
第１分科会（経営ビジョン）

１　はじめに

　これまで、共同研究員個々の学校の特色を生かした学

校経営ビジョンを策定、それに基づいた具体的な取組を

計画し実践してきた。その後、実践を通して得た成果や

課題を考察・共有することにより、それぞれの学校の課

題解決に生かすことができた。

　本年度も、下記の研究の視点に沿った各学校における

取組を進めながら、その成果と課題を考察・共有し、研

究主題に迫っていきたい。

２　研究の視点

⑴　明確なビジョンの策定

⑵　互いに認め、支え合い、学び合う環境作り

⑶　学校や地域の特色を生かした教育活動の充実

３　研究の実際

⑴　東江小学校　（児童449名　職員28名）

共生の心と生きる力を育む学校づくりを目指して

～互いに認め合い学び合う教育活動を通して～

　本校の東方には、名護岳がそびえ、緑に囲まれた

美しい自然があり、県や市指定の文化財も数多く残っ

ている。生活科、理科、社会科、総合的な学習の時間

等の体験学習の場として恵まれた教育環境に立地して

いる。

　平成29年度には、学校創立135周年を迎え組織的、

持続的な活動を展開している。

　本校児童は、元気で明るく、素直で人懐っこく、運

動大好き、学校大好きという児童が多数を占めている。

　しかし、その反面、自己肯定感が低く、基本的な生

活習慣の確立、確かな学力の定着等に課題がある。

　また、自分の気持ちをコントロールできない児童も

多く、生徒指導上のトラブルに至るケースもある。

　本校では、学校経営ビジョンを明確にし、全ての児

童がその子らしさを発揮し、精いっぱい学び育つこと

ができる安心安全な居場所づくりを図り、互いに認め、

支え合い、学び合う環境づくりの推進、学校や地域の

特色を生かした教育活動の充実等、共生の心と「生き

る力」の育成を図る、学校経営の在り方を求めて、本

主題を設定した。

①　明確なビジョンの策定

ア　学校経営方針や目標、方策等を構想図にまと

め焦点化、可視化された学校経営構想図策定と

活用

【主な内容】

　〇本校の概要　　　　〇本校の実態

　〇学校教育目標　　　〇重点目標

　〇学校経営方針　　　〇合言葉

　〇めざす児童像　　　〇めざす学校像

　〇めざす教師像等

イ　児童、地域、学校実態の把握・分析、教職員

との課題の共有

ウ　学校評価をはじめ児童や保護者アンケート、

各種学力調査結果等のデータの活用

エ　学校課題改善を図るための教職員ワーク

ショップの実施（学校経営への参画意識・協働

体制の構築）

オ　企画委員会、運営委員会等の組織体制の構築
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第 １ 分 科 会

研究主題

　学校経営ビジョンに基づく創意ある学校経営の

推進

設定の趣旨

　グローバルで不確実な社会、予測が困難な未来社会において、学校教育の在り方が問われている。このような時

代を生きる子ども達が、身に付けなければならない資質・能力は何だろうか。今、国が進める教育改革が加速して

いる中、学校現場がなすべきことは、目の前の子ども達が生きる未来を見据えて、どんな困難の中でも生き抜く力、

時代や世の中の変化に対応する能力の育成、コミュニケーション能力等、共生社会の中で、誰もが幸せに暮らすた

めの共生の心と「生きる力」を育むことと考える。校長は、教育は未来へつなぐ人材育成であることを念頭に、未

来社会を視野に入れて、目の前の子どもたちと向き合いながら学校経営に努めなければならない。社会に開かれた

教育課程の具現化、教職員の資質向上、学校における働き方改革、複雑化・深刻化に対応する関係機関との組織体

制の在り方、家庭・地域との学校運営の在り方等、学校の状況に応じた明確な学校経営のビジョンを示し、学校の

特色を生かした創意と活力に満ちた学校経営を推進する必要がある。

提 案 者 黛 　 智 久 （東 江 小 学 校）

司 会 者 渡　口　美智代 （奥 小 学 校）

記 録 者 喜友名　　　悟 （崎本部小学校）

運 営 委 員 宮 城 達 也 （安 和 小 学 校）



第１分科会（経営ビジョン）

②　互いに認め合い学び合う教育活動

ア　児童のモチベーションの向上（よさの発見）

・児童と教職員が信頼関

係を構築し、よりよい

教育活動を目指し、東

江小教職員５つの心が

けを設定

・校長講話や表彰朝会等

で、児童の自己肯定感

を高める場づくりを 

設定

・児童の実態把握と手立ての検討（Q-Uアン 

ケート）

イ　児童が支え合い学び合う学習づくり

・確かな学力の向上の取組の共通理解

・インクルーシブな教育の視点を踏まえた学習

環境づくり

・ 授業改善（研究授業・互見授業）の計画的な

実施

・学びの合い言葉、学習名人の道の取組

・算数科における学習指導の充実

・週時程の見直し（教材研究時間の確保）

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

・校内特別支援委員会の開催

・脳の引き出しの授業の意図的、計画的な実施

・専門家を招聘し、児童理解や支援の手立て、

児童相互の関係づくり等について話し合う

「ちょこっと相談会」の実施

エ　朝の活動の充実

・あいさつ運動を通して、気持ちよく学校へ登

校できる環境づくり

・児童の望ましい生活リズムの形成確立や，異

年齢集団の中で支え合い、学び合う場づくり

と児童の体力の向上（朝スポーツの奨励）

オ　学校地域の特性を生かした教育活動の充実

・幼稚園や近隣保育園等との情報交換会、交流

活動等の実施

・接続校である中学校との授業参観や情報交換会

の実施（児童理解や指導の視点の共通理解等）

・保護者・地域と連携協力した「お仕事フェス

ティバル」の実施（児童の学びに向かう力の育

成、確かな学力の向上、キャリア教育の充実）

③　今後の方向性

　赴任１年目、これまでの本校の教育活動を受け

継ぎながら、学校評価等アンケート結果や本校の

実態の把握、教職員とのワークショップ等を通し

て、学校経営ビジョンを策定した。

　また、本校の教育活動を学校経営ビジョン構

想図に落とし込むことによって、諸取組を全職

員、保護者、地域で共通理解を図る大きな一歩に 

なった。

　本ビジョンを元に、更なる重点化・焦点化を図

り、本校のよさの伸長と課題改善につなげ、明確

なビジョンに基づく創意ある学校経営に取り組ん

でいきたい。

⑵　安和小学校　（児童70名　職員13名）

一人一人の「よさや可能性」を伸ばし、「主体的に判断

し行動できる」児童を育成する学校経営

　～ 『互いに認め合い、学び合う』学校づくり ～

　本校は1908年に創立された歴史ある小学校で、校区

は名護市郊外に位置し、西側を名護湾、東側を嘉津宇
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岳・安和岳に囲まれた自然環境豊かな地域である。

　豊富な地下資源を活用した鉱業が栄え、関連企業の

工場等も多く立地している。近年では、シークヮーサー

に代表される農産物・特産品を活用した地域づくりも

積極的に取り組まれている。

　少子化の影響で児童数が減少する中、児童の人間関

係の固定化からくる馴れ合いや、言葉で伝え合うコ

ミュニケーション能力の弱さ、主体的な学習意欲の向

上といった本校の課題を解決するため、小規模校なら

ではの優位性を生かしながら、課題解決を図るための

学校経営に当たることとした。

①　互いに認め合い学び合う教育活動

ア　『伝え合う力』を高めるための指導を工夫し

た授業改善の取組

・対話や交流場面、ふり返りを意識した教師の

授業スタンダードの設定 

・タブレット端末を利用した授業作り、児童同

士の交流や学び合いの工夫 

・昼のチャレンジタイムや放課後の補習指導で

の、支援の必要な児童への個別指導の実施

イ　『学習を支える力』向上の取組

・「児童相互」の信頼関係の構築、児童が切磋

琢磨し合える支持的雰囲気づくり

・読書活動、図書館活用の推進、毎金曜朝の読

み聞かせ、推奨図書ファイルの作成活用

・語彙力向上のための辞書活用、週時程への辞

書引き活動の設定、「貯言葉通帳」の活用

ウ　『縦割り班』での集団活動や児童会活動等に

よる異学年、異年齢交流の場の設定。

・「朝の持久走」「ラッキータイム(昼休み)」「全

校クラブ活動」等を活用した日常的な運動や

遊びを通した体力づくりの推進

・「シークヮーサー」「スイカ」「ジャガイモ」

などの縦割り班による栽培活動

・40年続く交通少年団活動、あいさつ運動と連

動した朝の交通安全呼びかけ活動

・全校児童、職員が一堂に会したふれ合い給食、

交流給食(栄養士による食育講話)の実施

②　校長の関わり

ア  学校経営リーフレット(経営ビジョン)の更新

と職員・保護者・地域への周知徹底

イ  経営の重点項目に係る達成目標の、職員個々

の学級経営、教職員評価システムへの反映

ウ　教育目標、重点実践項目、学校課題に対応し

た校長講話（プレゼンテーション）の実施

③　今後の方向性

　校長として、これまでの教育課程、学校評価等

から得られた教育活動の反省課題を踏まえ、職員

及び保護者児童にも、今年度の学校経営方針・改

善策を具体的に示し、あらゆる機会を通して確認

しながら理解させるよう努めていく。本校教育に

信頼と期待を寄せる保護者・地域住民の思いを共

有し、地域の将来を担う児童が「互いに学び合い、

認め合える」教育活動を実践し、成果を出せるよ

うにしていく。

⑶　崎本部小学校　（児童19名　職員７名）

一人一人が輝く楽しい学校づくり

～少人数における主体的・対話的な学びを通して～

　本校は、３学級（１年在籍なし、２年単式、３・４

年と５・６年は複式学級）で児童数19名の極小規模校

であり、近年は児童数の減少が続いている。そのため、

令和２年度からは本部小学校に統合され、本校は今年

度末に閉校することが決定している。

　少人数であるために、自分の考えを表現したり、意

見を交流して考えを深めたり、時と場に応じた言葉づ

かいをするなど、コミュニケーションに関する課題も

見られる。

　統合を見据え、統合先の小学校において、児童が自

信を持って充実した学校生活が送れるよう、全職員参

画のもと学校経営を進めていくこととした。

①　互いに認め合い学び合う教育活動

ア　教師の授業力向上の取組

・「崎小授業実践スタンダード」を設定し、全

教諭で授業づくりの取組を揃える

・全担任が指導主事を招聘した公開授業・授業

研究会を実施

・生徒指導の３つのポイント（自己決定、自己

存在感、共感的人間関係）を踏まえた授業実践

・ペア学習など、対話的な学びを意識した授業

形態の工夫

イ　児童の学習を支える力育成の取組

・家庭学習ノートへの保護者のサインや励まし

の声かけなど、家庭の協力

・本部町学力向上推教師との連携による放課後

の補習指導の充実

・本部町クリア運動と連携したあいさつや言葉

づかいなど、言語環境の充実

ウ　異学年・異年齢交流、地域教育資源活用の取

組

・縦割り班によるさつまいも植え付けなど、勤

労生産・奉仕的行事の推進

・異学年合同によるクラブ活動の実施

・読み聞かせや学校行事、総合的な学習の時間

等における地域人材等の活用推進

エ　学校統合に向けた交流学習の取組

・児童の心理面にも配慮した町内小学校との交

流学習の推進（授業の交流、教職員の交流、

行事の合同実施など）

②　校長の関わり

ア　学校経営方針（経営ビジョン）の作成及び教
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職員・保護者への周知

イ　学校便りや学校ホームページによる学校の取

組の保護者・地域への発信

ウ　経営ビジョンに関連した内容を取り上げた校

長講話の実施

③　今後の方向性

　今年度は当初から保護者はもとより児童も閉校

の年であることを強く意識している。

　校長として、これまでの崎本部小学校の教育活

動を継続しつつ、閉校に向けて児童や保護者、地

域の思いを受け止めながら学校経営を進めていく。

⑷　奥小学校　（児童９名　職員９名）

　主体的に学び「生きる力」を育む児童を育成する学

校経営を目指して

～へき地の特性を生かした教育活動を通して～

　本校は奥川の下流に位置し自然豊かな学校で、かつ

て約180名いた児童生徒も現在は過疎化の影響で９名

（１年２名、２年０、３年３名・４年１名、５年１名・

６年１名、特別支援学級１名）まで減少している。前

年度までは同じへき地校である北国小学校、佐手小学

校との集合学習も頻繁にあったが、２校は休校となっ

た。現在は、国頭村内の辺土名小学校、奥間小学校と

の交流学習、安田小、安波小、本校の3校で集合学習

等を実施している。

　校内では自分の意見や考えを積極的に述べたりする

ことはできるが、他者と関わりながら主体的に学ぶと

いう点で課題が見られる。また他校との交流学習等で

は積極性に欠ける部分も見られる。そこで本校の優位

性やへき地の特性を生かしながら地域に根ざした創意

ある学校経営を進める事とした。

①　互いに認め合い学び合う教育活動

ア　複式指導における授業の充実

・隔週で担任会による教材研究や各種資料の活

用（「問いが生まれるサポートガイド」等）

・ジャンプ問題（応用問題）取り入れお互いの

意見を交流できるような場の設定作り

・全担任が１回以上指導主事を招聘しての検証

授業を実施

・他校（へき地）の検証授業に全員参加

・集合学習、交流学習に向けての合同授業研究

の実施

イ　異学年交流の取組

・高学年が低学年にアドバイスしながら朝の５

分間走や一輪車練習の取組

・全児童が委員会に所属し朝の清掃活動を行う

ウ　地域との連携・協働

・地域行事への積極的な参加（奥こいのぼり祭

り、アブシバレー、シヌグ等）

・村の環境施設職員を招聘してのヤンバルクイ

ナ生息調査や奥川水質調査

エ　合同学習、集合学習、交流学習の取組

・音楽、体育、外国語等の合同学習の実施

・へき地３校合同での遠足、平和学習、安全教

室、ブラッシング指導、修学旅行の実施

・集合学習、交流学習での同学年との「学び合

い」の場の設定

②　校長の関わり

ア　学校経営ビジョンの職員、保護者、地域への

周知

イ　学校経営ビジョンを取り入れた校長講話

ウ　保護者、区内各施設、地域へ学校便りの配布

とホームページによる積極的な情報発信

③　今後の方向性

　学校評価やアンケート、地域の声等から見えて

きた課題が改善に向けて生かされるよう学校ビ

ジョンを策定した。今後へき地の特性を生かしつ

つ、保護者や地域、近隣校とも積極的に関わりな

がら児童が主体的に学び「生きる力」を育めるよ

う創意ある学校経営を推進していく。

４　研究の成果と課題

⑴　成果

○ビジョンの策定と教職員の学校経営への参画

○インクルーシブな教育環境づくりの推進

○保護者・地域と連携した教育活動の充実

⑵　課題

●学校経営ビジョンのさらなる浸透

●働き方改革との調和の取れた学校経営の推進

●共生社会の形成に向けた、インクルーシブ教育の

更なる推進と充実

― 26 ―



第２分科会（組織・運営、評価・改善）

１　はじめに

　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。

そのためには、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

の計画的な実施と評価・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。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。

