
第１分科会（経営ビジョン）

１　はじめに

　学校経営ビジョンの策定には、子どもや学校・地域社

会の実態を適切に把握し、学校のあるべき方向性を示し、

教育活動を見直していくことが大切となる。新学習指導

要領では、「社会に開かれた教育課程の編成」が理念と

して挙げられており、「カリキュラム・マネジメント」

の実施が求められている。

　本研究では、ブロックの共通実践や取組を基にしなが

ら、たくましく生きる力を持った子どもを育てる教育活

動と働き方改革を組織的・計画的に進めていく校長の

リーダーシップについて研究を進めた。

２　主題設定の理由

　知識基盤社会やグローバル化の進展、絶え間ない技術

革新は、予測困難な時代をもたらし、あらゆる領域に影

響を及ぼしており、学校教育に寄せる期待も多様化して

いる。このような中、新学習指導要領が改訂され、学校

と社会の連携と協働のもと、教育活動が展開されていく

ことがより一層求められている。そのため学校経営にお

いては、「社会に開かれた教育課程の編成」が重要となり、

「自らの力で未来を拓き、ともに生きる豊かな社会を創

り出す」教育を着実に推し進めていく必要がある。

　また、校長は、保護者や地域の声を聞き、これからの

社会を生き抜く子どもの望ましい姿を思い描き、その育

成に向け、先見性のある経営ビジョンを策定することが

重要となる。さらに、校長の強いリーダーシップのもと、

教員の職務に対する誇りと使命感を大切にしながら、未

来に向かって夢と希望を持ち、心豊かでたくましく生き

る力を育む教育活動を組織的・計画的に進めていかなけ

ればならない。

　そこで、未来を拓き、心豊かでたくましく生きる力を

育成する明確な経営ビジョンを掲げ、マネジメント能力

を発揮し、学校や地域の特色を生かして、子ども一人一

人の夢と希望の実現に向けた創意ある学校経営を推進す

るため、主題を設定した。

３　研究の視点

　組織的・計画的なカリキュラムマネジメントを通した

町独自の施策である「スマイルプログラム（人間関係づ

くり）（以下、プログラム）」の実践及び「働き方改革」

を推進する校長のリーダーシップとした。

４　研究の実際（校長の具体的な関わり）

⑴　北玉小学校の取組（児童数468名）

①　学校運営と現状

　平成27年度から町独自の取組として、プログラム

の事業が展開されている。これは、「触れ合い」と「気

づき」を主とした構成的エンカウンターの長所に加

え、「ソーシャルスキルトレーニングを取り入れ人

間関係の構築を図ること」である。これを取り入れ

たことで学校が落ち着いた雰囲気になり、児童同士

のトラブルや問題行動の減少につながった。
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研究主題

　先見性のあるビジョンに基づく創意ある学校経営

の推進

設定の趣旨

　今日、知識基盤社会やグローバル化の進展は、政治や経済、文化などのあらゆる領域に影響を及ぼしており、社

会構造そのものが大きく変化し、学校教育に寄せる期待も多様化している。このような中、新学習指導要領が改訂

され、これからの時代に求められる教育を実現するためには、「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」と

いう理念を学校と社会が共有し、学校と社会との連携及び協働のもと、教育活動が展開されていくことがより一層

求められている。そのためには、「社会に開かれた教育課程の編成」が重要となり、学校経営においては、社会の変

化を見極めて、「新たな知を拓く」教育を着実に推し進めていく必要がある。

　また、校長は、保護者や地域住民の声を確実に捉えながら、これからの社会を生き抜く子どもの望ましい姿を思

い描き、その育成に向け、先見性のある経営ビジョンを策定することが重要となる。さらに、校長の強いリーダーシッ

プの下、教員の職務に対する誇りと使命感を大切にしながら、未来へ向かって夢と希望をもち、たくましく生きる

力をもった子どもを育てる教育活動を組織的･計画的に進めていかなければならない。

　本分科会では、これからの未来をたくましく生きる力をもった子どもを育てるための明確な経営ビジョンを掲げ、

マネジメント能力を発揮し、学校や地域の特色を生かして、子ども一人一人の夢と希望の実現に向けた創意ある学

校経営を推進するため、その具体的方策を明らかにする。
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〃 山 城 勝 美 （浜 川 小 学 校）
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　本校では、担当を校務分掌に位置付け、新任職員

が戸惑わないよう年度当初の職員会議等で意義や年

間計画、実践等について、研修と年間６回のプログ

ラムの実践を行っている。

　次に働き方改革については、機会あるごとに各種

行事や会議の持ち方の見直しや改善、校務支援シス

テムの活用、管理職やミドルリーダーから、定時退

勤を促す取組や声掛けを行っている。

②　課題解決に向けた校長としての対応

プログラムについては、

ア　担当者に年度頭書の職員会議で意義や取組

方法について共通理解を図るよう指示をした。

イ　校長も校長講話でプログラムを実践した。

ウ　年６回実践できるよう全職員に周知し、実

践報告をさせた。

エ　課題学級を町SSWに観察してもらい、指

導助言をもらった。

働き方改革の推進については、

ア　教頭・教務と連携し定時退勤表示プレート

を作成・掲示し、全職員への声掛けを行い、

特定の職員へは校長自ら声を掛けを行った。

イ　前年度の反省を生かし、各行事を見直し（学

芸会）、廃止（クリーンアップタイム、学年

末の学級懇談会）した。

ウ　校務支援ソフトを活用し、児童理解を深め、

年度末の引き継ぎをスムーズにしていく項目

を周知し、共有する取組を行った。

③　実践の成果と課題

○　Q-U調査より、学級生活満足群が増え、非承

認群が減少し、支持的風土のある学級・学校づ

くりに役立った。

○　教師個々の人間関係づくりの指導技術力が向

上した。

○　PDCAサイクルを生かし、ねらいや効果性を

熟慮した行事等の見直しや改善が図れた。

○　校務支援ソフトを活用し、児童理解を深めな

がら校務の効率化が図れた。

●　コロナ感染予防対策（三密回避）のため、十

分な実践ができなかった。

●　プログラムの実施に消極的な職員もおり、学

級や学年の取組に差がでた。

●　特定の職員が、出退勤システムの活用や管理

職の声掛けでは定時退勤できていない。

⑵　北谷第二小学校の取組（児童数587名）

①　学校運営と現状

　これまで本校においても「プログラム年間計画」

に沿って、全学級で年間６回のプログラムを実施

してきた。

　成果として、

ア 　人間関係づくりに特化した学習内容なので、

各教科の進度に関係なく実施できる。

イ 　プログラムを通して、様々な交流パターン

を学べる。

ウ 　ワークシートの振り返りを、帰りの会等で

発表することで、友達のいいところを見つけ

る手がかりとなる。

　これらの良さを学級集団づくりに取り入れるこ

とができた。実際に、プログラムの実施に当たっ

ては、多くの児童が楽しく意欲的に参加している。

　課題として、

ア　教師自身が取組のねらいや、各学年ごとの

育てたい力等について、系統的な構成を十分

に理解できていない。

イ　プログラム実施の場の設定が、教室になる

ことが多く、活動の範囲が限られる。

ウ　年に６回のプログラム実施だけでは、児童

の変容にどのようにつながったのかなどの検

証が難しい。

　働き方改革についても、本校はこれまで「多忙

化解消実施計画」を策定し、学校組織の活性化と

業務の効率化を図るため、以下の方針で業務改善

を推進してきた。

ア　業務の効率化を図り、教職員の多忙化によ

る負担感の解消

イ　高い同僚性を持つ学校文化（学校風土）を

創造し、休職者を出さない職場づくり

ウ　服務指導の計画的な実施による教職員の不

祥事ゼロを目指す

エ　ＩＣカードを利用した勤務管理システムに

よる勤務時間の適正管理

　さらに、沖縄県教育委員会の「教職員の専門性

を高めるための研修の時間及び児童生徒に向き合

う時間を十分に確保することが急務である」との

「沖縄県教職員働き方改革推進プラン」をうけ、

本校においても本推進プランの趣旨と目的を踏ま

え、さらなる業務改善に取り組む必要があると感

じている。

②　課題解決に向けた校長としての対応

　プログラムを取り入れた「人間関係づくり」に

ついて年間を通して実施し、そのなかで児童の変

容を確かめ、検証することがなかなかできないで

いたという課題解決のために、特別支援学級の「自

立活動」に焦点を当てることにした。

　そこで、学校経営方針の中に重点目標として「プ

ログラムを活用し、支持的風土を創る学級経営」

との項目を明示し、同時に、「特別支援教育の推

進」のなかで取り組む内容として、「自立活動は

プログラムを重点的に取り入れるとともに、特別

支援学級担任は学校全体のプログラムの推進も担

う」ことを明示した。

　つまり、自立活動の時間を活用して、児童一人一
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人の特性に沿ったプログラムを、年間を通して継

続的に実施し、児童の変容を検証するようにした。

　そこで得られた成果について、特別支援学級担

任から全学級担任へと普及する場面を設定するこ

とにより、特別支援学級担任は学校全体の特別支

援コーディネーターとしての役割を担うことにも

つながり、通常学級にいる人間関係づくりを苦手

とする児童の課題解決にもつながると考えた。

　また、特別支援学級担任のスキルアップのため

に、４月から町SSW・臨床心理士でもある仲村

將義氏を招聘し、全５回のティーチャーズトレー

ニングを開設してもらい、自立活動を通した児童

の変容について検証してもらっている。

　働き方改革については、本校においても推進計

画を策定し、教職員自身による勤務時間の状況把

握と削減に向けた取組への支援が行えるように、

教頭が、毎月のタイムカードの記録データを教職

員個々に提示するとともに、業務改善に向けた助

言を行っている。

　また、学校行事等においても、その目的を効果

的・効率的に達成できるように、各部会や企画委

員会において実施方法について十分に検討し、常

に改善を図るように努めている。

　さらには、本格的な校務支援システムが導入さ

れるまでの暫定的な処置として、学校の共有サー

バー（共有フォルダ）にデータの蓄積を行い共有

化を図っている。その場合には、セキュリティに

ついても万全を図るように努めている。

③　実践の成果と課題

○　教育活動のベクトルを揃え、全員の目標が連

動することで、職員会議等で積極的な発言が見

られるようになり、協働体制が築かれつつある。

●　管理職を含め、大幅な人事異動があった場合

でも、協働体制が継続され続けるための学校体

制システム化。

⑶　北谷小学校の取組（児童数414名）

①　学校運営と現状

　児童の実態から課題として浮かび上がった良好

な人間関係をつくるスキルの習得、人間関係作り

の構築や支持的風土のある学級づくりを目指し、

子どもたちに求められる資質・能力の育成をカリ

キュラムマネジメントを通して実現していくため

「北谷町学びのプロジェクト」に基づき、プログ

ラムの全校体制での取組を推進した。今年度は、

新型コロナウイルス感染症予防のための休校によ

る授業日数の減少により、年間計画や指導体制の

在り方を見直し取り組んだ。

　働き方改革については、出退勤システムの導入、

定時退勤日の設定、校務支援ソフトの導入、留守

番電話の導入等設備面における教職員の負担軽減

を図る取組と校務分掌を遂行する能力開発と人材

育成、個人の意識改革を促す取組を推進した。

②　課題解決に向けた校長としての対応

　教育活動を組織的・計画的に進めていくために

今年度のプログラムや働き方改革を実施するに当

たり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。

　プログラムの取組としては、

ア　学校再開にあたり、生活習慣の乱れ、学習

面への不安、学ぶ意欲の低下、感染症への不

安など児童の心身への大きな負担が生じてい

ることが予測されたことから、心身の状態の

観察や不安を和らげるプログラムに取り組ん

だ。子どもの気持ちを受け止めたり、学級で

の居場所や学級全員の絆を感じられる学級経

営の方向性を明示し、統一して取り組むべき

事項の共通確認を行なった。

イ　プログラムの計画、実施、評価、改善に、

組織的な取組の推進と質の維持、向上を図る

ように努めた。

ウ　生徒指導部会、教育相談・特別支援教育連

絡会の充実を図り、情報の共有化と個に応じ

た指導・支援について方向性と協働体制につ

いての確認を行った。

エ　SC、SSW、子どもと保護者の相談員との

連携を図り、不登校児童、児童の持つ悩みや

課題の解決を学校全体で共有し、学校生活へ

の適応や人格の成長の支援を図った。

　働き方改革の取組としては、

ア　出退勤システムにより、職員一人一人の勤

務時間の把握、管理ができ、勤務時間超過の

職員に対して自覚を促す一つの判断材料とし

て有効に活用した。

イ　校務分掌の見直しとミドルリーダーの適材

適所への配置を進め、資質・能力の育成を図

るとともに目標の明確化と課題の共通理解、

取組に関しての情報連携・調整に努めた。

③　実践の成果と課題

○　プログラムでは、休校明けの子どもや地域の

現状を把握した目標設定、資質・能力の明確化

を行い、目指すべき方向性や課題を明示し共通

理解を図り、推進することができた。

○　教職員が目標達成に向けた共通の意思の形成

を図り、マネジメントサイクルの計画、実施に

積極的に参画し、協働体制の確立に取り組めた。

●　子どもたちに求められる資質・能力の育成を

カリキュラムマネジメントを通じて実現してい

くための評価、改善の方法や組織運営・指導体

制の在り方。
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⑷　浜川小学校（児童数632名）

①　学校運営と現状

　学習指導要領が全面実施となった今年度、また、

新型コロナウイルス感染拡大防止を常に念頭に置

くべき今年度は、取組の見直しやより効果的な取

組の工夫等が望まれる。その中で、本校において

は、「教育活動全般において、自分なりの見通し

をもって自立・自律できる子どもの育成」を目指

して、魅力ある学校づくりに努めている。

②　学校課題に対応するための校長としての関わり

　本校で育成する資質・能力として、「課題解決

に向けて道筋をイメージできる力」、「人とつなが

り、認め合う人間関係形成能力」、「やり遂げるた

めに　ねばり強く取り組み続ける力」を共通確認

している。

　また、日常の学校･学級経営、授業実践の中で

は、キャリア教育の視点を生かすこと、支持的風

土のある学校づくりに努めることを重点取組と考

え、学校全体で確認し、推進している。

　しかし、本校の現状として、保護者や地域との

連携が不十分であることや教師間の温度差がある

こと、行政の取組の効果性に対して十分な検証が

できていないこと等から、学校全体の方向性を揃

え、着実な学校の取組を行うことが課題となって

いる。

　そこで校長として以下のことを重点取組事項と

して捉え、取り組んでいる。

ア　学校課題の見える化

　いじめや登校しぶり、保護者の不安感等の

問題を共通確認し、校長としての解決に向け

た対応を全職員に示す。マネジメントを生か

して、改善しつつ問題解決を図る。また、保

護者や関係機関とのケース会議等を必要に応

じて開催し、課題や対応の方向性、進捗状況

を明確にしていきたい。学校課題について組

織的に対応できること、校長や教頭のリー

ダーシップを発揮することで、教職員の安心

感や働きやすい環境づくりにつながり、ひい

ては児童への対応や教育実践が安定してくる

と考えている。

イ　行政と一体となった取組についての検証

　本町で共通して実践している、「ニライっ

子実践９項目」の日常的な実践や人間関係形

成能力を育成するための「プログラム」を日

常指導に反映させることが大切である。これ

らの取組は、全体計画及び年間計画のもと、

ねらいを明確にした実践を行う必要があり、

その取組の検証を通して、成果や今後の改善

点等を明らかにして、今後の取組につなぎた

い。組織力の向上として、前年度の取組が今

年度の何につながるのか、児童の学びや育ち

がどうつながっているのかを教職員個々が理

解している必要がある。校長として検証の重

要性や成果を共有することも大きな役割と考

えている。また、本校のキャリア教育の根幹

という考えも共有したい。

ウ　働き方改革のさらなる推進

　コンプライアンスと働き方は同質のもの、

または両輪と考え、本校ではコンプライアン

スリーダーを働き方改革の担当者と設置して

いる。職員自らが、働き方改革に向けた学校課

題を明らかにし、解決に向けて取組を推進し

ていくことで、見通しをもった計画的な教育

実践や業務遂行ができると考える。校長とし

て、組織的にどう対応すれば効果的効率的な

業務遂行ができるかを検討し、時間的な残業

時間の削減、多忙感や疲弊感の解消に努める。

③　実践の成果と課題

○　教職員の意識を揃え、学校課題に組織的に対

応することができるようになってきた。それに

よって、保護者や地域その信頼関係や連携もさ

らに強化されてきたと思われる。

●　全校体制としてインクルーシブ教育を充実さ

せることで今後の組織体制の改善や信頼される

学校づくりに繋げていきたい。また、ミドルリー

ダーや準ミドルリーダーの育成にも努め、組織

力を強化する必要がある。

５　成果と課題

　プログラムの実践では、研修を取り入れながら継続さ

れていることで、協働体制が構築され、指導力の向上が

図られた。そして、体制の町内学校が落ち着き、支持的風

土も醸成された。しかし、全教師が同じベクトルを持ち

育てたい力を十分に理解し、指導しきれない課題がある。

　働き方改革では、町教委と連携した取組や町校長会で

の共通確認や共通実践が綿密に行われたことで多忙化の

軽減が図られた。しかし、各学校で協働体制が継続され

るための体制づくりやミドルリーダーの育成、行事の見

直しや精選が課題となる。

６　おわりに

　当初、ブロックで研究の視点や構成について研究計画

を立てたが、コロナ感染予防対策でその機会や時間が十

分確保できず、校長会終了後や電話、メールでの確認と

なった。提案者として研究主題に迫れたかは心許ないが、

町内の校長先生方には、研究の視点から主題に迫る原稿

を頂き、心より感謝いたします。
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１　はじめに

　“予測不可能な未来社会”が、まさに現実のものとなっ

た2020年。子ども達が大人になり社会の構成員となる10

年後に必要な力は、グローバル化や情報化の進展に対応

できる力だけではない。与えられた役割を果たすだけで

はなく、自ら未来を拓く力こそが大切となる。その力の

育成のためにも、学校教育が果たす役割は重要である。

　学校経営ビジョンの実現や複雑化する教育諸問題への

適切な対応のためには、組織的な取り組みが必要である。

そのため、校長は明確に学校経営ビジョンを示すととも

に、教職員がそのねらいや実現に向けた具体策を理解し

て、校長の学校経営ビジョンを実現すべく、教育課程の

計画的な実施や評価・改善が適切に行える組織づくりと

運営を行っていく必要がある。そして、学校評価を基に

教職員の分掌組織や校務を見直し、運営組織の刷新等を

通して、教職員個々の学校運営への参画意識や資質能力

を高めていくことが重要である。

　ここでは、学校教育の充実を図る評価・改善に向けて、

学校評価や教職員評価の在り方、地域社会との連携の在

り方について、本校の取組を中心に紹介する。

２　主題設定理由

　今日、知識基盤社会の進展やグローバル化の進行等に

より、社会状況は急激に変化している。このような中、

校長は「新たな知を拓く」教育を実現するために掲げた

学校経営ビジョンの実現に向け、活力ある組織・運営体

制を築いていく必要がある。そのためには、学校組織を

刷新し活気ある組織づくりを行うとともに、教職員一人

一人が協働意識と参画意識をもって組織を機能させるよ

うにしていかなければならない。

　また、校長は、学校経営ビジョンに基づく確かな学校

経営と教育実践を進め、絶えずその評価・改善に取り組

み、学校教育の更なる充実に努めていく必要がある。そ

のためには、評価をマネジメント・サイクルの重要な観

点として位置付け、改善に向けたより実効性のあるもの

としていかなければならない。さらには、教職員評価シ

ステムも踏まえつつ、自校の教職員に対する適切な指導

や助言が、個々の意識改革や資質・能力の向上、学校組

織全体の成長・発展につながるようにしていかなければ

ならない。

　本報告では、校長の示す学校経営ビジョンの具現化を

図るための組織づくりと運営並びに学校経営の充実を図

る評価・改善の具体的方策や校長の果たすべき役割を明

らかにするため、本テーマを設定した。

３　研究の視点

⑴　学校評価の在り方

　・自己評価（児童・保護者・教職員）

　・学校関係者評価（学校評議員）

　　＊学校評価報告書

　・　行事実施後の評価・改善（直後プラン）

⑵　教職員評価システム（人事評価制度）の在り方

⑶　コミュニティースクールの導入に向けて

第 ２ 分 科 会

研究主題

　「自ら未来を拓く力を育む教育を確かなものとする

学校経営の評価・改善」

　～学校教育の充実を図る評価・改善の推進～

設定の趣旨

　今日、知識基盤社会の進展やグローバル化の進行等により、社会状況は急激に変化していている。このような中、

校長は、「新たな知を拓く」教育を実現するために掲げた学校経営ビジョンの実現に向け、活力ある組織・運営体制

を築いていく必要がある。そのためには、学校組織を刷新し活気ある組織づくりを行うとともに、教職員一人一人

が協働意識と参画意識をもって組織を機能させるようにしていかなければならない。

　また、校長は、学校経営ビジョンに基づく確かな学校経営と教育実践を進めるとともに、絶えずその評価・改善

に取り組み、学校教育の更なる充実に努めていく必要がある。そのためには、評価をマネジメント・サイクルの重

要な観点として位置付け、改善に向けたより実効性のあるものとしていかなければならない。さらには、教職員評

価システムも踏まえつつ、自校の教職員に対する適切な指導や助言が、個々の意識改革や資質・能力の向上、学校

組織全体の成長・発展につながるようにしていかなければならない。

　本分科会では、校長の示す学校経営ビジョンの具現化を図るための組織づくりと運営並びに学校経営の充実を図

る評価・改善の具体的方策を明らかにする。

共同研究者 田 山 宗 則 （知 念 小 学 校）

〃 與 儀 　 毅 （東風平小学校）

〃 天　久　三千代 （喜屋武小学校）

〃 伊良部　　　孝 （玉 城 小 学 校）
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４　研究の実際

