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全 体 会 次 第

１ 開会行事

（１）開式のことば 長崎県へき地・小規模校教育研究連盟副会長 山村 昭文

（２）国歌斉唱

（３）へき地教師の歌「太陽となろう」

（４）主催者あいさつ 大会会長（長崎県教育委員会教育長） 池松 誠二

実行委員長（長崎県へき地・小規模校教育研究連盟会長）

山口 徳男

（５）来賓祝辞 全国へき地教育研究連盟会長 柿崎 秀顕

（６）歓迎のことば 対馬市長 比田勝 尚喜

（７）来賓紹介 長崎県へき地・小規模校教育研究連盟事務局長 日髙 友樹

（８）次期開催県あいさつ 福岡県へき地・小規模校教育研究連盟会長 本松 淳一

（９）閉会のこととば 長崎県へき地・小規模校教育研究連盟副会長 山村 昭文

２ 基調提案 対馬市実行委員会研究部長 大浦 信之

３ 事務連絡 進行
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Ⅰ 課題別分散会 第１分散会  

         会場：対馬市交流センター（大会議室） 

 １ 研究領域 「学校・学級経営の深化・充実」 

  ２ 研究課題 「家庭や地域と連携して,確かな学びを創る特色ある教育計画の創造と推進を図る。」 

 

   発表者１   熊本県 八代市立泉小学校       教  諭 林田 康宏 

   発表者２   長崎県 佐世保市立黒島小学校     教  諭 松永 雄平 

   指導助言者  熊本県教育庁教育指導局義務教育課   指導主事 堀田 美穂 

   運営責任者  熊本県へき地・小規模校教育研究連盟  会  長 狹間 卓史 

   会場責任者  長崎県へき地・小規模校教育研究連盟  理  事 惣田 正宏 

   司会者    長崎県対馬市立仁田小学校       校  長 松田 久幸 

   記録者    長崎県対馬市立豊玉小学校       教  頭 中島 純子 

   記録者    長崎県対馬市立東部中学校       教  諭 髙谷 和子 

 

 ３ 研究発表の概要 

  （１）研究発表１のテーマ 

「ふるさとに誇りを持ち，未来につながる力を身につけた子どもの育成～小中一貫校の特性を生かし

て」 

    ① 主題設定の理由 

   (ア) 今日的課題から 

多様な価値観が存在する２１世紀をたくましく生きていくためには，自分と異なった価値観をも

つ人々と共に思考し，協力・協働しながら課題を解決し，新たな価値を生み出していく必要がある。

そのためには，他の人の意見をしっかり聞きながら自分の考えをしっかりもち，相手に自信をもっ

て伝えることができる力をつける必要がある。 

(イ) 学校教育目標から 

学校教育目標の「９年間の『豊かな育ち』と『確かな学び』の連続性を図ることで，ふるさとに

誇りをもち，身は健く，心は直く，未来につながる学力を身に付けた子どもを育成する」を達成す

るためには，地域と連携協力を図り，少人数学級の良さを生かした個に応じた教育活動や小中一貫

教育校における９年間の系統的・継続的な教育活動が必要である。 

(ウ) 児童の実態から 

幼少期から少人数で過ごし「人間関係や価値観等が固定化する」という課題を抱えている本校の

子どもたちにとって，将来どこで生活しても「自分のふるさとの素晴らしさを語ることができる力」，

「自分らしくたくましく生きていくことができる力」をつける必要がある。 

    ② 研究の仮説 

        (ア) 仮説Ⅰ 

地域のよさやそこに住む人々の思いに触れる「ふるさと学習」に取り組ませることによって，ふる

さとへの愛着や誇りが深まり，自分の存在や役割を意識し，自分の考えをもつことができる子どもの

育成ができるであろう。 

     (イ) 仮説Ⅱ 

本校の特色である小中一貫教育校の特性を生かして，小中連携を推進し，同年齢の人とだけでなく

異年齢の人とも一緒に学習したり，活動したりさせる場を増やしていき，いろいろな人と一緒に意見

を出し合いながら，力を合わせて課題を解決したり，新しいことにチャレンジしたりする経験を積み

重ねることを通して，将来自分らしくたくましく生きていくための「未来につながる力」を育成する

ことができるであろう。 
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    ③ 研究の実際 

      (ア) 「ふるさと」部会の取組 ～ふるさとに誇りをもった子どもを育てるために～ 

ふるさと学習である「いずみ学」では，ふるさとの自然，文化，歴史，暮らしを高めるための知恵な

どの体験を通して学び，課題意識をもってふるさとに出会い直すことで，ふるさとのよさを再認識した

り自国理解の基礎を養ったりするための活動をしている。 
○ 泉町の人・自然・文化について体験的に学び合い，伝え合う「いずみ学」の実践 

・ 系統的な問題解決学習を行う。（各ブロック毎のテーマの設定） 

・ 異学年間の交流・学習を積極的に取り入れる。 

・ 地域の人材を積極的に活用するなど，地域の人と関わる機会を多く設定する。 

・ 学んだことを学校や地域へ発信する場を設定する。 

○ 泉の特産品である「お茶摘み・お茶の釜煎り体験」（小１～中３） 

泉町の特産品であるお茶摘み体験をすることで，泉町の特産品のお茶がどのように育ち，作られて

いくかを体験することができた。本活動は，地域の福祉施設である「いずみの里」所有のお茶畑をお

借りし，所員の方からお茶の芽の摘み方を教えていただいたり，昔ながらの釜煎り茶づくりを体験さ

せていただいたりした。 

     ○ 地域探険（小１・２） 

生活科体験学習で，地域にある公共施設，商業施設の見学を通して，「もの・場所・人」に関わるこ

とができた。インタビュー活動を通して，地域のために仕事や活動をされている方々の思いや願いに

触れ，自分の生活とのつながりに気付くことができた。また，地域の自然に親しむ活動では，四季を

通じて，学校や学校周辺の虫や草花を探し，絵日記等にまとめている。 

     ○ 川探険（小３・４） 

学校周辺を流れる川で，水中生物を探したり，魚釣りをしたりした。中流域の川の流れの速さや広

さを体験し，自分たちの住む地域にいる魚や川の生物を見つけ，自然の豊かさを感じることができた。 

     ○ 泉地域福祉センター「さわやか荘」との交流（小１～４） 

多くの児童と施設の利用者の方が交流できるように，２日に分けてさわやか荘の運動会に参加して

いる。施設職員の方が工夫された競技をしたり，本校児童が応援合戦を披露したりしている。最後に

は，全員で握手を交わし，笑顔あふれる交流となっている。 

     ○ 八代農業高等学校泉分校との交流（小１～小６） 

カヌー教室，文化祭への参加，ネイチャークラフト教室等を通して，高校生との交流を行っている。

カヌー教室では本校のプールで，高校生がゲストティーチャーとなって小学生に乗り方を指導してい

る。本校文化祭では，県高等学校弁論大会で優秀賞を受賞した生徒を招いて「自然との関わり」につ

いての意見発表を聞くことができた。ネイチャークラフト教室では，道具の使い方を高校生から教わ

りながら，山林にある材料を活用してものづくりを行った。 

     ○ 伝統芸能学習（小５～中１） 

学習のオリエンテーションとして，ゲストティーチャー（以下ＧＴ）となる地域の方々との交流を

行い，伝統芸能を継承されている思いや，小中学生に伝えたい願いを話していただいた。実際の学習

では，中学生がＧＴの方と事前に相談して目標を立て，それを５・６年生に伝え，リーダーシップを

とって取り組めるようにした。さらに，文化祭のオリエンテーションにおいて，保護者や地域の方々

の前で中学１年生が伝統芸能の衣装を身に付けてそれぞれの伝統芸能についてのプレゼンテーショ

ンを行った。その後，コース毎に伝統芸能の発表を行った。 

     ○ いずみ学園交流の取組（いずみ学園とは，泉中，泉小，泉第八小の総称） 

児童生徒の交流を図り，児童生徒相互の理解や町内の他の地域への理解を深めるために，生活科体

験学習，社会科見学，集団宿泊等を含め，年間７回いずみ学園の交流学習を行っている。さらに継続

した交流を行うために，本年度は試験的にテレビ会議システムを利用した交流活動を行った。 

     ○ 地域と共にある学校づくり  

地域連携の強化と充実のために，熊本版コミュニティ・スクールを活用し，地域の人と共につくる
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行事，地域の人も一緒に参加できる交流会を実施している。一昨年度より，まちづくり協議会と連携