　本報告では、提案者の学校を含め５校の取組を取り上

げ、その成果と課題を明らかにする。

２　研究の視点と内容

　学校経営ビジョンの具現化に向けた活力ある組織づく

りと学校運営の推進

⑴　学校経営ビジョンの周知を図るための方策

⑵　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

３　研究の実際

《Ｋ校》児童数1017名　職員数68名　学級数37

⑴　学校経営ビジョンの周知を図るための方策

　学校経営ビジョンの共有は年度当初の職員会議に

おいて全職員で実施する。しかし、その数回の職員

会議のみでは周知を図ることは難しいのが現状であ

る。そこでＫ校においては、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

認を行った。年度末の３月実施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、４月スタートではなく、年度末の

段階で次年度の共有化を図っている。

　また、毎週実施する職員集会（終礼）において、

校長だよりを配布し、学校教育計画にある方針をよ

り具体的に示すようにしている。

　更に今年度から本格的に導入した校務支援システ

ムの掲示板やメッセージ、アンケート等を活用し方

針の共有化を図っている。

⑵　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

　Ｋ校は教職員が68名もいる大きな組織である。

その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ている。そ

れぞれの部会は以下のとおりで、各部に責任者を

複数名置き、その職員を中核としている。

部　会 主な担当内容

運営委員会 学校課題の共有

学力向上推進 校内研修、授業改善

○○っ子会議 生徒指導、教育相談　特別支援

特別活動・道徳等 児童会、委員会等

健康安全・体育 食育、体育、環境整備等

文化的行事等 学習発表会、各種コンクール等

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

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、活力有る組織・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。

提 案 者 與 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）

〃 天　久　三千代 （喜屋武小学校）

〃 上江田　　　毅 （大里北小学校）

運 営 委 員 仲 村 秀 也 （安 田 小 学 校）

― 27 ―



第２分科会（組織・運営、評価・改善）

　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。

　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。

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

　各部会の年度当初の会議には、校長も参加し、

その部会で取り組んで欲しいことを伝えることを

した。また、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。部

会の提案は管理職と調整し、職員へ周知を図り、

実施する流れである。また、前述したが、その都

度評価を行い、次年度の計画まで作成し、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。

《Ｔ校》児童数409名　職員数35名　17学級

⑴　校長の学校経営ビジョンの周知を図るための方策

　職員会議において、前年度の評価・反省を踏まえ、

学校経営方針について全職員で確認、校長の経営ビ

ジョンを周知する。また、学年主任等の各主任との

連携を図るため、三役会を通して具体的な方針を示

し、学校運営への教職員の参画意識を高める。

　次に、毎週末の終礼や週案へのコメント及び週報

や校長便り等でビジョンの周知を図り、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。

　そして、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、児童や保護者等へ

経営ビジョンを示し、共通理解・実践への協力を図る。

　さらに、学級保護者会や家庭訪問、三者面談など

で学校・家庭・地域との連携を図り、学校を支援し

て頂く地域・保護者との意思疎通を図る。

⑵　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

　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。また、

学校規模から、各学年２学級（４学年のみ３クラ

ス）とありコンパクトな組織編成が可能で、隣学

級・隣学年体制を中心に学年主任との連携強化を

図っている。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。

　また、学校保健委員会等の既存の委員会の構成

メンバーの再編と開催時間の改善を図る等、より

実効性の高い組織体制づくりに努めている。

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

　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。

　次に、保護者や教職員及び児童の学校評価の実

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。

《Ｏ校》児童数260名　職員数24名　学級数13

⑴　学校経営ビジョンの周知を図るための方策

①　時間を特設し説明を行い共有を図る

　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。

②　教職員評価システムの活用

　教職員評価システムを活用し、学校長の示す経

営目標と各教職員の目標の連鎖を図っている。そ

のため、校長の経営目標をなるべく具体的な取組

にまで落とし込んだ資料を作成し、各教職員が自

身の学級の実態や校務分掌の状況に照らしながら

経営目標と連鎖した目標を立てるようにさせてい

る。当初面談の視点を「目標の連鎖」と「具体性」

に重点を当てて行っている。

③　週案へのコメント等を通して校長の思いを伝える

　毎週始めに提出される週案へのコメントの中に、

学校経営に関わることについての成果と課題、及

び解決の為の方策等についての提案などをこまめ

に発信している。

⑵　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

ア　教育計画の作成の仕方を見直す

・作成時期の見直し

　従来、ほぼ３学期に行われていた次年度の

教育計画作成を２学期中に大方の作成を終え

るようにする。作成時期を早める理由は、忙

しい３学期をさけ、教育計画の改善に時間を

かけることで、評価を生かし、内容の質的向

上を図ることが可能になるからである。

・「直後プラン」の実施

　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
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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。

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

ア 　グランドデザインの作成を通して参画意識を

高める

　今年度の取組になるが、次年度からの新学習指導

要領の完全実施を見据え、カリキュラムデザインの

作成を行うことにしている。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、夏休みの研

修時間等を使って、「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。

《Ｋ校》児童数71名　職員数20名　９学級

⑴　校長の学校経営ビジョンの周知を図るための方策

　本校（小規模校）の強みや特色の良さをフルに生

かした学校運営を当初の職員会議をはじめ、月ごと

の会議にて話し合い、合意形成の上継続実施ができ

るよう共通理解を図る。

［本校の特色］

① 一人一人に目が行き届く教育環境（教育相談の

充実含む）や少人数ならではの授業改善方法

② 本校自慢の全児童参加型朝の清掃活動や異学年

交流（ふれあい週間）の良さを生かした支持的

風土の学校づくり等

　また、当初面談において、取組事項を一人一人確

認すると共に、毎日の授業観察においてのフィード

バックを、全体統一の「We can do」、個々で行う

「日々実践」と銘打ち週案等を利用して毎週伝える。

子ども達へのツールは校長講話を利用する。そし

て、保護者・地域の方々には、学校説明会・ホーム

ページや学校便り、CANメールにて発信する。また、

積極的に地域の行事に参加し、各挨拶にて学校の良

さをアピールするとともに、課題等の解決に向けて

の協力依頼もお願いする。

⑵　学校経営ビジョンを実現する組織運営の構築

①　毎月の職員会議の持ち方の工夫

　学級数９学級の小規模校のため、全員が担任と

いう意識を持たせ、生徒指導委員会、特別支援教

育員会、教育相談等の話し合いを毎月の職員会議

後実施する。

②　校内研修の持ち方の工夫

　学校課題解決に向け、学校独自の充実した校内

研修を実施する。

例： 自転車安全教室・ハブ撃退研修会・教職員不

審者避難訓練・「私の実践事例」等々、研修

内容の充実を図ることにより、「トップダウ

ン」でなく、自分事として捉えられる内容に

する。また授業研究会では「批判的友人関係」

と名付け「自分だったら～する」の視点での

協議会をもつ。

③　共通実践事項の「見える化」

　学校共通実践を掲示物に変え、可視化すること

で、教職員全員の自覚を図ると共に児童への周知

にも繋げる。さらに、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。

《Ｃ校》児童数251名　職員数30名　学級数14学級

⑴　校長の学校経営ビジョンの周知を図るための方策

　学校経営ビジョンについては、年度当初の職員会

議において教育計画に基づき説明を行った。しかし、

就任早々で児童や学校実態も十分に把握していない
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状況であることを踏まえ詳細については、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、職員へ周知を図った。「学校経営の基軸」

は、職員への周知だけでなく、各家庭へも配布し保

護者への周知も図った。

　また、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、諸行

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。さらに、学校だよりの発行に当

たっては「学校経営の基軸」に沿った内容を心掛け、

各学級で配布する際には、発達の段階に応じて分か

り易く説明してから配布するように担任の協力を得

ている。

⑵　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

　学校規模から見て、職員相互の連携が取り易い

学校（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。

　また、生徒指導・教育相談・特別支援教育に係

る現状や課題については、管理職と各担当者、学

年主任が参加する「校内支援委員会」に一元化し

て共通理解を図り、課題解決のための連絡調整や

改善策の検討を行っている。

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

　教職員の資質向上を図るために、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。同学

年内の連携と同時に異学年との連携も密に行え

るうえ、先輩教師の実践例や若手教師のICT技術

を学び合えるなど、重要な学びの場となっている。

その場で、校長・教頭が相談を受けてアドバイス

を行ったり、喫緊の課題等についても資料等を配

布して周知を行ったりするなど、自主的な研修の

場であり、緊急連絡や会議の場にもなっている。

４　成果と課題

⑴　校長の学校経営ビジョンの周知を図るための方策

【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。

【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。

⑵　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

【成果】

・ 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。

【課題】

・ 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。

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

【成果】

・ 担当業務の提案や、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】

・ 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。

５　おわりに

　学校規模や特性に応じて多少の違いはあるが、校長の

学校経営ビジョンの周知を図るための取組は一定の成果

をあげている。今後も、教職員一人一人が参画意識を持

ち、協働することができる学校運営の充実が重要である。
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１　はじめに

　子ども達を取り巻く環境の変化は著しく、様々な変化

に柔軟に対応したり、課題に立ち向かい乗り越えるため

に、学校は、子ども達に「生きる力」を育むことを目指

し、教育課程を編成していく必要がある。

　さらに、創意ある教育課程を編成し、社会の変化を柔

軟に受け止めていく、いわゆる「社会に開かれた教育課

程」にしていくことも求められている。そこで、学校で

は、地域と連携・協働して、子ども達が主体的に社会の

変化に関わり課題解決を図る等の知性・創造性を育む教

育課程の編成、実施、評価、改善について具体的に取り

組んでいきたい。

　本研究では、校長としてどのようにリーダーシップを

発揮し、地域と連携した学校経営を行っていくかについ

て、４校の実践を通して、研究主題に迫ってきたい。

２ 　研究の視点

　「新たな知を拓く」教育課程の工夫

　子ども達に求められる資質・能力を社会と連携及び協

働しながら育てていく「社会に開かれた教育課程」を編

成していく視点から各学校の実践を共有し、今後の教育

課程の充実に努める。

３　各学校の実践

那覇市立神原小学校（児童数337名）

⑴　概要

　本校を取り巻く環境は、与儀公園、那覇市消防局、

那覇警察署、知事公舎、農連プラザ等、商店街が立

ち並び賑わいを見せる街の中心にある。また、子ど

も園、中学校、大学も隣接する文教の街でもあり、

恵まれた環境となっている。平成24年度から小中一

貫教育の実践を積み重ねており、小中９年間の一貫

した教育活動が行われている。

⑵　活動の実際

①　周年事業と関連させた児童の主体的な関わり

　本校は、昨年度創立60周年を迎えたが、周年行

事の取り組みで児童との関わりを持たせながら、

地域や学校に関心を持たせる取り組みの充実を

図った。

ア　学校の歴史を振り返り、学校への思いを読み

聞かせサークルと一緒に大型紙芝居づくりと発

表で表現する（全体朝会、祝賀会、学習発表会）

イ　児童による作詞作曲で周年を祝う歌を作る

　（作詞委員会、作曲委員会の立ち上げ）

ウ　夢を追い続けている先輩からのメッセージ

　（オリンピックソフトボール日本代表強化メ

ンバーの先輩からのメッセージ「夢に向かって）

エ　学校に対する思いを学習発表会で創作劇に仕

上げ発表するとともに協働版画で表現する。

②　保護者・地域と児童の関わり

　学校だけでなく、保護者・地域が児童と積極的

な関わりを持ち、子ども達を育んでいる。

ア　放課後学習支援「きらきら教室」（毎日の補習等）

イ　読み聞かせサークル「もくもく」による読み

聞かせ（毎週火曜日）

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

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、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、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、自らの生き方に自信をもち、夢と希望を育む教育活動を推進する上での具体的方策を明らかにする。

提 案 者 武 富 　 剛 （神 原 小 学 校）

司 会 者 松 田 哲 哉 （開 南 小 学 校）

〃 赤 嶺 弘 昭 （壷 屋 小 学 校）

記 録 者 下　地　さとみ （天 妃 小 学 校）

運 営 委 員 山 城 祐 市 （屋 部 小 学 校）
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ウ　放課後子ども教室【空手】「バトミントン」

エ　ＰＴＡ家庭教育委員会による漢字検定（年２回）

オ　日本語学校生徒との関わり（異文化クラブ交

流会、学習発表会見学）

③　地域懇談会の取り組み（２ヶ月に１回開催）

　民生委員、児童館長、自治会長、警察官等によ

る学校地域での情報共有と支援の確認

ア　下校時間帯に合わせた見回り活動

イ　２ヶ月に１回開催（児童と一緒の給食交流等）

④　地域行事等への関わり

　地域行事に参加することで地域を愛する心情を

育む

ア　綱引き大会への参加（ＰＴＡ健全育成が中心

となり、夏休み期間を利用して練習、大会出場）

イ　旗頭フェスタへの参加へ向けた取り組み

　地域の旗頭会（華鳳会）による支援

⑶　成果と課題

①　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。

②　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。

那覇市立開南小学校（児童数415名）

⑴　概要

　本校は、那覇市の中心部に位置し、沖縄県庁や県

警察本部、市役所等が隣接する場所にある。保護者

や地域の教育に対する意識は高く、学校の教育活動

に対して大変、協力的である。このような「地域環

境」や「地域教育力」を生かし、下記の3点で教育

課程の改善を図っている。

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

⑵　活動の実際

① 　教職員ワークショップの実施による教育課程の

改善・充実

　本校では、学校評価、諸学力調査結果、運動能

力テスト結果等をもとに年間３回の職員ワーク

ショップを実施している。ワークショップは、本

校の「教育活動の重点」である「小中一貫教育の

推進」「確かな学力の向上」「豊かな心の育成」「健

やかな心と体の育成」「基本的な生活習慣の確立」

５つのグループに分かれて実施し、教育課程の計

画・実施・評価・改善のマネジメントが機能する

ように工夫をしている。

②　「社会に開かれた教育課程」の編成・実施

　本校では、年間を通じて各教科等で地域の教育

資源（人・物・こと・文化　等）の活用は多く行

われている。しかしながら、地域教育資源の活用

の教育的意義等については、共通理解が十分に図

られておらず、地域教育資源活用に係る情報の共

有化も深められていない課題が見られた。その課

題解決を図るため、今年度は、教育計画に「地域

教育資源活用一覧表」を掲載し、各学年がどのよ

うな活用を図っているか可視化できるように工夫

をした。まだ、この「地域教育資源活用一覧表」

には、不十分な点も多いが学習指導要領の全面実

施に向けて、さらに改善を図っていきたい。

③　小中一貫教育を軸とした教育実践

　本校は、上山中学校、天妃小学校、開南小学校

の３校で小中一貫教育を継続実践している。研究

組織として、学習部会、生徒指導・教育相談部会、

特別支援部会の３部会を設置し、年間３回の合同

研修会を実施している。また、年３回の小中合同

授業研修会を実施し、校内研修と関連付けた授業

改善を推進している。

⑶　成果と課題

①　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

②　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
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那覇市立壷屋小学校（児童数　267名）