⑴　学校評価の在り方

①　学校評価計画に基づく評価・改善

　本校では、学校評価を重要なマネジメントツー

ルとして位置づけている。「学校評価は、学校教

育の質の向上を図り、併せて、学校の教育活動の

保護者と地域住民への説明責任を果たすことで、

学校への信頼性や満足度を高めることを目的とす

る。」という学校評価の趣旨に基づき、以下のよ

うな学校評価を実施している。

【学校評価の実施計画】

評価資料 対　象 実施時期

【自己評価】

学校評価アンケート

児童

保護者

教職員

７・12月

12月

12月

【学校関係者評価】

　＊学校評価報告書

学校評議員 ３月

学級経営案

自己申告書

教職員 ５月

　評価資料としては、学校評価アンケート、学校

関係者評価・学校評価報告書、学級経営案・自己

申告書がある。

②　学校評価アンケート（児童・保護者・教職員）

　学校評価アンケートは、児童・保護者・教職員

を対象に下記のような項目で実施し、経年比較と

ともに分析・検討を行っている。

【学校評価アンケートの概要】

対象 項　目　数 比較分析

児　童
低学年　　　　：19項目

高学年　　　　：23項目
５カ年

保護者
学校教育関係　：13項目

児童関係　　　：14項目
２カ年

教職員
教育目標、学校運営　等

　　　　　　　：46項目
３カ年

　アンケート内容は、児童・保護者・教職員で共

通した項目を設定することを基本とし、経年比較

したい項目と新設の項目の調整を行っている。ま

た、比較の効果を損なわないために、必要以上に

項目数を増やさないようにしている。

ア　児童アンケート

　児童アンケートは、主に学校生活の状況や授業

への参加意識、先生の教え方等についての質問項

目があり、それぞれの項目について４段階評価に

している。

　７月実施の結果は、８月中に前年度との比較を

しながら分析・検討する。また、12月の結果は、

１月の職員会議において、７月の結果や過去４年

間のデータと比較しながら分析・検討をする。

イ　保護者アンケート

　保護者アンケートの内容は、学校教育に関する

項目と児童に関する項目とに分け、４段階評価で

回答を求めている。平成31年度は、78％の回収率

であった。

　アンケートの結果については、児童アンケート

と同様に１月の職員会議で全職員で共有し、各担

当が主体的に次年度計画に反映させられるように

分析・検討をさせている。

　近隣の学校では、児童用と保護者用のアンケー

トを両面で印刷し、児童が先に回答したアンケー

ト用紙を家庭に持ち帰り、保護者は児童と相談し

ながら回答を記入する方法を取っている。児童と

保護者が、学校教育活動に対する考えを交流する

ことは、非常に大切なことであり、回答の内容に

も正確性が高まるものと予想される。今年度は、

本校でもその方法で実施する予定であり、回収率

アップにも効果が期待される。

ウ　教職員アンケート

　教職員アンケートは、以下の内容で46項目を設

定し４段階で評価している。

＊教育目標   ・・・（３）

＊本年度の重点目標  ・・・（１）

＊確かな学力の向上  ・・・（12）

＊心身の健康づくりと体力向上 ・・・（５）

＊キャリア教育の充実  ・・・（４）

＊特別支援教育の充実  ・・・（２）

＊家庭・地域との連携強化 ・・・（４）

＊学校運営・教育課程  ・・・（15）

　教職員アンケートの結果も１月の職員会議で共

有し、意見交換を行って共通理解を図っている。

平成31年度は、46項目中39項目が４段階評価の平

均値が３以上となる良好な評価であった。本校が

小規模校であることや週１回の合同教材研究日

（全職員が水曜日の15時30分から職員室に集まっ

て行う教材研究の日）があることで、日頃からコ

ミュニケーションが取りやすく、改善すべきこと

があればすぐに対応してきたことの結果だと考え

られる。

　評価が平均値３以下の項目については、経年の

数値とも比較・分析し、低い評価となった要因や

今後の具体的な対応について、全職員で共通理解

を図る。その中で、年度内で改善できることと次

年度の取組に反映させることを明確にし、各担当

と共に対応をしていく。

― 34 ―



第２分科会（組織・運営、評価・改善）

③　学校関係者評価（学校評議員）

　校長は、学校評議員に対し、年度当初で学校経

営のビジョンを丁寧に説明し、学校における教育

活動の意図や達成目標等について理解を得る必要

がある。その後、年間を通して、学校行事や授業

参観日に案内をし、学校運営に関する事項ついて

意見を求めていく。

【本校の学校評議員】

　・保護者代表（PTA会長：女性）

　・有識者代表（元小学校校長：男性）

　・有識者代表（元幼稚園教頭：女性）

　・民間人代表（英語塾経営：女性）

　最終的には３月の学校評議員会において、児童・

保護者・教職員の三者の学校評価アンケート及び、

「学校評価報告書」を基に、学校評議員に学校関

係者評価を依頼している。

　「学校評価報告書」とは、本市教育委員会が独

自で提出を求めている報告書である。内容は、教

職員評価システムの学校版で、めざす児童像【知・

徳・体】や学校運営・教育活動等について、「達

成目標・目標達成のための手だて・評価・成果と

課題と改善策を記載した上で、学校評議員の評価

を受けるものである。

　校長は、学校評議員の評価・意見を受け、改善

が必要な点について検討することになる。学校は、

保護者や地域住民の信頼に応え、家庭や地域と連

携協力して一体となって子どもたちの健やかな成

長を図る観点からも、学校評議員の評価や意見は

尊重すべきだと考える。

④　行事実施後の評価・改善（直後プラン）

　年度を見通した評価と改善は、前述の①～③で

示したとおりであるが、行事等の実施直後の評価

と改善も重要である。

　本校では、行事を実施した後すぐに各学年で評

価と反省を行う。その内容を共有フォルダ内の様

式に記入した後、担当がまとめ、直近の職員会議

に改善策も含めて提案する。承認を受けた後は、

次年度の実施要項に反映させ、教育計画の編集に

備えている。

　地区内においてもこの取組を行っている学校が

多く、年度末の業務引継ぎや新年度の提案を新担

当が行ってもスムーズに実施することができてい

る。教職員からも「年度末の事務作業が軽減され

る。」「業務改善につながっている。」などの声が

あり、継続していきたいシステムである。

　また、沖縄県南部の島尻地区（南城市も含まれ

ている）の市町村教育委員会は、平成30年度から

校務支援システムを一斉に導入した。これにより、

地区内の小中学校の情報管理や事務作業の統一

化・効率化を図っているため、教職員が地区内で

異動してもスムーズに業務が行えていることも業

務改善につながっている。

⑵　教職員評価システム（人事評価制度）

①　教職員評価システムの捉え方

　沖縄県における教職員評価システムは、『教職

員の資質能力の向上及び学校組織の活性化を図る

こと並びにその評価を人事管理の基礎とするこ

と』を目的に実施されている。

　よって、教職員自身が主体となって、自分のミッ

ションの実現に向け職務を遂行するという意識づ

けが重要となる。その際、教職員一人一人の職務

上の目標は、学校経営目標とのつながりを明確に

し、達成すべき目標を学校全体で共有することが

必要となる。

②　本校の取り組み

　本校では、校長の学校経営ビジョン【学校経営

の基軸】（保護者へも配布）や校長の「育成・評

価記録書Ⅰ（申告書）」を基に、教職員は学級経

営案と「育成・評価記録書Ⅰ（申告書）」を作成する。

　その後、下記の「教職員評価システムの流れ」

に沿って進めていく。そこで、全教職員に伝えて

いることは、最終結果のみを評価するのではなく、

期間中の教職員の言動や子どもたちの状況に対す

る評価としても指導・助言を行っていくというこ

とである。

　面談は、教頭が作成したスケジュールに合わせ

て、一人当たり20分程度実施している。その際、

自己申告書の記載内容の確認とともに、具体的な

指導の状況報告も求める。その後、一人一人の心

身の健康状態やストレスの状況の確認も行う。

【教職員評価システムの流れ】

月 事項 主な申告内容

５

当初申告 〇年度の目標と手だて

当初面談 ＊ 目標達成のための手だての

具体性の確認

10

中間申告 〇目標の進捗状況

〇能力の発揮状況

中間面談 ＊課題を中心に相談・助言

２

最終申告 〇目標の達成状況

〇能力の発揮状況

〇成果と課題

最終面談 ＊ 成果の共有と次年度に向け

た課題設定

　面談の席で、校長は指導・助言を行うが、指導

に重点を置くのではなく、共に課題に向き合い共
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に解決していこうという意識をもち、教職員に寄

り添うことが大切だと考える。生徒指導の場面と

同様に、笑顔で「これからも一緒に頑張っていき

ましょう。」と言って終わることを心掛けている。

③　校長のリーダーシップ

　教師の資質向上に向けた組織体制づくりを進め

る校長のリーダーシップは、時代とともに変化し

てきている。元兼正浩氏は、『小学校時報４月号』

において、「教育的リーダーシップから管理的リー

ダーシップへと変化し、近年はサーバント（奉

仕型）リーダーシップの考え方も有効な手段であ

る。」としている。

　さらに、「副校長・教頭・主幹教諭らと『チー

ム管理職』として互いの持ち味を出し合い、補完

し合える、分散型のリーダーシップスタイルをど

のように構築できるか」とも述べている。

　校長には、多様な力（人を動かす力・人と人と

をつなぐ力・未来予測ができる力　等）が求めら

れる。一方で、「働き方改革」等を通して、「期待

のかけ方で人は動き成長する」の言葉のようにや

りがいをもって働ける職場づくりに力を入れるこ

とも重要である。

⑶　コミュニティースクールの導入

　沖縄県内の学校は、全般的に地域とのつながりが

深く、保護者だけではなく家族や地域の方々が学校

教育に期待を寄せ、多くの支援をしてくれている。

特に本校は市街地から離れた地域にあり、地域行事

への児童・教職員の参加や多数の学校支援ボラン

ティアの協力など、密接なつながりがある。

　南城市教育委員会は、令和元年度に「南城市ＣＳ

構想」を打ち出し、令和４年度のコミュニティース

クール導入に向け、令和２年度に「南城市ＣＳ推進

委員会」を立ち上げた。心強いことは、教育委員会

を中心に、南城市庁内全課の協力と支援体制を構築

していることである。

　今後、学校運営協議会の設置や地域学校協働活動

の活性化、ネットワークの充実等が図られていく。

その流れの中で、校長は以下のことに取り組まなけ

ればならない。

＊全職員協働によるグランドデザインの作成と共有

＊ グランドデザインの実現を目指した視覚的カリ

キュラム一覧の作成と活用、更新

＊ 「社会に開かれた教育課程」の理念への教職員

の深い理解と地域とともにある学校への意識の

高揚

＊地域・社会との連携および協働体制づくりの推進

　今後は、これまで以上に「社会に開かれた教育課

程」の実施と「地域とともにある学校づくり」の推

進に向け、地域と連動した評価・改善が推進できる

ものと期待している。

５　成果と課題

⑴　成果

〇　校務分掌において、担当業務の提案や、評価・

改善等、次年度の計画まで責任をもたせることに

よって、教職員の学校運営への参画意識を高める

ことができた。

〇　実効性のある学校評価・教職員評価をマネジメ

ントすることで、教師が当事者意識を持って学校

運営に参画する意識をもたせることができた。

〇　学校評議員による「学校関係者評価」を得るこ

とで、多様な視点からの意見を取り入れて改善す

ることができた。

⑵　課題

●　学校に応じた学校評価項目・指標の設定や見直

し、評価方法の明確化等、実効性のある改善が必

要である。

●　教職員評価システムを通して、教職員の資質・

能力の向上に向けた多様な校長のリーダーシップ

の発揮が必要である。

６　おわりに　

　校長は、学校経営ビジョンを実現させるために、まず

学校の教育課題を全職員で共有し、目標実現への具体的

な手だてや筋道を明らかにしなければならない。そして、

課題解決に向けて同じベクトルで、チームとして取り組

むことができる活力ある組織をつくり出すことが重要と

なる。

　しかし、2020年は、これまでの経験値のみでは判断で

きない状況が続いている。このような状況における校長

のリーダーシップは、これまでの校長像と変わる要素も

あると思われる。“不易と流行”を見つめ直しつつ、自

分としては“イレギュラーを楽しむ”余裕をもった学校

経営を進めていきたい。全ては、本校のスローガン『夢

いっぱい笑顔いっぱい元気いっぱいの知念っ子』の育成

に向け、教師も『夢いっぱい笑顔いっぱい元気いっぱい』

で業務に向きあえるような学校経営を実現したい。

【引用文献】

・元兼正浩　2020　小学校時報４月号　Ｐ４～８

   全国連合小学校長会　編集

【参考文献】

・学校評価ガイドライン［平成28年改訂］

   （文部科学省）

・教職員評価マニュアル［令和２年度版］

   （沖縄県教育委員会）
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１　はじめに

　中央教育審議会答申においては、“よりよい学校教育

を通じてよりよい社会を創る”という目標を学校と社会

が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められ

る資質・能力を子どもたちに育む「社会に開かれた教育

課程」の実現を目指し、各学校において教育課程を軸に

した学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュ

ラム・マネジメント」の実現を目指すことなどが求めら

れている。

　このような状況下で、子どもたちが社会の変化に主体

的に関わり、課題解決を図るしなやかな知性と豊かな創

造性を身に付けさせる必要がある。

　そこで私たちは、研究主題「知性・創造性を育むカリ

キュラム・マネジメント」について、校長としてリーダー

シップを発揮し、しなやかな知性と豊かな創造性を育む

教育活動をどの様に実現し、カリキュラム・マネジメン

トを改善していくかを、各学校の実践を通して、迫るこ

とにした。

２　主題設定の理由

　今日、インターネットで情報を容易に得ることができ

たり、ＡＩ（人工知能）の実用化が進んだりしており、

暮らしはもとより産業や経済などあらゆる分野の変革の

動きが加速し、知識基盤社会やグローバル化も確実に進

展している。このような中、子どもには、自他としっか

り向き合いながら自分を見失うことなく、社会の変化に

柔軟に対応し、自信をもって自らの夢と希望の実現に向

け、たくましく生き抜く力を身に付けていくことが求め

られている。

　また、このような中、新学習指導要領も単なる知識や

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、様々な社会的変化に対応し乗り越えることがで

きる柔軟な思考力や判断力、表現力を身に付けさせるこ

とが必要になる。さらには新しい見方や考え方で新たな

価値を創造できる資質・能力を獲得させていくことが不

可欠であり、そのためのカリキュラム・マネジメントの

確立が強く求められている。

　本分科会では、校長のリーダーシップの下、子どもが

豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となる

ことができるように、しなやかな知性と豊かな創造性の

育成を目指す「社会に開かれた教育課程」の実現とカリ

キュラム・マネジメントについての具体的方策を明らか

にする。

３　研究の視点

　「しなやかな知性と豊かな創造性を育む教育活動を実

現するカリキュラム・マネジメント」の実現に向け研究

期間を２カ年と設定し､今年度前期は各学校の実態や様

子を把握し、後期に共通実践を行うための検証、情報交

換を行う。最終年次の次年度は、カリキュラム・マネジ

メントに係る共通実践事項を策定、実践することで研究

主題に迫っていく。

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

　～ しなやかな知性と豊かな創造性を育む教育活動

を実現するカリキュラム・マネジメント～

設定の趣旨

　今日、インターネットで情報を容易に得ることができたり、ＡＩ（人工知能）の実用化が進んだりしており、暮

らしはもとより産業や経済などあらゆる分野の変革の動きが加速し、知識基盤社会やグローバル化も確実に進展し

ている。このような中、子どもには、自他としっかり向き合いながら自分を見失うことなく、社会の変化に柔軟に

対応し、自信をもって自らの夢と希望の実現に向け、たくましく生き抜く力を身に付けていくことが求められている。

　また、このような中、新学習指導要領も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、様々な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や判断力、表現力を身に付けさせることが

必要になる。さらには新しい見方や考え方で新たな価値を創造できる資質・能力を獲得させていくことが不可欠で

あり、そのためのカリキュラム・マネジメントの確立が強く求められている。

　本分科会では、校長のリーダーシップの下、子どもが豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となるこ

とができるように、しなやかな知性と豊かな創造性の育成を目指す「社会に開かれた教育課程」の実現とカリキュ

ラム・マネジメントについての具体的方策を明らかにする。

共同研究者 上 間 　 享 （久 辺 小 学 校）

〃 豊 里 　 寿 （大 宮 小 学 校）

〃 平 良 　 智 （有 銘 小 学 校）

〃 島 袋 　 洋 （嘉 芸 小 学 校）
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４　研究の実際

