチームスポーツが

厳しい。年間計画の中で児童や先生方を含めた近

隣校との交流が行われているか。 （屋良小）

・ 大規模校と年 1 回、近隣小規模校の名蔵小・川
原小とは、宿泊学習や修学旅行、ジョブシャドウ

ィングを行っている。川原小とは、職員との合同

校内研修を行い職能成長を図っている。

(5) 第９分科会は「自立と共生」「家庭・地域との

連携」となっているが、地域・学校によって目的

が違うと感じている。特に人口減少は離島へき地

において話題にならないか。子どもの成長だけを

願って地域連携するわけではない。そろそろ校長、

教育関係者が取り組まなければいけないと思う。

（銘苅小）

・ 本校部落では集合住宅が建てられないため、外

部から入ってこないので課題は大きい。学校行事

への参加人数の減少から近隣校との合同学習に変

えられないかとの意見があり検討しているところ

である。人口減に関しては、次年度、1 年生の入
学が無ければ学級減、職員減になる。本校教育活

動に関心を持ってもらうためインターネットを通

してアピールを行っている。

(6) 主題と設定の趣旨の捉えの難しさを感じている。

特別支援教育と捉えた地区と家庭地域との連携の

地区がある。焦点化できたら深まるのではないか。

特別支援教育を通しての連携・接続だと思うが、

触れられていなかった。開催要項にある趣旨の内
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容と発表内容が違うのではないか。趣旨からして

特別支援教育は外せないのではないか。

（那覇地区）

・ 協議題１・２の選択は、各地区の研究に任せ、

主題に迫る話し合いを進めていただくとの確認が

行われた。焦点化はしなかった。（運営委員会）

３ 各地区の報告（概要）

<島尻地区>

(1) 研究の視点

ア 家庭・地域の学習支援や教育力向上等協働して

教育する場の展開

イ 学校行事等を家庭、地域と協働して教育する場

の展開

ウ 幅広い学校間交流で学習、文化、人との交流の

場の展開

(2) 各校の実践

〇・命を守る取り組み(ＰＴＡと連携した着衣泳）

・夏休み寺子屋学習会(公民館) (上田小）

〇 白川まつりとキャリア教育同時開催（人材活用）

（白川小）

〇 与那原大綱曳（幼･小･中で関わり地域への愛

着と引き継ぎ守る自主的活動） (与那原小)

<那覇地区>

(1) 研究の視点

ア 特別支援教育の充実を図る校長の果たす役割

イ 家庭や地域と「連携・接続」する教育活動の組

織化

(2) 各校の取り組み

那覇地区 8校をＡ・Ｂに分けＢの 4校が発表
〇・避難訓練（町づくり協議会・こども園・保護者）

校長がコーディネート （曙小）

〇・連携組織（6自治会・民生委員・ＰＴＣＡ）
・避難訓練（自治会別集団下校訓練）

校長がリード （銘苅小）

〇・授業参加日の設定（保護者が授業に参加）

（安謝小）

〇・PTCA の総会実施(地域連携部等ラジオ体操・
地域交流会を計画・実施）

・地域を巻き込んだ交流企画（那覇市防災危機管

理課・警察との連携） （天久小）

<中頭地区>

(1) 研究の視点

ア 家庭・地域と連携した教育活動の取り組み

イ 子ども理解・子ども支援のための学校・地域

が連携した取り組み

ウ 地域の文化や地域の誇りを持つ児童の育成の取

り組み

(2) 各校の実践

〇・人材の活用（職業体験『屋良っ子夢スクール』）

・自治会の夏休み学習会へ教職員派遣(屋良小）

〇・地域人材活用・関係機関との連携

・町を愛し、誇りに思う子の育成

（町歌斉唱、嘉手納検定、地域行事参加）

・学校・地域・家庭の方対象の講座開設

（嘉手納小）

〇・学校運営協議会の設置（積極的な協働支援）

・地域人材の活用（ふるさと学習））

・公民館での放課後子ども教室「わんぱく広場」

・夏休み公民館学習（世代間交流・学びの環境）

(古堅小）

〇・学校運営協議会の設置（必要な支援を協議）

・地域人材の活用・連携 （喜名小)