⑴　概要

　本校は、戦後間もない昭和21年１月27日、那覇市

国際通りの一番東側にあたる蔡温橋交差点の近くに

那覇市唯一の初等学校として開校し、今年創立74年

目を迎える。全児童267名の小規模校の利点を生か

し人間尊重を基調に、児童一人ひとりが自己実現の

喜びを実感できる学校づくりに努めている。

⑵　活動の実際

①　壺屋陶器祭り体験学習

　毎年11月に本校を会場にして開催される「壺屋

陶器まつり」（壺屋陶器事業協同組合）にキャリア 

教育の一環として取り組んでいる。

ア　学習のねらい

・ 地域の方の仕事を参観したり、体験すること

を通し、働くことの意義を知り、地域の人へ

の敬愛の心を育て、社会とのつながりに気づ

く機会とする。

・ 「職業観」「勤労観」を育て子どもの夢を抱か

せる生き方指導の機会とする。

イ　「壺屋陶器まつり」体験学習の内容

・１、２学年

　陶工さんの様子を見てみよう

　陶器まつりの見学

・３、４学年

　陶工さんへのインタビュー

　呼び込み体験学習（チラシやポスター作り等）

・５、６学年

　商品の作成、販売体験、売り子体験学習

②　朝のスポーツ活動

　本校では、保護者や教職員（ＰＴＣＡ）の有志

を中心としたボランティアで構成する「壺屋小学

校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」５年前から取り組んで

いる。

ア　目　的

・壺屋小学校・児童の健やかな成長と基本的

な生活習慣の促進を目的とする。

イ　運営方針

・目的の具現化に対して、安全面を最大限に

配慮し、確実な安全環境の下に実施する。

・常に学業との両立・調和を図るとともに、

朝食摂取を始めとする基本的な生活習慣の

下に実施する。

ウ　運営方法

・実施日時は学校登校日の午前７時35分～７

時55分とする。

・活動内容は学習指導要領に準じた内容と 

する。

ドッジボール、ゴム跳び、リレー、マット

運動等

・運営については、適切な指導、円滑な運営、

確実な安全に配慮し下記の３つの班で役割

を分担してあたる

　指導班→主に技能面を中心に指導する。

　運営班→ 出席確認、体調管理、備品管理

などを行う。

　安全班→ けがの未然防止と啓蒙、けがの

処置、事故発生時の対応・指示

を行う。

・活動に参加を希望する児童は、承諾書の内

容を親子で確認・理解し保護者の承諾のも

と、承諾書を提出して参加する。

⑶　成果と課題

①　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

②　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。

― 33 ―

（地域人材を活用した学習）

 「３年総合」

（ 教育課程に係る職員ワーク

ショップ）

（陶器祭り） （朝スポ）



第３分科会（知性・創造性）

那覇市立天妃小学校（児童数447名）

⑴　概要

　本校は、那覇市の南西部に位置し、明治22年に

創立、今年130周年を迎える歴史のある学校である。

先祖より師弟の教育に力を注ぐ風土があり、地域の

教育への関心は高く、「地域の子は地域で育てる」

の機運が根付いてる。

　本校は４つの地域からなる校区で保護者や各自治

会等と連携協力を図りながら授業・学校行事、地域

行事に取り組んでいる。

⑵　活動の実際

①　保護者・地域との関わり 

　多くの人と係わる交流や体験活動を教育課程等

に設定し、保護者や地域人材を活用している。ま

た、地域住民との会合等では情報交換を通し、具

体的な学校支援について確認している。

ア　授業等において

・総合的な学習の時間（３～６年）では、「地

域史跡巡り」「身近な自然と地域の福祉」「地

域の平和と伝統文化」「地域の平和と私たち

の未来」等のテーマで、地域の人、もの、こ

とと主体的な関わりを通し、課題発見・問題

解決・探求活動につなげている。特に平和学

習においては、対馬丸記念館職員の継続的な

協力がある。一連の学習後は小桜の塔のボラ

ンティア清掃を行っている。

・クラブ活動（４～６年）においては、地域の

講師による茶道・華道・三線・バトン等を指

導していただき、外部へ学びの発信を試み

ている。（例：茶道クラブは銀行の協力を得、

銀行内で呈茶席を開催。お客さんの待ち時間

に呈茶の実践等）

・読み聞かせ「ドリーミングキッズ」の取組

・ 旗頭保存会による旗頭指導（運動会・各種行事）

 ・書道・硬筆指導（小１～４年）

・職場見学（６年）

イ　生活・生徒指導等において

・民生員との連携（見守り隊・年４回の会議）

・ 那覇市天妃小学校区まちづくり協議会（月１

回）

②　周年行事に向けた取り組み

　学校の歴史や地域について学んだ内容を、児童

全体で共有し、現在の自分たちの思いを手形横断

幕や手紙に表し、今後へつなげた。

ア　周囲の人へのインタビュー、関係書調べ

イ　本校の歩み共有：スライドと朗読

ウ　手形＆メッセージ横断幕作成（各学級）

エ　作文指導：未来の自分への手紙を書くことで、

夢や希望の実現に向けて自覚を促す。

③　地域行事への関わり

　地域に関係者による、事前練習及び行事の歴史

や意義等の指導も併せて行われている。

ア　なんみん祭（子ども神輿）

イ　那覇大綱挽、那覇子ども大綱挽、青少協綱挽

き大会

ウ　旗頭フェスタ

⑶　成果と課題

①　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。

②　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

４　おわりに

　共同研究校４校は、学校の規模や取り巻く環境には、

違いがあるが、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。その中で、

「社会に開かれた教育課程」を編成していく視点から各

学校が地域教育資源を効果的に活用していることを共有

することができた。今後、地域教育資源の活用・連携に

おいては、学校からの情報発信等により地域教育資源の

必要性や活用に関する理解を図る取り組みをさらに充実

させていく必要がある。
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第４分科会（豊かな人間性、健やかな体）

１　はじめに

　本校は、エイサーの町沖縄市の南の端に位置し、児  

童数153名、各学年１学級（特別支援学級知的１、情緒１）

の小規模校であり「共に学び、共に育ち、共に輝く学校」

づくりをコンセプトに児童・職員・保護者・地域の協働

のもと学校教育目標の実現に向けて取り組んでいる。

　少人数校である本校では縦割り班として、異学年との

交流を通して幅広い人間づくりを行うことを目的に全児

童が６グループに分かれている。その班によるあいさつ

運動やボランティア清掃活動が行われるなど、活気のあ

る朝の風景がみられる。また、児童会が中心となってプ

ランターへの草花の植え付け「島っ子フラワー運動」を

行っており、児童が育てた草花を地域にくばり、学校だけ

でなく、地域も花いっぱいにすることに取り組んでいる。

　本校は共同研究校の諸見小学校、コザ小学校、中の町

小学校、山内小学校と共に沖縄県小・中学校長会中頭分

科会の第２分科会Ａ１に所属し、５校の位置関係は同市

内半径２㎞の間にあり、児童の校区指定区域が隣接して

いる地域にある。今回の提案はその５小学校における共

通の課題を鑑みながら本校の課題を解決するために校長

はどのように関わり、児童の「健やかな体づくり」を推

進する具体的な方策を考え、現在実践していることを発

表したい。

２　研究の視点

⑴　児童の柔軟性、全身持久力を高める共通実践

⑵　食育推進体制の充実

⑶　学年ギャップのない歯科衛生指導の充実

⑷　スクールカウンセラーを活用した心の健康づくり

３　研究の実際

⑴　児童の柔軟性、全身持久力を高める共通実践

①　体育の授業の体づくり（８分）をそろえる

　本校は学力向上推進プランとして、「確かな学

力」と「豊かな心・健やかな体」のプロジェクト

チームを編成し、「豊かな心・健やかな体」プロジェ

クトチームが中心となって学校全体で児童の体力

向上に取り組んでいる。

　平成30年度の体力・運動能力調査の結果から明

らかになった課題である児童の柔軟性と全体持久

力の向上を図るため、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することを今年度始めに具体

的に全職員で確認した。

　平成30年度は年度初めの確認が弱く、徹底した

取組がなされていなかったが、今年度は１学年か

ら６学年まで一貫した取組ができ、児童の柔軟性

や全体持久力の向上に繋がることを期待したい。

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

設定の趣旨

平成30年度体力・運動能力調査の結果から昨年度実施した体力・運動能力調査によると、長座体前屈（柔軟性）

とシャトルラン（全身持久力）が全国、沖縄県の実技Ｔ得点を下回り、本校児童の柔軟性と全身持久力に課題があ

ることが明らかになった。同時に行った生活習慣に関する調査：Ｑ13の登校方法について徒歩と答えた児童が男子

で6.1％、女子で22.6％と低い結果になり、体育の時間以外で運動しない児童の割合増へと繋がっている。給食残量

検査の結果から６月と11月に行われる残量調査では、野菜や海藻、茸類を多く使用した副菜の残量が多くみられ、

食生活に関する課題も明らかになった。「１から３年生は歯磨きがしっかりできていない児童が多く、う蝕歯が散

見され、歯肉炎も併発している。歯磨き指導の徹底が望まれる。」という指摘が歯科医からあった。また、本校児

童の罹患率（未処置者＋処置完了者）は73.2％で、全国平均（47.1％）を上回っている。児童の心の健康から本校

にはスクールカウンセラーが週一回来校し希望する児童が保護者の同意を得て面談を行っている。昨年度は41回の

児童との面談を行っている。児童の心のケアは健やかな体づくりには欠かせない取組であると考える。上記の課題

を解決するため、本研究テーマを「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」とした。

提 案 者 森 田 正 人 （島 袋 小 学 校）

司 会 者 佐久川　政　昭 （諸 見 小 学 校）

〃 比 嘉 真 弓 （中の町小学校）

記 録 桑 江 常 健 （コ ザ 小 学 校）

〃 中 山 盛 弥 （山 内 小 学 校）

運 営 委 員 金 城 正 武 （伊平屋小学校）
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第４分科会（豊かな人間性、健やかな体）

②　主体性を育てる縄跳び朝会の取組

　本校には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（15分）がある。毎月１回の

割合で実施され、縦割り班で長縄の練習を行い、

練習後は班で跳ぶ回数を競い合う。高学年の児童

は低学年の世話をすることで学校のリーダーとし

ての役割を自覚し自己有用感を感じ、自尊感情を

大きく育てている。低学年は高学年との関わりの

中で学び、児童会活動の主体性を高めていっている。

③　徒歩登校の取組の推進

　体力・運動能力調査の児童質問「運動（体を動

かす遊びをふくむ）やスポーツをすることは好き

ですか」においても、全国に比べて男子は7.1％

高いのに比べ、女子は5.5％低い。徒歩登校の割

合も男女とも沖縄県、全国平均を下回っている。

日頃から運動に親しませる観点からも毎日簡単に

取り組んでいける「徒歩登校」を奨励し、保護者

や地域と連携して取り組んでいきたい。

　徒歩での登校を充実させるためにはまず、通学

路の安全確保が重要となる。そのために、市教育

委員会や警察、自治会と協力して、必要と思われ

る場所への横断歩道や信号機の設置に向けて取り

組んでいる。

　また、登校時の児童の安全を見守るために朝の

交通安全ボランティアを学年ごとに振り分けて当

番制にしているが、35％の参加率と低く、より多

くの保護者の参加をPTA活動として推進してい

く必要がある。

　現在、交通安全上課題だと考えられるポイント

に毎日立哨してくれている地域学校協働推進活動

のちょボラ隊（地域ボランティア）のみなさんに

大きく支えられている現状である。

⑵　食育推進体制の充実

　本校の給食摂取の課題として副菜の残量が多いこ

とが上げられている。副菜のメニューとして、ひじ

きの五目煮、根菜のきんぴら、マカロニサラダ、野

菜炒め、海藻サラダ、芋のきな粉がけ等があった。

　食材の野菜や海藻、茸の中にはビタミン、ミネラ

ル類が豊富に含まれ、体温調節や神経の働きに関わ

る大事な栄養素だと言われている。身体を健康な状

態に保つためには野菜や海藻、茸類も好き嫌いなく

しっかり食べられる児童を育てることが大切だと考

える。

　特に本校では海藻類の残量が多いことが分かっ

た。しかし、海藻サラダのメニューにしても、残量

が０から48.6％と学級によって大きな差があり、学

級による給食時のルールや食に対する児童の意識が

残量に影響することが考えられる。

　このようなことを踏まえ、それぞれの学級での取

組やルールや意見を出してもらい、15分を静かに食

べることに集中する黙食の時間、10分を楽しく会食

しながら食べる時間として学校全体でそろえること

を確認し、Ｈ30年度11月より実践している。

　また、児童の食に対する意識を向上させるため、

栄養職員による朝会での講話と全学年での担任と連

携した食に関する授業や家庭科でのゲストティー

チャーとしての活用を実施することを確認し、その

計画を進めている。

　全学年でそろえたルールの徹底と栄養職員と連携

した系統的な食育指導を行うことで、児童の食に関

する意識が高まり、結果として給食に関わる人々へ

の感謝の気持ちや、発達にあった栄養に対する知識

も高まることで、本校の課題である副菜の残量も

減っていくと期待したい。
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縄跳び朝会の様子（右は企画運営する児童会役員）

３学年を対象とした栄養職員と担任の連携による食育の授業
「食べ物の３つの働き」



第４分科会（豊かな人間性、健やかな体）

⑶　健康な歯を保つための指導の充実

　上記のグラフより、保護者への啓発文書等により、

本校の児童の処置完了率が平成25年度より上昇し平

成29年度には50.6％となっている。しかし、本校の

健全歯の児童が26.8％と全国の59.9％に比べると低

い、今後はむし歯にならない健康な歯をつくるため

の指導の充実を図る必要がある。以下本校の実践例

を紹介する。

①　歯科医による低学年（１～３学年）への講話

　今年度は児童のブラッシング力をつけるため

に、講話だけではなく、低学年も歯の染め出し

をして正しい歯磨きの技能を低学年でも高めて

いきたいと考える。

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の実践

として取り組み、講話やブラッシング指導で学

んだことの実践の機会とする。

④　沖縄市内公立小学校は幼稚園が併設してお

り、小学校校長が園長を兼務している。その優

位性を生かして、幼児の段階でむし歯にならな

い指導を低学年の講話やブラッシング指導にお

いて幼稚園児も参加する等、歯科衛生面でも幼

稚園との連携をより進めていきたい。

※むし歯予防の観点から市教育委員会と学校で

フッ化物洗口の導入について協議中である。

⑷　スクールカウンセラーを活用した心の健康づくり

　本校では、教育相談指導計画を作成し、計画的に

児童の適応上の問題や心理的な障害などを持つ児童

の早期発見と予防に努めている。

　学期に１回、児童に対してアンケートを実施し、

児童の不安や悩みの把握に努め、必要に応じて、個

別相談を実施している。また、６月と10月の年２回

教育相談週間を設定し、担任、養護教諭、スクール

カウンセラーが個別相談を行っている。

　本校に配置されているカウンセラーはカラーセラ

ピー（色を使った心理療法）の専門家であり、児童

の思いを色彩から把握し、児童のいじめや友人関係、

親子関係、担任との関係、学習に関することまで相

談に応じている。

　昨年度は、児童にとってスクールカウンセラーと

の教育相談というと重大なことであるかのようにと

らわれていた傾向があった。実際、重大な課題があっ

た時にカウンセラーに繋いでいたことが多かった。

今年度はさらに、スクールカウンセラーの「専門性」

「外部性」を生かして以下に示す取組を実施するこ

とで、学校との連携をより進めて行きたいと考える。

①　昨年度は、スクールカウンセラーを全体で紹介

をする機会がなかった。全体朝会にカウンセラー

の紹介と講話を取り入れる。

②　スクールカウンセラーへの理解を促す啓発文書

を工夫する。

③　相談室を児童に親しみのもてる環境にする。

④　スクールカウンセラーを授業で活用する。（昨

年度は自己肯定感を高めるため１学級で担任と連

携した授業を行った）

⑤　スクールカウンセラーを活用した校内研修を行

い、担任との連携をスムーズにするための機会と

する。

４　成果と課題

⑴　成果

①　スクールカウンセラー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（柔軟性、全身持久力、徒

歩登校）を明らかにし、その改善に向けての具体

的な取組を実践することができた。

②　食に関する本校の課題（副食の残量が多い）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。

④　う歯罹患率の減少に向けて、幼稚園と連携して

具体的な取組を進める計画の作成ができた。

⑤　スクールカウンセリングにおいて、スクールカ

ウンセラーとの連携がより充実しつつある。
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スクールカウンセラーを活用した授業風景（４学年）