を図り，地域の文化祭と学校の文化祭を共同開催の形とし，昨年度から名称を「いずみ学園文化祭・ 

泉町文化まつり」と改称している。また，小学校１・２年生児童を対象に「放課後子ども教室」を実

施し，週２回地域の教育力を生かした様々な体験活動をしたり，地域住民の方々との交流活動等を行 

ったりしている。 

   (イ) 「授業改善」部会 ～未来につながる力を身に付けた子どもを育てるために～ 

○ 小中一貫教育校としての教育課程編成及び運営の工夫  
小中９年間を通じた教育課程の編成を行い，指導内容及び指導方法の共有を図り，学習指導や生徒

指導の系統性・持続性を持たせる取組を行っている。 

○ 小学校における段階的専科授業の実施 
専門性を生かした授業の実施を行い，中１リセット解消と学力の向上を図るための，小中相互乗り

入れ授業の実施を積極的・計画的に実施している。小学校担任と中学校英語担当との連携により，乗

り入れ授業の実施やＡＬＴの積極的な活用を図っており，小学校における英語活動の実施をしてい

る。（平成２７～２９年度 教育課程特例校） 

(ウ) 「日常の取組」部会 ～未来につながる力を身に付けた子どもを育てるために～ 
○ 小中合同縦割り班活動 

１０人前後で構成する縦割り班を構成し，毎日の清掃活動を行っている。中学３年生と小学６年生

が班のリーダーとなり，掃除場所の分担，重点的に取り組む内容などを協議して，掃除に取り組んで

いる。上級生が下級生に掃除の仕方を教え，協力し合って清掃活動に取り組む姿が見られる。 

○ 児童会・生徒会の連携 

小学校児童会運営委員と中学校生徒会執行部で「いずみんリーダー会議」を行い，「小中合同ふれ

あいタイム」活動や行事を企画・運営している。委員会活動においても，内容によって小中合同で活

動している。また，児童会・生徒会でボランティア活動への参加を呼びかけた「お役に立ち隊」の活

動を校内で行った。 

○ 小中学校合同行事 

入学式，歓迎遠足，運動会，文化祭等の行事も小中合同で行っている。中学生からは「小学生の元

気のよい姿にパワーをもらった。」という感想，小学生からは「中学生の整然とした姿に感動した。」

と憧れを抱く感想が多く聞かれた。行事等を通しても小中学生お互いの良いところを十分に感じるこ

とができている。 

○ 基本的生活習慣の定着を図る取組 

家庭学習の習慣，メディアと接する時間，睡眠や朝食の状況など各家庭における望ましい生活習慣

の確立は，学力向上に大きな影響をもっている。学校と家庭が連携して望ましい生活習慣の確立を図

る取組「いずみん大作戦」を月に１回（連続した３～４日）実施している。              
    ④ 研究の成果と今後の課題 

     ア 成果 

○ ふるさとに誇りをもった子どもを育てるために 

・９年間を通して「いずみ学」に取り組むことで，自分たちのふるさとである泉町についての興味・

関心が高まり，地域の一員としての自覚をもつことができた。 

・「いずみ学」で学習したことを発信する活動に取り組むことで，地域とのつながりがより一層強ま

り，地域の方々と連携しながら活動を行うようになった。 

○ 未来につながる力を身に付けた子どもを育てるために 

・小中一貫教育校の特性を生かし，小中合同での学習や活動に取り組むことで，共に考え，力・協働し

ながら課題を解決していく経験を積み重ねることができた。 

・様々な授業形態を工夫することで，小中の教員同士が互いに学び合う場面が多くなり，指導力向上や

授業改善に役立てることができた。 
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     イ 課題 

      ○ ふるさとに誇りをもった子どもを育てるために 

・地域との連携をさらに深め，より多くの方々に学校教育活動に参加してもらうことによって，児童生

徒がさまざまな価値観に触れる機会を増やしていく必要がある。加えて，児童生徒が地域の活動に参

加したり地域の役に立つ活動を行ったりしていく必要もある。 

     ○ 未来につながる力を身に付けた子どもを育てるために 

・授業モデルの共通実践による授業展開（泉スタンダード）の取組をさらに進化させ，教科等の系統

性・連続性を踏まえた学習指導，教科等を横断した学習指導の工夫，生徒指導・生活指導の工夫を進

めていく必要がある。 

 

  （２）研究発表２のテーマ 

「義務教育学校の良さを生かした教育課程の工夫～９年間を見越した生活科・総合的な学習の時間充実

を中心に～」 

    ① 主題設定の理由 

本校は，本年度から長崎県初の義務教育学校として新たに開校した学校である。義務教育学校の良さ

である９年間を見通した一貫性のある教育計画を作成するとともに，発達段階に応じた教育課程の工夫

が必要となる。本校の全児童生徒数は１６名と小規模な学校であり，島内に高校がないため，多くの生

徒は本校を卒業するとともに親元を離れて生きていかなければならない。少人数であること，メンバー

が固定されていることで，他者との交流が限られており，就職や進学先で他者とのかかわりにおいて困

り感を感じたり，居場所がつくれなかったりする子どももいる。卒業とともにくる自立に向け，ふるさ

とを愛する心と自らの力で未来を切り開く子どもを育てる必要性を強く感じ，上記の研究主題を設定し

た。特に，生活科と総合的な学習の時間においては，「黒島だからできる」「黒島しかできない」感動体

験を軸に，９年間の成長を見越した学習を進め，その経験を通してたくさんの人たちとふれ合い発信を

していくことで，ふるさとの良さを再発見し，ふるさとを愛する心を育成できると考える。 
    ② 研究の仮説 

児童生徒の発達段階に応じて，９年間を見越した生活科・総合的な学習の時間を中心に教育課程の工

夫を行えば，郷土及び社会の一員として，時代の変化に対応できる心身ともにたくましく，人間性豊か

な児童生徒の育成が図れるであろう。 
    ③ 研究の実際 

(ア)「ふるさとを愛する」心を育てるために：生活科・総合的な学習の時間の充実 

     ○校内研修におけるカリキュラムの作成 
      ９年間を見通した生活科・総合的な学習の時間のカリキュラム作成 

・「黒島だからできる」活動 
  ≪郷土の伝統や産業，特性を生かしたカリキュラム≫ 

黒島豆腐，かんころ餅づくり，漁業体験，お魚さばき方教室，シーカヤック体験 
※地域の方に作り方を教えてもらったり，保護者に船を出してもらったりしている。            

・「黒島について知る，考える，発信する」活動 
  ≪郷土の現状を把握し，自分にできることを見つける≫ 

町探検，昔あそび，福祉学習，職場見学，職場体験(島内)，世界遺産についての学習， 
観光客の方へのガイド体験，パンフレット作成，黒島ＣＭ（ＰＲ動画）作成 
※地域のボランティアガイドの方に協力してもらい，ガイド体験を行う。 

       ※活動及びそのまとめについては，データを蓄積し， 
次のステップの学習に生かすことができるようにする。 

       ※育友会，漁協，健全育成会，公民館などに協力していただいている。 
     ○他教科・領域との関連 
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     ・ 他教科とのクロスカリキュラムの作成（教科横断的な取組） 
“１５の春”（卒業時）の明確な目的意識 

  充実したキャリア教育 
・職場体験学習，職場見学，黒島の人々の暮らしについて：総合的な学習の時間 
・職業調べ，上級学校調べ：特別活動 

     ・１５の春に向けて（進路指導）：総合的な学習の時間など 
   (イ)「未来を切り開く」力をつけるために：出口を意識した９年間の学びの構築（学力向上） 

   ≪「授業」で力をつける≫ 
    ○９年間を見通した学習規律の作成 
    ・ 本校の学習規律「学習の『はまゆう』」 

低・中・高学年・職員用を別に作成。(4種類) 
各教室に掲示し，意識して取り組ませる。→定期的に自己評価（評価アンケート） 

   ○複式解消に向けた取組                 
      本校では，複式学級の授業において，その解消のために次のように取り組んでいる。 
     １・２年複式学級                ５・６年複式学級 

教科 １年 ２年  教科 ５年 ６年 
国語 担任・児童生徒支援加配 

による全時間T・T指導 
 国語  

担任 
後期課程国語科教員 

 算数   〃  数学科教員 
算数 担任 前期課程教頭  理科 〃  理科教員 
生活科 担任・児童生徒支援加配 

によるT・T指導 
 社会   〃  社会科教員 
 

外国語 担任と中学校英語科教員による 
T・T指導 

体育科 前期課程全体での指導 
中学校体育教員が支援 

 
 ※６～９年生の４年間を見通した学力向上 

     ≪家庭と連携して力をつける≫ 
     ○家庭学習の推奨 
     ・ 家庭学習の指標「自主学習のすすめ」 

発達段階別の家庭学習の進め方の詳細資料とともに各家庭に配付 
家庭学習チェック表に学習時間と内容を書き込み，保護者にチェックをいただく 
→学校と家庭が連携し，学習に取り組む子どもの姿を支援 
→定期的に自己評価（家庭学習力アンケート） 

     ≪教育課程外の活動で力をつける≫ 
     ○前期教育課程の部活動 
     ・５年生から週１回の部活動導入  （７～９年生は週５回） 
     ・放課後子ども教室と連携を図り，児童の放課後の居場所づくりを推進する。 

（放課後子ども教室：週２回） 
  ○児童生徒会の設立 

会長：８年生，副会長：６，７年生 
専門部の活動：５年生から参加 
児童生徒総会：１～３年生も見学 
・児童生徒の「一つの学校」という意識の育成 

   ④ 研究の成果と今後の課題 

    ア 成果 

生活科・総合的な学習の時間に関しては，黒島ならではの取組を１年生から９年生にかけて段階的に

行うことで，郷土の歴史や産業，文化に対する理解が深まっている。また，それぞれの取組において地

域の方々や保護者が関わることで，地域に根ざした協働的な学びが実現している。さらに，島外での体

験を重ね合わせることで，自分の将来について考え，生かすきっかけとなっている。 
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複式解消及び５・６年生における取組では，１人の教師が１学年を担当することで，子どもに関わる

時間が増え，学力の向上に資することができ，後期課程へのなめらかな接続（中１ギャップの解消）に

つながっている。また，「家庭学習チェックシート」，「評価アンケート」，「家庭学習力アンケート」では，

取組後の自己評価を行うことで，ＰＤＣＡサイクルを意識した取組の改善ができ，「自ら学ぶ姿勢」が身

に付きはじめている。 
   イ 課題 

   生活科・総合的な学習の時間に関しては，黒島ならではの取組を１年生から９年生にかけて段階的に 
行うことで，郷土の歴史や産業，文化に対する理解が深まっている。また，それぞれの取組において地 
域の方々や保護者が関わることで，地域に根ざした協働的な学びが実現している。さらに，島外での体 
験を重ね合わせることで，自分の将来について考え，生かすきっかけとなっている。 
複式解消及び５・６年生における取組では，１人の教師が１学年を担当することで，子どもに関わる 