〔名護市立久辺小学校（児童数143名）〕

⑴　概要

　本校は明治28年に創立し、今年度で125年を迎える。

校区は３区あり、地域の学校に対する思いも強く、保

護者・地域の方も大変協力的である。また、校区に児

童養護施設があり、そこから登校する児童もいる。

教育目標：「夢に向かって学び続ける子どもの育成」

　〇明るく心豊かな子

　〇じょうぶで元気な子

　〇よく考え自ら学ぶ子

を目指し日々取り組んでいる。

⑵　活動の実際

　本校でも、年２回学校評価を行っている。様々な

活動をPDCAのマネジメントサイクルで整理し、全

職員参画のもと次年度の「教育課程」を編成している。

　今年度は、実施できない行事や取組もあるが、前

年度のPDCAも参考に、今年度の活動のPDCAと合

わせ「新たな知を拓く」教育課程の工夫を図ってい

きたい。

①　日課・週時程の工夫

　毎朝の活動時に、基礎学習のほかにＮＩＥの取

組（４年以上）やライティングタイムを設定し、

児童の読む・書く力の育成に取り組む。また、毎

日清掃後に10分間「夢タイム」と名づけた補習を

行っている。

②　小中連携

　校区は、小中各１校

である。また、敷地も

隣接していて、塀もな

く自由に行き来できる

状況である。また、小

中連絡会を毎月行い、それぞれの学校行事や地域

への対応等、常に共通理解を行い対応している。

　また、その場に養護施設の職員も参加し、情報

交換を行い該当児童への対応も確認している。

③　保（幼）小連携

　幼稚園は、現在休園中であるが、園や民間の保

育園も学校に近く、毎月連絡会を持ち、園児とも

いろいろな交流を行ってきた。

　今年度は、交流が行える状況ではないが、時機を

見て児童の豊かな創造性を育む交流等も行いたい。

④　各種検定試験

　本校は、３区の協力

も得て、各種検定にも

挑戦している（漢字・

算数・英語）。特に漢

字と算数においては、

全校児童受験（３学期）

を予定している。

　名護市の中心地からも離れている地区でもあり、

いろいろな学習の場を提供したいとの思いがある。

⑶　校長の指導性

　ご承知のように、現在まで、計画された取り組み

も行えない状況である。しかし、その中で、校長と

して今後も継続した教育活動が行えるよう、外部（中

学校等・地域）との連絡調整を常に行い、校内体制

の構築を図りたい。

⑷　成果と課題

①　成果

○校内のみで行える教育活動の継続

○地域の支援協力の確認

②　課題

●近隣の学校と離れているため学校間交流の工夫

●今後の地域人材等を活用した教育活動の在り方

〔名護市立大宮小学校（児童数832名）〕

⑴　概要

　本校は名護市の中心部に位置し、33学級を要する

大規模校である。今年度は、新型コロナウイルス感

染症による感染拡大防止にかかる取り組みのために

様々な制限がある中、学校生活の変化に対して受け

身になるのではなく、主体的に、そしてしなやかに

対応できる児童の育成をめざし、学校経営に取り組

んでいる。

⑵　活動の実際

【教育計画の策定】

　学校評価、児童の実態、保護者アンケートを基に、

令和２年度の学校教育目標を策定。職員会議におい

て、これからの時代を生きる児童の育成のための学

校経営方針等を確認した。さらに、コロナウイルス

感染症による感染拡大防止に係る制限の中でも、主

体的で粘り強い取り組くむ児童の育成のために、教

師自らが２つのそうぞうせい（想像性･創造性）を

働かせ、教育課程を再編成し教育活動に当たること

を確認した。

【児童会組織の活性化】

　始業式の校長あいさつの中で、学校生活の変化に

対して主体的に、そしてしなやかに粘り強く対応す

るための３つのポイントを話し、全児童、全職員で

確認した。

　まず、学校運営の核となる６年生の取り組みを活

性化させるために、運営委員会担当教諭、６学年主

任等と変化に対応できる児童の育成についての方向

性を検討した。その後、６学年の主体的な活動の場

について、職員会議等で「変化に主体的に対応でき

る児童の育成のために、児童会の取組を活性化させ

る」ことを確認。

例）図書委員会　「読書応援プロジェクト」

○ 書籍をワゴンで運び、図書室と別棟での貸し出

し行う。（図書室における三密を防ぎ、読書量

のアップも図る取組）
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　令和元年度も同様な取り組みを実施。委員会活

動の中で、児童自ら「読みたい本の調査→貸し出

し→事後アンケート→公表（２回目の改善へ）」

に取り組み、RPDCAサイクルを意識した実践を

行うことができた。

【外部人材の活用】

　例年、様々な教育活動の中で外部の人材を活用し

ているが、今年度は、学年や学校全体での集会の開

催が困難であることから、三密を防ぎながら、外部

人材を活用できる方法を学年部を中心に検討しても

らい、様々な制限のある中、少しずつ活用できるよ

うになってきた。

⑶　校長の指導性

① 　学校評価や保護者アンケートを基に、令和２年

度の学校教育目標を策定し、学校経営方針等を全

職員で確認し、教育活動にあたっている。

② 　コロナウイルス感染症による感染拡大防止にか

かる制限のため、従来とは違う学校生活の場を「変

化に対応できる児童の育成の場」としてのチャン

スとして捉え、２つのそうぞうせいを大切にした

教育活動を展開するよう確認。日常的な授業参観

を行い、週案のコメント等でフィードバックをし

ている。

⑷　成果と課題

○ 　６学年児童が学級の枠を超え、プロジェクト

チームを結成し、三密を避けながら､学年レクを

企画・運営・評価するなど、児童会で取り組んで

いることの波及効果が現れ始めている。また、５

学年でも、いろいろな企画案が出始めるなど、主

体的で粘り強い取り組みが見られるようになって

きている。また、それを支える教師集団が粘り強

く対応していることが成果である。

● 　刻々と変化する状況に合わせるためにも、児童

が主体的に活動できる時間の確保が学校としての

課題となっている。

● 　外部人材の活用については、様々な制限の中で

講師等の理解等で実施できる取り組みとそうでな

いものがあるため、どのように外部人材を活用し

ていくかが今後の課題である。

〔東村立有銘小学校　（児童数18名）〕

⑴　概要

　やんばるへき地東村の全校児童18人の完全複式学

級の極小規模校である。極少人数であることをむし

ろ強みとして捉え、「未来を拓く自立した児童の育

成」に向け、全力で取り組む学校づくりを学校経営

方針の基盤として設定し、教育課程の工夫・実践を

図っている。

⑵　活動の実際

【教育課程編成に向けた各種評価の活用】

①　マネジメントシートの活用

　各教科、教育計画等作成にあたってPDCAを見

える化したシートを活用して、次年度計画に活か

す。

②　学校評価の活用

　年間２回の学校評価（児童、保護者、教師）を

実施し、教育活動の振り返りを分析し、次年度に

向けた学校経営、教育育課程編成に活かす。

【課題から見えた特色ある取り組みの編成】

①　全校縦割り活動の充実

　異年齢集団での教育

活動を増やし、互いの

良さを認め、助け合い、

協力し合う協働性を育

成する。（小１からの

朝の活動、委員会活動、

クラブ活動、各種児童

会活動、表現朝会等）

②　体力向上の取り組み

　体力テスト結果から、

持久力育成への取り組

みを実施する。（定期

的なシャトルランの実

施と記録会、クラブ活

動でのなわとび運動の

取り組み）更に、「あき

らめない心」、「絆を深める」効果をねらう。

③　児童会・委員会活動の活性化

　主体的で創造性豊かな活動の推進を図り、自ら

のアイディアと企画力で活動を実践をさせる。（新

型コロナ禍、あらゆる教育活動が自粛される中、

アイディアと工夫と諦めない心で取組の活性化を

図る）

④　外部人材の活用

　各種教育活動での外部人材活用を積極的に行う。

　ア　各教科（生活科、体育、総合的な学習の時間等

　イ　クラブ活動（予定）

　ウ　各種避難訓練等

⑶　校長の指導性

①　校長のリーダーシップのもと、教育課程編成に向

け、マネジメントシートを各分掌担当へ作成させ、

それを活用した次年度教育計画に取り組ませる。

②　教育活動を全職員で作り上げる意識の醸成

③　マネジメントシート、学校評価等から見えた課

題解決のための、学校経営方針の作成とその確実
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な共通理解、共有による協働実践の確立（職員会

議、毎週の職朝、週案コメント等）

④　週案による実践事項の教職員自己評価（振り返

り）の実施

⑷　成果と課題

○　教育課程の実施状況をマネジメントシート、学

校評価できちんと見える化し、共有することで

しっかりとした共通理解ができ、教育課程編成に

おける活用が図られた。

○　課題から児童につけたい力が焦点化されたこと

によりにより、新たな教育活動のアイディアが生

まれた。

○　教育活動の協働作成により職員間の指導のベク

トルが揃った。

●　マネジメントシートの効率的な利活用に向け、

様式の更なる工夫改善が必要。

●　しなやかな知性と豊かな創造性を育む教育活動

をめざした教科横断的な取り組みの充実。

〔金武町立嘉芸小学校（児童数202名）〕

⑴　概要

　本校は創立130年を迎えた歴史ある学校である。

人間尊重の精神を基盤に、個々の子どもの良さや可

能性を伸ばし、社会の変化に主体的に対応できる能

力や創造性の基盤を培うことを教育理念としている。

知徳体の調和のとれた児童の育成を目指しているが、

学力面での数値が思うように伸び悩み課題といえる。

⑵　活動の実際

　今年度赴任し、さらに様々な行事や取組がコロナ

禍の影響で実践できていないものもある。今回は本

校の教育計画等から研究主題に係る主な事例につい

て、紹介する。

①　各種調査や学力テス

ト、学校評価、アンケー

トの分析結果から改善

が図れるようＰＤＣＡ

のマネジメントサイク

ルを重要視して教育課

程を編成する。

②　各教科等における

「主体的・対話的で深

い学び」の充実に努め

る校内研修の時間を充

実させ、県の施策を全

員で確認し、継続的な

授業改善を意識した指導の充実を図る。また、少

人数指導やフロンティアティーチャーによる指導

体制の工夫や支援員等の活用によるきめ細かい個

に応じた対応に努めている。

③　日課表、週時程の工夫

　学校行事や校内研修時間確保等の細かい状況に

応じて対応できるよう、日課表を５つのパターン

用意し、時間の有効活用が行われている。また、

通常の学校では朝の会終了後行われているドリル

等の補習の時間を清掃時間終了後から15分間位置

づけている。パワーアップタイムというドリル問

題やコグトレという学習の基礎を育てる問題に全

学年で取り組んでいる。

④　英語教育課程特例校事業

　金武町が英語特例校の事業を受けて、町内の学

校では１年生から英語活動が行われている。担任

とＡＬＴの他に、町の英語コーディネーターやフ

ロンティアティーチャーも指導に関わる。小１・

２年の時数は体育、図工、音楽から当てられている。

⑶　校長の指導性

　本校の課題は、学力調査の数値から読み、書き、

計算の基礎学力が低く、基本的事項を定着させるこ

とである。校内研修の充実を図り、全校体制で授業

改善に取り組むこととパワーアップタイムを活用し

て落ち込みのある学習内容のフォローアップを徹底

していく。

⑷　成果と課題

○　週時程の工夫により、限られた勤務時間内で学

校行事や校内研修などを支障なくこなせている。

○　「まなびのたしかめ」の結果分析を全職員体制

で行い、今後の教科指導や個別支援につなぐこと

ができた。

●　地域の稲作を授業で教材化する際、地域人材と

の打ち合わせや学習の流れ等を確認するシステム

作り。

●　毎時間の評価、児童の学習状況の成果の見取り

を捉え、次の指導の改善に繋げていくこと。

５　おわりに

　共同研究校４校は、それぞれ規模の異なる学校であっ

たが、それぞれ、地域の特色を生かしたＰＤＣＡサイク

ルにより「教育課程の編成・実施」を行っており、幅広

い教育課程の実践を共有する事ができた。

　今後は、校務分掌の各担当が行事等の後に記録するマ

ネジメントシートを作成し、ＰＤＣＡサイクルをさらに円

滑に機能させ次への改善に活かせるようにしていきたい。

　今後も、更なる校長のリーダーシップの下、しなやか

な知性と豊かな創造性の育成に努めたい。
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１　はじめに

　社会構造等の急速な変化による予測困難な時代にあっ

て、これからの学校教育には、児童に知・徳・体のバラ

ンスのとれた資質・能力を育成することがいっそう重要

になってくる。

　資質･能力を偏りなく育成していくに当たり、「学びに

向かう力、人間性等」を育む観点からは、体験活動の充

実が重要である。そのためには、全教育活動を通した体

験活動の推進及び人権教育や道徳教育の充実を図るため

の工夫が必要である。

　また、食育の推進並びに体力の向上や安全、心身の健

康の保持増進に関する指導も教育活動全体を通じて適切

に行われなければならない。

　校長はリーダーシップを発揮し、豊かな人間性と健や

かな体を育むカリキュラム・マネジメントを効果的に進

めることが必要である。

　そこで、小禄ブロックでは、校長の経営力を高めるた

めの相互連携を図る中、「小・中一貫教育」や「チーム

学校」「共通実践」などの視点を据えて本主題に取り組

むこととする。

２　研究の視点

　新学習指導要領では「道徳科」が実施され、「特別活動」

においては学級活動（３）が追加実施されている。

　そこで、本主題を鑑み、各学校で取り組んできた教育

活動の成果、課題を踏まえ、下記の視点で整理する。

⑴　豊かな人間性を育む人権教育や道徳教育の推進

⑵�　健やかな体を育む体育・健康に関する教育活動の

推進

３　研究の実践

那覇市立小禄南小学校（児童数728名）

⑴　概要

　本校は那覇市小禄の南に位置し、豊見城市と隣接

している。周辺には奥武山運動公園、豊見城海軍壕

公園、漫湖や漫湖水鳥・湿地センター等があり、自

然に恵まれている。地域・保護者は学校に対して協

力的で平成30年度に「小禄南小学校区まちづくり協

議会」を立ち上げて活動を行っている。令和３年度

に創立30周年を迎える。

⑵　活動の実際

①　地域に根ざし、豊かな人間性を育む体験活動

　本校では、総合的な学習の時間を通して、子ど

もたちが育った地域の自然・歴史・文化を愛し、

身近な地域を含めた社会とのつながりの中で体験

を通して学び、児童の自尊感情を高めるとともに、

学んだことを社会の発展に役立てていく力の育成

をめざし、教育課程の編成をしている。

ア　鏡水が誇る伝統の大根を調べよう（４学年）

　鏡水大根は、本地域で戦前は盛んに栽培され、

そのおいしさは全国に広まっていたが、戦後50

年以上も栽培されずに姿を消していた。近年復

第 ４ 分 科 会

研究主題

　豊かな人間性と健やかな体を育む教育課程の編成・

実施・評価・改善

設定の趣旨

　今日、グローバル化の進展に伴い、文化や習慣、価値観の多様化が進む中、未来を担う子どもが自らの夢や目標

の実現を図るため学力や体力の向上はもちろん、自律的態度の確立を促すこと、互いを思いやり尊重する態度や感

動する心など豊かな人間性を育むことが大切である。そのため、学校においては、全教育活動を通して体験活動を

推進することや、人権教育や道徳教育を基盤とした心の教育の充実を図ることが強く求められている。

　また、近年の急速な社会環境や生活環境の変化は、物質的な豊かさをもたらしている反面、精神的なストレスの

増大や生活習慣病の増加など、心身両面で問題を生み出している。学校においても、いじめや不登校、子どもの心

と体の健康に関わる様々な課題が生じている。校長としては、このようなことを踏まえ、課題解決を進める指導態

勢の構築と社会の変化に対応した取り組みの充実を図る必要がある。

　本分科会では、校長のリーダーシップの下、豊かな人間性を育むための心の教育の実践を推進するためのカリキュ

ラム・マネジメントについて、具体的方策を明らかにする。

《協議題》①新たな社会を見据えた人権教育と豊かな心を育てる道徳教育の推進

　　　　　② たくましく生きるための体つ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

共同研究者 宮 城 弘 之 （垣 花 小 学 校）

〃 平 敷 兼 栄 （小 禄 小 学 校）

〃 金 城 　 剛 （高 良 小 学 校）

〃 大 川 　 剛 （宇栄原小学校）

〃 平 良 雅 司 （金 城 小 学 校）

〃 新 城 貴 子 （小禄南小学校）

〃 山 里 昌 樹 （さつき小学校）
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活し、その際に尽力した鏡水大根事業協同組合

員の話を聞いたり調べたりする中で、鏡水大根

の特徴や地域の農家の思いや誇りに触れる。ま

た、鏡原給食センターとも連携して、給食に鏡

水大根を使ったメニューを提供してもらい、食

育にも繋げている。

②　豊かな人間性を育む道徳教育

ア　思いやり朝会の実施

　思いやり朝会は、本校の豊かな心を育む教育

を推進する取組の一つであり、道徳教育全体計

画の重点実践事項に位置づけられ、全校体制で

のいじめ防止、心の教育の充実を図るものであ

る。また、「小禄南小学校いじめ防止基本方針」

にも位置づけられている。実施方法は、道徳推

進教諭が実態に応じたパワーポイント資料を作

成して、朝会時間に講話形式で年間２回実施。

③　豊かな心を育む児童会活動について

ア　鏡原中学校区小中一貫教育における共通実践

・ 鏡原中学校・垣花小学校・小禄南小学校の生

徒会・児童会の共通実践として、例年は、夏

休み期間に３校の児童会役員が集ってリー

ダー研修を開催していた。しかし、今年度は

テーマを揃えてそれぞれの学校で共通実践に

取り組む。

・ テーマ「ソーシャルディスタンスを保ったま

ま、心の距離をちぢめる取り組み」について

各学校で全校児童・生徒に投げかけてアイ

ディアを募集し小中一貫共通実践をする。（今

後実施）

⑶　成果と課題

①　成果

〇　地域の専門家活用により、児童の知識・技能

の高まりとともに主体的に取り組む態度も高

まった。また、郷土愛に繋がった。

②　課題

〇　思いやり朝会は、一斉に講話を聞く形態なの

で、より充実した取り組みにするため、各学年

の発達段階に応じて授業として実施できるよう

改善を図る。

那覇市立宇栄原小学校（児童数680名）

⑴　概要

　本校は那覇市の南に位置し、豊見城市との境にあ

り、運動場の東側には「旧海軍司令部壕跡」がある。

昭和47年に那覇市立高良小学校、那覇市立小禄小学

校より分離し次年度で創立50周年を迎える。

⑵　活動の実際

① 　豊かな人間性を育む取り組み１（休校期間中に

おける児童と職員との関係づくり）

　本校は学校経営における重点課題として「支持

的風土づくり」を掲げており、年度当初の休校期

間中において、児童と教職員との関係づくりにつ

いて「今できること」として、情報発信を通し豊

かな人間性を育む取り組みを実践するため、本校

児童に向けたビデオメッセージを職員に作成さ

せ、本校ホームページやYOU-TUBE等に映像を

掲載し、視聴を呼び掛けた。

ア 　宇栄原小学校STAYHOMEチャレンジ映像

作成

イ　本校児童へのビデオメッセージ映像作成

②　豊かな人間性を育む取り組み２（人権教育）

　今年度４月から５月下旬までの間、新型コロナ

ウイルス感染症予防に係る休校があった。それに

よる感染予防の観点からの予防策のほか、感染者

についての人権について、正しい知識・理解を児

童に深めさせる事が急務であると考え、「豊かな

人間性を育む取り組み」として、「人権の日」「人

権週間」として取り組みを行うほかに、コロナ感

染者に対する人権教育の取り組みを、休校期間中

に臨時登校日を設け行った。
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ア　休校期間中の臨時登校日の設定