第４分科会（豊かな人間性、健やかな体）

⑵　課題

①　短い研究期間であり、課題に向けた具体的な取

組による効果は今後の検証が必要となる。

②　体力の向上については、児童の健康な体づくり

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。

５　おわりに

　本校に赴任して２年目であり、校長として本校の児童

に「たくましく生きるための体づくり」について、効果

的だと考える方策を職員になげかけ、理解を得ながら取

り組んできた。今後も職員や近隣校、関係機関と連携を

充実させながら工夫改善を重ね、未来をたくましく生き

抜くための体づくりを育む教育活動の推進に取り組んで

いきたい。
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第５分科会（研究・研修）

１　はじめに

　今回、本分科会の提案発表にあたり、伊江村立伊江小

学校の取り組みを紹介し、提案とさせていただく。その

理由として、研究グループにおいて研究・交流してきた

ことをもとに、本校が平成29年度より、新学習指導要領

に基づいた学校経営･教育課程の編成に取り組み、また

新しい時代の教育が求める教師としての資質・能力の向

上を焦点化し取り組んできたことから、グループの研究・

実践の成果として代表して発表させていただく。

　伊江小学校は児童数100名、各学年単学級８（特別支援

学級２）の小規模校である。本校の大きな特徴は、地域

の中の学校として保護者･地域･教育行政一体となった教

育環境に支えられている、という点である。地域の教育

力が高く、豊富な地域教育資源の中で、子どもたちは豊

かに育っている。

　教職員の構成は、宮古・八重山地区をのぞく全地区か

らの異動があり、そのほとんどは初任研を終え２校目の

赴任となる若い教職員が多数を占めている。

　校長として赴任した際、地域の教育力は高いものの学

校と地域のつながり方、特に子どもの資質･能力をどう

高めるかという教育・指導の共有化が不十分に感じた。

さらに、教職員の授業のあり方が一斉指導を中心とした

教師主導の授業が多く、改善が必要だと感じた。

　校内研を中核とした教職員の資質・能力の向上と学校

経営への参画意識を高めるための方策、さらに、地域の

中の教師としてキャリアを積む中で、教師力・人間力の

向上を期待し、学校経営を行ってきた。本校の取り組みが、

本分科会の研究の深まりにつながることを期待したい。

２　研究の視点

⑴�　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

① 　主体的･対話的で深い学びを実現するための授

業改善

②　地域の中の学校・教師づくりの推進

　上記の２つの視点を、学校経営ビジョンの柱と

して位置付け、研究と実践に取り組んでいる。新

学習指導要領が求める教師像は、「教えの専門家」

から「学びの専門家」への転換である。教師の仕

事の中核はいうまでもなく授業であり、全ての教

師が主体的・対話的で深い授業の実現に向けて研

鑽を積まなければならない。一方、社会に開かれ

た教育課程の実現に向けて、学校運営協議会を中

心としたコミュニティスクールの導入も各地で進

んでいる。このような新しい教育に対応し、教師

自身が主体的に学ぶ行動主体となることが求めら

れているのである。校長として、教職員の資質･

能力の向上を目指した研究･研修体制の充実を図

ることは大きな責務となっている。

⑵�　キャリアステージを意識した展望や学校経営への

参画意識をもたせる研修の推進

①　学校経営ビジョンと連結した実践体制の構築

②　校内研を中心とした学び支え合う同僚性の構築

　校長が示す学校経営ビジョンに対して、受け身

的に捉え校務を遂行するのと参画意識を持って実

践を展開するのとでは、大きな違いがある。学校

教育活動の活性化はもとより、教師自身の学び･

成長に大きな差が生じてくるのではないだろうか。

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

１　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

　令和２年度より完全実施される新学習指導要領に基づく教育活動の展開は、全ての学校にとって大きな課題で

あり、挑戦となる。校長のリーダーシップのもと、新しい教育に対応できる教職員の資質･能力の向上を図ること

と全職員による協働的な研究･研修体制を構築することが学校現場に求められている。

２　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る研修の推進

　学校現場において、若い教職員を育てることとキャリアを積んできた中堅・ベテラン教職員の意識改革が大き

な課題となっている。校長は学校経営ビジョンを掲げるだけではなく、一人ひとりの教職員の学校経営参画意識

を高め、同僚性の向上と学び支え合う教職員集団を構築しなければならない。

　以上のような課題意識のもと、本分科会で校長としての実践を交流しあい、研究を深めていきたい。

提 案 者 比 嘉 　 悟 （伊 江 小 学 校）

司 会 者 宮 城 尚 志 （辺土名小学校)

記 録 者 安 富 広 子 （漢 那 小 学 校）

運 営 委 員 大 城 　 武 （安 和 小 学 校）
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一人一人の教職員が、大きな視野に立って、協働

的に職務を遂行することに大きな意義があると思

われる。

３　研究の実際

⑴　授業改善をテーマとした校内研の実施

①　学校教育目標（資質能力）の設定

　平成30年度より、従来の知徳体の学校教育目標

に加え、児童の資質能力の獲得を念頭に、新た

な学校教育目標を設定した。（資料① 学校パンフ

レット参照）地域の教育資源を積極的に活用する

ことと子どもの将来像を明確にすることで、学校

教育の目的が資質能力を向上させることであるこ

とを教職員・保護者・地域との共有化を図っている。

②　授業公開の原則

　授業は個々の教師が閉ざされた中で実践するの

ではなく、同僚や保護者・地域に公開する中で育

むことを確認している。特に、同僚間の相互交流

を大切にし、協働的な授業研究・実践を展開する

上での基本事項として共通理解を図っている。

③　一人２回以上の授業研究会の実施

　特に、教科は設定せず、「主体的・対話的で深

い学び」をテーマに授業研究会を実施している。

指導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

施している。

④　管理職による日常的な授業参観とふり返り

⑤　個人研究テーマの設定と実践

⑥　授業リフレクションの充実

　授業後の職員同士のリフレクションの質と高ま

りが、協働的に学び合う同僚性の向上に大きく影

響する。

　ア　参加者全員が発言する。

　イ　子どもの学びの様子について発言する。

　ウ　授業から自分が学んだことを発言する。

　授業者に敬意を持って接し、子どもたちの学び

をみとる交流を継続することによって、授業を公

開することへの抵抗感をなくし、協働的に学び支

え合う教職員集団に変貌していく。何よりも、一

人一人の教師に子どもが学んでいるかどうか、と

いう「学びの専門家」としての力量を高めること

が大きな目的である。

⑦　外部講師の積極的な活用と関係性

　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実施している。

特に重要視しているのが、学びの専門家の講師を

年２回招聘し、授業リフレクションの質と高まり

について、指導助言を仰いでいることである。当

然、授業についてもコメントをいただくのだが、

授業力を高めるのは、日常的に関わることのでき

る同僚であり、外部講師がきて劇的に授業の質が

変わる、ということはあり得ない。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、教職員自体の学び合いの質をみとってい

ただくこと、である。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

が日常的に授業者と向き合い、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。

　このような授業研・リフレクションを月２回の

ペースで実施している。お互いの授業や子どもた

ちの様子を交流し合う中で、子どもの学びの話題

が職員室で飛び交い、「校長先生、次の授業見に

来て下さい。」と積極的になる職員も増えてくる。

さらに付け加えると、保護者に対しても「授業参

観では、教師を見るのではなく、子どもたちの学

びを見てください。」と呼びかけ、教師の指導性

の優劣ではなく、わが子が他の子とどう関わって

学んでいるのかを見るようにお願いしている。

⑵　地域の教育力と連動した教育課程の編成

　平成30年度より、国立教育政策研究所教育課程研

究指定校（へき地教育）として研究と実践を行って

いる。研究内容は、① 地域の教育力と連動した教

育課程の編成の研究　② 地域と連動し、協働的に

授業づくりを推進する学びのシステムの構築である。

　本研究に取り組んだ理由は、「はじめに」で述べた、 

地域と学校の連結に係る課題意識が大きいのだが、

地域の中の教師として力量を高めてほしいという、

意図を持って研究と実践を推進している。

①　生活科・総合的な学習の時間の指導計画の作成

　国立教育政策研究所学力調査官の指導助言を受

けながら、生活科及び総合的な学習の時間におけ

るカリキュラムマネジメント・観点別学習状況を

把握するための評価規準の設定等の研究と実践が

進んでいる。活動を通して子どもたちにどのよう

な力をつけるかを明確にし、意図的・計画的な実

践を展開している。

②　多様な地域教育素材・地域人材の活用

　学年の発達段階に応じて、地域の教育資源を積
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極的に活用するとともに、関わっていただく方々

と事前のミーティングを行い、活動の目的や子ど

もの資質･能力の育成について共通理解を図りな

がら実施している。（資料②）

③　学校運営協議会の設置

　将来のコミュニティスクール導入を見据えて、

平成30年度より学校独自で学校運営協議会を立ち

上げた。月１回の協議会では、主に校長の学校経

営について意見交換を行っているが、本研究を推

進するにあたり、地域との連動、人材の紹介、活

動のアイデアなど、貴重な情報交換の場となって

いる。「地域の中の学校づくり」推進について賛

同していただき、学校経営の支援機関として大き

な役割を担っていただいている。

④　教職員と地域のつながり

　これまでの教職員と地域のつながりは、島の各

種行事への参加や、同級生会・保護者との交流な

どを通して、充分に保たれてきたといえる。さら

に、ともに授業づくりに参加してもらうことを通

して、協力者は学校の教育活動の意義や目的を理

解し、教師側は新たな学びの発見・開発につな

がっている。特に総合的な学習の時間は、地域の

実態に応じた創造的なカリキュラム作成が求めら

れるため、授業づくりの力量や関係者とのコミュ

ニケーション力が問われることになる。そういう

活動の中で、教師としての資質・能力が高まって

いくことが期待される。

⑶　学校経営への参画意識の向上

①　経営ビジョンへの参画体制の構築

　校長が示した２つの経営ビジョンの柱に対して、

それぞれに対応する部会を設置し、職員を割り

ふっている。「学び合い部会」は校内研推進委員会

の役を担い、授業づくりについて計画・運営を行い、 

「地域の中の学校づくり部会」は、指定研究の研究・

実践の計画・運営を行っている。先に述べたように、 

それぞれの部会が活動する内容と方針が明確であ

り、やるべきことがあるため、否が応でも教職員

は学校経営を支える役割を担うことになる。

②　教職員評価システムとの連動

　役割達成評価の４つめの項目として「保護者・

地域との連携」を設定し、学校教育目標の「ふる

さとに学び、将来をたくましく豊かに生き抜く子

どもの育成」を達成するための具体目標を持たせ、

個々の教師の工夫やがんばりをしっかりと評価す

るようにしている。いわゆる地域の中の教師とし

て、地域とどう関わり実践しているか、「学習指導」

項目の主体的・対話的で深い学びの授業実践と合

わせて、教師としての資質・能力の向上を意図し、

取り組んでいる。

③　「島建ちの教育アクションプラン」との連動

　「15の島立ち」を見据え、村では「子どもたち

一人一人が自立し、社会の中で生活していく力を

育む」ことを目的とした「島建ちの教育アクショ

ンプラン」を策定している。０歳から15歳までの

子どもの育ちを教育機関や地域・家庭等の島全体

でサポートしていこうという試みである。

　そのアクションプランの中で、学校教師の役割

として「タテとヨコの結び目としての存在」であ

ることが強調されている。その意味は、保幼小中

というタテのつながりと保護者・地域とのヨコの

つながりの中心として学校教師は重要な役割を

担っている、ということである。それは、子ども

の教育が閉ざされた教室や受け持った１年間で完

結するのではなく、タテとヨコのつながりの中で

豊かに展開していくものであり、結び目の自覚と

責任を持って職務を遂行してもらいたい、という

強い願いが込められている。そこで校長は、島に

赴任してきた教師たちに、そのイメージを理解さ

せ、学校経営のみならず島の教員として主体的に

やりがいをもって仕事に取り組ませる任を担うこ

とになる。

④　校長としての学び・アプローチ

　本校では学校経営ビジョンの中に「専門家チー

ム」を位置付け、活用している。それぞれの専門

分野は「授業づくり」「コーチング」「経営論」「地

域興しリーダー」等々、多岐にわたり10名ほどの

「専門家」の方々に学校経営を支えていただいて

いる。

　彼らの役割は、教職員への講話・指導助言と校

長の学校経営への指導助言である。校長として学

校経営を推進するにあたり多くの示唆をいただき

学ぶことができている。こうした専門家チームと

の交流・学びから、校長としてのリーダーシップ

のあり方や具体的な方策を考え、実行し検証する

中で、学校経営が充実し、教職員の学校経営への

参画意識を高めてきた。その中で、校長の役割と

アプローチの仕方について、自覚的におこなって

いることがある。
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（資料③）

　上図の「イノベーター」の役割が校長であり、「オピニ

オンリーダー」は教頭・ミドルリーダーである。校長は、

外（国・県・村の教育方針及び外部専門家からの助言等）

からイノベーションを導入し、学校経営ビジョンを策

定する。その際、オピニオンリーダーとの綿密なコミュ

ニケーションのもと、彼らに具体的な指揮を依頼する

のである。ポイントは２つ。校長は常に自ら示したビ

ジョンのゴールを具体的に描き、職員に明確に伝えて

いくこと。オピニオンリーダーは職員のフォロワー役

を徹底してもらい、職員からの尊敬を構築させること

である。

　外からの学びと内部の結束力・目的意識の共有が大

きな鍵である。

４　成果と課題

⑴　学校評価アンケートより（４段階評価）

①　児童

授業でのペアやグループでの学び合いは楽 
しい

3.4

総合的な時間の学習や生活科の勉強は楽しみ
である

3.6

伊江島の人からいろいろなことを学んでいる 3.7

自分は伊江島のために役立っている 3.2

②　保護者

学校の教育方針をわかりやすく伝えている 3.5

学校では、特色ある教育活動が行われている 3.6

学校では、一人一人が参加し学び合う授業づ
くりに取り組んでいる

3.6

学校は積極的に地域と連携して教育活動を
行っている

3.7

子どもたちは地域の方々と関わりながら育っ
ている

3.8

③　教師

本校では、特色ある教育活動が行われている 3.7

主体的･対話的で深い学びの授業づくりにつ
いて、具体的な方法で実践している。

2.7

つけたい力を明確にして授業や行事に取り組
んでいる

3.0

地域の教育資源を生かした教育活動、授業づ
くりを行っている

3.1

互見授業や積極的な対話を心がけ、同僚性を
高めるよう努めている

3.3

⑵�　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

① 　主体的・対話的で深い学びを実現するための授

業改善

○　一斉指導や説明中心の授業から、課題を焦点

化し、学び合いの授業づくりへの転換が図られ

つつある。

●　授業改善の手法にとまどい、抵抗感のある教

師もいる。

②　地域の中の学校・教師づくりの推進

○　地域教育資源の積極的な活用や協力者との協

働的な授業づくりを推進することで、地域の中

の教師としての力量を高めつつある。

⑶�　キャリアステージを意識した展望や学校経営への

参画意識をもたせる研修の推進

①　学校経営ビジョンと連結した実践体制の構築

○　ミドルリーダーの献身的なフォロー体制のお

かげで協働体制の構築が進んでいる。

○　部会を中心とした学校経営を推進することが

できている。

②　校内研を中心とした学び支え合う同僚性の構築

○　授業を公開することに対しては抵抗感がへり、

職員相互に学び合う姿が見られるようになった。

●　地域と連携することの意義は理解しつつも、

調整・準備等に時間がかかり、負担感を感じる

教職員も少なくない。

５　おわりに

　令和元年度は、異動対象者が多く、８クラス中７クラ

スが赴任したばかりの教師が担う事態となった。しかも

様々な地区からの寄せ集めであり、離島へき地での生活

も初めてという、不安を抱えてのスタートであった。し

かし、前年度までの学校経営ビジョンや研修体制を継続

勤務の職員にリード・フォローしていただき、思った以

上にスムーズな学校経営ができている。何よりも、子ど

もたち自身の学び合い、地域と関わりながら成長してい

る姿や、地域の方々の協力体制の中で、新しい職員はそ

の流れにのって職務を遂行しいているように見える。

　へき地校を預かる校長は、２校目として赴任してくる

若い教職員をその期間の中で教師として成長させなけれ

ばならない。二つの研修の柱と学校・地域の中で協働的

に働くことで、教師としてあるいは人としてたくましく

なって、島立ちをしてもらいたいと願っている。
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１　はじめに