〇・学校運営協議会設置と地域力の活用

・地域見守り隊・学校支援ボランティアの活用

・関係機関との連携 （読谷小）

〇・校長の指導性の明確化（総括教育目標の見直

し、学校運営協議会設置、支援ボランティア

の導入を図る） （古堅南小）

〇・学校運営協議会の設置

・地域連携の推進（自治会への協力依頼）

・地域人材の活用(各種ボランティア、講師)

（渡慶次小）

<宮古地区>

(1) 研究の視点

ア 特別支援教育を推進する体制の工夫・改善

イ 保幼小・小中連携

ウ 共生社会構築につなげる取組

(2) 各校の取り組み

〇・教職員の指導力向上（求められる支援）

・支援体制の強化（情報の共有化・校内研修）

・一貫性のある教育（保･幼･小･中の情報交換）

・ユニバーサルデザイン（学習指導） （南小）

〇・校内支援委員会での情報交換

・こども園・中学校との連携(理解･不安解消)

・人権教育の充実 （上野小）

<国頭地区>

(1) 研究の視点

ア 学校経営方針への位置づけと理念

イ 特別支援教育の指導と支援

(2) 各校の取り組み

〇 共通の取り組み

・職員間の情報共有と指導方針の共有化

・校内支援体制の整備・機能化

・保護者との連携強化

・関係機関との連携充実

・児童への理解促進
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・ソーシャルスキルトレーニングの実施