期日 対象 取り組み内容

５月18日

（月）

対象：２年～６年

・ 日により登校す

るエリアを分け、

３密を避ける工

夫を行った。

・ ２日間とも同じ

時間帯に登校さ

せ、生活リズムの

定着を図った。

① 児童の健康観察

②家庭状況調査

③ コロナへの予防

対策について（マ

スク等）

④ コロナ感染者へ

の人権配慮につ

いて（本取り組み）

５月19日

（火）

対象：２年～６年

⑶　成果と課題

①　成果

ア　映像配信を通して、教師と児童との良好な関

係づくりを図ることができた。

イ　コロナ感染者に対する偏見防止について人権

教育に組み込むことで、感染者に対する理解と

思いやりの心を醸成する一助となった。

②　課題

ア 　今後児童に対して、感染防止に対する理解と

学習意欲の向上を図る取組が必要である。

那覇市立小禄小学校（児童数417名）

⑴　概要

　森口原の豊かな緑に抱かれた本校は創立74年目を

迎える。小禄地域は大綱引きや獅子舞、小禄市民運

動会等、伝統行事や地域行事も盛んであり、クラブ

活動や運動会においても旗頭や綱挽き、獅子舞やエ

イサー等を行うなど、地域の特性を生かした学校づ

くりに努めている。

⑵　活動の実際

＜健やかな体を育む体育・健康に関する取り組み＞

　本校には食物アレルギーの児童が24名（エピペン

処方６名）在籍している。そのため、学校給食の提

供については、安全・安心の確保に努めることが最

優先である。同時に、食物アレルギーやアナフィラ

キシーについて正しく理解し、リスク管理や緊急対

応などを行うことが求められている。

　そこで児童の安全確保のためには、校長のリー

ダーシップの下、学校安全の中核となる教員の役割

の明確化や、教職員に対する研修等を充実するとと

もに、教職員全体で学校安全に取り組む組織づくり

を進める必要がある。

①　保護者面談（管理職、担任、栄養士、保護者）

　保護者面談は保護者の事前調査票に記載された

事項について補うとともに、学校の基本方針を理

解してもらうための良好な関係を築く場である。

ア　保護者への確認と聴取する事項

・ 過去の食物アレルギー発症（アナフィラキシー

を含む）情報等

・家庭での対応状況や学校生活で配慮する事項

・抗ヒスタミン薬の服用やエピペン持参の有無

・緊急時の対応、連絡先やその方法

・学級内の児童並びに保護者へ当該児童の食物

アレルギー情報の提供へ了解を得る

イ　学校から保護者へ情報提供する事項

・給食提供の可否（完全提供・対応食提供・当

日の献立による部分提供・弁当対応等）

・給食献立並びに詳細な食材情報の提供

・持参する弁当の学校での保管場所・保管方法

・内服薬やエピペン等を持参する場合の取扱い

・エピペンの保管場所と使用のタイミング等

・学校側からの緊急時の連絡（複数）

②　全職員への周知と研修

　教職員は、アレルギー疾患の児童の有無にかか

わらず、油断することなく、アレルギー疾患の理

解と状況に応じた的確な判断や行動が求められ

る。そのためには、学級や学校の実態に即した実

践的な研修を行い、また、校務分掌に学校安全の

中核となる教員を位置付けて研修の推進役を担っ

てもらうなど、校内体制の整備が必要である。

ア　研修の内容

・ 全教職員が食物アレルギーやアナフィラキシー

を正しく理解し、学校全体で組織で対応する｡

・各教職員の役割（観察、準備、連絡、記録、

管理等）を明確にして、当事者意識を高める。

・エピペンの使用方法を含むアナフィラキシー

への対応やAEDによる心肺蘇生法等の救命

救急に関する実技研修の実施

・決定した個別の取組プランを全教職員間で共

有できるように周知徹底する。

イ　エピペンの保管場所や保管方法

・常時、教職員が在中する場所（職員室等）

・エピペンと個別の対応表をパッケージする。

　※症状の時刻チェックが重要

③　対応の決定と周知

・保護者に決定内容を伝えて了解を得る。（学校

給食における食物アレルギー対応決定通知書）

④　定期的な見直し

・保護者との連携を図り、最新の情報を得る。

・新規に食物アレルギーをもつ児童の情報の追加

⑶　成果と課題

①　成果

・ エピペンの保管場所や保管方法を保健室から職

員室への変更をきっかけに、食物アレルギーに

ついての対応等を再認識することができた。

・ 日常の取組と事故予防（給食の受け取り、内容

確認、配膳、おかわりのルール等）を確認できた。

②　課題

・食物アレルギー対応委員会の開催について

・次年度に向けて個人情報の引き継ぎ方について
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第４分科会（豊かな人間性、健やかな体）

那覇市立さつき小学校（児童数621名）

⑴　概要

　本校は、那覇都市モノレール赤嶺駅の東側に位置

している。2000年に開校し令和元年度に創立20周年

を迎えた。開校以来、「自立・共生」を校訓に掲げ、

社会の変化に主体的に対応し、自らの学び考える資

質能力を身に付けた児童、相手の立場を尊重し、協

調性に富み、心豊かで心身共に逞しい児童の育成を

本校の教育理念として、地域、保護者と連携し諸活

動を展開してきた。

⑵　活動の実際

①　異年齢交流を深める委員会活動

　本校では、異年齢交流による活動を通して児童

自ら運動に親しみ体力の向上に向けた活動へ主体

的に取り組むと共に、集団や人との関わりから学

校生活の充実と向上を目指す自発的、自治的な活

動として児童の発想を生かした委員会活動に取り

組むことができるようにしている。全校児童が委

員会の企画した活動へ参加し、集団への所属感を

高め、自己の責任や役割を果たし、自己有用感や達

成感を味わうことができるよう工夫している。体

育委員会では、活動の一環として、年間を通して４

回（６月９月１月３月）の兄弟学級対抗のスポーツイ

ベント「スポーツ王は俺だ！」を企画、運営している。

第１回「スポーツ王は俺だ！フリースロー大会」

　兄弟学級ごとに曜日を設定し、体育委員で運

営にあたっている。優勝チームの紹介ポスター

を作成し、掲示。このような活動は、児童相互

が運動に親しむだけでなく、各学級の所属感を

高めたり、異年齢間の交流を深めたりと、相互

の関係性や自覚等を促すことなどに効果的であ

ると考えられる。また、委員においては、企画

や運営にかかる責任を自覚し、役割を果たし諸

活動において積極的な様子がみられた。

②　教科等との関連（道徳）

　本校では、児童一人一人に学習意欲の向上や学

習内容の理解を深めるとともに、地域を理解し、

愛着と誇り、夢や希望を育むことを狙いとし、各

教科等の関連を図った学習活動を展開している。

地域に根付く文化や自然、産業、生活との関わり

の観点から、年間を通して地域の教育資源を活用

した学習活動を展開している。道徳の授業を進め

るに当たっては、「伝統文化の尊重、国や郷土を

愛する態度」との関連を図ることとしている。

③　「この町大好き　発見し隊！」３年総合的な学習

　大嶺自治会に伝わる伝統的な文化、行事である

「地バーリー」「獅子舞」の聞き取り、体験を行っ

ている。地域行事の由来や地域が大切に伝承して

きた想いや願いなどについて理解を深め、個々の

学習活動へと繋げている。

⑶　成果と課題

①　成果

〇 　各種委員会の活動より、学級への所属感を高

めるととにも、兄弟学級の交流や相互の関係性

を深めることができた。集団や人との関わりか

ら各種委員会の意義について考え、活性化に繋

がった。

○ 　地域学習を計画的に実施することにより地域

の歴史的背景、特色等を専門的な視点から捉え

るとともに継承することについて考える機会と

なった｡

②　課題

● 　地域教材の開発と、教科横断的なカリキュラ

ム編成

４　おわりに

　学校教育では、道徳教育の充実をはじめ社会参画や人

間関係形成能力を育む特別活動（体験活動）を充実させ

ることが求められている。しかし、今年度は「コロナウ

イルス感染症防止対策」により、学校教育活動には多く

の制限が強いられた。小禄ブロックでは、コロナ禍にお

いて「自分の健康・命は自分で守る」取組や人権教育に

も力を入れてきた。今後も各学校の情報交換や連携の強

化を図り、子どもたちの豊かな人間性と健やかな体を育

む教育に努めていきたい。
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第５分科会（研究・研修）

１　はじめに

　本研究は、学校の教育力を高めることを目的とした研

究・研修の推進である。研究の大きな柱としては、校長

のリーダーシップに基づく各校の特色ある校内研修のあ

り方を模索し、教員の資質・能力の向上を目指した研究・

研修の共有を図り、学校の教育力の向上の具現化に向け

た実践を紹介する。

２　主題設定の理由

　学校教育の使命責任を果たすためには、質の高い教育

を実践する学校づくりが必要であり教職員一人一人に確

かな指導力が求められる。本分科会では、教師の資質・

能力を高め学校の教育力を向上させる研究と、校内にお

ける研修体制の確立とその推進に関わる校長のリーダー

シップの方策を明らかにしていきたいと考える。

　文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課（常盤

豊）は、『校長のリーダーシップは学校が組織的・機動

的な運営が具現化されることにより、より質の高い教育

を提供し教育水準の向上を図るために、校長が校内で機

能的な協働性や同僚性を構築し、すべての子ども達の学

習権の保障を目指すために進められなければならない。』

としている。

３　研究の視点

◎ 　『教職員の資質・能力の向上を目指した研究研修

体制の充実』

　新学習指導要領では、「教えの専門家」から「学び

の専門家」への教師の授業指導の在り方のシフトを

求めている。すべての教師が主体的・対話的で深い

学びへの授業の転換を具現化させていかなければな

らない。校長として、指導要領で示された授業改善

の具現化を果たす校内研修の確立は大きな責務であ

る。本研究においては以下の３点に主眼をおき研究

の推進と実践を図ることとする。

①　授業経営と校内研修における校長の役割と指導

②　校内研修における教職員の資質の向上

③ 　学校や地域の特色に応じた授業改善の具現化

（へき地校において）

４　研究の実際

⑴　その１　国頭村立辺土名小学校

　　　　　　【児童122名、学級数８、職員19名】

　国頭村教育委員会は村の教育施策として「学びの

共同体」の理念による学校経営と授業経営を推進し

村内の小中学校の授業形態の統一を図り、小中の授

業経営における「つながり」と教師の授業力向上を目

指している。本校においても校内研修のテーマを「互

いに学び合う授業の創造」と設定し、教師の授業力

の向上と児童の主体的学びの具現化を目指している。

①　授業経営と校内研修における校長の役割

　校内研テーマの具現化を目指す、授業づくりへ

の参画と授業リフレクション。

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

設定の趣旨

　知識基盤社会やグローバル化が進展し、社会構造に大きな変化が見られる中、「持続可能な社会」を実現させるた

めに必要な資質・能力の育成や、多様な人間関係を構築していく力や習慣の育成等が重要となっている。このよう

な社会の急激な変化や時代のニーズに応え、学校教育の使命・責務を果たすためには、学校の教育力の向上・充実

が急務である。

　これらのことを踏まえ、校長は、確かな先見性と洞察力を身に付け、自校の課題を明らかにしながら、教職員が

教職に対する使命感や責任感、探究心をもち、職務やキャリアステージに応じて求められる資質・能力を生涯にわたっ

て高めていけるよう展望をもたせるとともに、学校経営への参画意識が高まるように研究・研修体制を充実するこ

とが重要である。

　本分科会では、校長のリーダーシップの下、教職員の資質・能力の向上を図るとともに、教職員にキャリアステー

ジを意識した展望や学校経営への参画意識をもたせ、学校の教育力を向上させる研究・研修体制の確立とその推進

について、その具体的方策を明らかにする。

共同研究者 宮 城 尚 志 （辺土名小学校）

〃 大 城 　 武 （安 波 小 学 校）

〃 小波津　京　子 （伊 江 小 学 校）

〃 安慶田　正　人 （金 武 小 学 校）

― 45 ―



第５分科会（研究・研修）

写真１、 担任と協同で算数の授業を実践する。

授業デザインから授業運営まで校長と

担任が協同で実施する（校内研）

写真２、 授業後のリフレクションでは校長自ら

授業を振り返る。

②　校内研修における教師の資質の向上

　本校では、教師の授業研究の質をさらに高める

ために、「卓越性探求型アプローチ（秋田喜代美）」

における授業検討会を行っている。

写真３、 研究授業後に職員の小グループにおけ

る、対話による授業検討会。

写真４、 村が招聘した研究者を招いて村内他校

の先生方との授業研究会。

［結果］学校評価より抜粋

ア　 児童（％の数字は、「よくあてはまる」「あては

まる」の肯定的評価の数字）

①　授業は分かりやすいですか →89％

②　先生は教え方を工夫していると思いますか

→95％

イ　保護者

①　 学校は基礎的・基本的な学力の定着を図る取

り組みに努めていると思いますか →96％

⑵　その２　国頭村立安波小学校

　　　　　　【児童４名、学級数（複式）１、職員６名】

①　授業経営と校内研修における校長の役割

　へき地小規模校では、学級数及び職員数が限ら

れていることが課題としてあげられるが、その中

においても、校長は、その教育条件を最大限に活用

し、教師の資質向上を推進することが求められる。

　本校では「プチ研」と称し、日常から主体的に

授業を公開し、参観者は直接の参観、画像撮影、

動画撮影を行い、それをもとにリフレクション（省

察）を行う。校長は事前に授業者と実施単元やデ

ザインシート作成についての助言等を行っている。

　参観者は、授業者が事前に作成した「デザイン

シート」をもとに、授業の動き、児童に「学び」が見 

られた場面等を見取り、リフレクションに向かう。

　本校では道徳科の授業においても、学年の異なる

全児童による「全校道徳」を実施し、授業者を計画的

に輪番で行うことで「プチ研」が日常化している。

　校長も参観、画像記録を行い、リフレクション

へ参加し、教師の資質向上を図っている。

写真５、 校長も参観し「プチ研」を実施。授業後

や放課後にリフレクションを実施する。

写真６、 全校道徳を輪番で担当し「プチ研」を

実施する。

②　学校や地域の特色に応じた授業改善の具現化

（へき地校において）

（②―１）へき地近隣校との集合学習の実施

　国頭村内へき地校３校は、３校校長のリーダー

シップのもと「国頭村へき地教育研究会」を組織

し、村教育委員会の支援を受け、近隣にある同規

模校と集合学習を実施している。各校校長は日常

から情報交換をし、へき地校全体でその理念を共

有している。へき地校３校が集合することで、よ

り多くの児童による授業が可能になることや、同

学年の児童との授業が行えること、また、教師の

人数が増えることによる授業形態の工夫等が行わ

れる。そこにおいては、児童における教育効果は

もちろんであるが、教師側の授業改善、資質向上

にもつながる。その場合も、前述の「互見授業」

が他校教員とも可能になり、休み時間や放課後に

おいては「プチ研」も実施することができる。

写真７、集合学習により同学年での授業を実施。

写真８、 近隣校との「プチ研」を実施。授業後

のリフレクションも合同。

（②―２）主事要請による研究授業において

　校長は、校内にて研究授業を行う場合、村教育

委員会を通して村内全小中学校に情報を提供し教

員の資質向上の機会を設けている。その目的とし
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第５分科会（研究・研修）