時間が増え，学力の向上に資することができ，後期課程へのなめらかな接続（中１ギャップの解消）に

つながっている。また，「家庭学習チェックシート」，「評価アンケート」，「家庭学習力アンケート」では，

取組後の自己評価を行うことで，ＰＤＣＡサイクルを意識した取組の改善ができ，「自ら学ぶ姿勢」が身

に付きはじめている。 
４ 研究協議（※発表者） 

佐賀  地域おこしのため，地域の特産品を使った体験のきっかけや活動内容はどのようになっているか。 
熊本  地域の自治組織として，町づくり協議会の中に学校と連携する協働部会があり，多くの活動で世話

になっている。その中の加工部会が泉町の特産品であるお茶やゆずの加工体験をさせてくれる。今年

度から，地域を知る視点で特産品がどのように活用されているのか関わりを持って取り組んでいる。

すでに「ゆずマーマレード」は作られており，それを体験する形態で取り組み，生徒との共同開発ま

ではいたっていない。今後，商品開発をするという方向性で進めていきたい。 
熊本  充実した体験活動をされていて素晴らしい。ふるさとを愛する心が育まれている。社会に開かれた

教育課程を作っていくために，行事の見直しや鍵となる人物や団体等を活性化していく必要がある。

行事の精選はあるか。連携できる地域団体には，どんな活動があるのか。 
熊本※ 昨年度から学校と町の文化祭を共同開催している。町づくり協議会の事務局がＯＢで話しやすく連

携が取れている。熊本県では，来年度から部活動の社会体育化を進めている。町づくり協働部会の中

にスポーツ文化部会があり，小学校の部活動も社会体育化に向けて話し合いをしている。事務局に，

指導者と連絡調整をしていただいている。行事の見直しについて，無くした行事はない。 
長崎※ 運動会で，健全育成協議会との種目など，地域と協力し進めている。１島１校なので，地域の健全

育成協議会に多くの協力をいただいている。 
長崎  泉小学校の施設の「石楠花寮」について，中学生が寮に入るということは何か特色があるのか。 
熊本※ 以前は泉第一小学校から第八小学校まであった。統廃合により，泉小学校と泉第八小学校の２校。

山間部のため，泉小学校から第八小学校まで車で１時間２０分くらいかかるので，泉第八小学校を卒

業した生徒は，通学は難しく寮がある。平日は寮で過ごし，週末はスクールバスで自宅へ帰るという

生活をしている。現在，寮で生活する生徒は２名。 
長崎  ９年間を見通した連続的な学び，系統的な学びが参考になった。２校とも，９年間の最後の段階で，

学びを発信している。小学生高学年でも情報発信をすることはできる。全国では中学年から地域の町

づくりの紙芝居を作って配布する，イベントに参加する，ＳＮＳや新聞，研究発表会等への参加など

多様な情報発信をしている。なぜ，後期の段階において情報発信しているのか。前段階で子供たちか

ら情報発信をしたいという内発性がでてきたときにどう対応するのか。 
大分  郷土学ということで発信を大切にしている。発表をしたり，アピールをしたり，踊ることも一つの

発信である。誰に対して発信をしているのか。 
熊本※ 昨年度まで教育課程特例校として，英語の小中相互乗り入れ授業を実施していた。小学校から続け

てきた英語の学びを生かし，地域紹介を英語で発表しようというねらいがあり，後期発信とした。ケ

ーブルテレビを活用し発信した。町づくりの視点では子ども議会に生徒会役員が参加し，町の振興の

ために必要なことの提言を行った。今後，各学年の実態に応じて計画していきたい。 
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長崎※ ６年生では「パンフレット」で情報発信をしている。自分の知り得た情報を深め，その対象は不特

定多数や観光客へ紹介する。それが，自分が学んだことをより深めるためのツールになる。ＣＭなど

時間が限られた中でどうインパクトを与え，何が重要でどのように伝えていくか，そういう思考を話

し合いの中で進めていくようにしている。 
福岡  小中合同での取組の良さは，小学生から見て中学生は模範であり，中学生から小学生を見ると，中

３と小１は大きな差があるので思いやりが育つ。半面，中学生がいるので，小学校高学年のリーダー

性は育ち十分に発揮できるのか。中学生が小学生に合わせてしまうことはないか。中学生が持ってい

る本来のリーダー性を発揮できるのか。配慮事項やメリット，デメリットを教えてほしい。 
熊本※ 八代市は平成２３年から小中一貫を推進しており，本校は平成２６年に設立した。各小中一貫教育

校で，行っている連携の形態はいろいろあり，詳しくは八代市教育委員会のホームページに紹介され

ている。行事を全て小中合同で行ってはいない。小学生主体の行事もあり，水俣病に関する行事は，

小５から中３までを対象に患者さんを招待して交流会を行った。その際，小学６年生が司会進行を務

めた。役割を分担しており小学生のリーダー性は育つ。意図的に住み分けはできている。 
長崎※ 全校生徒で役割を分担する場合，低中高で分ける等いろんなケースがある。それぞれにリーダー性

がある。幼稚園と合同で行う運動会では，小学１・２年生が思いやりの心で幼稚園児を並べていた。

上級生のお手本を見て身に付いている。 
長崎  複式学級では，家庭と地域の連携が大切。学力の保障，地域と結びついて行う学習等に対応してい

かなければならない。義務教育学校としての特色ある取組としてはおもしろい。しかし，小規模校の

良さや複式での学びについて，外部評価や学校評価にはどんな要望があったのか聞かせてほしい。 
熊本  保護者には，複式になることで半分の時間しか見てもらえていないという意識はある。教科で違い

はあるが，教科の特性によってクラスを分けたほうがいい場面はある。小学校の外国語活動では中学

校の英語教員がＡＬＴのような形で関わっている。 
長崎※ 今年から５・６年，特に小６の授業には中学校教員が入るようにしている。義務教育学校になり中

学校の教員が６名になった。長崎県初の義務教育学校で先生の負担を考えると複式となるため，指導

法の研究を重ねている。 
熊本  保護者や地域には，複式学級のマイナス面は出やすい。年に１回ふれあい参観を行い，授業参観や

交流給食で，複式の良いところを見てもらっている。三位一体で共に育てていく体制を取っている。

他の小規模校や複式学級を有する学校へ公開授業を行い，教員の資質向上を図っている。 
長崎  愛宕小中学校も黒島小中学校と同じく義務教育学校である。以前から小中の垣根がない取組をして

きている。小学生にとって複式はいい仕組み。高学年には５年ほど前から中学校教員が関わっている。

複式と単式学級が混在しているが，高学年が中学校教員に教わることは子供たちにとって良い。本校

は学力調査で５・６年生とも，国語と算数の成績が上がっている。県平均と比べると，５年生時は平

均ほどだったが６年生時にはプラス１０点。学年の特性はあるが，２つの学年で県平均超えが続くと，

効果を否定できない。 
大分  子供の様子がよく見えるので教員や保護者が過干渉になっていないか。小規模校の子供は純朴で優

しいが，強い心が学力向上につながる。たくましさを育てるための取組や体力について教えてほしい。 
長崎※ 登下校は保護者が車で送迎している。校門前までの送迎はしないようにお願いしているが，イノシ

シが多いので強要できない。体力づくりのために，朝夕走っている。市中総体の駅伝大会には，全校

生徒で体力向上として数か月間取り組んでいる。 
５ 指導助言 

現在は，「ふるさとを基盤とした教育活動を通して，子供たちが新しい時代を切り拓くために，心豊かに学び，

人間性・健康・体力の育成をすること」が言われています。まず，「 家庭や地域と連携して」について考えて

みます。へき地・小規模校には「学校が地域を育てる」「地域が学校を育てる」という側面があります。これは，

家庭や地域が一体となった教育の可能性を意味しています。新学習指導要領においても家庭や地域社会との連

携および協働，学校間の連携について示されています。学校が目的を達成するために，学校や地域の実態に応

じ，教育活動の実現に必要な人的・物的な体制を，家庭や地域社会の協力を得ながら連携を深めること，高齢

者や異年齢の子供など，地域における世代を超えた交流の機会を設けることが大切です。この点では，２校と
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も地域の特性や環境を生かした教育課程を展開されていました。泉小学校では，「 いずみ学」が伝統芸能学習

などの場面において，地域と関わる機会を設定し交流が図られています。地域の方が，支援ボランティアなど

で全面的に協力されています。黒島小中学校でも，「黒島だからできる」「黒島しかできない」体験を，ふるさ

とを愛する心を育むために，地域の方々が楽しみながら子供たちと取り組んでいます。 
次に，確かな学びをつくる教育活動の創像と推進について考えてみます。２校の発表の共通点は，未来を意

識し９年間を見越した取組です。小中一貫教育校，義務教育学校の特性を生かしていることも共通点です。具

体的には，「いずみ学」では，ふるさとの自然，文化，歴史，暮らしを高める知恵や体験を通して，「ふるさと

に出会い直す」活動で，系統的な問題解決学習がなされています。活動には異学年との交流，地域との関わり

が多く設定され，学んだことを発信し，ふるさとの素晴らしさを再確認することができています。伝統芸能で

は，地域の方に教わるだけでなく，中学生がリーダーシップを育む内容等，発達の段階に応じた計画がされて

います。９年間を通じた教育課程の編成や専門性を生かした取組が「中１ギャップ」を減らします。今後も，

泉スタンダードを深化させ，児童生徒が地域の活動に参加したり，地域に役立つ活動を行ったりする活動に広

げ，自分たちで考えた地域のための企画を実践し，未来へつながる力を育ててください。黒島小中学校では学

習規律を統一し，共通理解，共通実践をされています。９年間を見通した生活科，総合的な学習の時間の学び

の場が設定されており，学びのふり返りができています。自立に向けた「１５の春」という明確な目的をもち，

卒業後を考えたキャリア教育がなされています。学習の習慣化を図るために家庭との連携や取組が効果を上げ

ていますので，今後も取り組んでください。児童会生徒会の設立については，今後いろいろな取組が期待でき

ます。子供たち自身が，継続的に強固な自治組織を作ることができように指導することでたくましい子供の育

成ができます。児童生徒が一つの学校という意識をもって学校を出て地域でできる児童会生徒会の活動につい

て自分たちで考えて企画，実践していくことが期待されます。今後が楽しみです。 
長崎県では，「子どもの学びを支える複式授業」という冊子が出されています。長崎大学でも複式の研究がさ