（松田小･兼次小・天底小）

〇・見える化（組織・外部専門機関との連携手順と関

係職員の立場の明確化）

・「脳の引き出し」授業の実施（差別化の解消）

・特別支援学級の理解（SC との相談、啓発資料）
・ソーシャルスキルトレーニング(年間３５週）

（兼次小）

４ 研究協議

①子どもの自立を図る特別支援教育の推進

②家庭・地域等と連携し充実した教育活動を展開で

きる学校づくりの推進

以下の３点について協議

(1) 特別な支援が必要な児童の保護者に特別支援

教育（特別支援学級）理解を図る対応の仕方

(2) 教職員の特別支援教育への理解をどう深めるか。

(3) 子どもたちが特性を理解し、人権意識を高める

ためには、どのようなアプローチがあるのか。

<(1)について>
・幼稚園または前学年から支援が必要なことや今よく

てもこれからこうなっていくという道筋について耳

に入れておくことが次に繋がる。今ではなくその前

からという校長の意識の転換が求められる。

・特別支援教育について理解していない保護者が多い

様子は感じるが、特性は理解していない。科学的な

面も伝えながら寄り添い、皆で対応する。動きが出

たときに連携する体制を構築する。

・入学説明会に特別支援教育を視点にした話を盛り込

むと子どもを見る視点ができ理解に繋がる。

・「発達障害」「特別支援学級の名称」を使うと差別

意識が生まれる。子ども目線、親の目線を大切にす

ることが理解に繋がる。

・保護者に学校生活の様子を見てもらう（校長も一緒

に）ただ見るのではなく参観の視点が明確になる。

・就学支援は、社会人になった時を見据えての話をす

ることが大事である。

・保護者には中学校での特別支援入級は入試に不利だ

という捉えがある。制度的な話をしながら入級での

よさを伝えていくことが大事ではないか。

・特別支援学級と協力学級の関係を伝えていくことは

在籍することへの理解に繋がる。大事にしたい。

・法律の改正により、支援にかかわる決定権が児童や

保護者になる。誤解を招く言動（言葉選び）に気を

つけたい。

<②について>

・特別支援教育理解のための研修を行う。統一事項の

取り組みを推進する。（例：掲示物「声のものさし」

「キャッのものさし」等）

・保護者などの対応や児童の特性理解について先生方

は理解できていない部分がある。全面的に任せると

学校を揺るがす事態になることもある。校長がしっ

かり舵を取り、みんなで支援していくという思いで

進めて行くとよいと思う。

・大人側がどのように児童を見るかである。自己認定

や判定をしないことである。

・風通しのよい職場環境をつくることを大事にした

い。困っているときは、校内のコーディネーターや

特別支援に長けているスーパー先生に相談する。ま

た、「なにかできることはないか。」の声かけ、全

員で支援の意識をつくる学校体制を整えたい。

・教職員を育てることで支援が変わる。共有すること

を心掛ける。

<③について>

・協力学級の子に理解してもらうことが大事である。

（特性・対応の仕方を繰り返し伝えていく）

・児童が特性を理解できないと衝突してしまう。

協力学級の子達の本音を引き出しそこから理解へ

繋げることができる。機会を捉えてアプローチす

る方法もある。

・支援が必要な子に「何をしたいのか」自己決定させ

る。気持ちに寄り添い、尊重してあげることで落ち

着いて過ごせることが多くなる。

・支援学級の名称を〇〇学級と親しみやすい名称にし

て、壁をなくし、困った時に行く場所、お得感のあ

る場所と言うことを学校全体で共通認識し、児童に

浸透させると自然な形での特性理解に繋がる。

<その他>

・校長同士の連携の大切さ（情報・実践の交流）

<まとめ>

・戦略（組織化）と戦術（対応・働きかけ）

・特別支援教育の考え方に視点をおいた学校経営

・「力の教育」から「心の教育」への意識の転換

５ 指導助言

助言者 沖縄県教育庁国頭教育事務所

指導班 主任指導主事 千葉 康成

(1) 研究協議での内容、心に残ったこと
・親の困り感をしっかり聞く

・見取りを複数でやり、記録をしっかり取る

・校長同士の情報交換・連携の大切さ

・戦略と戦術をしっかりやる

・担当・担任だけではなくみんな支援していくス
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タイルでいく

・子ども達同士の問題を自己決定させていく

・どんな子にであってもにも校正・公平に接する

・先生方が抱え込みがち、サポートしていく

・子どもは変わるという信念をもつ 観察をしっか

りこまめにして先生方全員で確認・支援していく

・大人側がどう変わるかが肝心

・こども達の学習の環境としてどういう環境が効

果的か

・力の教育ではなくて愛情の教育で包み込んでいく

・私たち自身が変わっていく、スキルアップ研修を

していかないといけない。

(2) 協議第２について
①<八重山の提案発表から＞

強 み

・小規模校は課題ではなく強み（賛助会員の多さ）

・賛助会員の多さ関わりの充実（美化活動・公

民館との交流など）

・地域に開かれた運動会。

(児童にとって成功体験の場、賛助会員・地域

の方にとっては、直に子どもと触れ合う喜び、

成長を感じてもらう場）

・家庭や地域社会とともに子ども達を育てていく

というという視点に立った学校経営

・校長の指導性「教師の信条」額の文面

児童の変容と公教育の公平性、協働体制の構築が

書かれていて心に響く

・地域の教育力の向上

②<中頭・那覇・島尻>

強 み

・学校と地域の双方向の支援体制づくり

・まちづくり協議会と学校行事のマッチング

・授業参観日ではなく「授業参加日」

・「協働して教育する場」を意図的に設定

・学校外の教育資源（ヒト・モノ・コト）を積極

的に学校に取り込む

まとめ

・子ども達の「努力」を支えているのは、「頼りや

すい大人」よりも「かかわりの強い大人」である。

・子ども達の「自立」を切に願い、教育活動に関わ

っているたくさんの地域の方が目に浮かんだ。

・「地域の子は地域で育てる」という意識のもと、

「地域を愛し地域を担う児童の育成」が着実に行

われている。

①情報提供

<山口県 コミュニティースクールの視察から>

【コミュニティースクールを設置して】

・人口減少の地域（発表の八重山と似ている）

・地方創生の取り組み

・学力の向上、問題行動・不登校が減少した

・子ども達の地域社会参画意識が向上している

【コミュニティースクールの様子の紹介】

・子ども達と一緒に授業を受け学ぶ

・事前打ち合わせ無し、そのときの考えを交流する

・地域の方が英会話教室での成果を発揮する場

・自分立場で考え本音で語る

・Win-Win の関係（できるだけのことを無理なく）

(3) 協議第１について
①<国頭・那覇・宮古>

強 み

・合理的配慮を要する児童への指導や支援の方向性

について共通確認を行っている

・合理的配慮を要する児童の自己肯定感を高めて、

学習の成果も高まっている

・特別支援コーディネーターを中心に、保護者との

信頼関係が構築されている

・「脳の引き出し」の特設授業を通し、児童の特別

支援教育への理解が深まった

・お互いの特性、違いを受け入れる寛容な心を育

成することと、様々な困難さを抱えた児童も参

加できる授業を行うこと

・お互いが認め合う学級づくり

・ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた学習

指導の工夫改善

まとめ

・子ども達一人一人のニーズが多種多様になってき

ている昨今、それに対応しうる教師集団を育むこ

とが必要

・柔軟な合理的配慮と、個別の指導計画・教育支援

計画の作成、保護者と合意形成など、より繊細で

丁寧なやりとりが肝要

・「共生社会」の実現に向け、まずは学校がその社

会のモデルとして存在し、基盤を確立したい

①情報提供

<教育センター合理的配慮に基づく ICT 教育推進研
修講演会から>

【平林ルミ氏】

・読み書きに困難がある子ども 全国で 2.4％
・不登校との関連があるのではないか

読めない、書けないが原因になっていないか

・読み書きだけの練習の弊害

・学習障害などにどう ICTが使えるか
ブログ：「平林ルミのテクノロジーノート ALT」



第１０分科会 

 