2019年１月25日中央教育審議会「新しい時代の教育に

向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学

校における働き方改革に関する総合的な方策について

（答申）」において、「学校の組織運営体制の在り方」と

して、「経験豊富で専門性の高いミドルリーダーとして

の主幹教諭の役割は大きく、主幹教諭の負担軽減措置を

講じることにより、教師の適切な役割分担と連携の中で

主幹教諭がその役割を十分に果たすことのできる環境整

備が重要である」と述べられている。

　そして、「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。」と指摘されている。

　今後、学校が自主性・自立性をもって学校経営を充実

させていくためには、校長のリーダーシップのもと、す

べての教職員に組織的な働きが求められてくる。そして、

学校が組織として効果的に運営されるには、学校の規模

や実情に応じたミドルリーダーの育成や活躍が期待され

てくる。

２　主題設定の理由

　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４年、５年目の

教職経験年数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

るミドル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。

本校職員の年齢構成及び教職員経験年数

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

　人事異動の視点から見ると、本校は、へき地学校であ

り、勤務期間が２年～３年の学校である。つまり、ほと

んどの職員が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。

　以上のことから、本校のような実情において、ミドル

リーダーを、「学校において10～20年など一定の教職経

験を得た教職員と限定せずに、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」（「学校経営15の方策」

（2014））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

組織的に運営をするために、どのような手だてが求めら

れるのか研究を進める。

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－

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。

　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を育成するため、その具体的方策

を明らかにする。

提 案 書 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）

運 営 委 員 山 川 幸 宏 （中 川 小 学 校）
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３　研究の視点

⑴　ミドル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　ミドルマネジメントを機能させる組織づくり

⑶　校長としての「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

　②　校長室だより等の活用

４　研究の実際

⑴　ミドル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

　ミドルリーダーの育成及びミドルリーダーが学

校経営目標を実現する要として働きかけるために

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

な情報交換を行うため、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ため、教職員の意

識化を図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、学

校経営方針の重点目標を「『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て示し、

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、子どもたちへの対応や指導がより

可能となった。

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、ミド

ル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。

　「ミドルリーダーを育てる」（2007）の中で、笠

原氏は、「ミドルリーダーを育てるのは、校長や

教頭だけではない。所属職員が協力し、支えなが

ら育てていくものである。このことを全職員に周

知、徹底していくことが、校長の重要な役割であ

る」と、ミドルリーダーの育成は組織をあげて行

うことが重要であると述べている。
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　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　さらに、このような意見や提案が校長に認めら

れたり、教職員の指示を受けることが多くなる

段階になり、新しい事業や提案ができるように

なっていく。あるいは、事業や行事推進の核に

なっていく。

⑵　ミドル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ミドルリーダーの立場で関

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　校長としての「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大切さを

伝え、ミドルリーダーとしての役割の自覚や意欲

を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
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がら行うようにしている。

　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する。

③　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

を文章で綴り、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。

⑵　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

５　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

るのかが鍵になると実感した。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

りに努めていきたい。
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１　はじめに

　平成25年９月28日、「いじめ防止対策推進法」が施行

され、いじめの情報を学校内で共有し、学校が組織的に

いじめに対処することが規定された。各学校においては

「いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針」の

策定、いじめ防止等の対策のための組織の設置による充

実が求められた。平成29年３月には、「いじめの防止等

の基本方針」が改訂され、学校におけるいじめ対策の課

題と今後の方向性が示された。主な点として、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と情報共有の徹底　

⑤保護者・地域・関係機関との連携強化等が挙げられた。

いじめを未然に、また、深刻化する前に防ぐには、早い

段階での「気づき」と組織的対応が全ての基本である。

校長は多面的な情報を突き合わせて全体像を把握し、迅

速な対応が必要である。

　また、本分科会の学校は、基地に囲まれた地域でもあ

り、防災に対する危機管理も重要である。そのため、喫

緊の課題に対応する校長としての関わりを明確にし、具

体的方策を明らかにすることとした。

２　研究の視点

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」を各学校でどう実践しているか、ま

た、充実のためどう工夫改善しているか。

（市内に基地を有するため、特色ある防災訓練も実施

していることから、協議題１　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・防災教育の推進も含めてまとめた。）

３　研究の実際

⑴　普天間小学校の取組（児童数604名）

①　学校運営と現状

ア　交通安全への取組

　本校の校区はほとんどが住宅街で、また道幅

が狭い割にはスピードをあげて通り過ぎる車が

多いことから交通安全指導は重要である。

○　学級における日常的な交通安全指導

○　保護者や地域と連携しての登下校時の交通

安全指導及び不審者対応に関する見守り

○　宜野湾警察署と連携し、全学年を対象とし

た交通安全教室の実施

イ　いじめ防止への取組

　いじめはあまり多くはないが、毎年３～４件

発生しており未然防止、早期対応に努めている。

○　支持的風土の醸成がある学級づくりの徹底

○　早期発見のための毎月のアンケート調査等

○　授業参観でのいじめに関する道徳一斉授業

○　学校いじめ防止対策委員会の充実

ウ　不登校や登校しぶり改善への取組

　不登校や登校しぶりに関しては、現在10名程

度いるが徐々に改善傾向にある。

○　保護者や専門機関、地域との連携

○　SCやSSW、小中アシスト等の活用

エ　各種避難訓練の実施

　「いつでも、どこでも、誰にでも起こりうる」

ことの認識に立ち、日頃から危機管理及び危機

回避能力の育成に努めている。

○　飛行機墜落避難訓練（基地が隣接している

ため）

○　火災・地震・津波避難訓練

○　不審者から身を守るための訓練

第 ７ 分 科 会

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

設定の趣旨

　近年は、台風や局地的豪雨による土砂崩れや洪水、火山噴火等の自然災害が毎年各地で起きるとともに、猛暑に

よる熱中症も頻発し、その対策も喫緊の課題となっている。また、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、暴力行為やいじめ、不登校等といった問題行動の一因となっている

と考えられる。 そのため、校長は、地域・関係機関との連携をより強化し、組織的に迅速かつ的確に対応できるよ

うにしていかなければならない。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、危機に強い学校づくりの具体的方策を明らかにする。

提 案 者 加 納 　 貢 （志真志小学校）

司 会 者 桃 原 　 修 （普天間第二小学校）

〃 銘 苅 　 豊 （普天間小学校）

記 録 者 田 﨑 明 美 （嘉 数 小 学 校）

〃 宮 平 育 子 （長 田 小 学 校）

運 営 委 員 宮 城 裕 司 （奥 間 小 学 校）
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オ　その他、学校安全・危機対応に関する取組

○　学校施設改善における教育委員会との連携

○　万引・いじめ防止教室の実施　１～４年

○　非行防止教室の実施　５・６年

○　情報モラルやサイバー犯罪防止に関する 

講話

○　問題行動等、生徒指導に関する情報の共有

②　課題解決に向けた校長としての対応

ア　職員及び児童の危機管理能力の育成

イ　登下校時の交通安全指導

ウ　いじめ防止等人権擁護に関する校長講話

エ　学校便りを活用した保護者、地域との連携

オ　いじめ認知時の保護者や関係機関への対応

カ　地域懇談会や保護者説明会でのいじめ防止や

情報モラル、健康安全に関する説明

③　取組の成果と課題

ア　成果

○　職員や児童、保護者の安全に関する危機管

理意識が高まり、児童への日常的な指導の充

実で現時点で事件・事故が皆無である。

○　いじめ等、問題行動に関する職員間の情報

や認識の共有が深まり、未然防止や早期発見、

早期対応、早期解消に繋がっている。

イ　課題

○　人権や安全面に関する関係機関との更なる

効果的な連携に関する情報の収集

○　児童の情報モラル育成及び保護者との連携

⑵　普天間第二小学校の取組（児童数640名）

①　学校運営と現状

　学校が対応すべき危機対応については、様々な

対応が求められる。特に本校においては平成29年

12月13日、普天間米軍基地から飛びたった軍用ヘ

リから窓枠が運動場へ落下するという事故が起き

た。その後２ヶ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。下写真は、運動場へ２カ所設置され、640名

の児童がどう避難できるか、避難訓練時の様子で

ある。そういった問題をも抱えながら、やはりど

の学校でも起こりうる「いじめ問題」についても

対策を講じていかなくてはならない。４月当初に

おいて学校経営方針のひとつの大きな柱として全

職員に周知し、取り組んできた。

②　課題解決に向けた校長の対応

　校長として、「いじめ防止」の基本理念、実践

の方向性を８つの方針にまとめ、全職員で共通理

解を図った。

　方針①「いじめは決して許されない、許さない、

見過ごさない」を徹底し、学校・学年・学級の雰

囲気づくりに努める。方針②校長・教頭・学級担

任・関係主任（生徒指導主任、教育相談担当、人

権教育主任、道徳教育推進教師）、全職員、全児

童、保護者の役割を自覚し、いじめの根絶に全力

を傾ける。方針③児童一人一人の自己有用感を高

め、自尊感情を育む教育活動を推進する。方針④

道徳の時間を要とした教育活動を展開し、人権及

び生命尊重の精神を育てる。方針⑤いじめ未然防

止やいじめの早期発見・早期対応のために適切な

手段を講じる。方針⑥いじめ未然防止、早期解決

のために学校内だけでなく、保護者・関係機関と

連携を図る。方針⑦学校と保護者が協力して指導

にあたる。方針⑧「報告・連絡・相談・確認」を

確実に実行する。

　以上８本の方針を全職員で共通理解し、月１回

の定期的アンケート、年２回の教育相談週間、月

１回の子ども理解全体会を実施、いじめ防止に取

り組むための「組織の流れ」としては、毎月第１

火曜日の学年会、毎月第１水曜日の生徒指導教育

相談部会、学期に１回行われる学校いじめ防止対

策委員会、そして緊急を要する事案が発生した場
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合に開催される「学校いじめ防止緊急対策委員

会」、校長として日常的な学級経営を見取りなが

ら、全職員に寄り添い、コミュニケーションを大

切にし,組織の運用の仕方も確認しながら取り組

んできた。

③　取組の成果と課題

　昨年（平成30年４月１日）、本校へ赴任し、再

度その時の現状に触れるが、子ども達は２ヶ月間

の運動場閉鎖の影響なのか、ストレスを多く抱え

ているような児童も見られ、また、保護者との信

頼関係も重たい空気のようなものに覆われている

ような感があった。

　そして、全職員、保護者、地域と協力して今回

の取り組みをしてきた結果、児童一人一人の活き

活きと活動する様子が数多く観られ、学校全体に

活気が戻った。

　いじめ未然防止として掲げた重点目標、「学年・

学級経営の充実を図り、不登校やいじめのない豊

かな心を育成する」そして具体的な指標として、

①進んであいさつし、友達と仲良く助け合える。

②動物や植物をかわいがり、育てる事ができる。

③明るく誠実で、相手の気持ちを考えて行動する

ことができる。④自らを律することができる。（美

しいもの、正しいことに心を動かし、いたわり合

う事ができる。）⑤いろいろな集団で、みんなと

協力することができる。⑥ものを大切にし、身の

回りの整理・整頓ができる。⑦「いじめは決して

許されない、許さない、見過ごさない」態度を持

つことができる。

　いじめ０運動で、素直で明るく協力し合い思い

やりのある子、共に生きる人間として他者の存在

を認め相手の立場が理解できる子ども達に成長し

てきたことも感じることができた。

　課題というより、「いじめ問題」はこれでよしと 

することはなく、学校としてもさらに研究を深め

継続した取り組みを続けていくことが大切である。

⑶　志真志小学校の取組（児童数784名）

①　学校運営と現状

　新校舎建築のため、平成29年７月から始まった

プレハブ校舎での学校生活も満２年を迎えてい

る。プレハブ校舎、運動場とも狭隘であり、この

ような制限のある教育環境の中でも、教育課程の

完全実施を目指し、職員一丸となって教育活動に

取り組んでいる。

　工事現場が隣接し、重機や大型車両が通学路や

学校敷地内を行き交うため、敷地内外の安全には

特に力を入れて指導、学校運営を行ってきた。現

在のところ、学校建設に係る事故や怪我は“０”

であり、胸をなで下ろしているところである。

　学校内の危機対応について、一学期のいじめ認

知件数５件（軽微）、不登校は０人（前年度－４人）

と、大きな問題は無い。また救急車による搬送も

この１年半近く１件も無い。大きな怪我や感染症

の流行も無く、学校内の危機対応も概ね出来てい

るものと、評価しているところである。

②　課題解決に向けた校長としての対応

　本校では、平均欠席日数が多く、それが登校し

ぶりや学力低下に結びついているものと分析して

いる。平均欠席日数を少なくするためには、自己

肯定感や根気強さ、学校生活意欲などを高めるこ

とが課題であると考えている。

　この課題を克服するための対応はとりも直さ

ず、いじめなどの危機対応にもつながると考えて

いる。校長としての課題解決に向けた対応を以下

に示す。

ア　いじめや不登校への適切な対応

○　「学校いじめ防止基本方針」を更新、HPで

公表

○　本校の「不登校対策プログラム」の策定と

実施

○　いじめアンケートを毎月実施

○　毎日の校長による欠席者数・欠席日数、保

健日誌の確認→対応指示

○　特別活動を中心に据え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

○　凡事徹底の推進（根気強さ、望ましい生活

習慣）

○　校長講話にて校長による道徳的な“授業”