て、教員にとって学ぶ機会が増え、本校のみな

らず村全体での教員の資質向上が図られることが

ある。参加教員は、授業参観から授業研究会まで、

本校教員とともに研修を深めている。指導主事を

招聘することにより、リフレクションの質と深ま

りについて、指導助言をいただくことができ、さ

らに、校内同僚および近隣校教員を交えることで

リフレクションがさらに深まり、すべての教員に

とっての「学び」につながることを目指している。

写真９、主事招聘研究授業に、近隣校職員も参加。

写真10、 村招聘の講師をお招きした研究授業。

授業後のリフレクションも合同。

⑶　その３　伊江村立伊江小学校

　　　　　　【児童113名、学級数８、職員13名】

　本校は、ほとんどが初任研を終えた２校目という

若い教職員で構成されている。校内研を中核とした

教職員の資質･能力の向上が課題である。その課題

解決に向け、以下のことに取り組んでいる。

①　授業経営と校内研修における校長の役割と指導

　教職員評価システムを活用して、教職員の資

質・能力の向上を図っている。県「学力向上推進

プロジェクトⅡ」「授業における基本事項」等や

本校のフォーカスシートの具現化にむけた目標設

定を行い、日常的な授業改善を行う。当初面談で

は教材研究ノートと週案を提出してもらい活用方

法の助言、更に目標の進捗状況の確認とキャリア

ステージに応じた指導助言を行い授業経営力の向

上に繋げる。

　また、ベクトルを揃え学校全体の教育力を高め

るために「揃える・繋ぐ・徹底する」を合言葉し

ている。校内研修では全体への方針確認を行い、

個別へは週案のコメントによりフィードバックと

助言を行うことで資質向上を図っている。

②　校内研修における教職員の資質の向上

　一人２回以上の授業研究会を実施し、研究主任

を核として協働的な授業研究･実践を展開するこ

とで授業力向上を図る。また、「主体的･対話的で

深い学び」をテーマに国語科を主に授業研究会を

実施。校長は授業構想、指導案作成、授業実践ま

で関わる。主事要請等の授業研究会以外は、欠時

をつくらず、管理職や学習支援教諭等の支援を得

て実施する体制を整える。

　管理職による日常的な授業参観とふり返り、授

業リフレクションの充実で授業力向上を図り「学

びの専門家」としての力量を高める。

写真11、互見授業

写真12、授業後のリフレクション

③　学校や地域の特色に応じた授業改善の具現化

　村教育委員会の支援を得て、外部講師を積極

的に招聘し、専門性を高める研修を推進してい

る。今年度は、県外講師を招聘できない状況のた

め、オンライン研修を行った。講話、ワークショッ

プ、指導案検討、授業への指導助言等を行う。外

部講師の役割は、定期的･継続的に校内研に関わっ

ていただくことで教職員自体の学び合いの質をみ

とっていただき、更に「学び続ける教師」への意欲

向上へと繋げる。さらに管理職とのミーティング

の中で、個々の教師の

授業づくりの課題につ

いて意見交換・指導助

言をいただき、管理職

自身が、指導助言でき

る視点･力量を得ると

いうシステムを構築し

ている。

写真13、県外講師によるオンライン研修

⑷　その４　金武町立金武小学校

　　　　　　【児童530名、学級数23（内特支６）、職員46名】

　本校職員は、年齢構成の異なる46名の職員集団で

ある。これまで経験した学校規模による研修機会や

内容に違いがあるため、校長としてのビジョンを明

確に打ち出し、職員一人一人がそのキャリアに応

じた役割を自覚し、実践的な指導力、経営参画意識、

資質・能力を高められるよう、研究・研修の充実を

図ってきた。教職員の資質・能力向上に向けて最も

大事なことは、職員の意識改革とベクトルを一つに

することだと捉え、日常的に学校目標や経営方針等

を発信し、共通理解、共通実践を行った。

①　授業経営と校内研修における校長の役割と指導

　本校の強みは、学校訪問や学校評価を受けて

の指導助言や評価を丁寧に分析し、改善に向け

た方策を職員（チーム）で話し合い、足並みをそろ

え、日々授業実践に繋げている点である。そして

完成した「金武小学校授業スタンダード」を基軸と

して、誰がいつ教室に入っても児童や先生方が動
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写真９

写真11

写真10

写真12

写真13
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揺することなく普段通りの授業が行えるよう取

り組んでいる。どの学

級も同じルール、流れ

で授業が行われている。

先生方がお互いの教室

を行き来し、互見授業

を通して日々の授業改

善、積極的な生徒指導

に当たっている。校長

は、毎日授業の様子を

観察し、気になった点

に関しては、その日で

直接教諭に伝え明日へ

の改善に繋げている。

図１、金武小学校授業スタンダード

②　校内研修における教職員の資質の向上

ア　教師間での自主研修の充実

　研究･研修は、基本的に教師自ら学ぶ意欲と計

画的実践が重要である。本校では、教師個々の専

門性を活かした研修機会の確立を大切にしている。

放課後のわずかな時間であっても意図的に研修を

位置づけ実施している。もちろん講師は、主体的

に提案を希望した教諭自ら行う。（研修内容によっ

ては行政又は関係機関の協力を得て講師として参

加してもらう）自分たちで学び合う組織が確立さ

れつつあることは頼もしい限りである。校長は「計

画を確認し、信じて、まかせ、見届ける」経営主

眼が大切であると感じる。

写真14、 年度当初の道徳科の指導方法の在り方

等についてＴ教諭を中心に研修会実施。

写真15、 プログラミング研修を町ＩＴ指導員を

招いて研修を実施。

イ　授業研究会の工夫

　授業研究会では、全体会のみでなく、短時間で

もよいので必ず部会を入れるようにした。その結

果「全体授業参観→部会→全体会」の流れができた。

部会の構成も学年別・学年混合・キャリア別と各

会毎に持ち方を工夫して実施した。特にキャリア

別の部会では、違った意見や考えで研究の深まり

が見られ実り多き部会となった。（教師力の向上）

　全体会では、一人一人が主体的に校内研修（授

業研究会）へ参加できるようにするために、ワーク

ショップ型の研修となるよう進めた。提案授業後

の研究協議では、各自の考えを付箋紙に書き、大

型用紙に貼り付け協議

の際に活用することで、

全員の参加意識を高め

た。管理職は、授業実

践等に関する成果･課

題に対して教職員へ適

宜指導助言を行うよう

努めた。

写真16、キャリア別による授業研究部会を実施

５　成果と課題

［成果］

⑴　指導要領の読み合わせにより授業改善への共通の

理解を深められた。

⑵　授業研究会の持ち方等の工夫により授業づくりや

授業観察の視点を共有でき、多様な指導技術を学ぶ

ことができた。

⑶　「プチ研」の日常化により、同僚と対話が深まり、

授業改善の方向性や同僚性の構築が図られた。

⑷　一斉指導や説明中心の授業から、児童が主体の対

話のある授業づくりへの転換が図られつつある。

⑸　取り組みの細部まで職員とのコミュニケーション

を密にした学校経営マネジメントを構築し、研究・

研修の深化を図ることができた。

［課題］

⑴　教師の質の向上をどう量ればよいのか？バロメー

タの確立。

⑵　子どもの学びの成立を観る共通の授業観察視点の

確立。

⑶　少ない児童数の中で、どの教科においても、児童

がより主体的になるような授業展開の工夫が必要。

⑷　主体的・対話的で深い学びの授業改善にむけた評

価の在り方

⑸　「人を育む」ための「研究・研修」を重視した経

営を推進するために、関係機関等との連携を図る。

６　おわりに

　研究・研修は、教職員の資質・能力向上において、ま

た、児童の成長のためにも欠かすことのできないもので

ある。これまでの研究・研修を通して、教職員一人一人

の力量は確実に向上していると感じる。また、共通の目

標に向かって、相互に刺激し合いながら協働することを

通して、年齢やキャリアを越えて教職員同士の絆が深ま

り、学校全体の教育力も高まっている。

　今後も、日常的で実際的である研究・研修を、いかに

効果的に管理・運営していくのかということを常に考え

て、学校運営に取り組み、学校の教育力を高めていきたい。

このことが、管理職の責務であり、役割であると考える。

― 48 ―

図１
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１　はじめに

　今日、社会や経済の変化に伴い、子どもや家庭、地域

社会も変容し、教育課題が複雑化・多様化してきている。

その解決に向け、学校の教育力を向上させることが求め

られており、教職員一人一人の力量を高め、これからの

学校を担う人材を育成することが不可欠である。

　そのために、校長のリーダーシップのもと、学校の教

育目標の達成に向け、教職員が一体となって取り組む組

織的な学校運営を推進していくためには、有能な管理職

人材の存在が不可欠であり、校長は、課題解決能力に優

れ、信頼を寄せられる管理職人材の育成に努めなければ

ならない。（第６分科会趣旨より引用）

　そこで校長は、魅力ある管理職像を教職員に積極的に

示しながら、管理職を担える人材を日常的な職務を通し

た職場内での教育の機会を見つけ、意図的・計画的に育

成することが求められる。

２　主題設定の理由

⑴　本校の状況

　本校は、宮古島と石垣島の間に位置する多良間島

にある。児童数80名、県費教職員14名の小規模校で

ある。

　本校の教職員構成（資料１）は、30代,20代の教

職員が多く、その大半は初任者研修を終えた教職経

験年数４年, ５年目の職員で構成されている。栄養

職員及び事務職員に関していえば、本校が新採校に

なる。また、本校は、一学年単学級であり、学年主

任の配置がなく、さらに、学校規模等から主幹教諭、

指導教諭等の配置はされていない。若手の教職員に、

学校の中心的な立場になるリーダーとしての活躍も

期待されるが、一学年単学級の編制であることから、

学級中心の運営に重きが置かれ、学校全体

の実情を俯瞰的に見ることが十分でないといった問

題も抱える。

　人事異動の視点から見ると、本校は、へき地学校

になり、勤務期間が２年～３年の学校である。つま

り、ほとんどの教職員が２年で入れ替わることから、

学校教育目標達成に向けた諸取り組みの継続・発展

が難しい側面も併せ持っている。

第 ６ 分 科 会

研究主題

　時代の変化をとらえる能力と豊かな人間性を身に

付けた管理職人材の育成

　～へき地小規模校における管理職人材の育成～

設定の趣旨

　今日、学校には、「新たな知を拓く」教育の実践や様々な教育課題への対応が求められ、その解決に向け、学校の

教育力を高めていくことが重要になっている。学校教育目標等の具現化に向けて、教職員一人一人の力量を高め、

学校組織としての教育力を向上させていくことが学校経営の重要課題である。そのためには、学校を組織的に運営

していくための大きな役割を果たすミドルリーダーの存在がますます重要になっており、その育成が急務である。

　また、校長は、教職員一人一人の特性を把握し、必要とされる資質・能力を具備した人材を発掘して、意図的・

計画的に育成していくことが重要である。特に、組織的な学校運営を推進していくためには、学校全体を統括・指

導する有能な管理職人材の存在が不可欠となり、このような人材を計画的に育成していく必要がある。その際、校

務分掌を通して幅広い経験をさせるとともに、経営感覚を育むことなどが重要である。

　本分科会では、学校教育への確かな展望と実践力を身に付けたミドルリーダーや時代の変化をとらえる能力と豊

かな人間性を身に付けた管理職人材を育成するため、その具体的方策を明らかにする。

共同研究者 與那覇　盛　彦 （多良間小学校）

〃 平 良 吉 嗣 （東 小 学 校）
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本校職員の年齢構成及び教職員経験年数（令和元年度）

職名 校長 教頭 教諭 養護 栄養 事務

年齢 50代 50代 50代 40代 30代 20代 20代 20代 20代

性
別

男 １ １ １ ２ １

女 ２ １ ２ １ １ １

教諭の教職
経験年数

20年以上
10年以上
20年未満

5年以上
10年未満

５年未満

１ １ ２ ５

○本校職員の平均年齢　36.9歳

資料１　職員の年齢構成及び教職員経験年数
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⑵　宮古地区校長会のアンケートより

　本地区の小中学校長を対象（30校）に、リーダー

育成についてアンケートを実施した。

Ｑ　これまでの教職員生活で「リーダー性を育てら

れた」と思う場面

◯全体に係る責任ある校務分掌を任されたとき

◯管理職や先輩教員による職員の評価

Ｑ　「リーダー性を育てられた」と思う場面でどのよ

うな資質が伸びたと思うか

◯実践的指導力　　　　◯企画力

◯マネジメント力　　　◯対応力

◯人間関係調整力

Ｑ　現在、学校経営されている中で管理職人材の育

成につながると思う取り組み

◯教頭・教務との定例「三者会」

◯各校内委員会での協議

◯育成を視点においた校務分掌の配置

◯教職員評価システム面談を通した指導・助言・激励

◯週案簿のコメントを通した指導・助言・激励

　アンケートの結果を受け、管理職人材の育成に

は、学校教育課題を俯瞰的に見られる校務分掌を

任せられた時や管理職との充実したＯＪＴや相互

のコミュニケーション等が、大きく影響を与える

ことが分かった。

　以上のことから、本校のへき地小規模校において、

どのようなリーダーや管理職人材の育成が可能なの

か、時代の変化をとらえる能力と豊かな人間性を身

に付けた管理職の人材の育成が求められるのか研究

を進める。

３　研究の視点

⑴　リーダーを育成する学校づくり

①　学校教育目標の共有と意識化

②　学校経営参画のステップアップ

⑵　マネジメントを機能させる組織づくり

⑶　校長として「認めて育てる」かかわり

①　教職員評価制度を活用した面談

②　校長室だより等の活用

４　研究の実際

⑴　リーダーを育成する学校づくり

①　学校教育目標の共有と意識化

　学校経営目標を実現するためには、管理職が学

校経営の基本方針や経営計画を具体的かつ明確に

示すことが大前提となる。そして、教職員一人一

人の学校経営への参画やその取り組みの方向性の

共有を図るなど、管理職がリーダーシップをもっ

て学校組織マネジメントを行っていくことが必要

不可欠になる。

　そこで、学校教育目標の実現を図るための学校

経営方針等の共有と、教職員が同僚性をもって密

な情報交換を行い、対話や議論がしやすく風通し

のよい組織づくりを進めることが重要だと考えた。

　本校の学校教育目標は、「よく考える子ども」「思

いやりのある子ども」「ねばり強く健康な子ども」

である。その学校教育目標の実現を図るため、重

点目標を「『学びを実感できる』『あたたかな心を

実感できる』『成長を実感できる』児童の育成」

と設定した。そして、児童が「学びの実感」「あ

たたかな心の実感」「成長の実感」できるよう３

つの柱をかかげ、「学校経営グランドデザイン」（資

料２）という形で図式化し、教職員、保護者（地

域）に提示している。

　また、この３つの柱の取り組みが、学級経営案

への位置づけや、教職員の自己目標申告書に具体

的な方策として反映され、教職員が日々の教育場

面において重点目標を意識し実践できるよう「学

校経営関連一覧表（資料３）」を作成した。「学校

経営関連一覧表」を示したことで、学校が進める

教育重点項目の取り組みがより「見える化」し、

全職員の共通認識のもと、子どもたちへの指導が

より可能となった。
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資料２　学校経営グランドデザイン
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②　学校経営参画のステップアップ

　中教審答申（2019年１月）に、「現在、主幹教

諭や指導教諭が配置されていない場合には、学校

内における連絡調整及び関係教職員に対する指

導、助言にあたる役割を果たしている主任がミド

ルリーダーとして活躍するよう、単に持ち回りで

分掌するような運用がなされることなく、適材適

所で主任を命じることを徹底すべきである。」と

述べられている。

　小規模校の本校は、若い年齢の教職員で構成され

ており、若い教職員に主任を命じ、学校経営に参画

するなどの高い意識をもたせることが、リーダーと

しての資質を高めることにつながると考えた。

　そこで、本校では「学校経営参画のステップアッ

プ」（「ミドルリーダーを育てる」（2007）佐久間）

を一部加筆修正し職員に示した。そして、学校経

営目標を実現するために、教職員一人一人の積極

的な学校経営への参画が重要であることを伝えた。

学校経営参画のステップアップ

①　最初は、与えられた事をしっかりこなすという

意識をもつ。

②　「ここをこうした方がよりよいのではないか」

「これはしない方がいいのではないか」あるいは

「この事業や行事のここがいい」などの評価がで

きるようになる。

③　「ここをこうしたほうがよい」「継続していきた

い」という提案ができるようになる。

④　意見や提案が管理職や職員に認められたり、新

しい事業や提案ができるようになり、事業や行事

推進の核になる。

資料４　学校経営参画のステップアップ

⑵　マネジメントを機能させる組織づくり

　これまでの本校の現状として、学力向上に係る内

容は学力向上推進担当が、生徒指導に係る内容は生

徒指導主任というように、その分掌に関わるすべて

の業務がそれぞれの校務分掌担当にほぼ単独でまか

されていた。職員会議等の議題にもあがるが、その

内容は時間的な制限などから、チームとして、より

充実した取り組みの方向性を見いだすことが難し

く、学校経営方針の重点目標に迫る取り組みにはな

り得ていなかった。

　そこで、今年度は、学校経営重点項目を積極的に

意識し、職員が組織的に取り組めるようプロジェク

トチームを立ち上げた。プロジェクトチームは、「確

かな学力の向上」からなる「教務研究部プロジェクト

チーム」と、「豊かな心」「健やかな体」からなる「生

活保体部プロジェクトチーム」の２つで、教職員は、

いずれかのプロジェクトチームに所属している。

　各プロジェクトチームには、それぞれ部長を選任

したが、経験年数の少ない教職員構成という学校の

現状もあり、教務主任に両方のプロジェクトチーム

の責任者として関わってもらっている。

　月１～２回程度開催される各プロジェクトチーム

の会議では、職員が子どもたちの日々の姿から実感

している課題等を出し合い、その課題解決に向けて

チーム内で垣根を取り払った議論を行い、チームと

して解決への糸口や方法を話し合っている。

　その際、課題解決に向けた話し合いの内容（取り

組み）が、子どもたちにとって、学校経営重点項目

の「学びを実感できる」「あたたかな心を実感できる」

「成長を実感できる」ような内容（取り組み）になっ

ているのかを、常に留意してもらっている。

　その後、プロジェクトチームで話し合われた具体

策が全職員に伝えられ、実行へと進む。そして、実

行した内容（取り組み）は、次のプロジェクト会議

で成果と反省が出され、ショートステップの

R-PDCA（資料５）が実現される。

　このようなプロジェクトチームの取り組みを重ね

ることで、学校に必要な「子どもたちのために」を

探究し続ける姿勢が教職員に生まれ、教職員一人一

人が主体的に考え、判断し、行動するパワーとなり、

学校経営の参画意識が醸成されてきた。

　たとえば、６月に行われた「教務研究部プロジェ

クトチーム」の会議では、「授業中、机上に揃える

教科書や文具」「チャイム開始の様子」「挙手のしか

た」が話題に上がり、学校で統一した取り組みが学
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資料５　プロジェクトチームシステム

資料３　学校経営関連一覧表



第６分科会（リーダー育成）

年間でばらつきが見られことや、取り組みの不十分

さなどの意見や改善策が出された。

　そこで、課題解決に向けた対応策として、全校朝

会を活用し、教師によるユーモアを交えた劇化等を

通して「授業中、机上に揃える教科書や文具」「チャ

イム開始の様子」「挙手のしかた」を子どもたちに

問いかけ、考えたり確認したりする時間をもつこと

ができた。

⑶　校長の「認めて育てる」かかわり

①　教職員評価制度を活用した面談

　年度当初の期首面談では、校長の示した「学校

経営グランドデザイン」や「指標」を、どのよう

な具体的な方策をもって取り組むのかを確認して

いる。また、職員が学校経営に参画することの大

切さを伝え、職員一人一人がリーダーとしての役

割の自覚や意欲が高めるようにしている。

　中間面談では, １学期に達成できたことや課題

点を明確にし、今後の対応や、受け持つ校務分掌

をどう職員へ効果的に働きかけるのかを確認しな

がら行っている。

　期末面談では、自己評価の達成目標や取り組み

の状況をもとに、学校運営への貢献や成長を称賛

するとともに、年度の成果や課題から次年度の取

り組みに向けてどのような方向性をもっているの

か、次年度へつなぐための面談としている。

②　校長室だより等の活用

　教職員の指導力やチームとしての同僚性が高ま

ることを期待し、校長室だより（資料６）の発行

に努めている。たよりの内容としては、学校経営

の理解の促進を目的としたもの、授業力の向上に

資するもの、そして特に意識して掲載しているの

が、職員の日々の取り組みへの感謝や労いのメッ

セージである。

　その他、週案簿へのコメントには、職員が記し

た授業後の反省や授業改善に関わること、担当と

して関わった学校行事等への感謝の気持ちや激励

を文章でつづり、今後の業務への期待につながる

ように心がけている。

　また、日常の職員との傾聴と対話も重要ととら

えている。しかし、日々業務に追われる職員と関

わる時間は思いの外少ないため、校長室に限らず、

率先して職員室や学級（教室）に出向き、職員が

努力していることや悩みなどを聴くなどのかかわ

りを心がけている。

５　成果と課題

⑴　成果

①　「学校経営グランドデザイン」や「学校経営関

連一覧表」等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リーダーとしての資質が高

まってきた。

⑵　課題

①　管理職人材を育成するための校内ＯＪＴのさら

なる充実

②　自ら学び続けるミドルリーダーや管理職人材を

意図的・計画的に育成するための育成計画の作成

③　校長会としての組織的・計画的な取り組みの充実

６　おわりに

　ミドルリーダーや管理職人材の育成には、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

教職員と共有するのかが鍵になると実感した。そして、

教職員が学校経営に参画する充実した体制づくりを整え

ない限り、教職員が魅力ある管理職をめざし、次期管理

職として活躍することは難しいと考える。

　今後も、学校経営ビジョンの実現に向けた役割や期待

を明示するとともに、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

る組織づくりを通した管理職人材の育成に努めたい。
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第７分科会（学校安全、危機対応）