 研究主題 

 「夢」を育む学力の向上を推進する校長の理念と           

提 案 者 宮平 やすみ（ゆたか小学校） 

司 会 者  石川 博勝 （とよみ小学校） 

記 録 者 志伊良洋子 （与那原東小学校） 

指導性 

 

   共同研究者 奥間千賀子（那覇教育事務所） 

   運営委員 座間味 靖 （瀬底小学校） 

１ 提案発表の概要 

 ～確かな学力の向上を推進する実効性のある具体

的方策～ 

 ・将来の予測が困難な複雑で変化の激しい社会の中

で求められる力とは 

 ・総務省のホームページより未来のイメージ 

  〔病院〕どこでもドクター〔出社〕職場スイッチ 

  〔学校〕パノラマ教室〔趣味〕健康 100年ボディ 

学校がこれからやるべきこと…自らの可能性を

最大限に発揮し、よりよい社会と幸福な人生を自

らつくり出すことができる人材の育成 

 研究の視点「授業改善６つの方策」の視点から取り

組みを考察 

① 授業改善を進めるための実効性のある取組 

② 学力の向上を推進する校長の指導性 

  方策１「めざす授業像の共有」ゆたか小 

  方策２「教材研究の充実」北丘小 

  方策３「学力向上マネジメントの推進」新城小 

  方策４「学習を支える力」とよみ小  

  方策５「集団づくり・自主性を高める取組の充実」 

                  与那原東小 

 ゆたか小学校の取組 

  (1)教育課程編成の工夫（週時程・日課表の見直し） 

   ①全校一斉 毎朝の読書活動 

   【変容・成果】読書冊数の学級間差が縮んだ 

②国語短時間学習(モジュール)「言の葉タイム」 

   【変容・成果】教師が言葉を大切に扱う意識が

高まり、子どもへも波及している。 

  (2)校内研修の充実 

      ①外部講師の活用（隣学年部に各３回、計９回） 

琉大教職センター准教授 上江洲朝男氏 

   【成果】学校評価での結果が改善された。評価

することで、全ての教職員が共通実践を意識

する。改善していくことで意欲が高まる。 

  (3)校長の指導性 

   ①全ての教職員が組織的・計画的に取り組むシ

ステムづくり 

② それを支える環境づくり 

・教職員への適切な評価・課題提示、賞賛 

２ 発表後の質疑・応答 

 Ｑ 伊波（天願小）「言の葉タイム」についてもう少

し教えてほしい。 

 Ａ 年間指導計画を見直して、漢字の練習ではなく

単元の中にある語彙の指導をする時間にしてい

る。「言葉の窓」「言葉の力」などを学習する時間、

辞書を引く時間、言語学習の時間として計画して

いる。 

 Ｑ 松田（古堅小）「言の葉タイム」が大変魅力的で

興味がある。テーマは学年任せなのか聞きたい。 

 Ａ 各学年の言語事項の部分をやる。これまで、内容

ばかりに時間を取られてやらない先生もいたの

で、しっかり指導して言葉の力をつけさせる。 

 司会 モジュールについて、以前は懐疑的であった

が、こういう風に先行実施の例もあるので大丈夫

ですよということです。 

 Ｑ 新垣（宮森小）方策１～５をわかりやすく説明し

ていただきました。特に方策５は支持的風土のあ

る学級経営を常日頃から先生方に話しているが、

特に意識していることがあれば教えてください。 

 Ａ 本校には「ゆたかっ子を育む７つの約束」があり、

温かい言葉遣いと優しい笑顔で失敗を恐れない

学級づくりを心掛けている。言葉が荒れると学級

が荒れるので。保護者とのトラブルもたった一言

の言葉で起きている。また、職員の和づくりを意

識して夏休みに東村のつつじエコパークで研修

を行った。信頼関係づくりが大切である。 

 司会 本校は「さん」づけを１点集中で進めている。

できていると思っていたが、意外とできていなく

て子どもたちから、先生が「さん」づけしていな

いともあった。職員も一緒に「さん」づけするこ

とで、ここから支持的風土が育つのではと考えて

いる。 

  