実施

イ　いじめや不登校への組織対応

○　「そろえる  つなぐ  隙間無く  切れ目無く」

のスローガンの下、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

○　学校いじめ防止対策委員会、学校いじめ防

止緊急対策委員会の校務分掌への位置づけ

○　同僚性や相性、適性を考えた職員の学年 

配置

○　児童理解全体会の開催（毎週火曜日）

○　ケース会議の開催（随時　毎火曜日に位置

づけ）

○　校長と特別支援員のランチミーティング実

施（毎日）

○　校内研修のテーマに道徳科を設定し研修実

施（R1）

○　IN-Childプロジェクト実施（琉大特支班と

連携）

　全職員による児童理解研修と共通実践

　ー育ちのセーフティーネットの中核ー
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ウ　その他の危機対応

○　不審者避難訓練　地震火災避難訓練の実施

○　朝の交通安全指導の実施

○　特別活動の充実による防災教育の推進→自

助・共助の精神の育成と、主体的に考え行動

するなどの実践力（危機回避能力）の育成

③　取組の成果と課題

成果

○　職員・組織の活性化（学年会を中心に）

○　不登校の減少

○　軽微なものを除き、いじめ問題等特になし

○　大きな怪我、事故が“０”

課題

○　特別活動が効果的であったか客観的に評価

する方法の確立

○　育ちのセーフティーネットの更なる推進

⑷　嘉数小学校の取組　（児童数860名）

①　学校運営と現状

　いじめ問題への取組にあたっては、いじめを把

握した段階で早急に事実確認を行い、関係者が集

まって対応チームを組織し話し合い、指導方針を

理解した上で役割を分担、全校体制で組織的に迅

速な対応を進める事が必要である。本校ではいじ

め問題への組織的な取組を推進するために､『い

じめ防止基本方針』の中で、基本理念・責務を明

らかにし、充実した学校生活が遅れるよう学習環

境を築くことを目的とし策定している。［予防］［対

応］［相談］［連携］［組織］［啓発］の６観点から。

基本的な対策を講じている。

　１学期のいじめ認知件数５件、不登校５名（不

安等情緒的混乱１、意図的な拒否２、他２）、登

校渋り８名、となっている。いじめ、登校への不

安を早めに解決するため、教育相談担当・生徒

指導主任を中心に、SSWによる相談や登校支援、

スクールカウンセラーとの連携に力をいれチーム

対応を行っている。

②　課題解決に向けた校長としての対応

・年度始めの組織体制の確認と周知

・いじめ対策委員会での方針確認、指導計画等の

作成と確認

・いじめ定義の確認と教員研修・保護者への啓発

・道徳の時間の公開授業（年１回全員）

・いじめアンケート月１、学期１による担任面談

・週案記載や授業観察、校内巡視による児童の 

把握

・人権・平和主任ミドルリーダーの育成、人権放

送感想文月１回。人権擁護委員による授業や講

話の推進

・教育相談室の活用

・養護・SSW・スクールカウンセラーとの連携

活用

・外部機関との情報共有（児童家庭課・青少年サ

ポートセンター）

・保護者対応の一本化と面談

③　取組の成果と課題

○　担任だけでなく、学年会にていじめの解決策

の話し合いが行われ早期発見、解決が行われた。

また、主任からの報告や週案記載から把握だけ

でなく、助言や支援体制を整える事ができた。

○　教育相談員、スクールカウンセラーの面談に

より児童や保護者への心のケアが出来た。

●　月ごとのアンケートではなかなか浮かんで来

ない事例があった。教師力を高める事例検討会

や研修をもつ。また、年２回の教育相談旬間の

設定や言葉の教育心の教育、さらなる人権教育

の充実が必要。（共通の取組）。

●　生徒指導部会との情報共有の時間が設定でき

なく、組織として学校いじめ防対策委員会の開

催が夏休みにしか出来なかった。全体組織の流

れが滞らないよう再確認する。

４　成果と課題

⑴　成果

・不登校の未然防止のためにSSWの配置により、

各学校が効果的に活用し、その成果が徐々に表れ

てきている。

・児童数も増えつつある市内の状況であるが、現在

のところ大きな事件や事故がない。

・各学校ともに「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、情報連携を徹底し

ている。

・いじめの認知をしっかり行い、校内で対策を考え

る校内いじめ防止対策委員会の設置により、機能

化を図りつつある。

⑵　課題

・現在のところ、不登校は減少しているが、欠席日数

が増えてきている児童への対応策が課題である。

・人権や安全面に関する関係機関の効果的な活用。

・近隣に普天間基地があるための飛行機墜落避難訓

練の継続的な実施。
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１　はじめに

　那覇市には小学校36校に約２万人の児童が在籍してい

る。また、平成28年度より全小中学校で小中一貫教育に

取り組み、４年目に入った。生徒指導、教科指導、特別

支援教育等の特色ある共通実践事項に取り組み、各小中

学校で成果をあげている。本市の校長会は５つのブロッ

クに分かれおり、本ブロックでは上記の研究主題のもと

研究を進めている。

２　研究の視点

　知識基盤社会と言われている現代において、我々の身

の回りの生活環境が急速に変化を遂げている。例えばス

マートフォンを活用すれば、キャッシュレスで商品の決

済ができたり、電化製品やドローン、その他いろいろな

物の遠隔操作ができる等、その活用範囲は今後も無限大

で増えてくると考える。また、AIの発達により、これ

まで人が行っていた仕事の中には、AIにとって代わら

れる職業も多くあることが予測されている。その反面、

AIにはできないであろう未知の新たな職業も生まれて

くるであろう事も予測されている。

　文部科学省提出資料平成27年２月27日の中で、『2011

年度にアメリカの小学校に入学した子どもたちの65％が

大学卒業時に今は存在していない職業に就くであろう

（キャシー・デビットソン氏の予測）』と報告している。

　このような変化の激しい社会において、様々な人々と

つながりあい、主体的に社会に関わり、社会に貢献でき

る資質能力を身に付けた子どもの育成が学校教育で求め

られている。

　そこで、小学校新学習指導要領の前文では、｢一人一

人の児童が、自分の良さや可能性を認識するとともに、

あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々

と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、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

きるようにすることが求められている。このために必

要な教育のあり方を具体化するのが、各学校において教

育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程で

ある｣と明示されている。つまり教育課程がどうあるべ

きかが述べられていると捉えることができる。具体的に

は｢自分の良さや可能性を認識する｣は自己理解をする力、

｢あらゆる他者を価値ある存在｣は人間関係形成能力・社

会形成能力、｢様々な社会的変化を乗り越え｣は課題対応

能力、｢豊かな人生を切り開き｣はキャリアプランニング

能力、｢持続可能な社会の創り手｣は社会形成能力として

捉えることができる。つまり、教育課程において｢基礎的・

汎用的能力｣を育む教育の推進は必須要件であることが

わかる。そこで研究の視点として、次の二点を上げる。

⑴　キャリア形成のために身につけさせたい力の明確化

①　教師の意識改革を図る校内研修の充実

⑵　基礎的・汎用的能力を育む実践

①　教科等の実践

②　体験活動を取り入れた実践

③　地域と連携した取り組みの実践

３　研究の実際

【実践例１】那覇市立与儀小学校（児童数321名）

１　本校の児童の実態

　各種調査等から、自己肯定感が、県、全国より低い

傾向にあり、地域への関心も低い傾向にある。しかし、

｢人の役に立ちたい｣や｢将来の夢や目標を持っている｣

と回答した割合はかなり高い傾向にある。

２　本校のキャリア教育の目標

○ 「自己を見つめ、未来（将来）について見通しを持

ち学ぼうとする力」の育成

３　校長としての関わり

　校長が中心となりキャリア教育全体計画を見直し、

児童の実態に合った目標を再設定するとともに、学力

向上推進計画の中にキャリア教育に係る研修会を位置

づけた。

〈実践例１〉教師の意識改革を図る研修の充実

　小学校学習指導要領前文には｢中略～幼児期の教育

の基礎の上に、中学校以降の教育や生涯にわたる学習

とのつながりを見通しながら～中略｣とある。このこ

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～

設定の趣旨

　教科等の学びが日常生活や将来とのつながりを意図した学びになっていない課題が見られ、学習指導要領の総則

において｢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｣ことが明示されたことを受

けて本研究主題を設定した。

提 案 者 幸 地 　 巧 （与 儀 小 学 校）

司 会 者 平 良 雅 司 （識 名 小 学 校）

記 録 者 宮 里 寿 子 （城 岳 小 学 校）

〃 松 田 敦 子 （真和志小学校）

運 営 委 員 与那城　銀　正 （嘉 芸 小 学 校）
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とは、基礎的・汎用的能力を育成するにあたり、学び

の連続性を意識して教育課程を編成、実践することが

不可欠である。そのために、基礎的・汎用的能力が

幼児期において、どのように育まれていっているかの

理解を図るために、こども園の保育参観（写真１）と、

幼児教育について（幼児期の最後までに育てたい10の

力）について園長講話（写真２）を依頼し、キャリア

形成の視点で校内研修を行った。参観の視点は、以下

の四点を持って行った。

①　自分でできることは自分でしようとしているか

②　友だちと一緒に遊びや仕事をしているか

③　自分の思いや気持ちを伝えようとしているか

④ 　自分のイメージに沿って必要な材料を集めたり、

考えたりしているか

　これらの能力は、基礎的・汎用的能力の基礎になる

活動であると捉えることができる。以下、先生方から

の感想をいくつか紹介する。

○ 教師Ａ：小グループで様々な活動をしていたが、ど

のグループも協力し、話し合いながら遊んでいるの

が印象的だった（人間関係形成能力・社会形成能力）。

○ 教師Ｂ：環境を工夫することで、トイレのスリッパ

をきれいに並べることができている（課題対応能力）。

　次に、本校のキャリア教育の目標では、キャリア教

育において身につけさせたい力が、目の前の子どもた

ちの現状に合っていない状況があった。そのため、キャ

リア教育担当教諭と校長が講師となり（写真３と写真

４）、本校の｢キャリア教育において身につけたい力｣

は何かを、児童質問紙のキャリア形成に係る結果を元

に全体で見直しを行った。キャリア教育の視点を持っ

て授業実践を行うことの必要性について校内研修会を

通して再確認した。

【実践例２】那覇市立与儀小学校（総合的な学習５年）

１　キャリア教育の視点

⑴　自分の長所や短所に気づく（自己理解）

⑵　将来の夢や希望を持ち、実現をめざして努力しよ

うとする（課題対応能力）

２　外部講師を活用し体験を通した実践

⑴　題材　｢棋士の仕事について学ぼう｣

⑵　キャリア教育の視点

　夢や目標を持って、常に努力し続けている職業人

から話を聞いたり、そのすごさを体験することで、

夢の実現のために粘り強く努力することの大切さを

学ばせたい。

⑶　授業の様子

【実践例３】那覇市立城岳小学校（児童数556名）

１　本校の実態から

　児童の実態として、素直な子が多く勤労意欲が高い

反面、自己肯定感の低さ、言葉で伝えるコミュニケー

ション力の弱さ、最後までやりぬく粘り強さに課題が

ある。そこで、基礎的・汎用的能力の｢他者の個性を

理解する力・コミュニケンションスキル（人間関係形

成・社会形成）｣｢自己の役割の理解（自己理解）｣｢学

ぶこと・働くことの意義の理解（キャリアプランニン

グ）｣の３つの能力の育成を柱とした。

２　キャリア教育の目標

　自分の良さ、お互いの良さを認め、将来の夢や希望

を大切にしながら意欲的に生活することができるよう

にする。

３　校長としての関わり

　本校の児童の実態から、社会的・職業的自立に向け

て必要な基盤となる資質・能力を再設定し、各教科、

道徳、特別活動等で、その資質・能力を育むよう、キャ

リア教育の視点を持って実践するよう周知した。

４　めざす児童像

○　周りの仲間の良さを理解し、好ましい関係を築こ

うとする子（ 人・社…人間関係形成・社会形成）

○　集団の中で自分の役割を自覚し、責任を主体的に

果たそうとする子（ 自…自己理解）

○　夢や希望を抱き、将来に向かって意欲的に生活し

ようとする子（ キ…キャリアプランニング）

５　学年の重点指導目標及び具体的な姿（抜粋）

○　低学年…友達との関わりを大切にする。人・社

　・相手の話を最後まで聞くことができる子

　・自分の思いを言葉で伝える子

○　中学年…自分のよさを知り、そのよさを伸ばす。自

　・自分のよさに気づくことができる子

○　高学年…夢や希望を持ち自分の進路を考える。キ

　　　　　将来の自己実現に向かい努力する。

　・自分を高めるためにめあてを持って取り組む子

６　キャリア教育の充実（教科・道徳・学級活動の実践）

⑴　「コミュニケーションスキル」の実践…国語

ア　単元名「なつのおもいでをはなそう」（１年）

イ　内容　　A　話すこと・聞くこと

ウ　キャリア教育の視点から
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＜ねらい＞夏休みの思い出をはっきり話したり、

友達の話に興味を持って聞いたりする。相手の

話の内容を受けて、自分から進んで話したりす

る。

＜育てたい児童の姿＞相手に応じて、話す事柄を

順序立てて、丁寧な言葉で話す。大事な事柄を

落とさないよう、興味を持って聞く。

＜身に付けさせたい「基礎的・汎用的能力」＞

◯コミュニケーションスキル（人間関係形成）

⑵　「自己理解」をテーマにした実践…道徳

ア　主題名｢自分のよさを知ろう｣（４年）

　　資料名｢ぼくらしさってなんだろう｣

イ　内容項目　A　イ　個性の伸長

ウ　キャリア教育の視点から

＜ねらい＞自分の特徴に気づき、よいところを伸

ばすことができるようにする。

＜育てたい児童の姿＞自分には、好きなことや得

意なことがあるという「自分らしさ」に気づき、

よいところを伸ばそうとする意識を高める。

＜身に付けさせたい「基礎的・汎用的能力」＞

◯自己理解・自己管理（自己の役割の理解）

エ　授業の様子（写真７）

⑶　「学ぶことの意義」をテーマにした実践…学級活動

ア　題材名「学ぶことが将来につながる」（５年）

イ　題材設定理由

　学級活動⑶ウの内容で、新学習指導要領で新設

された内容である。自分が好きなことや頑張って

いることが将来の夢の実現にどう関わっているか

について考えることを通して、知識や技術の向上

など、多くの力が身についていくことに気づかせ、

これまでの学習や生活状況を振り返り、これから

頑張りたいことを明確に意思決定させる。

ウ　キャリア教育の視点から

＜目標＞好きなことや頑張っている取組が将来に

つながっていることに気付き、継続して実践し

ようとする。

＜育てたい児童の姿＞自己のキャリア形成と関連

付けながら、見通しを持って粘り強く取り組む。

＜身に付けさせたい「基礎的・汎用的能力」＞

　○ 　キャリアプランニング（学ぶことの意義の

理解）

エ　授業の様子（写真８）

【実践例４】那覇市立真和志小学校（児童数492人）

　子ども達には将来、社会的・職業的に自立し、社会の

中で自分の役割を果たしながら自分らしい生き方を実現

するための力が求められている。この視点で教育活動を

行うことが社会形成能力の育成につながるキャリア教育

の実践である。外部人材を活用しての取組を紹介する。

１．キャリア教育の本年度の重点目標

　児童が主体的に学び、協働する意欲を持ち、個々の

良さを発揮できる児童の育成

２．めざす児童像

高学年… 集団の中での役割の自覚・中学校への心の

準備

○　自分の長所や短所に気づき、自分らしさを発揮

する子

○　自分の役割を自覚し、進んで集団活動に参加し

ようとする子

○　将来の夢や希望を持ち、実現を目指して努力し

ようとする子

３　校長としての関わり

　社会形成能力の育成は普段の授業の中はもちろん体

験的な学習活動を教育活動にしっかりと位置づけ全校

体制で計画的に実施することが大切である。そのため

には学校長がリードし地域人材や資源の活用、地域連

携を積極的に教育活動に組み入れ一人一人が社会に参

画し自己実現できるように関わった。

４．キャリア教育の充実（総合的な学習６年）

⑴　シャドウ学習から職業意識へ

ア　夏休み

　６年生が保護者や知り合いの職場見学を行い、

報告書としてまとめた。他人と関わり合いながら、

家族のために汗を流す保護者の苦労を理解し、感

謝の気持ちを持たせることができた。

イ　総合的な学習の時間（授業参観）

　「ＧＯＤＡＣ」国際海洋環境情報センターの出

前授業を通して、海洋科学に関わる仕事について

学んだ。海洋科学の最前線であるＪＡＭＳＴＥＣ

の調査船での仕事や海洋観測技術員の仕事につい

て知り、自分たちの生活にどのように関わってい

るのか学んだ（写真９と写真10）。

ウ　学校行事（修学旅行）

　修学旅行の海洋体験を体験としてでなく自分た

ちを指導している人たちの姿から「職業に対する意

識を持ち見る」という視点を与えた。「バディーを組

むことは命を守るためだ」「海だから安全を第一に

考えて教えていた」など指導している人の接し方や

指導の仕方から職業として見ている姿があった。
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⑵　特別支援交流を通して夢をもつ