れていますので，複式の指導法について参考にされるといいのではないでしょうか。 
今回の学習指導要領の改定の中で「なめらかな接続」ということが言われています。９年間の学び，幼保小

中連携もされていると思いますが，幼稚園教育からの学びの連続性も意識してください。 
これからの時代は，誰かに何かやってもらうことではなく，自分に何ができるのかを考えることが必要な力

になるのではないでしょうか。先生方一人一人が主体的に関わろうとする姿が，子供たちの主体性を育てます。

今後も地域とのつながりの中で，子供たちが力強く育っていくことを期待しています。 
最後に，社会に開かれた教育課程，これからの学校に求められるものが，このへき地・小規模校の中に存在

しています。今後もそれぞれの取組を実践されてほしいと思います。 
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Ⅰ 課題別分散会 第２分散会  

         会場：対馬市交流センター（小会議室） 

 １ 研究領域 「学校・学級経営の深化・充実」 

  ２ 研究課題 「ふるさとで学び，新しい時代を拓く，開かれた学校・学級経営の創造と推進を図る。」 

 

発表者１   福岡県 添田町立落合小学校       主幹教諭 夕田 美穂 

    発表者２   長崎県 松浦市立鷹島小学校       教  諭 田島 裕一 

   指導助言者  福岡県教育庁教育振興部義務教育課    指導主事 松本 秀樹 

    運営責任者   福岡県へき地・小規模校教育研究連盟   会  長 本松 淳一 

    会場責任者   長崎県へき地・小規模校教育研究連盟   理  事 加藤 洋一 

    司会者     長崎県対馬市立豆酘小学校        校  長 松坂 眞一 

    記録者     長崎県対馬市立東小学校         教  諭 扇  貴史 

記録者     長崎県対馬市立東小学校         教  諭 宮田 こころ 

 

３ 研究発表の概要 

  （１）研究発表１のテーマ                         

「ふるさとを愛し，地域とともにたくましく生きる子どもの育成～ひと，もの，ことを生かした体験活

動を通して」 

    ① 主題設定の理由 

           本校は，福岡県の南東部，日本三大霊山の一つといわれている英彦山の麓に位置する。英彦山を含む

彦山川の本流と６つの支流の谷間を校区にもつ，歴史・伝 統・文化と耶馬渓日田英彦山国定公園の豊

かな自然に恵まれた学校である。 

      本校は，単式４学級，複式１学級，特別支援１学級の全校児童３２名（学区外から７名）のへき地・

小規模校である。生活・総合などの学習や行事等の場において，１年から６年が一緒に活動する縦割り

班活動も多くある。また，地域の方々もこの地を愛し，地域の素材，地域の人材，地域の行事等いろい

ろな場面で児童との関わりをもっている。地域と学校がともに協力しながら，地域の方をＧＴとして学

習に招き，地域の話をしていただいたり，学校行事等のおりには，年間通してたくさんの方々が参観に

来てくださったりと，地域と学校の結びつきも強い。 

            近年，情報化やグローバル化，技術革新が急速に進む中，現代社会に生きる児童にとって，どのよう

な環境の変化がおこっても，それに対応していく力を付けることはとても重要なことである。そのため

には，児童が様々な人と関わりをもちながら，児童自らが主体的に判断し，課題を見つけ，課題解決の

ための過程をたどる学習を行うことは必要である。 

         このようなことから，歴史・伝統・文化・豊かな自然のある地域や人との関わりをもちながら，地域

とともに生きることは社会の要請の点からも大変意義深いと考える。 

      本校の児童は，明朗快活・素直純朴・与えられた課題にきちんと取り組むなどのよさがある。その一

方で次のような課題もある。 

     ○ 自ら課題を見つけ，解決する力が十分でない。 

     ○ 友だち関係や力関係が固定化し，他者の違った考えや行動を受け入れにくい部分がある。 

     ○ 大きな集団の中に入ると自己表現できにくい。 

      以上のような児童の課題から，多様な人間関係の中で，自己表現していくために主体的に判断し，現

代社会の激しい変化にも対応できる力をつけていくことは重要なことだと考える。 
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② 研究の仮説 

      生活・総合的な学習等の学習において，ふるさとの自然や歴史などについて，児童自らが学習課題を

もつようにしたり，地域で活動しているＧＴを活用したりすることを仕組めば，地域のことを深く知り，

地域と共にたくましく生きようとする児童を育成することができるであろう。 

③ 研究の実際 

  ア 主体的に課題をもたせる 

       生活・総合的な学習おいて「もっと地域のことについて知りたい。」ことから自分の課題を設定す

る。 

      ○ 地域の特色を生かした単元「こてんぐ学習」～総合的な学習の時間～ 

         ３年  「こてんぐ学習～校区探検マップを作ろう～」 

          ・校区の自然について考える。 

         ・地域の自然について知りたいことから課題をもつ。 

         ・ＧＴから話を聞く。 

             ・校区の植物・昆虫動物について調べる。 

         ・調べたことをマップにまとめる。 

         ・校区探検のまとめを発表する。 

       ４年  「こてんぐ学習～落合・英彦山調べ～」 

             ・落合・英彦山の自慢できることについて考える。 

         ・地域の自慢できることから課題をもつ。 

         ・GTから落合・英彦山のことを聞く。 

         ・知りたいことを調べる。 

         ・調べたことをまとめ，交流する。                  
      ５年  「こてんぐ学習～落合・英彦山の自然環境～」 

             ・落合・英彦山について知っていることを発表し合う。 

         ・自然（林業関係）について自分の課題をもつ。 

         ・落合・英彦山の自然（林業関係）についてＧＴからの話を聞く。 

             ・調べる計画を立てる。 

         ・調べたことをまとめる。 

         ・まとめたことを発表し，交流する。 

       ６年 「こてんぐ学習～落合・英彦山の歴史発見～」 

         ・落合・英彦山のことについて知っていることを発表し合う。 

         ・歴史・民話について自分の課題をもつ。 

         ・落合・英彦山の歴史・民話についてＧＴから話を聞く。 

         ・調べる計画を立てる。 

         ・調べたことをまとめる。 

         ・まとめたことを発表し，交流する。                      

     イ 縦割り班活動による「グリーン活動」を通した勤労と人間関係づくり 

      ○ 活動の形態 

        全校６つの縦割り班（異学年集団）に分かれて６年生がリーダーとなり，活動を進める。 

      ○ 活動の内容 

       ・英彦山駅清掃・・・地域の人々が利用する駅の掃除を行う。 

       ・花の種植え・・・・育った花の苗は落合っ子集会（人権集会）で長生会の方々に配る。  
      ・ジャガイモの収穫・収穫したジャガイモは給食の献立に利用したり，児童が持ち帰っ            

たりする。 
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       ・サツマイモのつるさし 
          ・サツマイモの収穫と花の球根植え 

      ○ 活動の流れ 

         ・活動内容を確認する。 

           ・ＧＴより植え方の仕方について説明を聞く。 

      ・リーダーを中心にグループごとに活動のめあてを話し合う。 

       ・グループごとに話し合ったことをノートに記録していく。活動の前にまず，めあてを話し合う時

間をつくる。リーダーが話し合いの中心となり，話し合いを進めていく。下の学年も話し合いに

加わるように声をかけながらリーダーは進めていく。 

        活動後，個人の活動の反省とともに，めあてに対してよかった点など振り返り，反省点は次の活

動で生かすようにする。 

ウ 地域で活動をしているＧＴの活用 

      ○ 課題に応じて，ＧＴからの話を聞き，課題を解決していく。 

         ・総合的な学習の時間においてＧＴを活用している単元 

           ・全学年「こてんぐ学習」 

            「お年寄りから学ぼう～しめ縄作り～」 

             「大きく育て！～グリーン活動」 

        ・５年  「米を育てよう」田植え・稲刈り・脱穀 

        ・３年 「きな粉づくり」 

         ・その他の教科でのＧＴの活用単元                          
           ・３年  「受けつがれる行事」                                                 

          エ 「英彦山こてんぐ塾」の活動～学校の学習と関連した地域の活動～ 

            ○ 平成２４年度から活動を開始した地域の活動である。この活動の目的は，「地域の自然や文化，歴

史を通じ子どもの社会力を育成して住みよい魅力あるまちづくりを推進すること」として，ボラン

ティア活動や自然体験活動などを通して，ふるさとへの郷土愛を深めてきた。保護者・保護者 OB
が中心となってこの活動を進めている。これまでの主な活動としては， 

        ・英彦山神宮神幸祭参加 

        ・英彦山山開きと合わせて宿泊研修（英彦山登山） 

        ・英彦山モニタリング親子ハイキング（ポイントで児童がその場所の紹介をする。） 

        ・彦山川でとれる魚についての学習（ＧＴを招いて）など 

         この他にも，この地に伝わる民話をもとに縦割り班ごとにシナリオから作っていき，劇として  

「６年生を送る会」の場で発表したこともある。「こてんぐ学習」には，この活動を進めている

保護者や保護者OBの方に来て話をしてもらっている。 

    ④ 研究の成果と今後の課題 

     ア 成果 

            ○ 児童自らが課題をもち，地域の素材を生かすべく人材を活用し，落合・英彦山地域のこと    

を深く学ぶことできた。 

      ○ 学校行事等を通して触れ合いの場を設定し，進んで多くの人と交流をもつことができた。 

     イ 課題 

       〇 もの・ひと・ことの活用についての年間を見通した全体像を明らかにし，表にまとめ活用     
する。 
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  （２）研究発表２のテーマ                         