  Ｑ 石嶺（伊波小）ゆたか小学校の発表お疲れさま

でした。こういう学校で育つ子どもたちは幸せ

だなと思います。人材活用による教育課程の充

実など積極的に行い素晴らしい。今後、更にゆ

たか小学校が充実するために、次はどんなこと

を計画しているのか。コミュニティスクールと

か、教えてください。 

  Ａ コミュニティスクールはまだ考えていないで

すが、地域を変えようと思いＰＴＡを変えまし

た。今年から本校は学級役員がいないです。サ

ポーター制度ということでラインを発信して

協力者を募るという方法をとっています。役員

はいなくても協力は得られることがわかりま

した。これからまた、更に充実させていきます。 

  Ｑ 上間（城前小）方策１のめざす授業像、授業参

観後はフィードバックするというのはどのよ

うにしているのか。 

  Ａ 隣学年研などで授業参観した後、付箋紙など

に書いた感想などを研究主任がまとめて貼り

出すことで授業を参観できなかった職員も共

有できるようにしている。 

  Ｑ 新城小学校へ質問です。授業改善アドバイザ

ーと管理職が一緒に授業参観して、その後のフ

ィードバックはどのようにしているのか。 

  Ａ 城間（新城小）本校も授業参観後、付箋紙に書

いて貼り出すなどやっている。隣学年研の場合

は、低中高一斉に指導主事を呼んで指導助言を

もらっている。 

  Ｑ 実は本校では、せっかくいい授業を見ても他

の先生方に紹介する機会がないので校長だよ

りとして写真入りでまとめて全職員に配布す

るようにしている。また、職員室に貼り出すの

もいい方法だなと思います。ありがとうござい

ます。 

 ３ 各地区の報告（概要）  

  【国頭地区】島川（伊是名小） 

   伊是名小…①同僚による互見授業 ②管理職

による日常的な指導助言及び乗り入れ授業 

③雑談を活用して日常的に授業者・参観者が互

いに指導助言や支援、情報共有する。 

   瀬底小…①「未来を拓く夢ファイル」の取組、

沖縄の子ども達は将来の夢は持っているが、そ

の実現に向けて、日々の取組が弱いという課題

がある。②今年度新たに「夢シート」を２枚作

成し、１枚は玄関近くに掲示、もう１枚は各家

庭の目につく所に掲示 

   稲田小…①多読より精読へ（１冊の本をしっか

り読む）②ＯＪＴが機能し「稲田授業スタンダ

ード」が確立してきた。 

   西小…①シンプルなビジョン②伊江島スタン

ダードに基づいた授業の徹底 

  【八重山地区】棚原（平久保小） 

   平久保小…極小規模校（４人）①１人１目標を

書く②発表朝会③ユニバーサルデザインを取

り入れた授業づくり 

   登野城小…①マイフナー学習月間による家庭

学習や放課後の補習等の取組強化 ②「めざ

せ！学びの達人」（学びの約束５か条）③マイフ

ナータイム（朝の帯タイム）④もくもく清掃等 

  【宮古地区】濱川（砂川小） 

   砂川小…心はひとつ①砂川小グランドデザイ

ンの徹底 ②学推フォーカスシートの共有 ③

小中連携の推進 ④「うるかっ子ノート」の作成 

  【中頭地区】伊波（天願小） 

   宮森小…校長の思いを伝える ①勇気づけのボ

イスシャワー ②学校運営協議会の実施「地域

とともにある学校づくり」を推進（全小学校） 

   城前小…①構造的な板書の充実 ②城前小スタ

ンダード ③校長が職員だよりを週１回発行し

公開授業の成果と課題の共有を図る。また、頑

張りノートの激励や詩の暗唱による児童との

関りをもつ。 

   伊波小…全職員がベクトルを１つにする ①キ

ャリアステージに応じた教師力の育成 ②地域

とともにある学校 

   川崎小…学力は自分で自分の幸せを実現する

ために必要な力 ①始業時から終業時までの生

産性を高める ②全学年で指導主事招聘授業を

実施 ③中学校区で連携して繋がるようにする 

   あげな小…①あげなスタンダード（聴く姿勢・

立腰・黙清掃）②カリキュラムマネジメントの

視点を持った授業づくり 

   天願小…本年度は特別活動を軸に取り組む ①

天願スタンダード ②市共通実践３項目（あい