１　はじめに

　学校の危機には、学習活動中及び登下校中の事件・事

故、火災・自然災害、感染症・食物アレルギー、子ども

の問題行動、個人情報の流出等様々なものがある。

　本研究では、各学校・地域の特色に基づいた対応をは

じめ、学校としての適切な危機管理体制についての実践

事例をもとに、研究主題「命を守る安全・防災教育の推

進並びに様々な危機への対応」に迫っていきたい。

２　研究の視点

⑴　危機回避能力を育む安全教育・防災教育の充実と

地域や関係機関との連携を図った安全教育・防災教

育の推進

⑵　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もつ組織・体制づくり

３　学校の実践

＜実践例１＞上間小学校
　防災訓練の取り組み

　本校は、２年前に新校舎での授業がスタートし、現在

は、体育館改築、運動場整備と工事が続き、大型トラッ

クの出入りも多くなってきた。工事完了は令和３年度末

の予定である。

　新校舎での授業も落ち着きはじめ、改めて点検箇所、

対応方法の見直しを図っているところである。

　「教職員」の危機意識を図る

⑴　不審者対策

①　来校者への対応

　事務室が本館の２階にあり、受付を通らず、児

童玄関に侵入しやすい。

・ 受付、事務室の案内を大きくわかりやすく表示。

・来校者名簿の作成、名札の着用（名札は、目立

ちやすいピンクの色画用紙で作成。）

・来校者への挨拶、積極的な声かけ、用件を確か

める。

・児童玄関の施錠。（全教職員で共通確認）

⑵　不審者対応訓練

①　対象：例年、教職員、児童対象に行っているが

今年度は休校のため、５月の休校期間中に教職員

でシミュレーションを行った。

②　内容：６年教室に不審者侵入。教頭が不審者役

を担うことにより、不審者の心理状況を

新たな視点で捉え、対応策を練り直す事ができた。

③　各学年の対応の見直し、学年ごとのマニュアル

作成を行った。

⑶　保護者・地域との連携

①　自治会、企業と連携した見守り隊依頼、実施。

②　メーリングサービス加入率アップ

③　引き渡し訓練の段階的な実施（カード作成）

④　空き教室を整備し、ボランティア活用で校内の

見守り依頼

⑷　危機回避能力の育成

①　児童の危機回避能力を育成するため、全教育活

動で、指導の場を設定。発達段階を踏まえた授業

を計画的に実施。また、ショート訓練などを通し

て、「自分の身は、自分で守る」意識を高める。

②　不審者が侵入した際は、如何に安全に児童を避

難させ、守ることができるか等、教師の即対応能

力が重要である。日頃から、研修を積み重ね、瞬

第 ７ 分 科 会

研究主題

　命を守る安全・防災教育の推進並びに様々な危機

への対応

設定の趣旨

　近年、台風や局地的豪雨による土砂崩れや洪水、地震や津波の危機等の自然災害が毎年各地で起こるとともに、猛

暑に寄る熱中症も頻発し、通学路における不審者の声かけ事案や子どもが被害者となる事案や事故の発生も後を絶

たない。さらに、人間関係の希薄化、家庭の教育力の低下等子どもを取り巻く環境は、子どもの意識に変化をもた

らし、暴力行為や不登校といった問題行動の一員となっている。そして世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス

等、未知の感染症への対応は現実のものとして直面している状況である。そのため校長は、最新情報を敏感に察知し、

地域・関係機関との連携を強化し、組織的、迅速かつ的確に対応できるようにしなければならない。本分科会では、

子どもの安全安心を確保し、危機を回避する能力を育む教育の充実と、学校危機への計画的・組織的な対応を進め、

危機に強い学校作りの具体的方策を明らかにする。

共同研究者 新 垣 千 子 （上 間 小 学 校）

〃 濵 崎 雅 彦 （古 蔵 小 学 校）

〃 金 城 和 也 （仲井真小学校）

〃 宜 保 博 哉 （真 地 小 学 校）

― 53 ―



第７分科会（学校安全、危機対応）

時の判断能力を養う。

③　管理職として、教職員に的確に指示を出すこと

ができるよう、日頃から、教頭、事務室と連携し

ながら、あらゆる場合を想定してシミュレーショ

ンしておく。

　今後は連携しながら危機管理マニュアル見直し

を行い、安全な学校づくりを行っていく。

＜実践例２＞古蔵小学校
　生徒指導の取り組み

　「生徒指導部会」の充実・機能化を図る

⑴　危機管理体制の整備（組織体制の構築）

　本部会は、本校の実態を踏まえ（不登校・遅刻・

特別支援・身体的配慮をすべき児童等が多い）学校

の核となる「児童支援」に係る部会であり学校経営

の中で最も重要な機関として位置づけ機能させてい

る。「生徒指導」「教育相談」「特別支援」「保健」の

情報共有だけでなく具体的な「対策（支援方法）」

を打ち出している。

①　４種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・関連づけ・統

合・課題の明確化等アセスメントが徹底できる。

②　生徒指導主事と副担当を配置し、負担軽減を図

るとともにきめ細かな対応の充実を図る

③　情報の一元化・組織化

　担任→学年主任→部会（生徒指導）→管理職

⑵　実践内容

人：子ども・保護者→「輝く古蔵っ子」

学校の方針・ビュジアルで・賞賛・「なぜ」？

に答える。

教員→ 「生徒指導だより」共通実践・統一・徹

底・連動

物（環境）：緊急対応に係る職員配置図を生かす

全ての学級の問題行動・生徒指導には担当主事

が入り、ケースによっては、授業も行う。担当

主事がつくった資料は学級保護者会にも活用す

る。（教材作成の時間削減・指導の温度差を無

くす。）

事：全ての対応は複数で行う事の徹底

「縦ライン」の徹底

⑶　校内研修会（「古蔵学習会」）実施の工夫

①　短時間・隙間時間を利用する。

②　全員一緒じゃなくても良い。しかし参加した人、

聴いた人は可能な限り共有する工夫をする。

③　紙媒体は使わない。

④　現在の学級経営・子どもの関わりについて日々

の「悩み」を相談し、それぞれの意見・実践例を

聞く。（OJTに繋がる）

⑷　校長の指導性

①　計画的・組織的対応の校内体制整備

②　危機に強い学校づくりの具体的方策

　「安心・安全が全ての最優先」は、しつこく唱

える。また校長も自ら関わる。担任の全ての教育

相談は一緒に考え、悩み指導助言を丁寧に行う。

③　気になる子どもの情報共有は全職員で徹底（日

常化）・・・子どもへの全校体制支援ができる。

声かけ・激励・緊急時（不明・捜索・登校支援・

学習の補助・相談支援等）の役割分担

④　校長は「生徒指導」「教育相談」「身体的配慮」「保

護者支援」は全て把握。子ども顔写真ファイルは

日々の情報を記入・次の校長へのビジュアル引き

継ぎ資料（文書より有効である）

⑤　４月よりケース会議（不登校・しぶり・気にな

る児童等）を計画的に実施し、保護者や関係機関

との連携を図っている。

＜実践例３＞仲井真小学校
　防災訓練の取り組み

　本校は、国場川沿い海抜5.3mに位置している。地震・

津波を想定した避難訓練、高台までの安全な避難経路の

確保、避難後の児童の引き渡し訓練が課題であった。

⑴　高台までの避難訓練の実施

①　ねらい

・避難場所や避難の経路を確認し、全員が安全に

避難できるようにする。

・訓練によって地震や津波に対する意識の高揚を

図り、緊急時を想定し、児童・教師とも対応で

きるようにする。

②　発生想定「平成30年11月５日（月）10：00、本島

南西沖を震源とする震度６弱の地震が発生し、３

分後の10：03に大津波警報が発令され、最大８ｍ

の津波が30分後の10：32に本島沿岸に到達すると

発表された。」

③　避難場所「上間中央公園」

④　反省

・特別支援学級児童、補装具を付けている児童の

対応の検討が必要である。非常時持ち物の共通

確認が必要。

⑵　災害時等児童引き渡し訓練の実施

①　ねらい

・地震・津波等における災害時に児童を保護者に

安全に確実に引き渡せるように訓練を行い、災

害への意識を高める。

・保護者と下校することにより、通学路を確認し

安全に対する意識を高める。

②　日時

・令和元年５月19日（日）４校時
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・11時35分～11時55分（地震避難）

・12時00分（引き渡し開始）

③　想定と訓練の内容

・緊急地震速報。地震の発生が予想されるので児

童自身が自分の身を守る為の行動をとる。

・数秒後、沖縄県に震度５強の大規模地震発生。

校舎外への避難が必要である。

・通学路も信号機の停止やブロック塀の倒壊等が

あり、児童だけでの帰宅は困難、引き渡しを判

断する。

・保護者は災害発生時の行動計画に従い、児童の

引き取りに来校する。

・職員は引き渡し要領に従って速やかに引受人に

引き渡す。

・児童は保護者と共に下校しながら、通学路周辺

の危機が予想される個所や「子ども110番の家」

等を確認する。

④ 　引き渡し訓練保護者アンケートの集計結果 

（237名）

＜実践例４＞真地小学校
　スクールゾーン委員会等の活性化

⑴　本校・地域の概要

　本校は、那覇市の南東の郊外に位置し、北の丘に

識名園、南には、眼下に国道329号をはさんで両面

に商業地帯が続き、南風原町と隣接した住宅地域が

広がっている。また、歴史的にも昔の首里城との交

通の要衝でもあった｢一日橋｣や国場川も学校の近く

にある。

⑵　本校の通学区域

①　字真地全域

②　字識名全域【ただし、一部地域は上間小学校区】

③　字上間【ただし、一部地域は仲井真小学校区】

⑶　「本校スクールゾーン委員会」の充実・機能化

①　児童の登下校における安全確保を推進する。

②　スクールゾーン委員会への要請事項を策定する。

・歩行者専用道路（午前７時30分～午前８時30分、

場所は地獄坂、他１カ所）の取り締まり強化に

ついて

・ゾーン30とグリーンレールの設置

・市道真地７号線（真地小→真和志高校）歩道の

補修

・道路標示（停止線）の塗り直し

③　地域の方々へ[立哨ボランティア]を呼びかける。

④　真地子ども園との協力体制の充実を図る。

⑤　那覇市スクールゾーン連絡協議会との連携を密

にする。

⑥　時間規制の

あるスクール

ゾーンについ

て、 地 域 の

方々や保護者

の理解促進を

図り許可書申

請の協力を依

頼する。

⑦　保護者によ

る立哨活動の

充実を図る。

PTA健 全 育

成グループで

協議してポイ

ント10カ所に

割り振る。

⑷　校長のスタンス

①　計画的・組織的対応のPTA体制の整備

②　危機に強い学校づくりの方策の構築

＜実践例５＞上間小・古蔵小・仲井真小・真地小
　新型コロナウイルス感染拡大防止の取組

　国内外の状況から、新型コロナウイルス感染症につい

ては長期的な対応が見込まれる。持続的に児童の教育を

受ける権利を保障するため、感染拡大のリスクを可能な

限り低減して学校運営を継続していく必要がある。本ブ

ロック各校に於いても『那覇市小中学校感染予防マニュ

アル』を参考に、各校のマニュアル作成、「３密」を避

ける感染症対策の徹底、「新しい生活様式」の励行、感

染者確認時の対応等について等、日々対応を更新しつつ

取り組みを進める必要がある。

　各小学校における新型コロナ感染症対策

⑴　保健管理に関すること

①　５/21の学校再開へ向け、「新型コロナウイル
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ス感染症対策のガイドライン○○小学校」を作成

し、対応の共通理解を図る。

②　学校ガイドラインに基づき、養護教諭が作成し

たパワーポイント資料を活用し職員研修を実施、

それを受け各クラスで感染症予防対策による保健

指導を実施する。

③　校長より校内の感染予防対策を発出、音楽専科、

図書館司書から教室経営（感染予防）方針を発出

する。

④　こまめな手洗いの重要性の周知・徹底を図るた

め、朝と２校時休み・給食前等に、保健委員会が

放送で呼びかける。

⑤　保健室以外に、発熱児童の待機スペースを設置

する。

⑥　家庭での健康観察→保護者へ依頼（毎朝の検温、

シートへの記入、家族の体調）を確認する。

⑦　学校での健康観察→登校時に、検温とシート記

入の確認、さらに下校時までの健康観察を行う。

⑧　日々の検温を通して体調を観察し、記録する習

慣を心がける。

⑨　石けんを使った手洗いとうがいの習慣化を図る。

⑩　児童の活動終了後は、教職員で消毒作業を行い

翌日に備える。

⑪　７月より、熱中症対策も兼ねて、『傘差し』登

校を実施している。

⑵　学習指導・学習保障に関すること

①　休校中の課題配布、学校HPを活用した課題の

提供等、

学習支援サイトのリンク紹介する。

②　課題の受け取りに来校できない家庭については、

担任が家庭訪問を行い、日程の連絡、課題の受け

渡し、健康観察を行った。

③　県、市の方針を全職員で確認し共通理解を図る。

④　行事や集会等をできる限り縮小・短縮等の見直

しを図り、授業時数の確保に努めている。

⑤　音楽科に於いて各指針に従いながら方針を作成

した。

⑥　歌唱について那覇市の指針が示す期間は、歌唱

は行わないこととする。豊かな情操を培うという

音楽科の目標を意識した授業を工夫する。（曲の

タイトル、歌詞、ときめきポイントの読み取り、

エアー歌唱、ハミング）

⑦　カリキュラムの見直し、授業時間確保を図るた

め、モジュールを設定したり、学年統一の課題を

作成する。

⑧　行事の中止や縮小に係る児童の活躍の場の創

出・工夫を進める。

⑶　心のケアに関すること

①　心理的なストレスを抱えている児童への対応

（担任の他、養護教諭やSC等による支援）に努める。

②　教育相談旬間を設け、臨時休校中の様子につい

て聞き取りを行い、配慮を要する事案があれば相

談体制を整えてSC等への迅速な接続に努める。

③　コロナ禍での不安感が高い児童や保護者には、

学校の感染症対策を丁寧な説明を心がける。

④　道徳科では（人権・いじめ）に関わる事項を前

倒しに計画して指導を実施する。

⑤　定期的ないじめアンケートを実施する。

４　成果と課題

＜成果＞

①　校長のリーダーシップのもと、校内における組織

的な支援体制を整え、予兆への対応を含めた早期支

援を重視した教育相談支援体制の充実を図っている。

②　学校・地域の特性等に応じた「危機管理マニュア

ル」の作成・見直しを恒常的に行っている。

☆新型コロナ感染症対策では

①　『学校ガイドライン』を作成し、共通理解を図る

ことで感染症対策への統一した対応が図れた。

②　学校だよりへ毎回コラム掲載し、保護者へ注意喚

起の周知が図れた。

③　校長だよりや学校HPに、ガイドライン、通知文書

を掲載して教職員の意識高揚、学年及び学級経営の

充実、保護者への周知・啓発を適宜行うことができた。

＜課題＞

①　不登校児童に対する効果的な支援及び多様で適切

な教育機会を確保することが必要である。

②　学校における取組を支援するため、きめ細かな指

導の充実のための適切な人的配置、保健室・相談室・

学校・図書館等の整備、適切なアセスメントを得ら

れる人材の配置など、教育条件の整備が必要である。

③　児童の「安全行動、安全意識向上」のためには、

教職員、児童、保護者、地域、関係機関などによる

多面的な観点から広く評価することが重要である。

④　避難訓練が形式的・表面的にならないように、実

践的かつ地域の実態に即した校内研修の実施が必要

である。

★新型コロナ感染症対策では

①　学校と家庭・地域が一体となった感染防止を行うた

めの周知及び啓発、さらに協働の意識を定着させる。

②　新しい生活様式を定着させる人的配置と学習環境

の改善を図る。

③　感染疑い、濃厚接触者、感染者が発生した場合の

組織編成。組織的対応。誹謗中傷を生まないよう、

連絡体制の工夫。人権、プライバシーについての配慮。
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１　はじめに

　これからの社会は、「将来の予測が困難な複雑で変化

の激しい社会」「AI（人工知能）等の導入により、子ど

もが今なりたい職業は将来存在しないかもしれない社

会」など、社会環境の大きな変化が予測される。このよ

うな社会の到来の中で、子ども自ら夢や目標をもって積

極的に自分の将来を切り拓き、社会的・職業的に自立す

るためには、社会の変化を恐れず粘り強く前進し、互い

の意見を認め合い生かしていく意識を高め、失敗しても

諦めず変化に対応していく力と態度を育てる事が不可欠

である。

２　主題設定の理由

　平成23年３月の中央教育審議会答申「今後の学校にお

けるキャリア教育・職業教育の在り方について」の中で、

「基礎的・汎用的能力」の一つとして、互いの意見のよ

さを認め合い生かし解決に向かい協働する「人間関係形

成能力・社会形成能力」が示された。特別活動の目標に

も「内容（３）一人一人のキャリア形成と自己実現（ア

現在や将来に希望や目標を持って生きる意欲や態度の形

成、イ社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解）」

が新設されている。これらの力を養うためには、学校教

育のあらゆる場での社会形成能力を育む教育の推進は大

変重要であると考える。

　令和元年度全国学力状況調査質問紙結果をみると、沖

縄県は「夢や目標がありますか」に対して「当てはまる」

と回答した児童の割合は、全国平均を上回り目標への意

識は高い。しかし、「互いの意見のよさを生かして解決

する」視点の意識をどれだけ高めているか検討余地があ

る。そこで、本研究では「社会形成能力を育む教育の推

進」を研究主題とし、学校内外で行われる全ての教育活

動を通して、よりよい社会の形成に向け主体的・積極的

に関わることで、課題を解決する能力や態度を育成する

ための具体的な方策について、研究を進めることにした。

３　研究の視点

⑴　キャリア教育等の視点を取り入れた教育活動の推進

⑵　特別活動を要とした教育課程の工夫と校長の関わり

４　研究の実際

⑴　北中城村における状況等

【島袋小学校の実践】児童数411名

　本村教育の「主体性・創造性・国際性に富む人材

の育成」の方針のもと、教育活動を進めている。そ

のなかでも村内３小中学校「キャリアパスポート」

「ジョブシャドウ」を実施しながら小中連携を図っ

ている。

　上記含め以下、自立に向けた取り組みと校長の関

わりを示す。

第 ８ 分 科 会

研究主題

　社会形成能力を育む教育の推進

設定の趣旨

　これからの社会は、「将来の予測が困難な複雑で変化の激しい社会」「ＡＩ（人工知能）等の導入により、子ども

が今なりたい職業は将来存在しないかもしれない社会」など、産業・経済の構造的変化、雇用体制の多様化・流動

化による社会環境の大きな変化が予測される。このような社会の到来は、子ども自らの将来のとらえ方にも大きな

変化をもたらしている。とどまることなく変化する社会の中で、子どもが夢や目標をもって積極的に自分の将来を

切り拓いて生きていくためには、社会の変化を恐れず粘り強く前進し、失敗しても諦めず変化に対応していく力と

態度を育てることが不可欠である。

　そこで、学校においては、これからの社会を創りあげていくために必要な知性と創造性とともに、豊かな人間性

を身に付けさせるために、他者を認めつつ、他者と協力することの大切さを教え、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必要がある。

　校長は、キャリア教育等の視点を取り入れた教育活動により、社会的・職業的自立に必要な基礎的・汎用的能力等、

子どもに生きる力の基礎を積極的に身に付けさせなければならない。

　本分科会では、校長のリーダーシップの下、特別活動を要としつつ教科等で身に付けた知識・技能等を基に、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ための具体的方策

を明らかにする。

共同研究者 金 城 明 美 （坂 田 小 学 校）

〃 崎 濱 陽 子 （中 城 小 学 校）

〃 德 村 直 美 （島 袋 小 学 校）

〃 宮 城 卓 司 （西原東小学校）

〃 宇都宮　幸　雄 （西 原 小 学 校）

〃 豊 里 輝 代 （西原南小学校）

〃 宮 平 守 市 （中城南小学校）

〃 新 里 美 成 （津 覇 小 学 校）

〃 甲 斐 達 二 （北中城小学校）
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①　キャリアパスポートの活用