「地域を生かし，地域に貢献する開かれた学校づくりをめざした教育活動の展開」 

    ① 主題設定の理由 

本校は，各学年単学級，特別支援学級３学級の合計９学級で，児童数８９名の小規模校である。地域

の特色を生かした，鷹島でしかできない鷹島ならでの学び，ふるさとを愛し大切に思う子どもの育成を

めざした様々な体験活動や栽培活動を推進しており，さらに，ふるさと鷹島への貢献を醸成する活動を

行い，貢献を実際の行動や活動へと高めていく教育活動を進めている。 

本校は，過去には阿翁分校，三里分校，黒島分校，そして本校に分かれており，全校児童７００を数

えた時代もあったが，昭和４８年に三里分校，平成９年に阿翁分校を閉校，（黒島分校平成１２年休校平

成２２年廃校）本校と統合し現在に至っている。 

また，平成１８年３月に，長崎県立松浦高等学校鷹島分校が閉校したことから，中学卒業後の進路も

隣県の佐賀県へ進学する生徒も多く，卒業生の半数近くが島を離れることとなる。親元を離れてからの，

自立生活に必要な基本的生活習慣の確立や生きて働く「学力」を身につけ，ふるさとを愛し地域に貢献

しようとする人材の育成は地域・保護者の願いであり，本校教育に課せられた使命でもある。 

児童は純朴で明るく，素直な子どもたちで，指導したことは実行しようと努力する一方で，主体性や

積極性に課題があり，大きな場になればなるほど消極性や自信の欠如が見られる。児童は，他の多くの

僻地校児童と同様，保育所時代からの級友関係という狭いコミュニティの中で中学卒業までを過ごす。

強いきずなで信頼関係が結ばれている反面，お互いをよく知るがゆえに，意見や考えの交流が生じにく

い環境にある。さらに，義務教育終了後の自立した生活を見据えて自分の生活のあり方を考える力や， 

修得した知識・技能を活用して思考・判断・表現する力が十分ではない。新学習指導要領の改訂の要で

もある「主体的・対話的で，深い学び」の実現が求められる。 

本校が地理的に，再稼働した玄海原子力発電所の１０Ｋｍ圏内にあることから，原子力災害発生時の

児童生徒の安全確保と，確実な保護者への引き渡しも，本校の重要な役割として求められるところであ

る。 

以上のような現状と課題から，研究主題を「地域を生かし，地域に貢献する開かれた学校づくりを目

指した教育活動の展開」と設定した。 

    ② 研究の仮説 

        ア 仮説Ⅰ 

対話的学びを通して授業改善を図ることで，児童の学力向上が図られ，主体的に学習する意欲が

高まり，地域に貢献できる人材の育成が図れるのではないか。 

イ 仮説Ⅱ 

     地域における「ひと・もの・こと」を教材化し，積極的に活用することで，子供たちのふるさと

を愛する心情を高めることができるのではないか。 

    ウ 仮説Ⅲ 

     地域や児童の実態を踏まえ，地域・保護者と一体となった取組を通して，学校・地域・保護者が

思いを共有することで開かれた学校づくりが図れるのではないか。 

    ③ 研究の実際 

    ア 対話的な学びの充実を図る授業改善 

本校児童は，先述のようにお互いをよく知るがゆえに，学びの場面では，自分がやらなくても誰か

がやってくれるだろうという馴れ合いの意識が散見される。他者とつながり自分を活かす力を育むう

えでは，現状の関係性は改善の必要があると考えられる。このような状況を鑑み，本校では平成29年

度より「自ら考え，互いに表現し合い，ともに問題を解決できる子どもの育成」という研究主題のも

と，算数科における対話的な学びの充実を図っている。実践を重ねながら，対話的な学びの充実に必

要な諸要素について一つ一つ検証しながら明らかにしているところである。以下に主なものを挙げる。 
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・ 児童のつぶやきを引き出し，めあてへとつなげる導入時の工夫 

・ 話型を取り払い口語的な表現を意図的に許容する，言語環境の整理 

・ 既習事項と関連づけて考えることができるようにする掲示の工夫  

・ 学び合い活動を行ううえでの，場面の精選。 

・ 非言語的コミュニケーションを意識した，交流の工夫 

教師と児童，児童のペア，グループなど，授業の中での対話的な学びの場面は多様である。それら

が機能的に結び付くとき，お互いの学びはさらに深まるということを，子どもたちは体感的に理解し

つつある。そして，対話的な学びを可能にするためには，誰もが安心して発言することができる支持

的な学級風土が大切であるということにも気づいてきている。 

対話は，異なる価値観が出会うところから始まる。今後の地域を支える力や，地域から巣立ち自己

実現する力を育むうえでも，算数科における対話的な学びを日々実践していくことは有効であると感

じている。 

イ 地域素材の積極的活用 
       本校では総合的な学習の時間において，地域の様々な産業・取組と連携しながら学習を行っている。

身近な地域社会との関わりに気づき，良さを感じることで，ふるさとを愛し，地域の中で自分の力 
を活かすことができるようになることをねらいとしている。以下はその取り組みの一部である。 

      〇 石工業（３年，4年）    

鷹島の石工業は1560年代から続いており，現在も重要な産業のひとつとなっている。鷹島石工業

協同組合の協力のもと，３年生で工場見学を実施し，４年生では実際の石板を用いて自分の名前を

彫り，着色をする活動にも毎年実施している。これらの活動をとおして，子どもたちは本島におけ

る石工業の歴史について理解を深めている。 

     〇 元寇（3年，4年） 

        鷹島は元寇における最後の激戦地であり，島内の各地には当時を物語る重要な史跡が多数残され

ている。代表的なものは元寇の船が海底に残されている鷹島神崎遺跡であり，これは国内初の海底

遺跡として国の史跡に指定されている。鷹島歴史民俗資料館への見学や，伝統的に受け継がれてい

る元寇太鼓に取り組む学習を通して，自分たちが暮らす島の歴史的な価値に気づき，郷土への愛着

や，誇りを高めている。 

     〇 漁業（５年） 

        新松浦漁業協同組合の協力のもと，フグやマグロをはじめとする本島の養殖産業の見学を実施し 

ている。また，見学だけではなく，実際に包丁を使って水揚げされた魚をさばいたり，それを味わ

ったりする活動を行うことで，自然の豊かさを活かした産業の良さについて体感的に学んでいる。 

      〇 島外への発信（６年） 

        鷹島の魅力を島外に発信する活動に取り組んでいる。これまでに，島内にある道の駅や，福岡市

天神にある松浦市アンテナショップのご理解のもと，発信の場を提供していただいた。４年間で学

んだことを，「鷹島の魅力を島外へ発信する」という視点でパンフレット作製等を行うことで，自分

たちが暮らす地域の良さや特徴について改めて理解を深めている。 

      ウ 地域・保護者と一体となった取組  
      〇 防災引き渡し訓練＜原子力災害想定＞ 

前述のとおり，本校が周囲を海に囲まれ，玄海原子力発電所から半径１０㎞圏内にあることから 
通常の避難訓練に加えて，地震による原子力災害を想定した保護者への引き渡し訓練を小・中学校 
連携して毎年１回実施している。 

        本校の防災計画には「原子力防災計画」を策定し，原子力災害時の対応マニュアルの作成をして

いる。これは平成２４年度の研究指定を契機に実施しており，研究の概要は「長崎県の防災教育『災

害に対し，主体的に行動する児童生徒の育成を目指して』～実践的防災教育総合支援事業の取組を
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通して～に掲載されている。中学校へ避難中の放射能汚染等，危険性が０ではないが，小学校校舎

の危険性を鑑みたとき，必要な避難法と考える。 

      〇 生活リズムの大切さを啓発する講演会の開催 

        学校保健委員会の活動として，平成２８年度は，長崎県家庭教育アドバイザーを講師として招聘

し，『みんなでトライ 早寝早起き朝ごはん～かくれている力を伸ばそう』と題して講演会を実施し

た。平成２９年度は，～「早寝・早起き・朝ごはん」のすすめ～と題して，諫早市の小児科医院の

院長を講師に招き講演会を実施した。両会とも保護者の参観もあり，盛会であった。 

    ④ 研究の成果と今後の課題 

      ア 成果 

      〇 対話的な学びの機会が充実したことにより，子どもたちが自分の言葉で考えを述べたり，自分と

は異なる相手の思いをしっかり聞いたりすることが増えた。 

      〇 総合的な学習の時間を中心とした様々な学習活動を通して，学校を起点とした地域のつながりが

より密接になり，「地域全体で子どもを育てる」という地域風土づくりに貢献することができた。 

      〇 地域・保護者と協働で，児童生徒の心身の健康と安全を担保する活動を実施することで，少しず

つ地域・保護者の意識も高まり学校教育への理解も深まった。 

     イ 課題 

      〇 対話的学びを通して授業改善を図ることで，学力向上については一定の成果が見られたが，児童

の主体性の高まりには至っていない。 
      〇 総合的な学習の時間で実施している地域学習については，新学習指導要領の趣旨も踏まえ，探求

的な学習過程となるよう活動目標や内容の見直しをすすめなければならない。 
      〇 職員の大半が他地域からの異動であることから，地域・保護者と一体となった取組を進めていく