さつ・返事・後始末）及び重点項目（ボイスシ

ャワー『聴く』）、あげな中ブロック共通実践４

項目（チャイム始業、終業）との連動 ③パワー

アップタイム（補習）週３回清掃後１５分 

  【那覇地区】手登根（若狭小） 

   那覇中グループ 那覇中・若狭小・泊小・那覇小 

   ４校で共通実践事項を設定し小中一貫教育の

充実を図る。毎月４校の校長で定例会を持つ。 

   若狭小…①授業改善アドバイザーの活用 ②め

ざす児童像から各学年の課題を抜き出し、研究

授業を行う際の授業の視点にしている。③毎月

１回立哨ボランティア連絡会を校長室で実施

し地域での様子を伺い、学校の状況を報告 

   那覇小…①授業の基盤となる支持的風土をつ

くる学級経営 ②「なはっ子スタイル」の確立・

指導を徹底 ③２か月ごとに学校施設利用団体

連絡会を開催 ④月毎に「まちづくり協議会準

備会」で学力向上の取組を地域へ情報提供 

   泊小…①授業改善リーダーの活用（学力調査等

で落ち込んでいる単元に入る）②基本的な生活

習慣に関する調査を年２回実施し、その集計・

分析を家庭へ周知  

  質疑・応答 

  Ｑ 宮平（ゆたか小）→那覇小  

   本校は学級づくりにＱＵを活用しているがｉ

チェックについて教えてほしい 

  Ａ ＱＵよりもより具体的であり、その結果を保

護者にも返して個々の良さや課題についても

共有している。 

  Ｑ ｉチェックは学力との相関も見れると聞いて

いるが。 

  Ａ ＱＵにはない学力との相関も見れる。 

  司会 ｉチェックを実施している学校はどれぐら

いあるか。 

  Ａ 石垣市は市全体で実施、那覇市は那覇小のみ 

  司会 学校運営協議会についてもう少し詳しく 

  Ａ 中頭地区 教育委員会が主体で各学校にとな

っている。 

  Ｑ 城間（新城小）モジュールについて朝とること

の難しさを感じているが、ゆたか小のようにお

昼にとる方法もいいなと、また、川崎小の１校

時を早め、補習を清掃後にしたのも参考にした 

いのですが 

 Ｑ 本校は遅刻が多いので、朝にすると児童が揃っ 

ていなくてお昼にした。清掃後だと終わるとお 

昼休みなのがいいようです。また、清掃も自問 

清掃なので振り返りをしてそのままドリルにな

りスムーズです。 

４ 研究協議 

 司会 研究協議題は、②家庭・地域社会と連携した

学力向上の在り方です。切り口としてコミュニテ

ィースクールやもっと身近なところで家庭学習

等の取組などどうか。 

 司会 本校の例では、全国学テで落ち込みのあった

「漢字」をＰＴＡが立ち上がって漢字検定を始め

た。まあ、そういう地域と家庭を学校が結びつけ

る取組があれば 

 うるま市 うるま市全体、各学校で今年から学校運

営協議会に取り組んでいる。本校だと地域の有識

者や公民館長、民生委員、地域コーディネーター

など１３名で実施している。年６回を目途に実施、

いろいろな地域の方を学校にお呼びして、学校の

課題について話し合いを持っている。外国籍の児

童が２人もいる学級があって、保護者に入っても

らうことになった。また、学校の生け垣が伸びて

いることを話すと老人会が動いて手入れをする

ことになっている。ただ、お願いするだけでなく、

道具はこちらで用意して、給食も一緒にとること

にした。それから、家庭学習については、高学年

からは自分から進んで計画的に取り組み中学校

へ繋がるようにしていきたい。市はもっと広く、

地域の学校としての取組を狙っている。 

 司会 家庭を学力向上に引き付けるために家庭に

どんなことをやってもらったらいいのか。もちろ

ん、「早寝・早起き・朝ごはん」はあるが、なかな

か家庭を引き込むとき躊躇する。うまくいってい

るところはないか。 

 石垣市 かんむりわしプロジェクトといって、教育

委員会が部活動が始まるまでの隙間時間に空き

教室で地域の方や保護者をつけて部活単位で宿

題などをしている。夏休みにも市立図書館で学校

の宿題を退職教師が見てくれる。 

 本部町 似たような取り組みを本町もやっている。

教育委員会社会教育課の事業で４月に地域子ど