　村２小学校共通のファイルを購入し、中学校・

高校まで引き継ぐことを確認。「将来の夢（毎年

１学期）」「毎学期の目標」

「保護者の仕事調べ」「諸

集会等の感想文」「よい

子のあゆみ」等をつづり、

成長の跡を残す。

②　ドリームウォール

　上記で記入した「将来の夢」を児童玄関横に全

児童分掲示する。毎年裏白ボールの短冊に作成し、

重ねていくので６年生は６枚になる。将来の夢は、

毎年変わってもよいこととしている。

　授業参観等で保護者に

も確認してもらう。全児

童の夢を集計し、校長講

話で紹介し励ましながら

「どう取り組めばよい

か」説話を行う。

③　ジョブシャドウ

〈６年〉村委託事業の１つでケイオーパートナー

ズを通して、職業人講話、マナー教室、職場体験

を行っている。（村内２小・１中・北中城高も）

　村内事業者（Ｒ元41社）へ６年生を配置し、半

日体験を行う。その後、

「まとめ」「ふり返り」

「報告会」を持つことで

将来の夢手立てにつなげ

る。キャリアパスポート

へも記録。

④　主体的な児童会活動への意識・参加への取組み

ア　３町村中学校フォーラムへ児童会を参加。主体

的・自治的な児童会活動運営のヒントになるよう

に西原町、中城村、北中

城村の４中学校で運営

する「中学校フォーラ

ム」へ北中城小学校、島

袋小学校の児童会役員

を参加させる。

イ　学級（学年実行委員）で学校課題確認。

ウ　代表委員会で集約（４年以上学級役員＋各委

員会長＋児童会）学校

目標、児童会公約（笑

顔いっぱい）と連動さ

せ「何ができるか」話

し合い、取り組みを決

定する。

エ　縦割りドッジボール（年２回７・１月）

オ　その他

　「あいさつ運動」「朝のボランティア」も縦割

り可能か児童会で検討中。

⑤　校長の関わり

ア　校長講話において、受賞者や大会参加者、児

童会の活動を称え、将来の夢実現のための計画・

努力等を認め、キャリア教育へとつなげる。

イ　６年生へ特別校長講話を行い、「良きリー

ダー」として中学校へ進学させたいこと、卒業

までの活躍を期待していることを伝える。

ウ　学校経営方針とつなげる。

「学校だより」「学校説明会」「職員連絡会」等で

学校で取り組んでいることへの周知を図る。

⑵　西原町における状況等

【坂田小学校の実践】児童数886名

　本校は、1974年の第８代（知念清）校長から「坂田の 

金太郎」を児童像に置き「つよい子・かしこい子・やさ

しい子」の育成を継続してきた。児童会を中心に活

動を進め、「あいさつ」「朝の清掃活動」など、定着し

た姿がある。令和元年度から

は、幼稚園教育要領を踏まえ

た幼小連携を行い、あこがれ

を持つ幼稚園児、自立した児

童の育成に努めている。以下

その取り組みと校長の関わり

を示す。

①　「あこがれ」「自立」を活かす経営

　幼稚園教育要領には、一

人一人、「あこがれ」を持ち

自分なりの考えをよりよい

ものにする場面、相手の立

場になる場面、つまり、「思

考や道徳性・規範意識の芽

生え」、思考力が芽生える教

育環境の充実が目指されて

いる。本校小学校では自立

し定着した「あいさつ」や

「朝の清掃活動」、主体的に

対話する「学習場面」等があ

り、幼稚園児の「あこがれ」になっている。園児が

静かに校内を散歩し、見る小学生の「読む」「書く」

姿は、新学期始まって間もなく実施され、心に抱

いた「あこがれ」を持って一年を過ごすよう園内

研修され計画実施されている。

　小学校でも低学年が高学

年の自立した姿を探検など

を通して見ている。また、

校長講話を分散実施し、例

えば１年と５年、３年と６

年などの組み合わせで、自立した姿の写真紹介、

夢や「今できること」を語る場の設定をしている。

②　児童会活動について全職員で共通理解を図る

　令和２年度児童会は、コロナ感染症対策の中、
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キャリアパスポート

ドリームウォール

グッジョブ出発式

文字にあこがれて書い
た園児の手紙

５月園児の小学校探検

５月低学年が高学年へ

目標と「今、何をやる？」
の関係を説明〈校長講話〉

縦割り班で話し合い

低学年が楽しめる会を工夫

目目 標標

中中学学校校でで何何をを
ややるるかか

小小学学校校でで何何をを
ややるるかか

幼幼稚稚園園のの時時
何何ををややるるかか

今今、、目目標標ををイイメメーージジししてて何何ををややるるかか
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昨年度を振り返りながら話し合い、次のことを企

画した。自治的な児童会活動を目指し、全職員が

共通理解しながら児童に寄

り添いコロナ禍でできるこ

とを進めた。

○　あいさつ運動を続ける。

○ 　１年生を迎える会を行う。

○ 　平和宣言を行い、呼び

かけて作った千羽鶴を西

原の塔に献げる。

○ 　運動会で心をひとつにす

る児童会応援合戦をする。

③　校長の関わり

ア　幼小中高校が交流できるよう校長方針を示す。

イ　幼稚園研修日を設定する。

ウ　児童会の育成について共通理解を図る。

エ 　キャリアパスポートの取組として、目標設定

を１学期に設定する。

オ　校長講話に「自立」「対話」「目標」を入れる。

【西原東小学校の実践】児童数493名

　本校は、一人一人の個性や可能性を伸ばし、学校

生活への意欲向上を図っている。キャリア教育は、

特別活動･道徳・総合的な学習・各教科との関連を

図りながら学校の教育活動全体を通して行う。以下、

取り組みと校長の関わりを示す。

①　具体的実践

ア　「将来の夢」の掲示

　「なりたい職業」と「今、

頑張っている事」をワーク

シートに記入し掲示。

イ　「きらりスクール」の取り組み

＜ねらい＞

○　児童が、各分野で活

躍している方の話を聞

くことにより、職業観

及び勤労観を養うとと

もに、夢の実現へむけ

た意欲を育てる。

○　なるべく地域の人ま

たは保護者から講師を選出し、子どもたちが

夢の実現を身近なことと、とらえられるよう

にする。

②　校長の関わり

ア　「学習の意義」についての校長講話の実施。

イ 　将来の夢と現在の学習を結びつけた全体講話

の実施。

⑶　中城村における状況等

【中城小学校の実践】児童数340名

　令和元年度より、中城村では「ごさまるドリーム」

（キャリア教育ノート）が作成され、村内３小学校

中学校で、社会形成能力を育む取り組みが推進され

ている。本校でも、昨年度から「ごさまるドリーム」

を教育課程に組み込み村内３小学校１中学校で取り

組んでいる。以下、特別活動を要とした取り組みと

校長の関わりを示す。

①　系統的・継続的に活用（目標を意識させる）

　学校で学ぶことと社会

との接続を意識させるこ

とを目的に、これまでの

活動を振り返り、これか

らの学びや自己の生き方

の見通しを持たせる目的

で、特別活動を要に各教

科、ごさまる科、総合的

な学習の時間等の学びを

通して、定期的に振り返

り、見直したり、修正し

たりしていく。

②　児童会活動を中心とした集団作り

ア　児童会と校長との懇談（月一回）

　下級生との触れ合いから、学校をよくするた

めにどうするか、良さや改善点を自由に話し合

い次の活動につなぐ。また、直接校長と話すこ

とで地域へのアプローチがしやすくなり、即行

動できる。

イ　「あいさつ」と「働くこと」を中心に委員会

活動を充実させる。

　本校では、朝のあい

さつ運動と委員会活動

が活発に実践されてい

る。児童会を中心に各

学級のつながりもあり、

学級ごとのあいさつ運
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「きらりスクール」の様子

「将来の夢」の掲示

村キャリア教育ノート

保護者向け講師募集の案内

千羽鶴を西原の塔に献げ
る児童会〈町広報紙より〉

児童会と学級のあいさつ
運動



第８分科会（社会形成能力）

動も児童会と連携して行われ、児童は意欲を

持って参加している。あいさつ運動の終了時に

は、お互いに成果と課題を確認し次の日のあい

さつ運動につなげている。

　学校を訪問される方々に自然な「あいさつ」

ができる環境があり成果をあげている。

ウ　児童会活動と学級の係活動の連動

　昨年から、児童会活動と係活動を連動させた

取り組みが行われているが、低学年からは、係

を同一にすることが難しいとの課題から、低

学年はこれまで通りに戻し、３年生から参加し、

掲示・栽培・図書・集会（ボランティア）の４

つの委員会を縦割りで連携し実施している。

エ　キャリア教育の視点を取り入れた校長講話

　「夢」実現のために、児童にも教職員にもキャ

リア教育を意識させていく必要がある。校長と

して一番メッセージが出しやすいのは校長講話

である。現時点で子ども達がどんな夢を持って

いるのかも含めて、実態を把握し各教科・特別

活動・総合的な学習の時間等で授業の展開を工

夫できると考えアンケート調査を行い、結果を

まとめ、児童や教職員へ提示した。全校児童の

夢の把握をすることで、児童に対する新たな気

付きがあり、夢実現のための情報提供や様々な

専門家との教科や学びの途中での出会わせ方を

工夫できる。

③　外部講師との連携による職業人講話の実施

ア　ケイオーパートナーズを通して、職業人講話

イ　総合的な学習の時間への外部講師の講話

ウ　ごさまる科・教科での外部講師（地域の人材）

④　校長との関わり

ア　キャリア教育の視点を取り入れた校長講話

イ　児童会との懇談から、子どもの発想を生かし

た取り組みを実現させ、自己肯定感をあげ、学

びに向かう姿勢を引き上げる。

ウ　地域との繋がりを重視し、地域の専門家や地

域施設との連携を図り、学びをつなげる。

エ　教職員の意識の向上を図り、人との出会いを

大切にする校内研、学推の充実を図る。

５　成果と課題

⑴　成果

　令和２年２月実施の県到達度調査質問紙令和元年

度結果をみると、３町村は「互いの意見のよさを生

かして解決方法を決めている」の質問に対して「当

てはまる」と回答した児童の割合が県平均を上回っ

ている。

　社会形成能力育成に取り組んだ１年目結果として

は、夢や希望を持ち、互いの意見のよさを生かした

解決に向けた方法を意識していることが分かる。

　さらに継続研究２年目として、次の成果が捉えら

れる。

①　校長がキャリア教育について方針を示したこと

によって職員の共通理解が図られ、児童会の自主

的実践意欲が高まった。立案・企画・運営、行事

への関わり、集団づくりなど、自主的な実践がみ

られた。

②　学校経営方針の中で独自性を出し、授業参観日

に実施する学校説明会やキャリア教育スクール

（きらりスクール）などの企画を行うことで、親子

でキャリア教育について考える機会に繋げられた。

③　校長講話を通し、夢実現アンケート、自立活動

写真などのキャリア情報を与え、意識を高めた。

④　子どもや保護者が「キャリアパスポート」につ

いての理解を深めてきている。

⑤　「キャリア教育」が単に「職業教育」なのでは

なく、日々の学校生活を通して「自立」を促す意

図を持っていることへの理解が進んできている。

⑵　課題

①　将来についての意識に二極化があり、学習と結

びつける工夫が必要である。

②　社会形成能力を育む教育を推進するために保護

者や地域をどのように巻き込み充実させていくか。

③　主体的に行事へ取り組めるようになったが、で

きることとできないことの見極めをどのように学

ばせていくか。

６　おわりに

　令和２年度から、県が推進するキャリアパスポートが

３町村すべての学校で実践されている。各校とも、これ

までの実践の結果として、将来の夢や目標について明確

に記述する児童が増え、「自立」意識の高まりが伺える

ようになった。また、キャリア教育について、全職員が

共通理解し組織的に活動する姿があり、校長のリーダー

シップを再確認することができた。本研究の成果を今後

のキャリア教育の推進に繋げたい。
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１　はじめに

　石垣市は、沖縄島の南西（約400㌔）に位置し、日本

最南端・最西端に位置する市でもある。人口は、49,654

人（R２．６月末現在）、沖縄県では、沖縄島と西表島に

次ぐ３番目に大きな島である。石垣市には、小中併置校

４校、小学校16校、中学校５校、私立の小学校１校の26

校が設置されている。市街地の７小学校と３中学校以外

については、殆どが１学年１学級もしくは複式学級であ

る。また、学級編成においては、幼稚園もしくは、１年

生からそのままの集団で持ち上がる場合が多い。

　この学校規模での家庭・地域等との関わりは、地域行

事を通して、歴史や伝統文化の継承など郷土を愛する心

や地域との関係性が強い。また、保護者も協力的で地域

とのつながりは、子ども達の成長を育む場となっている。

このように新学習指導要領の目指す「社会に開かれた教

育課程」を実現する上でも家庭・地域等との連携を推進

することがより充実した教育環境づくりになっている。

家庭・地域等の連携を通して、各学校の特色や強みが生

かされる学校づくりを究明していく。

２　研究主題の理由

　今日、学校においては、子どもが障がいの有無にかか

わらず共に生活する中で、分け隔て無く相互に人格や個

性を尊重し合う教育が求められている。とりわけ、特別

な支援を要する子どもに、その教育的ニーズに応え、将

来の自立に向けての基礎を培っていかなければならない。

そのためには、校長が特別支援教育に対する理解を深め、

関係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていく

ことが大切である。

　また、規範意識や他者とのコミュニケーション力が十

分身に付いていないことが、いじめ等の問題行動の要因

の一つになっており、主体的に地域に関わろうとする子

どもの育成並びに生徒指導上の課題へ対応するためには、

学校・家庭・地域等が一体となった地域基盤を再構築す

ることが求められている。本分科会では、子どもの自立

を図るための特別支援教育並びに子ども一人一人の将来

を見据え、家庭・地域等との連携を推進するための具体

的方策を明らかにする。

３　研究の視点

⑴�　児童の発達・自立支援を意識した家庭・地域等の

取り組みを振り返り、協働体制の構築を図る。

⑵　校長の指導性

４　研究の実際

「石垣市立白保小学校」

⑴　学校の実態

　児童の在籍は、108名で今年度から特別支援学級

（知的・情緒）の２学級が設置された。白保地区は、

保育園・幼稚園・中学校があり、保幼小連携や小中

連携が定期的に開催されている。また、近隣には特

別支援学校も隣接しており、毎年小学校の３・４年

が交流学習を行っている。課題としては、自己中心

的な言動が見られることや生活リズムの確立等があ

る。校庭には、樹齢100年以上の三本木（アコウ・

ガジュマル・デイゴ）がどっしりと構え、白保村の

シンボルにもなっている。地域行事は、海神祭、豊

年祭、旧盆の際には、地域の指導者のもと子ども獅

子や子どもアンガマーなども行われる盛んな地域で

ある。

第 ９ 分 科 会

研究主題

　自立と共生を図り実践的な態度を育む教育の推進
並びに家庭・地域等との連携
　～ 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～

設定の趣旨

　今日、学校においては、子どもが障がいの有無にかかわらず共に生活する中で、分け隔て無く相互に人格や個性

を尊重し合う教育が求められている。とりわけ、特別な支援を要する子どもに、その教育的ニーズに応え、将来の

自立に向けての基礎を培っていかなければならない。そのためには、校長が特別支援教育に対する理解を深め、関

係機関との連携に基づく支援体制の充実を図っていくことが大切である。

　また、規範意識や他者とのコミュニケーション力が十分身に付いていないことが、いじめ等の問題行動の要因の

一つになっており、主体的に地域に関わろうとする子どもの育成並びに生徒指導上の課題へ対応するためには、学校・

家庭・地域等が一体となった地域基盤を再構築することが求められている。

　本分科会では、子どもの自立を図るための特別支援教育並びに子ども一人一人の将来を見据え、家庭・地域等と

の連携を推進するための具体的方策を明らかにする。

共同研究者 入嵩西　清　幸 （白 保 小 学 校）

〃 仲 皿 涼 子 （川 原 小 学 校）

〃 金 城 一 石 （大 本 小 学 校）
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⑵　研究の取組