上で，引継ぎの在り方が課題である。 
４ 研究協議（※発表者） 

熊本  概要のところで，全校児童３２名（学区外から７名）というのは，特認校とか山村入学制とか

何か理由があるのか。 

福岡※ 特認校制度によって町内から７名程バスで通学している。 

司会  ＨＰを見たところ詳しいことが載っていた。町内の他校区から特別に保護者の了解があれば落

合小学校へ行くことができると書かれている。 

大分  地域のことを教員が知らないと取り組めないことが多い。新しく赴任するときには１学期どう

していいか分からないことがある。地域に根差した総合的な学習を展開するにあたり，どのよう

に工夫をしているのか。 

長崎※ 元寇といえば「対馬」というイメージがあった。鷹島で元寇がそれほど重要な場所であるとい

うことを知らなかった。子ども達の方が元寇について知識があるという状態。この島のそういう

歴史について理解を深めるところからスタートだった。他の学年の新しく来た者も地域の活動と

つなげることが難しいことがあり，その年度から引継ぎのことについては詳しくしていくように

した。鷹島の元寇について学ぶということは，なかなかインターネットではできない。「資料館で

見せてもらった方がいい」，「こういうところに子ども達は実際に行っている」，「紙媒体の残って

いる資料を１学期の内に読んで理解を深めた方がいい」など，新しく見えた先生が迷うことがな

いように，これまでしてきたことを引継ぎ，４月，５月の前持った取り組みをしているところ。 

福岡※ 本校ではこてんぐ塾と言って，学校だけの取り組みではなく，青年の家と教育委員会の社会教

育がコラボをした取り組みがある。以前から，地域の学習をする場があった。それを受けて，地

域の保護者がそこで終わらせたくないということで，今も「こてんぐ実行委員会」として引き続

いて保護者が中心となって取り組まれている。学校から１名実行委員として参加している。英彦

山を知るために，登山を仕組んだ様な活動をしている。最近では，「もくもくまつり」と言って，
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豪雨の時に出た廃材を活用した新しいものを生み出すような活動にも取り組んでいる。 

（協議） 

佐賀  本校での悩みを振り返った。こてんぐ学習の取り組みは地域の方に開かれていることが分かっ

た。本校での取り組んでいる「田植え」は，ＪＡから連絡が来て，打ち合わせを行っている。外

側からの働きかけが多いことを実感した。困っていることとして，前任の校長先生が「建立塾」

という別の活動を新たに始めており，職員はどんなことをしているのか知らないということがあ

る。地域の方が「建立塾」という明治５年に開かれた「大川小学校」のもとになるところがどん

なところだったのかを知らせたいというところが始まり。学校の先生は知らないが，地域の大事

なことが子ども達には分かり出してきている状態。主体が学校から公民館へ移ることになり，そ

れでよいのか悩んでいる。カリキュラム上いっぱいいっぱいのところに新たなものを加えること

は困難。つなぐというのは非常に難しい。地域の方はいろんなことをしたいと思っているし，そ

れにどのように学校の中で進めていくか難しく思っている。どの程度のところを職員に下ろし，

学校の授業の中で連携していくかを考えたいが，自分のところで止まっている状態。 

司会  教育課程外での地域の活動との学校とのつながりについて。こてんぐ学習というのは，落合小

学校では総合的な学習の時間に行われているため，教育課程で行っていること。地域の活動とし

てのこてんぐ塾と，学校の教育活動との関わり，地域との関わりについて夕田先生に話して頂く。 

福岡※ こてんぐ実行委員会に含まれているのは，現保護者，ＯＢ。その方たちが地域に根差した取り

組みをされている。総合学習で取り組みたいことをこてんぐ実行委員会の中の方を呼んで相談を

する。こてんぐ塾の方から学校のＧＴとしてお招きして話をして頂いている。 

司会  こてんぐ塾という組織の中の方が，学校の教育活動である総合的な学習などのＧＴとして来て

下さる方の人材マーク的な働きもしている。今日の発表があった２校の共通点は，どちらの学校

も，地域とのつながり，地域に開かれた学校，地域に根差した教育を行うためにＧＴを活用して

いること。ＧＴ呼ぶための組織づくりや方法について紹介して頂きたい。 

熊本  本校は明治８年開校で，１４４年の歴史を持った学校。最高は６０４人(昭和２０年)５９３人

（昭和３３年）という児童数だった。昨年度は１３名になった。今日勉強になったことは，「総合

的な学習の時間を有効に使っている」「地域に貢献するということを全面に出しているところ」

「話型の見直しをしているところ」「学校の宣伝用のプロモーションを作っているところ」。本校

の課題は１３人という子どもをどう増やしていくか。ふるさとで学ぶという姿勢をしっかりと持

って，そのことで自信をつけて，いずれは巣立つかもしれないが，戻ってきてくれないか，心の

ふるさとになってくれないかと願っている。新しい先生がなじむのが難しいという話があったが，

学校教育目標の中の目指す教師像の中に「地域を楽しむ教師」というものを強く入れた。本校は

地域の行事が多く，やまびこ音楽祭，住吉神社の秋祭り，しし鍋マラソン（５００人規模）など

がある。今年度教育委員会と相談をし，働き方改革もあったが，ＰＴＡ，自治会長にも説明をし，

日曜授業ということにした。そのことで，子ども達が全員参加でき，翌日教員も休みを取ること

ができる。また，何よりも地域が喜んでくれている。愛林教育ということで，子どもたちのアイ

デアで２階から滑り台を作りたい。地域から材料の提供はしてもらえるが，学校施設であるため，

難しいところがある。避難梯子としてなんとかならないかと相談している。国道緑化推進機構と

いうところを通じて，学校緑化モデル事業に取り組んでいる。地域の人たちと一緒に，プールと

校舎間の空き地の美化や東屋等の作成をして，公園作成につなげていきたい。地域との関わりを

楽しみながら活動を展開していきたい。 

長崎  ３月まで鷹島小の隣の福島小で勤務していた。活発で純朴な子ども達。子ども達が受けている

授業の中で，対話的な学びを仕組む際に，話型を教え込んでいるところだが，話型の取り払った

ことについて詳しく教えて頂きたい。 

長崎※ ２８年度まで国語の研究をしていた。ワークシートに自分の思いを書き込み，それを紹介し合
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うことで考えの交流を図っていた。書いているものを読むということは自分の考えを伝えること

にはなるものの，聞き手は「はい」「分かりました」で終わってしまう。伝達としては有効な方法

ではあるが，対話というのはそれぞれの思考の交流であるため，思考の交流をする上では，話型

を使うことを前提にしてしまうと，自然な対話そのものが難しくなってしまうのではないかとい

う反省が挙がった。子ども達の話す力を信じてみようということで，話型を取り払うことをして

みた。書き言葉と話し言葉は違うところが考えの根拠となっている。授業の中で聞き手に徹する

子どもがグループの中で話し合いに加わっている様子や，分かるかどうかを尋ね合う光景を見る

ことができた。対話の中で話型を外すことは，自然な言葉のキャッチボールを促すことの一つの

方法であった。それが有効であるのは，対話に値するような子どもを刺激するような問題や状況

を作ってあげる教師側の工夫が必要である。 

長崎  校内研究で総合的な学習の時間，ＥＳＤ教育の研究を進めている。本校でもＧＴをたくさん招

いて学習を進めている。各学年のテーマを設定して調べ学習を進めている。６年生では，歴史民

俗資料館の先生を招いて野外授業を行ったり，物産協会のやんこもさんにフィールドワークに連

れて行っていただいたりした。国際交流の先生を招き，韓国語講座を行い，韓国人にインタビュ

ーをする授業を計画している。子ども達がたくさんふるさとのことを知ることで，よりふるさと

が好きになり，自信を持った子ども達が育っていくのではないかと思っている。 

大分  英彦山の裏側になる学校，子ども達は行き止まりだと思っている。もう一度英彦山を見つめ直

す教育活動が必要だと思った。引継ぎの大切さ，他教科との関連も考えながらカリキュラムを編

成していく必要があると思った。３～５年生までの学びを６年生で統合して，表現活動につなげ

ていくところは参考にしていきたい。そのような実例をＨＰで紹介して頂きたい。昨年の九州北

部豪雨災害の被害にあった。これまでのふるさと学習ができなくなったが，被災したことによっ

て，違う田で米作りを行った。昔ながらの米作りから，大型機械を使った今の米作りを体験する

ことができた。大きな被害を受けたふるさとだが，そのふるさとの中にこそ学びがあると思った。

今後，崩落現場の工事の様子を見学する。今，ふるさとがどう変わろうとしているのか，その中

でどのような人たちがどんな関わりをしているのかを考えさせたい。 

福岡※ （発表校校長）こてんぐの補足。英彦山青年の家の合宿通学にかかわる事業があった。英彦山

小学校閉校に伴い，落合小学校へ。その子たちを通学させつつ青年の家で体験活動を行ったのが

起こり。事業の見直しによって，なくなってしまうため，保護者やＯＢなど地元の人で世話して

続けていこうということで，実行委員会が組織されて活動している。体験不足を補うため，稚児

舞や神輿の担ぎ手，保育園事業の中での紙芝居の読み聞かせ，グリーン活動などの体験活動を大

切にしている。英彦山小学校で取り組んでいたものなど，いいものを引き継いで実践している。 

５ 指導助言  

 初任校の学校は，小さな学校だった。子ども同士が下の名前で呼び合うのが不思議だった。同じ苗字の子

が多いため，下の名前で呼び合っていた。保護者も下の名前で呼び合う。米作りの実践をしていた。苗の準

備，植え方の指導など地域の方が協力してくれる。収穫した新米を給食室で炊き，給食として頂く。新米の

おいしさを実感し，体験ができた。校歌にも出てくる桂嶽という山があり，昔は山城があった。十分な計画

も立てないまま，子ども達と現地へ行った思い出がある。 
 ３つのことについて私なりに感じたことを話させて頂く。１つは，どちらの取り組みもへき地小規模校の

ならではの強み，教育資源を最大限に活用していた。落合小学校については，自然と人が教育資源。こてん

ぐ学習においては，英彦山の植物や生き物，木や水を調べたりしている。落合小学校ならではの教育資源を

最大限に生かされていた。調べ学習をする中で悉く出てくるのがＧＴの活用。各分野の○○名人を最大限に

生かして学習を進めていた。鷹島小学校については，歴史産業と人が教育資源。石工業・漁業・元寇など豊

富な教育資源がある学校は滅多にない。それらを十分に生かして学習を進められていた。 

このような学習は，改訂学習指導要領の観点から見たときに２つの良さがある。１つは，学習指導要領改
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正の要点「教育課程の実施にあたり，家庭や地域と連携協働していくこと」という点から２校の取り組みは