も教室を立ち上げ、３～４名募集して月水金３時

から４時半に家庭学習や勉強を見ている。 

 豊見城市 授業で人材活用したい場合に地域コー

ディネーターが探してくれる。平和学習や福祉体

験等、地域コーディネーターを活用した地域との

つながりはある。また、保護者にプール学習の見

守りを募集したら２４０名集まった。自分の学級

以外の子にかかわるようになった。 

 読谷村 学校運営協議会、読谷村も始まっている。

地域の方の中でいろいろな技を持っている方（花

織の伝承者など）のところへ校外学習で行き調べ

学習をして発表することで子どもたちの力がつ

いている。 

 那覇市 公民館で琉大の１年生が講師になって「土

曜塾」をしている。 

 伊波（川崎小）家に帰って勉強したくなるには、そ

の種は学校にある。学力の捉えが全国学テの結果

は授業であって、学校で勉強できても家庭に帰る

とできないので家庭とどう連携していくかとい

うこと、整理しなければならない。全部学校でや

ると大変なことになる。子どもが変わった姿を見

て親が変わる。 

 司会 どう「問い」を持たせるかということですね。

それではそろそろ①番の実効性のある具体的方

策の在り方に移ります。 

 石嶺（伊波小）全国学テの結果が良かったから座間

味先生の瀬底小学校の話が聞きたい。 

 座間味（瀬底小）これをやったから上がったという

ものではない。総合的な取り組みの成果です。読

む力が弱いので、校内研究で国語の読み取りを３

年間やっている。また、「夢ファイル」を 10年前

から取り組んでいる。４月に授業参観で保護者と

一緒に作成する。これが意欲に繋がっている。 

 城間（新城小）将来の夢の持たせ方に何か工夫があ

るのか。 

 座間味（瀬底小）子どもと保護者に任せている。毎

年変わってもいい。繋げていくことが大事。 

 司会 校内研で論理的思考を身につけさせようと

「スキルカード」を作った。このカードを見なが

らＢ問題や振り返りが書けるようになった。問題

を読む力がアップする。最後はグループ討議がで

きるようにしたい。 

新垣（宮森小）保護者を巻き込む方法があれば教え

ください。 

 座間味（瀬底小）まずは保護者と仲良くなること。

コミュニケーションをとる。すると、だんだん協

力的になる。本校は学校の取組に意識が高い。 

司会 家庭学習の習慣化で何かありませんか。 

上間（城前小）校長が家庭学習帳を全部見る。毎日

２５冊ぐらいコメントして返す。どんぐりトトロ

を作ってあげている。賞賛、ご褒美、４か年間、

小さい学校だからできた。 

５ 指導助言 

  島尻地区の発表お疲れ様でした。新しい時代に必

要となる資質・能力の育成を学校教育で育て実践す

るには６つの方策が必要、今年度で終了する「学力

向上推進プロジェクト」は今、新しいプロジェクト

の策定をしている。 

  全国学力平均正答率は今年、国語で伸びた。家庭

学習の定着が感じられる。子どもの発達をどのよう

に支援するか。何が必要か。家庭・地域の人的・物

的活用が必要である。児童生徒質問紙から、先生方

は「褒めてますよ」というが、子どもたちはあまり

そう思っていない。道徳、特活、生徒指導で自己肯

定感を高める。 

  社会に開かれた教育課程、地域と学校の連携・協

働の在り方、学校支援ボランティアの取組による子

どもたちへの効果、学校への効果、職員の負担軽減

に繋がる。 

 （まとめ）各学校で子どもがどんな風になりたいの

かをマネジメントしていく。子どもたちの未来は・・

グローバル化、想像できない仕事につく。夢を持た

せる。なりたい自分になれるように、夢を具現化し

てあげる。チーム学校として取り組む。 

  よりよい学校教育を通じてよりよい社会をつく

るという目標を共有し、社会と連携・協働しながら、

社会の創り手となるためにも必要な資質・能力を育

む「社会に開かれた教育課程」の実現のためにも、

ぜひ、更なる地域と連携した学校づくりをお願いし

ます。 
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