家庭・地域等との連携

　毎月PTA役員会を開催し、月行事や各部（事業・

体育・文化部）の進捗状況、その他検討事項を確認

する。また、年２回の学校評議員会の開催で学力向

上や地域との関わりについて共有する。

①　いのちの授業

　毎年４年生の体育の授業で保護者を対象に助産

師などを含む「いのちの応援隊」による講話を開

催。担任と養護教諭を中心に講師との連絡調整や

内容等を確認する。実施後は、次年度に向け関係

職員で振り返り、全職員で共有する。

②　親子でみそづくり

　PTA文化部主催の親子でみそづくりは、JA女

性部の協力の下、毎年開催。みそは、全児童と全

職員に配布され、食育の推進にも役立つ。

　毎月開催されるPTA役員会で文化部長から提

案（企画・調整）されPTA会員に呼びかけ、実施。

PTA三役会での情報共有は、学校と家庭又は地

域をつなぐ場として重要な役割を担っている。相

互に顔の見える会としている。

③　保幼小連携

　近隣の保育園と幼稚園との交流を通してアプ

ローチカリキュラムやスタートカリキュラムを意

識した連携を図る。年度当初に市子ども支援課の

アドバイザーと年間計画の確認と企画・調整など

を校長もその場に入り、取り組みの推進を促した。

　今年度の新入生から複数園（８園）からの入学

で今後より一層、保育園・幼稚園との協働連携の

必要性が高まると思われる。

④　特別支援学校との交流学習

　毎年近隣の特別支援学校の小学部と本校３・４

年生との交流学習を開催。３年生は、初めての交

流体験で言動が心配されたが、昨年経験している

４年生が丁寧にサポートした。

　交流学習担当との内容の事前確認、事後の担当

同士で反省をもとに次年度に向け、改善策を検討

する。平成26年度まで全児童での交流もあるが、

令和３年度から各学年単位で計画予定。

⑶　校長の指導性

①　学校課題を全職員で共有し、方向性を示しなが

し、PDCAマネジメントサイクルで確立する。

②　地域の特色（ヒト・コト・モノ）を教育資源と

して生かし、全職員で共有し確立する。

「石垣市立川原小学校」

⑴　学校の実態

①　学校　 「いい顔・いい声・いい心」を合い言葉

に支持的風土を柱とした学校づくりに取

り組んでいる。全児22名。通常学級２学

級、複式学級２学級の過小規模校である。

②　児童　 働くことをいとわず、協力して活動を楽

しめる集団である。通級指導（言語）対

象児童１名は、皆に受容されて課題克服

力がつき今年度退級予定である。

③　地域　 自然豊かでサトウキビ・パイナップル栽

培を主とした農業従事者が多い。「川原

パイン」はブランド化され全国へ発送さ

れている。学校の教育活動に協力を惜し

まない地域である。
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⑵　研究の取組

地域環境を生かしたキャリア教育

①　「プロジェクトＫ」

～農業生産活動及び販売学習～

○　育てたい力

　自己存在感、自己有用感、自己肯定感、共感

的人間関係、自己理解・自己管理力、コミュニ

ケーション能力等

○　「かわはらっ子農園会社」の運営

　児童が運営し生産から販売、収支決算まで年

間を通して活動を展開する。

○　目標・個々の役割の明確化

　会社組織で一人一人が課に所属する。目標に

向かい、実現するまでの過程で役割をしっかり

と理解し達成感を味わいながら会社の一員とし

て活動する。

○　活動内容

・ 栽培活動→会議→マナー

講習会→営業→会議→産

地直送商品化→販売体験

（ＪＡでの販売、無人、

行商販売）→振り返り→

最終会議

○　地域･家庭との連携

・地域人材の活用

　堆肥の提供や作物に合った栽培の方法、日

頃の手入れ等各分野に長けた人材を活用し講

話や実演をお願いしている。

・ 保護者との連携、日頃の作物の成長の様子の

観察やマーケット時の商品運搬等の協力

②　見える化の推進（自己・他者理解）

○　認め合い･励まし合える支持的風土

・ハッピーフラワー大作戦（よさの発見）

・夢応援プロジェクト（実現への助言）

・言葉での伝え合いの実践

・プロジェクトＫ活動掲示板（活動の発信）

⑶　校長の指導性

①　取組み内容の理解と浸透、充実を図る

　学校経営との繋がりを明確にし、何を目標に何

にどう取組むのかの理解･浸透を図り、協働体制

を確立する。

②　積極的に関わる

　アイディアの提供や方法について助言を行い活

動状況の「見える化」による啓発活動や常に地域

のよさや課題の把握を含め地域・家庭との橋渡し

として積極的に関わる。

「石垣市立大本小学校」

⑴　学校の実態

　本校は、石垣島のほぼ中央に位置し、県下最高峰

の於茂登岳を背に、東に太平洋の大海原を南西には

緑豊かな沃野を望み、自然に囲まれた小学校として、

その自然を生かした教育づくりが行われている。校

区は、1957年（昭和32年）沖縄本島の北谷村、玉城

村と与那国町から入植した「於茂登」と戦前に地元

の平得と沖縄本島の美里村、豊見城村などから移住

した「開南」の二つの集落からなり、パイン・サト

ウキビ・花キ・野菜などの生産を中心とした純農村

である。2014年は地域ぐるみで30年間にわたり取り

組んできた野鳥観察が評価され、「環境省自然環境

局長賞」を受賞している。

⑵　研究の取組

①　家庭・地域社会との連携

　小規模校であるがゆえ、児童数が少なく、世帯

数にも限りがある。（現在世帯数は７世帯）そこで、

創立当初から賛助会員を求め、地域と学校とが一

体となり活動を共にしている。（賛助会員数は16

世帯）また、地域の年配者、本校退職校長を名誉

会員として登録し、学校の活動の方向性を相談し

ている。そして、各会員へ学校便りを配布し学校

の教育活動内容を周知し、各種行事への参加を求

めている。

ア　地域連携

ａ　夏休み親子レク（７月）

ｂ　学校環境整備（９月）

ｃ　学校行事への参加依頼

イ　学校評議員会

　年２回の評議員会で学校行事や学力向上推

進計画・校内研修について理解を求め、各種

行事の反省をもとに、次年度の学校教育の方

向性について検討を行っている。

ウ　公民館との交流

　学校が地域から離れてきていると指摘を受

け令和元年度から公民館との交流を実施

ａ　豊年祭への参加

ｂ　エイサー参加（旧盆）
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エ　地域人材の活用

ａ　読み聞かせの充実（職員・保護者・地域）

ｂ　環境教育の推進（地域から講師招聘）

②　特別支援教育の推進

ア　ユニバーサルデザインをふまえた授業づくり

イ　外部講師を招聘しての校内研修の実施

　通級指導教室の経営方法やＳＳＴの実践を通

して、児童理解や困り感に寄り添った支援につ

いて学んだ。

ウ　極小規模校の特性を生かした教育相談の実施

　年３回の教育相談を通して全職員が児童一人

一人と話す機会を設け、困り感やニーズに沿っ

た支援に繋げている。

⑶　校長の指導性

学校経営力の向上（Ｒ－ＰＤＣＡサイクル構築）

①　経営方針の具現化

②　教職員の資質向上

③　児童の学力向上への保障

地域の教育力の向上

①　地域の教育力の活用

②　情報公開（ホームページ、学校だより）

③　学校評議員制度の活用

５　成果と課題

○　地域等との関わりが子ども達の発達支援につなが

り、自己肯定感を高める場となっている。

○　特性を生かした取組と継続活動の共有が、開かれ

た活力ある学校経営に繋がっている。

○　教育相談週間を通して、全職員が児童一人一人の

困り感に寄り添った関わりをすることができた。

○　地域人材を活用した活動を通して、生命尊重の心

や人、自然の恵みへの感謝の心が育っている。また、

認め合い、よさの発見、達成感が課題克服への原動

力となり児童の自立に繋がっている。

●　充実した教育資源活用に向けて、月毎の時系列や

教科・領域毎の整理と見直し作業

●　更なる教職員の資質向上

（特別支援教育に関する校内研修の充実）

●　外部専門機関との計画的な行動連携

（ＳＣ等とのケースカンファレンスの開催）

●　共通理解と柔軟な活動体制の構築

６　おわりに

　石垣名誉市民である大濱信泉先生は、「人の価値は生

まれた場所によって決まるのではないいかに努力し自分

を磨くかによって決まるものである」と言葉を残してい

る。努力を惜しまず、常に自分を磨き子ども達を応援す

るリーダーでありたいと思う。
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第 10 分 科 会

研究主題

　新しい時代をつくるために必要とされる資質・能

力を育む、校長の理念と指導性

設定の趣旨

　今日、国際化・情報化などの社会の変化と科学技術の進展には目覚しいものがあり、今後一層、その変化や進展

が加速されるものと予測される。このような急激な社会の変化の中で、学力向上においては、これから求められる

資質・能力を明確にし、それらを育成するための授業の在り方等を構築していく必要がある。

　新学習指導要領で示された「主体的・対話的で深い学び」や「カリキュラム・マネジメント」の実施を通し、沖

縄県では総括目標「持続可能な社会の創り手となる幼児児童生徒の育成」を目指すために、「自己肯定感の高まり」「学

び・育ちの実感」「組織的な関わり」を学力向上推進の重要な視点と位置付けた。この３つの視点を手がかりに「沖

縄県学力向上推進５か年プロジェクトⅡ（学びの質を高める授業改善・学校改善）」をより戦術的に推進していくこ

ととし、具体的には「方策１ 質的授業改善、方策２ 組織的共通実践、方策３ 発達の支援、方策４ 学校組織マネ

ジメント、方策５ 学校連携・地域連携」として取り組んでいくこととした。

　そこで、それらを基に校長のリーダーシップの下、国や県及び各学校のこれまでの取組の成果や課題を踏まえ、

新しい時代をつくるために必要とされる資質・能力の育成を目指し、より具体的で実効性のある教育活動の在り方

に関する校長の理念と指導性についての具体的な方策を明らかにする。

共同研究者 上 原 義 仁 （とよみ小学校）

〃 與那嶺　　　靖 （光 洋 小 学 校）

〃 宮　平　やすみ （ゆたか小学校）

〃 志伊良　洋　子 （与那原東小学校）

１　はじめに

　沖縄県全体で方向性をひとつにした学力向上の取り組

みの成果が、近年の全国学力・学習状況調査の結果に目

に見える形で表れ、各学校の具体的な取り組みと共通実

践の成果が出てきている。

　沖縄県では、本年度新たな学力向上推進施策として

「５カ年プラン・プロジェクトⅡ」が示された。本施策は、

これまでの本県学力向上の取り組みの成果と課題を分析

し、３つの視点から、５つの具体的方策に取り組むこと

で授業改善・学校改善に取り組むこととしている。

　本研究では、新しい時代をつくるために必要とされる

資質・能力を育む、校長の理念と指導性について、「５

カ年プラン・プロジェクトⅡ」を推進する具体的方策の

在り方について、各学校の特色ある取組を挙げ、有効な

教育情報を共有したい。

２　研究の視点

⑴　授業改善・学校改善を図るための実効性のある取組

⑵　学力の向上を推進する校長の理念と指導性

３　各学校の実践

【豊見城市立とよみ小学校】

　昨年度の本校の学校評価における大きな課題は「自
己肯定感の育成」であった。「学びや成長を実感させ
る授業づくり」「生徒指導の三機能を生かした授業づ
くり」をとおして、児童の自己肯定感を育みたい。

⑴�　日常の授業において、児童が主体的に学んでいく

中で「学びや成長を実感」させる授業づくりを行う。

方策１

①　本校のめざす授業像を共通理解した上で、授業

改善に取り組む。

ア　育成したい資質・能力（評価の観点）によっ

て、めあての語尾を統一し、教師も児童も本時

で育成したい資質・能力を明確に把握できるよ

うにする。

イ　生徒指導の三機能を生かした授業づくりを

行う。

ウ　ふり返りは、これまでの校内研修の成果を活

用しつつ、児童自身が本時の学びや成長を実感

できるようにする。

②　ウェルカム授業の実施

　他の職員の授業を見ることで学ぶことも多い。

本取組の初年度である今年度は、１回以上の授業

公開、２回以上の参観を必須とした。

⑵�　児童の自己肯定感を育む取組を全校体制で行う。

方策３

①　学校の「最小単位は学年」の認識のもと、学級

の枠をはずして、チーム学年、チーム学校で取り

組む。

②　ふわふわ言葉・名前の後にさんを付ける取組を

教職員から率先して行う。

③　リフレーミングの考えを取り入れた児童理解、
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児童対応を推進する。

④　Ｑ－Ｕ、（一部学年ではwebQ-U）の活用

　専門的に取り組んでいる教頭より、Q-Uの活用

について指導助言を行い、児童理解・学級経営に

生かす。特に、webQ-Uは迅速に対応できる。

⑵　校長の指導性

①　めざす授業像の明確化

　学校の課題や県の施策等を踏まえた学校のグラ

ンドデザインをもとに、めざす授業像を明確にし、

職員へ共通理解を図る。

②　教職員評価システムを全教職員実施

　全教職員のベクトルを一つにするために、臨任

教員も含め、全教職員、教職員評価システムを実

施する（臨任教員は、役割達成評価のみ）。

　その際、大事なのは、教職員の評価ではなく、

ベクトルを一つにすること、それに向かって自己

の役割を認識し目標を持つことであると言うこと

を共通理解する。

【糸満市立光洋小学校】

　本県の学力向上推進の課題である「自己肯定感の低
さの解消」や「学び・育ちの実感を持てる児童の育成」

「学校の組織的な取組」について研究を推進していった。

⑴　「自己肯定感の低さを解消」の取組

　児童が自己肯定感を高めるためには、様々な体験

を通して成就感や達成感を持たせ、他者から認めら

れたりすることが大切であると考える。

①　授業改善において

ア　学習過程では問題を捉える→問いを持つ→め

あてをたてる→見通しを持つ→自力解決→お互

いの考えを伝え合い、考えを深める→まとめる

→振り返る

イ　多様な考え、新たな見方や考え方を受け入れ、

一人一人の考え方や活動のよさを認め合う場を

設ける。

ウ　学級活動の話合い活動で自他受容や自他理解

を取り入れる。

②　学校生活全体を通して

ア　朝の会・帰りの会で自分を見つめたり、相互

に認められたりする場を設ける。（よさカード

活用）

イ　係活動や当番活動など学級集団への役割の遂

行と貢献について意識づける場を設ける。

ウ　異年齢集団のクラブ活動や朝の委員会活動を

通して、集団活動の中で個に応じた役割を設定

することにより、所属意識を高める。

⑵　「学び・育ちの実感を持てる児童」の育成

　児童に対して学ぶことの意義や何が身についたか、

何ができるようになるのかを実感させなければなら

ない。そのために、育成すべき資質・能力の明確化、具

現化するため道徳科でグランドデザインを作成した。

⑶　学校の組織的な取組

　校内研修や学年会等において、何をどのように見

取り、どのように評価するか、その結果を児童への

支援にどうつなげていくか職員間で共通理解、共有

化しなければならない。県教育委員会教育課程研究

指定（道徳科）として、研究企画会や推進委員会、

全体研究会の組織を立ち上げ道徳科の授業改善につ

いて組織をあげて推進している。

　毎週月曜日を教材研究の時間として位置づけている。

⑷　校長の指導性

　教職員の協働体制（チーム光洋）をつくっていく

為に、校長のリーダーシップが欠かせない。グラン
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ドデザインを作成し学校経営の共通理解、共有化を

図った。

①　校長の教育理念の明確化

②　学校経営方針の提示

③　到達目標と重点施策の提示

④　適切な指導助言

⑤　学力向上・校内研推進チームの編成・運営

⑥　教職員のコミュニケーションの活発化

⑦　保護者との連携・協力関係づくり

⑧ 　学校支援ボランティアの協力（読み聞かせ、お

やじの会）

【豊見城市立ゆたか小学校】

　様々な体験や環境要因を背景に、自己肯定感が低
下している児童は少なくない。学力向上を推進する
基盤となる支持的風土のある魅力ある学校づくりを
めざし、学びの質を高める学校改善に取り組みたい。

⑴�　教職員が学力向上マネジメントの推進に主体的に

参画し、共通実践する学校体制づくりに取り組む。

方策２

①　諸学力調査等の課題分析に対応した指導の工夫

ア　落ち込みのある学習内容：清掃後の帯時間帯

（15分間）の「言の葉タイム」「算数チャレンジ」を

活用し、年間を通して計画的に指導する。

イ　下位層の児童への対応：放課後等に担任及び

学力向上補助員、通級指導教室担当が個別に指導。

②　取組の状況や成果を可視化する。（表１）

ア　共通実践事項の具体的事例（板書、授業の写真

等）や自己評価（年４回）の結果を集計し、取組

状況を全教職員で共有しその後の取組に生かす。

イ　諸学力調査（県Web、

市標準学力調査等）の

結果を経年変化で示し、

教職員の取組の成果を

評価することで意欲を

高める。（表２）

⑵�　確かな児童理解に基づいた学級経営を充実させる

学校体制づくりに取り組む。 方策３

①　ユニバーサルデザインの視点を取り入れ、全て

の児童にとって居心地の良い環境づくりを工夫 

する。

ア　特別支援教育チームを中心とした教材教具の

提供や効果的な指導方法を全教職員で共有する。

②　「ゆたかっ子を育む七つの心得」に基づいた支持

的風土のある学級・学校経営を充実させる。（図１）

ア　QUテストの活用及び、児童アンケート、教

職員自己評価の項目で８割以上を目指す。

イ　児童が活躍する機会を作り、児童の自己肯定

感を高める児童会活動や学級活動を推進する。

⑶　校長の指導性

①　学力向上を推進する共通実践事項を「グランド

デザイン」と「共通実践事項自己評価一覧」で共有

し、毎期（４期）ごとに、自己評価を行い、その結

果を全体共有することで、心のベクトルを揃える。

②　教職員の取り組みの姿勢や変容・成果を可視化

し、教職員自身の意欲と参画意識を高める。

【与那原町立与那原東小学校】

　「学力向上推進プラン・プロジェクトⅡ」をより戦
術的に取組の具体的方策を推進していく。

＜３つの視点＞自校の課題

視点１ 　互いの良さを認め合い協働しようとする心

視点２ 　常に課題を持ち意欲的に学ぼうとする態度

視点３ 　学習規律の徹底、学習内容の定着

＜５つの方策＞

⑴　 方策１ 　日常化する（質的授業改善）

　タイムマネジメントを確立し、授業実践及び「主

体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

①　校内研究と連動して取り組む。テーマ「主体的

に課題解決に向かい、学び合う児童の育成～数学

的な見方・考え方を働かせる数学的活動の工夫を

通して～」を追求し研究を日々の授業で深める。

②　学習指導要領解説算数編を全職員購入し読み込

み理論研究する。髙木主任の講座を受け逆算思考

の授業計画について学ぶ。（後述）

③　校長・教頭による授業観察とフィードバック及

び学推主任による積極的な授業改善
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表１【共通実践事項自己評価一覧（抜粋）】

図１【ゆたかっ子を育む七つの心得（学校・家庭共通）】

表２【 同一集団の経年比較
（県との差）】



第 10 分科会（学力向上推進）

⑵　 方策２ 　そろえる（組織的共通実践）

　「与東スタンダード」による学習規律の徹底、家

庭学習や補習等による学習内容の定着

※ 年２回チェックを実施する。第１回（６/29～ 

７/３）

⑶　 方策３ 　支える（発達の支援）

　Ｑ－Ｕテストを活用した確かな児童理解による支

持的風土のある学級経営の充実

①　Ｑ－Ｕテスト及び道徳の授業を充実させ、支持

的風土のある学級・学年経営に努める。

②　第１回Ｑ－Ｕテストの実施（６/24～26）

③　校内研修「Ｑ－Ｕテストの活用について」

講師…県ＳＣ稲葉律子氏

（７/31）Ｑ－Ｕの見方・活

かし方についてプレゼンで

講話を受け、望ましい学級

集団について学んだ。各学

年でワークショップを実施、学級・学年の児童に

ついて情報共有、改善に向けた方策を探った。

④　校内研修「特別支援教育について」（７/17）

講師…臨床心理士  宮城望 氏（町学校教育課）

⑷　 方策４ 　見通す（学校組織マネジメント）

　課題を明確にし、校内研究計画に沿ったＰＤＣＡ

サイクルによる研究授業、一人一公開授業の実施及

び充実

①　全体研が代表３名、他の

学年は隣学年研を実施

②　全員一人一公開授業三参

観を実施する。

③　出前講座「算数の授業づ

くり」（５/26）

－校内研究・授業改善の足場を作る－

　　講師…島尻教育研究所

髙木眞治主任指導主事

⑸　 方策５ 　つなぐ（学校連携・地域連携）

　与那原町の「綱がる実践」による町保幼小中連携

授業の実施、積極的な地域人材活用、学校評議員会

の実施、授業参観等による「開かれた学校」づくり

①　今年度より小学校１年生と幼稚

園、保育園（所）が連携するため

公開授業及び研究会を実施、小学

校教育と幼児教育の相互教育の理

解となめらかな接続及び発達や学

びの連続性を図る。

ア　小学校１年生授業参観

（７/ ２）卒園した幼稚園・

保育園（所）が参観

イ　与那原東幼稚園の保育参

観（７/16）研究会

⑹　校長の指導性

①　年度初めや適宜、学校経営方針を周知徹底し、

全職員の共通理解を図る。また、今年度のそろえ

る実践を「時を守り、場を清め、礼を正す」とし

基本的な生活習慣の確立が学力向上につながるこ

とを話し、今年度の徹底事項とした。

②　自己申告書による面談で校長の思いを伝えなが

ら、職員の話をよく聴き、力量を発揮させる。

③　職員会議等の会議を通して、常に職員のベクト

ルがぶれないようにリーダーシップをとる。

４　研究の成果と課題

⑴　成果

・学校の課題を沖縄県の施策と有機的に関連させて取

り組むことができた。

・新たな推進プロジェクトの方策に沿って、学校経営

の再構築や体制整備を図る意識が高まった。

・学力向上推進の方針を共有し、各学校における対応

策が明確になり具体的に取り組む様子が見られる。

⑵　課題

・児童理解やめざす授業に向けた教職員の研修（資質

の向上）

・共通の方向性をもって、学力向上推進に取り組んで

も、教員の指導力や学級間に差が見られる。

・学年の協働体制を充実させるために、校内OJTの

工夫や中核となる人材の育成が必要である。
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