これを具現化するものである。もう１つはカリキュラムマネジメントの充実の３つの中の側面の１つ「教育

課程の実施については，地域の人的・物的資源の確保」が２校はしっかりとされていた。カリキュラムマネ

ジメントの充実にもつながっていくということで，非常に価値ある取り組みだと思った。 

次に，弱みを克服しようとした取り組みであったこと。小さな頃からずっと同じメンバーで進級していく。

お互いをよく知っているという良い点もあるが，固定的な見方をしてしまう弱みがある。素直な一方で，指

示待ち傾向も強い。その弱みを克服しようとする取り組みを実践されていた。落合小学校は，紀要の中に「主

体的に課題を持たせる」とある。こちらが課題を与えるのではなく，子ども達が課題を見つけるようにして

いる。鷹島小学校は，対話について，話したくなるような状況，伝えざるを得ない状況を作ることは大事だ

と思う。こちらが与えたことをなぞっていくようなものではなく，子ども達が課題を主体的に見つけようと

する状況を作ることは非常に大事である。２校の弱みを克服する取り組みは，主体的，対話的で深い学びを

実現に向けての授業改善にもつながっていくという意味で価値があると思った。 

最後に，今回の課題２のテーマに開かれた学校・学級経営の創造がある。「開かれた」というのはただＧＴ

に来てもらうだけではない。目指すところを共有化することがポイントになる。人を活用する中で，学校と

ＧＴが目指す子どもの姿を共有化していくことが大切。活動を依頼するだけでなく，「地域に貢献する子ども

を育てたい」「ふるさとを愛する子どもを育てたい」からこんな活動をやっていますというところをＧＴと共

有化していくことで，取り組みが充実したものになっていく。 

おわりに，２校の子ども達を見てみたい。へき地教師の歌にあるようにつぶらな瞳の子ども達が力いっぱ

い伸びていくような，明るい心の子ども達が力いっぱい伸びていくような取り組みを推進していただけるこ

とをお願いしたい。 
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Ⅰ 課題別分散会 第３分散会  

         会場：十八銀行対馬支店 

 １ 研究領域 「学校・学級経営の深化・充実」 

  ２ 研究課題 「地域に根ざし，家庭や地域と連携して豊かな心を育む教育活動の創造と推進を図る。」 

 

   発表者１   大分県 別府市立東山幼小中学校    教  頭 吉武 功二 

   発表者２   長崎県 壱岐市立芦辺中学校      教  諭 殿川 哲生 

   指導助言者  大分県教育庁義務教育課        指導主事 佐田 香織 

   運営責任者  大分県へき地教育連盟         会  長 有田 千春 

   会場責任者  長崎県へき地・小規模校教育研究連盟  理  事 坂口  隆 

   司会者    長崎県対馬市立大船越小学校      校  長 早田  傳 

   記録者    長崎県対馬市立豊玉中学校       教  諭 武田 徹郎 

   記録者    長崎県対馬市立豊玉中学校       教  諭 市丸 恵理 

 

 ３ 研究発表の概要 

  （１）研究発表１のテーマ 

「地域との協働による主体的に活動する園児，児童，生徒の育成」 

① 主題設定の理由 

     平成１０年の開校以来，子どもたちに「ふるさと東山の歴史と伝統や文化を学び，誇りを持って卒

業し，その情報を広く発信しよう」とよびかけてきた。しかし，地域の子どもたちが年々減少し地域

以外の子どもが増えていく中で，東山地区の伝統や行事にどのようなものがあるのかを知らない子ど

もや保護者が増えてきた。そのため，以前は地域コミュニティのつながりにより保護者達が学校行事

や学習活動に呼びかけをしなくても活動に参加して子どもたちへの支援・指導をしてもらっていた。

しかし，地域とのつながりの希薄化や従前より学校に協力していただいていた方々の高齢化により，

このような場面や機会が持ちにくくなってきた。地域の方々にとっても，「学校は地域の宝である」と

いう強い思いはあるのだが，子どもの名前と顔が一致せず学校にどうかかわっていけばよいのかわか

らないという声も聞かれるようになってきた。 

また，子どもたちは明るく素直であるが，少人数であるため他者との積極的なコミュニケーション

が苦手であり，主体的に学習や活動に取り組む意欲の向上が図りにくいという現状がある。そこで，

「地域に学校の情報を積極的に発信する」「地域人材を学校に取り入れながら家庭や地域と連携・協働

していく」活動を取り入れていくことで，子どもたちのコミュニケーション力の向上と学習や学校生

活に主体的に取り組む園児・児童・生徒の育成を目指してこの主題を設定した。 

②  研究の仮説 

      地域と協働した体験活動の充実を図ることで，地域に誇りを持ち，主体的に学ぶ子どもの育成ができ

るであろう。 

③  研究の実際 

(ア) 学校行事の設定 

        東山地域の方々に参加してもらい，子どもたちへの支援・指導をお願いする学校行事を今年度も

設定した。また，計画・立案に責任を持たせた各行事の担当者を決めた。 

(イ) 地域への呼びかけの工夫 

        地域の子どもの減少により学校の活動が地域に伝わりにくくなってきている。そこで，学校と地

域とのつながりを深めていくために，各自治会長と連携をとり，顔合わせを行った。また，地域で

行っている公民館運営委員会に学校も出席し，地域の行事や要望などを聞くとともに学校の様子を
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伝えていった。さらに，各自治会長にお願いして行事のお知らせ文書や学校通信等を公民館の回覧

文書で配布してもらった。また，地域の方々への協力依頼については，自治会長や公民館主事等に

「どこに・どのような」人材がいるのかを聞いて依頼のお願いをするなど，地域への呼びかけの工

夫を行った。 

(ウ) 活動 

○稲作体験活動（田植え・稗取り・稲刈り・脱穀） 

この活動は，東山集落営農協組織（東山パレット）や地域農家の青壮年部（農榮会），ＪＡの方々及

び地域保護者ＯＢにご協力をお願いし，保護者や地域の方々が参加しやすいように土曜日を学校登校

日として園児・児童・生徒全校に次の力をつけさせることをねらいとして実施している。 

・農業・農村が果たしている役割等についての学習活動を通じて，子どもたちが農業を愛し，農村地

域に生きる喜びと誇りを持つ。 

・田植えや稲刈り等の作業を体験することにより，米づくりについての理解を深めるとともに，みん

なで協力して働くことの意義を感じ，食べ物に感謝する気持ちを持つ。 

・地域の方との交流活動を通じて，親睦を深めるとともに，地域の良さに気づき，地域住民としての

誇りを持つ。 

   事前に協力していただく地域の方々と打ち合わせを行った後，６月に地域の方よりお借りして 
      している水田で田植え体験を行った。中学生・幼稚園児，小学生高学年・低学年となるようにペ 

アを組み，地域の方々の指導を受けながら上級生が下級生の手をつないで田に入っていった。は 
じめは泥の感触に戸惑っていた幼稚園児も，中学生のやさしい声かけや励ましにより楽しそうに 
植えていた。活動が終わった後もまだやりたいという子もいるほどであった。また，保護者の方  々
も服が泥だらけになるのも気にせず参加していただいた。活動後の子どもたちの感想には，「は 
じめての田植えだったけど，地域の人や中学生がやり方を教えてくれたのでとても楽しくできま 
した」「地域の方々が準備していただいたおかげでスムーズに活動をすることができました。あ 
りがとうございました」などがあった。活動に意欲的に取り組み，地域とのつながりの大切さを 
感じたようである。 
９月には稗取り活動を行った。まず，稗取りの仕方を地域の方々よりご指導いただき田へ入っ

ていった。稗を見るのが初めての子もいたが，すぐに稲と稗を見分け汗を流していた。また，田

の草取りも行った。おいしいお米を収穫するにはこのように日常的に行う作業が必要であ     

ることを実感していたようである。この活動にも，多くの保護者や地域の方々が参加してくださ

り，親睦を深めることができた。 
１０月になりいよいよ稲刈りを行った。まず，地域の方々から安全に作業をするための注意事

項を聞いた後，鍬を使いながら刈っていった。今回も中学生・幼稚園児，小学生高学年・低学年

となるようにペアを組み，大きくたわわに実った稲に大歓声を上げながらの作業であった。地域

の方々の指導を受けながら刈っていき，１時間程度で田に建てた竿に稲を干すことができた。多

くの保護者の参加もあり，地域と保護者との交流の場にもなっていた。この稲作体験活動で収穫

した「うるち米」は，文化祭で子ども・地域や保護者への昼食としてＰＴＡが炊き出しをして，文化

祭に来ていただいた地域や保護者の方々に食べてもらい，体験学習の成果を披露している。 
１２月には稲作体験学習で収穫した「もち米」を使った餅つきを地域や保護者の協力により行った。

前日から多くの保護者や地域の方が学校へ来て準備をしていただき，当日は多くの方々に参加してい

ただいた。この一連の稲作体験活動で，地域の方には多くの支援をしていただいた。子どもたちにと

っては，地域の良さに気づき，郷土東山に誇りを持つ体験活動となった。 

○しめ縄・門松作り 

地域のしめ縄・門松作りの名人に毎年しめ縄作り講師として学校に来てもらい，子どもたちへの指  

導をお願いしている。講師の方々も，しめ縄に使うわら専用の稲を育てたり門松に使う竹を伐採する

などの事前準備をしてくれており，子どもたちとの交流を楽しみにしてもらっている。しめ縄作りで 
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は，初めはわらをあざなうことも四苦八苦していた子どもたちだが，講師の方から丁寧な説明や