　特別支援学級の寄宮中学校区３小学校６年生12名と

寄宮中学校１年生10名の生徒で交流会を行った。（写

真11と写真12）

　まずは自己紹介、次に中学生が学校生活の様子を

話しそのあと全体で交流会を行う内容である（写

真11と写真12）。知的、自閉・情緒と様々な特性を

持つ小学生は、戸惑いや集団参加に難があった児童

もいたが、環境が大きく変わる中学校生に楽しみを 

抱きながら「こんな中学生になりたい」と自分を求め

ている姿があった。これから自分のやりたいことや将

来の夢、希望など意欲をもたせるきっかけになった。

【実践例５】那覇市立識名小学校（児童数626名）

１　本校の実態から

　児童の実態として、明るく素直な子が多く優しい気

持ちの児童が多い。また、勤労意欲が高く、清掃活動

や片付け等も嫌がることなく協力して取り組む姿があ

る。反面、自分で計画し継続して最後までやり通すこ

とに課題が見られる。そこで、基礎的・汎用的能力の

｢他者の個性を理解する力・コミュニケンションスキ

ル（人間関係　形成・社会形成）｣｢自己の役割の理解

（自己理解）｣｢学ぶこと・働くことの意義の理解（キャ

リアプランニング）｣の３つの能力の育成を柱とした。

２　キャリア教育の目標

○　自己及び他者への積極的関心の形成・発展

○　身の回りの仕事や環境への関心・意欲の向上

○　夢や希望、憧れる自己イメージの獲得

○　勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の育成

３　校長としての関わり

　開かれた学校をめざし、地域と連携した学校づくり

に取り組んだ。地域を巻き込んだ教育課程の編成と児

童会・６年生が主体的に活動し、一人一人のキャリア

形成と自己実現に向かう取り組みになるよう関わった。

４　キャリア教育の充実

（総合的な学習の時間３学年の実践）

ア　単元名「豆ふのひみつ」

イ　キャリア教育の視点から

＜ねらい＞地域の歴史や文化を知り、勤労を重んじ

地域の文化を伝承できる人を育成する。

＜身に付けさせたい「基礎的・汎用的能力」＞

○　人間関係形成・社会形成能力（他者に働きか

ける能力）

＜めざす児童像＞自分の役割を果たしながら協力・

協同して社会に参画する力を形成する。

ウ　実践

　きれいな水が豊富なことから豆腐づくりが盛ん

だったことを知り、在来の大豆である青豆（オーヒ

グ）を育て収穫することにより、先人の苦労や知恵

を考える。地域の方と一緒に豆腐の作り方を学びな

がら、作る喜びや大変さを知

る（写真13と写真14）。

（特別活動　児童会活動に関わる実践）

ア　キャリア教育の視点から

＜ねらい＞よりよい学校生活づくりに主体的に関わ

り、希望や目標を持ち、自己を生かそうとする態

度の育成。

イ　よりよい学校生活

　児童会が中心となって計画運営を行い、６年生と

職員のバスケ大会、校内クイズ大会など「学校を楽

しくするプロジェクト」に取り組んでいる（写真15

と写真16）。

４　成果と課題

⑴　成果

①　各教師にとって、｢生きる力｣を育むための育成

すべき三つの資質・能力における｢学びに向かう

力・人間性｣についての理解が深まった。

②　特別活動を要として、キャリア形成に繋がる実

践を推進することができた。

⑵　課題

①　こども園、小学校、中学校、高等学校におけるキャ

リア形成についての体系的な学びを振り返る「キャ

リアパスポート」の作成、活用について、校種間連

携を視野に入れた研究を進めていく必要がある。

５　参考文献

『小学校学習指導要領（平成29年告示）』

文部科学省

『小学校キャリア教育の手引き〈改訂版〉』

平成23年５月　文部科学省

『平成29年度改訂小学校教育課程講座総則』

編著　天笠　茂　（株）ぎょうせい
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第９分科会（自立と共生、連携・接続）

１　はじめに

　八重山地区の小学校は、石垣市、竹富町、与那国町の

３市町３４校で小規模校が多く、石垣島は１島１市、竹

富町は、７つの有人島、与那国町は、１島１町と、多く

の島々で形成され、各島々には独特の自然や古来より

脈々と受け継がれてきた文化、伝統行事等があり、子ど

も達も地域の一員として育まれている。

　校長は、これらの地域環境等の教育資源を生かした学

校経営ビジョンを保護者や地域住民と共に連携して取り

組み、活力ある学校づくりや開かれた学校経営を一層推

進していくことが必要である。

　そこで、本研究部会では、学校の事例から地域に開かれ

た学校経営の理念と校長の指導性について究明すること

にした。

２　研究の視点

⑴　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。

⑵　学校の取り組みを通して、地域に開かれ、信頼さ

れる学校経営をいかに進めるか。

３　研究の実際【石垣市立大本小学校】

　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年間に渡り取り組んで来た野

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。

　そこで自然豊かなへき地小規模校の特性を十分生かし

ながら地域一帯となった教育実践を紹介する。

⑴　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４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30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。

①　ＰＴＡの組織

　ア　通常会員（児童の保護者と本校職員）

　イ　賛助会員（本会の趣旨に賛同する物）

　ウ　名誉会員（本会の趣旨に賛同し、75歳以上）

通常会員 地域世帯 賛助会員

平成28年度 10世帯 29世帯 18世帯

平成29年度 ８世帯 29世帯 11世帯

平成30年度 ７世帯 29世帯 16世帯

令和元年度 ４世帯 30世帯

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

設定の趣旨

　これからの時代に求められる教育を実現していくためには、 よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという

理念を学校と社会とが共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能

力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、 社会との連携及び協働によりその実現を

図っていくという、社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。

　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

地域に開かれた信頼される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。

協議題２　家庭・地域等と連携した開かれた学校づくりの推進

提 案 者 知 念 克 治 （大 本 小 学 校）

司 会 入嵩西　清　幸 （白 保 小 学 校）

記 録 仲 皿 涼 子 （川 原 小 学 校）

運 営 委 員 濱 川 栄 優 （天 底 小 学 校）
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第９分科会（自立と共生、連携・接続）

②　地域連携

ア　学校美化活動（４月）

　保護者だけでなく賛

助会員の参加も多見ら

れる。

イ　夏休み親子レク

（７月）

ウ　学校環境整備（９月）

エ　資金造成キビ刈（１月）

オ　学校行事への参加依頼

・各儀式的行事（入学式・卒業式）

・運動会

・創立記念集会

・学習成果報告会

・大本マラソン大会

③　学校評議員会

　評議員は、開南地区公民館長・於茂登公民館長

地区内有識者の３名で構成され、６月の評議員会

で学校の行事並びに、学力向上推進計画・校内研

修について理解を求め、１月の評議委員会で各種

行事の反省並びに、学校教育の方向性について検

討を行っている。

④　公民館との交流

　本校は、若い職員の入れ替わりが激しいため職

員の地域行事への不参加が多く、学校評議員でも

学校が地域から離れてきていると指摘を受ける。

　この反省を受け令和元年度から公民館との交流

を計画し実行している。

・地域探検

　３学年の児童が地

域で活動する事で児

童の様子を知らせる。

・豊年祭への参加

・ 公民館への苗の贈呈

　（ヤエヤマシタン・オキナワウラジロガシ・

花の苗）を通して、地域連携への感謝の気持を

伝える。

・於茂登公民館でのエイサーの練習

・エイサー本番へ参加（旧盆ナカビ）

・開南地域での、サトウキビの収穫体験

⑤　体験活動の充実

・稲作体験活動・パイン収穫体験

　校訓“共に育つ”のもと小規模の特性を生か

し地域の実態並びに保護者や教師の願いを考慮

し、心身ともに健やかで、自ら学ぶ意欲と豊か

な心を持つたくましい児童の育成を目指す。

⑥　地域人材の活用

・読み聞かせの充実

　読み聞かせによって、職員、保護者・地域の

方々とのふれあいを深める。

ア　「くにぶん木の会」による読み聞かせ

イ　「保護者」による読み聞かせ

・キャリア教育の充実

　集団生活に必要な規範意識やマナー、人間関

係を築く力、コミュニケーション能力など社会

への適応にかかる幅広い能力の形成を発達段階

に応じて実施する。

ア　ジョブシャドウイング

イ　愛鳥の集い
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第９分科会（自立と共生、連携・接続）

⑵　開かれた学校づくりでの取り組み

①　学校評議員制度の活用

　１月の学校評議員会で、反省のあった事項につ

いて、次年度の学校経営に生かした計画案の編成

を行う。（ＰＤＣＡサイクルの確立）

　・地域の農業への理解を図って欲しい

　・地域密着型の学校経営へ移行して欲しい

②　地域に開かれた運動会

　７名しか児童が在籍していないため、地域から

の参加を多く呼びかけることで、児童にとっても

成功体験の場となっている。

　賛助会員にとっては、直に児童とふれあうこと

で成長を感じてもらったり、学校教育の方向性を

知る上で貴重な場となっている。運動会において

は、多くの方々からの商品の提供を受けて、地域

の方々への参加賞として配布することもできてい

る。そのおかげで、地域の方々の参加が一番多い

行事となっている。旗頭・エイサーと地域の伝統

と文化に触れることで地域への愛着も育っている

ように感じられる。

③　環境教育の推進

　主体的に活動し、豊かに表現できる子の育成

・ 自ら課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、

よりよく課題を解決する資質や能力を育てる。

・ 学び方やものの考え方を身に付け、課題の解

決や探求活動に主体的・創造的に取り組む態

度を育てる。

ア　野鳥観察【32時間】

イ　生産活動【10時間】

④　健康安全教育の充実

　命の大切さや自分の体を知り、健康で安全な生

活ができる児童の育成

ア　薬物乱用防止教育

イ　いのちの授業

ウ　すこやか集会・安全集会

エ　救急救命講習会（保護者参加）

オ　親子合同ふれあい給食

カ　交通安全教室

⑤　地域の方々をお招きして

　学校が、社会に対して「開かれた学校」となり、

家庭や地域社会に対して積極的に働きかけを行

い、家庭や地域社会とともに子供たちを育ててい

くという視点に立った学校運営

ア　感謝集会

イ　創立記念集会

⑥　確かな学力の向上

　基礎的・基本的事項の定着とキャリア教育の視

点を踏まえた「確かな学力」の向上を目指す

ア　学力向上推進計画の推進

イ　校内研修の充実
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第９分科会（自立と共生、連携・接続）

４　校長の指導性

　本校の職員室には「教師の信条」という額がおかれて

いる。

教師の信条
　真の教育者をめざし「学校づくり」のために自己革新に
努めよう。
　教育者は窮極「人」にある
　教育の危機や荒廃が問われる中で教権の回復と全人育成
の教育推進を図るには人間教師の開眼にまつ以外に道はな
い
　ゆたかな人格と人間性に包まれた識見と実行力をもつ教
育者をめざして不断の自己啓発に努めるところに教職人生
の使命を求めたい
　くり返しのきかぬ子ども達との出会いの中にくり返しの
ない教師われの人生を求めよう
責任
人様の大切な子どもをしかも人間一生の一ばん大切な時
期にあずかっている　与えられた教壇を大切に守ろう

創造
「学ぶ者のみが考える資格をもつ」といわれるきのうと
きょうが同じでないように自己を改造しよう

愛情
ひとりもそまつにしてはならない　ひとりひとりの子ど
ものうえに教師の証をたてよう

信頼
「教える」という構えの中からは真の教育は生まれない
共に学び共に遊び共に働く中で教育しよう

連帯
ひとりの教師の手におえない問題はみんなでみんなのた
めに力を合わそう

　この額からも分かるように、学校経営力の向上、地域

の教育力の向上、校長の指導性はまず、児童の変容と公

教育の公平性が問われている。

　まずは、以下に校長の指導性について報告する。

⑴　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

・地域の実態を踏まえた教育ビジョンの策定

・学校評価・教職員評価

②　教職員の資質の向上

・校内研修の充実（指導助言・講師招聘）

・協働体制の構築

・カリキュラムの総合化

・教師への個別支援

③　児童の学力の向上への保障

・学校経営計画の周知と徹底

・学校組織マネジメントの構築

⑵　地域の教育力の向上

①　地域の教育力の活用

・地域の実態を踏まえた教育課程の編成

・学校評議員会での課題の共有

・各種教育における地域人材の活用

②　情報公開

・学校説明会

・ホームページ

・学校便り

③　地域の学校への意見反映

・学校評議員制度の活用

④　保護者の教育力の育成

・学校説明会

・就学支援指導

⑤　連携のための体制づくり

・学校評議員制度の活用

・公民館との連携協力体制づくり

５　成果と課題

⑴　成果

①　自然豊かなへき地小規模校の特性を生かし、学

校、家庭・地域との連携を積極的に推進し、開か

れた活力ある学校経営に繋がっている。

②　地域人材を活用し、専門的な立場からの計画的

な指導で、児童の興味・関心が高まり、学習に深

まりが見られるようになった。

③　学校周辺での野鳥の保護・作物の栽培を通して

生命尊重の心や自然の恵みへの感謝の心が育って

きている。

④　学校教育計画への位置づけを行い計画的・系統

的な指導の充実が図られている。

⑤　教育活動をホームページや学校便りを利用して

地域に発信することで学校での活動を知る人が増

え協力してくれる方が増えた。

⑥　学校評議員制度

　地域からの要望を聞くことで、教育の方向性や

地域との連携のあり方を考えるきっかけとなり、

教育課程編成に役立てられた。

⑵　課題

①　小規模校の特性を生かし、地域の資源を大いに

活用した指導の充実を図り、児童が伸び伸びと活

動できる環境作りを行う。

６　おわりに

　学校は生涯にわたる学びの基礎となる「生きる力」の

育成を目指さなければならない。

　「生きる力」を育むためには、校長は学校内での指導

力にとどまらず、地域環境等の教育資源を生かした学校

経営ビジョンを学校、家庭・地域とともに連携して取り

組み、活力ある学校づくりを一層推進していくことが必

要である。

　また、学校と家庭、地域社会との相互交流、相互連携

によって構築されることを家庭や地域を担う大人達が

しっかりと認識することが、「地域の子は地域で育てる」

という意識を高め、「生きる力」の育成に繋がっている

と確信している。

　校長として、地域の特色を生かした、学校と地域をつ

なぐ様々な取り組みを通して自立と共生を図り、「地域

を愛し地域を担う児童の育成」を目指して、地域に開か

れた信頼される学校づくりを推進していきたい。
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第 10分科会（学力向上推進）

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指

導性

設定の趣旨

　今日、国際化・情報化など社会の変化と科学技術の進展にはめざましいものがあり、今後一層、その変化は加速

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あり方を模索していく必要がある。文部科学省は新学習指導要領へ

の移行に向けて学習内容に加え、「主体的・対話的で深い学び」の視点に基づく授業改善を提唱するなど指導方法に

ついても言及している。本県でも学力向上主要施策「学力向上推進プロジェクト」を策定し、「授業改善」の取組を

支える「６つの方策」を示し、県全体で方向性をひとつにした学力向上の取組を推進している。そこで、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、子どもの「確かな学力」の向上を目指し、より具体的で実効性

のある教育実践のあり方に関する校長の理念と指導性についての具体的方策を明らかにする。

　協議題①　確かな学力の向上を推進する実効性のある具体的方策のあり方

　協議題②　家庭・地域社会と連携した学力向上のあり方

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）

運 営 委 員 座間味　　　靖 （瀬 底 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組の

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組と共通実践の効果

がある程度は立証されたものと考える。

　また、本県で示された「学力向上推進プロジェクト」は、

今年度で３年目を迎えることとなり、「授業改善」の取

組を支える「６つの方策」が、各学校の学力向上の推進

にどのような成果と課題をもたらしたのか、ということ

について検証・考察する年度とも言える。

　次年度から施行される新学習指導要領に示された授業

改善の方向性を踏まえた授業づくりはすでに始まってい

る。新学習指導要領が示す「確かな学力」とは、知識や

技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分

で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、行動し、

よりよく問題解決する資質や能力等まで含めたものであ

り、10年後の社会が求める人材を育成するという責任を

学校は今一度認識することが重要である。

　そこで、本研究では新学習指導要領の方向性に基づき、

「夢」を育む学力の向上を推進する校長の理念と指導性

について、主に「授業改善６つの方策」に視点をあてて、

各学校の特色ある取組を挙げ、その具体的方策と有効な

教育情報を共有したい。

２　研究の視点

⑴　授業改善を進め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指導性

３　各学校の実践

【豊見城市立ゆたか小学校】

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、具体的な取組と評価・改善を共有・浸透す

る学校体制づくりに取り組む。　方策３

①　諸学力調査等の課題分析と対応策の共有

　学力向上推進担当を中核に、実施した諸学力調

査結果を分析し各学年の課題を洗い出し、その対

応策を話し合い、取組状況と結果を報告しあう。

下位層の児童に必要な問題集や補習指導を行う等

の計画を学年協働で取り組むとともに、上位層の

児童への手立ても用意し、学びの質を高める。

②　教育課程編成の工夫改善

　学校課題である「語彙力」を高めるために、全

校一斉に「言の葉たいむ」を実施する。国語の短

時間学習（15分）を清掃後の帯時間帯に設定。言

葉集め、辞書引き、音読、漢字学習、スピーチ活

動等、年間計画を作成し、実施している。また、

毎朝の自主学習の時間に「毎日全校読書」を位置

づけ、読書活動

の充実を通して

児童の言語能力

の育成を図る。

③　重点目標と校内研究テーマを関連させた授業改善

〔重 点目標〕：「発見・感動・学ぶ喜びを実感し、

つながる子どもの育成」

〔校 内研究テーマ〕：「言葉を広げ、磨き、対話で

深め合う児童の育成～国語科における語彙指

導と読書活動の充実をとおして～」
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　　 　日々の授業及び公開授業や研究授業の視点

として両テーマを意識づけて、授業改善に取

り組む。その上で必要な人材を確保し、効果

的に活用する。

〈例 〉：校内研究「隣学年授業研究会にそれぞれ３

回程度指導講師を招聘し、教材研究を深める。

⑵　校長の指導性

・学力向上を推進する学校の共通実践事項を「グラ

ンドデザイン」と「共通実践事項評価一覧」で共

有化し、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。

・全教職員が共通実践に取り組むような教育課程を

編成し、確実な実施と評価を行う。（全校一斉読書・

国語短時間学習）

・取り組む上で必要な教育資源（ひと・もの・こと）

の活用について環境条件整備を進める。

【八重瀬町新城小学校の実践】

⑴　国語科における授業改善

①　めざす授業像の確認　方策１

　国語科授業改善アドバイザー派遣校の利点を生

かし１学期は全学級での示範授業と担任とのタイ

アップ授業を実施し目指す授業像を確認した。２

学期は１人１授業に向けた指導案作り、授業の進

め方、教材づくりへ指導助言を行い、先生方の授

業力向上に努める。また、思考力・判断力・表現

力の育成に向けては、アドバイザーより言語活動

の具体的な進め方や授業で活用したい「学習語彙

表」の資料を提示してもらいながら、全校統一し

た言語活動を進めている。

②　全校体制による取組　方策３

　校内研修の教科を国語科とし、またテーマも授

業改善とリンクさせることで全校体制による取り

組みが展開できるようにした。そうすることで、

日々の授業実践や１人１授業の実践において、管

理職や授業改善アドバイザーの授業参観、フィー

ドバックをいつでも受けられる体制と教職員間相

互の学び合いができている。

③　語彙力向上を目指した辞書の活用　方策４

　語彙力の向上を目標に全学級で辞書を活用し、

分からない語句調べや確かな読みの指導を通して、

個々の読解力が向上している。

④　「揃える実践」の徹底　方策４

　小規模校である本

校においては、全校

での共通実践が図り

やすい反面、１学級

でも推進方向が外れ

ると一気に崩れてし

まう恐れがある。そ

こで、学習のきまりやノート指導、家庭学習の与

え方など、全学級で揃える内容を吟味し、全職員

の共通理解を得た上で実践を行っている。

⑵　校長の指導性

①　現状の確認と方向性の共有　方策３

　学力の向上マネジメントを機能させるため、年

度初め校長が子供の学力状況、目指す子供像、年

度計画を説明するとともに具体的な取組（手立て）

を示し、共有化を図った。

②　授業観察とフィードバック　方策３

　校長として取組が推進されているかを日々の授

業や教育活動で確認している。(原則月曜日)その

後、各担任とのフィードバックをできるだけその

日のうちに実施するようにしている。

③　企画委員会で評価・改善　方策３

　取組を適宜評価し改善策を講じ推進していくた

めに、毎週木曜日の放課後等を活用して企画委員

会を開催し、教頭、研究主任、学力向上担当と成

果や課題等の情報を共有しながら、学校としての

取り組み方を決定する方法をとっている。
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【豊見城市立とよみ小学校の実践】

⑴　校内研修の充実による、学校課題解決

　本校の校内研修は、諸学力検査の分析、県の学力

向上推進プロジェクトを受け、テーマを「論理的思

考力の育成」とし副題を「教科横断的なスキルカー

ドの活用を通して」とした。いわゆる「説明したり、

基礎的な知識・技

能を活用して課題

を解決する」活用

問題に課題があっ

たからである。具

体的な取組として、

朝の自習や授業等

において、教科横

断的に「思考スキ

ルカード（とよ

みっ子スキルカー

ド）を活用して話

したり書いたりす

る活動を行う」と

した。

① 　課題を明確にし、日々の実践で取り組む事の有

用性を共通理解（方向性の提示）

　前年度の成果を各職員が実感できたものの次へ

のステップへ進むべきかもう一度同じ内容で実践

するべきか悩んだのも事実である。

　教職員で、長期の目標を確認、その目標達成の

ために、これまでの成果と課題を見直し、31年度

の取組を全教職員で確認した。　方策３

②　教職員の主体的な取組とする。

　目標が決まれば、その為の方策等は、新任の研

究主任や学年の話し合いに委ねる。　方策３

③　公開授業の実践

　授業は、公開することにより、妥協の無い充実

がみられると考える。積極的な授業公開を行う。

④　校内研の形骸化を防ぐために

　校内研を踏まえた日々の実践がより具体的であ

るためには、育成評価項目（研究・研修・その他）

の上位目標をより具体的な内容にした。

⑤　学力向上対策に家庭教育力の充実を図る。方策４

　これまで、授業改善リーダーが主体的に取り組

んでいた、補習的な活動を「家庭学習の充実」で

補うため、本年度の重点推進項目を４つとした　

〇家庭学習　〇「さん」づけ　〇てくてく登校　

〇むし歯ゼロ100％である。

⑵　校長の指導性

　教職員が日々の教育活動実践に邁進する中、新し

い教育課程の方向性を示すことは、校長の学校経営

での大きな役割である。同時に校内研修が、その課

題解決への方策であることを示す必要がある。

　同時に、それぞれの校務分掌に応じた実践課題を

示し、任せることも各教諭の自己実現を図るために

も重要な事である。

　また、取組に対する考えられる課題等も考慮し、

その解決の方策を示すことも必要である。

　全てが連動することを明確にし、校務分掌上の 

各担当から提案される内容については、全てに関連

性を持たせる取組が多忙感の上乗せにならないと考

える。

【与那原町立与那原東小学校の実践】

⑴　校内研究と連動した学力向上の具体的な取組

　新学習指導要領、本県の学力向上推進プロジェク

トでは「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

授業改善」に重点を置いている。本校でも校内研究

のテーマを「主体的に学び合い、高め合う児童の育

成」～物語を読むことにおける指導の工夫を通して

～とし、全国学力・学習状況調査において課題のあ

る「国語」について研究を深めることとした。

①　校内研究の取組

○　めざす児童像：「問い」を持ち主体的に学ぶ

ことで、互いの対話が生まれ深い学びができる

児童

○　研究内容：振り返りを連動させた授業を通し

て、児童が学習に積極的に向かうことを目指す。

また、つけたい力を明確にした授業づくり（「め

あて」の立て方の工夫など）　方策１

○　研究授業：低・中・高学年での代表授業を全

体研で、外れた学年は隣学年研で行う。特別支

援学級も代表で授業する。その際、授業改善ア

ドバイザーを招聘し指導助言をもらう。また、

全職員、１人１公開授業３参観を実施し、校長・

教頭より指導助言を行う。　方策２

②　学力向上推進の取組　方策３

○　本年度の重点目標：人の話をよく聞き、自分

の考えを発表する。

○　日常的授業改善：

ア「めあて・まとめ・振り返り」の確実な実施、

タイムマネジメント

イ　主体的な活動の充実

ウ　学級経営の充実　方策５

○　組織的共通実践：

　ア　学習環境の充実（黙想の徹底）

　イ　授業と連動した家庭学習の充実

　ウ　規範意識エマナーの向上

○　授業改善便りの発行（授業改善リーダーによ

る）課題や良さを発見し職員の意欲・力量を高

める。

○　朝の活動と放課後の補習　方策４

ア　「チャレンジ国語」…木・金の朝

　８：20～35の15分間、朝のチャレンジタイ
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ムに行う。１日１ページを自力で解く。学習

支援員が〇付けなど行う。

イ　「バイチャレンジ算数」…金の補習

　毎週金曜日の放

課後、約15分間１

日両面１ページを

自力で解く。学習

支援員が〇付けや

支援にあたる。

○　「学習のきまりアンケート」の実施（年間３回）

　学びに向かう意識を高め、課題を共有する。

○　個人面談期間の「パワーアップ学習」

　授業改善リーダーと学習支援員で実施。基礎

的な計算問題の定着が不十分な児童を各クラス

から３～４名集め基礎・基本の底上げを目的と

した。

⑵　校長の指導性

①　授業改善リーダー、研究主任に対し、校長の方

針や目指す児童像を示し、それを元に計画・立案

させ、指導助言する。

②　年度当初に全職員に対して学力向上推進に係る

共　通確認を図り、全校体制で推進する。

③　初任者研修や１人１公開授業での指導助言を通

　して目標を達成させる。

【南風原町立北丘小学校の実践】

⑴　校内研の充実、自己申告書等と連鎖した取組

①　学力向上マネジメントの推進　方策３

ア　年度初めの学校経営方針で目指す学校像を共

有、その中で「わかる授業」の推進、「主体的・

対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善

が本校の課題改善と学力向上につながることを

説明、共通確認した。

イ　最初の学推全体会で、学推主任が６つの方策

と年間の学力向上推進年間サイクル、昨年の学

校評価に係る課題への対応策を確認した。

ウ　年間２回の学校評価の分析を行い、その対応

策を話し合い、共通実践することで、学力向上

に関わる課題を改善していく。

②　指導力・授業力の向上

ア　目指す授業像の共有　方策１

　５月に学推主任による目指す授業像の共有や

授業における基本事項の確認・共有を行う。

イ　校内研究の充実

　校内研のテーマを

「主体的・対話的で

深い学びの授業実

践」とし、研究を進

めている。又、研究

に係る講師を招聘、

充実を図っている。

ウ　教材研究の充実　方策２

　週２回、30分の教材研究日を設定し、学年で

の教材研究を深める。又、その際、マイノート

による教材研究を推奨している。

エ　日常的な授業観察とフィードバック

　日々の授業観察で県の施策に基づいた授業が

行われているかを観察し、フィードバックを 

行う。

オ　１人１回公開授業の取り組み

　全職員が１人１回公開授業を行い、その後、

県の施策に基づいたフィードバックを行う。

カ　学推の取り組み

〇計算検定の実施　〇夏休みパワーアップ教室

〇全国学力調査の分析と対応策

キ　北丘塾への支援

　自主的な研修、「北丘塾」の講師を探したり、

参加するなどの支援を行う。

③　学級経営の充実　方策５

　校内研修で講師を招聘し、学級経営充実の為に、

研修を行い、共通理解・実践していく。又、児童

の良さを認める場の設定を行い、児童の自己肯定

感を高める取り組みを行う。

⑵　校長の指導性

①　年度初めに目指す学校像・授業像の提示・確認

②　日々の授業、１人１回公開授業、校内研の際の

授業改善が行われているかの確認・評価・助言

③　授業力・学力向上の取組と自己申告書との整合

④　職務の効率化・軽減化の取組の推進

４　研究の成果と課題

⑴　成果

・各学校において「新学習指導要領」「学力向上推

進プロジェクト」等に基づき、全職員で共通確認・

実践が図られた。

・校長は自校の特性を生かして校内外人材や教材研

究ツール等の活用により授業改善を図った。

・校長の指導性の下、ＲＰＤＣＡのマネジメントサ

イクルによる学力向上推進の取組がなされている。

⑵　課題

・ 全ての学級における「授業における基本事項」（支

持的風土、学習環境、授業マネジメント）の確立

・深い学びにつなげる教員の指導力の向上

・教職員の主体的な参画による学力向上推進のマネ

ジメントについて、校長自身の資質能力の向上に

努める。
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