支援を受けながら自分だけのしめ縄飾りを完成させていった。中には５０㎝にもなる大作を作る

者もいた。門松作りでも，講師の方々の支援を受け，高さ３．８ｍの巨大門松を１対完成させる

ことができた。この巨大門松は，毎年東山の名物となっている。活動後の感想には，「初めてしめ

飾り作りを体験した。とても難しかったが，地域の方が丁寧に教えてくれたおかげで作ることが

できました。ありがとうございました」「完成した門松の大きさにびっくりしました。竹などの材

料を事前に準備していただきありがとうございます。来年もチャレンジしたいです」などあり，

意欲的に取り組み達成感を味わうことができた活動であった。講師として来ていただいた地域の

方からも「来年度も子どもたちとの活動を楽しみにしています」と言っていただいた。平日にも

かかわらず，多くの保護者や地域の方々に参加していただき，有意義で楽しい時間を持つことが

できた。 

○運動会・文化祭 

      運動会は９月２３日の秋分の日に地域と合同で行われ，帰省した地域の家族なども参加した一

大イベントとなっている。運動会前には，学校と地域それぞれの実行委員会が打合せを行ったり，

学校・地域・保護者によるグラウンド及び学校周辺の草刈りをするなどの取組も行われる。当日

は，参加者全員で踊る別府音頭や子どもたちと地域の方々や保護者との合同競技も行われるなど，

学校・家庭・地域が一体となる行事である。また，文化祭も１１月２３日の勤労感謝の日に実施

し，多くの地域の方々に来ていただいている。ステージ発表では，全校の園児・児童・生徒によ

る「東山太鼓」を披露している。この「東山太鼓」は，後継者不足から担い手がいなくなってい

たものを，東山地区公民館が中心になって復活させ，保存会を発足させたものである。しかし，

保存会会員の高齢化や地区の人口の減少にり，再び演奏されなくなることを懸念して，園児・児

童・生徒全員で演奏し伝承している。この「東山太鼓」の演奏を聴くことを地域の方々は毎年楽

しみにしており，「来年もぜひ聴かせてほしい」という要望をたくさんいただいている。子どもた

ちにとっては，「東山太鼓」の練習成果を多くの人の前で披露することで達成感を味わう良い機会

であるとともに，東山地区に伝わる伝統行事を知り地域の良さを感じる場ともなっている。昼休

みには，保護者の方々による手作りの昼食（子どもたちが収穫したお米で作ったご飯と豚汁）を

地域の方々と一緒に食べて親睦を図った。 

その他の活動として，子どもたちと保護者が地域の家々を訪れていく空き瓶・空き缶回収や地

域の方々と１年間の無病息災を願いながら餅を焼いて食べるどんど焼き，卒業式で配布する赤飯 

作りなど地域と協働した学校行事を行っている。また，地域公民館活動である農産品評会にも東

山太鼓の演奏で参加し，地域と学校とのつながりを深めていくことができている。 

④  研究の成果と今後の課題 

      (ア) 成果 

       ○ 地域への学校情報の積極的な発信の工夫により，学校と地域との垣根が低くなり，学校行事に

地域人材を活用しやすくなった。さらに，地域人材からの丁寧な指導・支援を受けることで子

どもたちが主体的・意欲的に活動に取り組み，学習意欲の向上が図られた。 

       ○ 地域の多くの人々から褒められ，認められたことで，子どもたちの自尊感情を高めていくこと

ができている。また，普段学校で接することのない地域の方との交流により，自分の考えをわ

かりやすく伝えたり，他者の思いを受け取ったりするコミュニケーション力の向上も感じられ

る。 

       ○ 活動後のアンケート結果からも，東山地域の良さに気づき，誇りを持つことできている。 

      (イ) 課題 

       ● 事前・事後学習や自己評価を充実させ活動がマンネリ化とならない工夫を図る必要がある。 

       ● 学校が地域コミュニティの拠点として機能するよう，地域との連携を継続し，地域とともにあ

る学校作りを進めていくことが大切である。 
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  （２）研究発表２のテーマ 

「地域の教育資源を生かし，豊かな心をはぐくむ教育の推進」 

①  主題設定の理由 

長崎県教育努力目標及び壱岐市教育努力目標の下，生徒の実態や地域・保護者の願いを踏まえ，

本校は学校教育目標として「生活と学習の基礎を確立し，豊かな心と創造力を身につけ，たくまし

く生きる生徒の育成」を掲げ，教育活動を推進している。この中に掲げている「豊かな心」をはぐ

くむことは，道徳性・人間性・社会性・主体性・感性等を磨くことであり，そのためには，体験的

活動や多様な人々との交流を教育活動に積極的に取り入れることが有効と考える。加えて，以下の

視点を根拠として本研究主題を設定した。 
（ア）地域の未来を担う人材育成の視点から 

少子高齢化と島外への人口の流出により，基幹産業である農業や漁業をはじめ多くの分野で後継

者確保の課題を抱えている点は壱岐市も同様である。本校の生徒数も統廃合初年度の２４１名から

７年間で約５０名が減少しているという現状である。郷土の教育資源により多く触れ，「子は島の宝」

と認識している郷土の人々を取り込んだ教育活動は，郷土愛をはぐくみ豊かな心と主体性をもった

人材を育てると考える。 
（イ）教育の今日的課題の視点から 

価値観の多様化や情報化社会の進展に伴い，子どもたちの生きる環境は厳しさを増している。情

報化の進展は，離島という地理的特性によらずその恩恵をもたらした一方で，さまざまな課題も同

時に発生している。直接体験の不足や，人間関係の希薄化，ＳＮＳ等に起因するトラブルなど本校

も同時に課題となっている。島を離れる生徒が多いという現状をみるとき，各自が生きる土地で根

付いていく力が求められるが，それは生きる力そのものに他ならない。郷土の教育資源を生かした

学びをモデルケースとして問題解決の資質を高めていくことができると考える。 
②  研究の仮説 

校区を中心に市内に有している「人，もの，こと」の教育資源を学校のあらゆる教育活動に取り

込み，生徒と地域や保護者との繋がりを深める工夫を積極的に取り入れていけば，生徒の豊かな心

をはぐくむことができるであろう。 
③  研究の実際 

     （ア）教育資源の整理と教育課程への位置づけ 
これまで教科指導，総合的な学習の時間の指導，進路指導，読書指導，特別活動，部活動の指導

等において，地域の教育資源（人材・施設・施策）を活用した教育活動に取り組んできた。また，

学校支援会議からの助言及び情報提供を受け，新たな教育資源の発掘を進め，拡大しているところ

である。中学校においては，年間授業時数を増やすことは困難であり，現在の枠組みの中で融合さ

せる必要がある。そのために地域にある教育資源の分類と整理を行い，これを取り込んだ教育課程

の再構築に取り組んだ。 
（イ）教育資源活用のあり方について 

      人材活用については言うに及ばず，地域内の施設や施策等の活用においても，必ずそれらに携わ

る人々が存在する。これらの教育資源を活用するに当たっては，「生徒と人」との豊かな繋がりを作

ることを常に考慮しながらその活用を進める。併せて，可能な限り生徒の直接体験を取り入れてい

くこととした。 
（ウ） 取組の実際 

〇生徒の主体性を伸ばす学習指導の展開 
研究主題に迫るためには，日々の学習指導を通しての取組が基盤となる。壱岐市では，全小中学 

校において壱岐市教育委員会が推奨する「体験的な活動を取り入れた問題解決的学習過程」の授業

を展開している。この学習モデルは，生徒の体験的な活動を授業に仕組み，主体的で深い学びを促

すとともに，他者と協働した学び方も身につけさせることを目的とした学習スタイルである。本校

も，これを校内研修に位置付け，全職員がこの学習スタイルの授業力を向上させることにより，研
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究主題に迫ることを目指した。 
〇「ひと」人材の活用 

教科指導において，特に技能教科では，専門的知識や経験を生徒に語り，熟練した技能を実演

して見せていただいたり，直接個別指導をしていただいている。また，体育系部活動では，競技

団体等から生徒への技術指導や顧問に対してコーチングについて助言をいただいている。 
ａ 技術…種苗店主による栽培技術の実演と栽培実習の個別指導 
ｂ 家庭・社会…漁業協同組合による，本市の漁業の現状に関する講義および魚料理の実演と実

習の班別指導〔水産教室〕 
ｃ 音楽…現役声楽家（本校校歌作詞作曲者）による講話と歌唱指導 
ｄ 保健体育…警察官による講話〔薬物乱用防止教室〕 
ｅ 総合的な学習の時間…地域の方による伝統芸能（少弐太鼓）の技術指導 
ｆ 読書指導…ＰＴＡ研修部による読み聞かせ 
ｇ 情報モラル教育…市内メディア指導員による講話 
ｈ 部活動指導…地元競技団体からの派遣指導者等による技術指導および顧問へのコーチング

（剣道・卓球・バスケットボール・相撲） 
〇「もの」施設や事業所等の活用 

本校校区内には，原の辻遺跡，一支国博物館，県の天然記念物に指定されている長者原珪藻土層

（地層）など郷土を代表する貴重な学習素材がある。また，本市の発電所も徒歩の距離にあり，教     

科学習等での校外学習に活用している。進路指導においては，市内全域にわたり多様な業種の事

業所の理解を得て職場体験学習を実施している。 
ａ 校外学習 
・原の辻遺跡，一支国博物館（社会） 
「一支国博物館活用マニュアル」を利用した体験型歴史学習 

         ・芦辺保育所（家庭）：保育実習 
         ・長者原珪藻土層（理科）：野外観察 
         ・青嶋発電所（理科）：所員による講義と施設見学 

・壱岐出会いの村：新入生宿泊体験学習 
          ｂ 職場体験学習 

開校当初より実施している職場体験学習は，毎年事業所の発掘を行い今日に至っている。近

年はものづくりマイスター，地元農家の協力件数が増加した。生徒は，直接事業所と連絡を取

り事前の打ち合わせを行った上で実習に臨んでいる。例年２０～３０の事業所の協力を得てい

る。 
〇「こと」施策や地域イベントの活用 

壱岐市は，島の活性化と本市の良さを広く発信するためさまざまなイベントを行っている。

市をあげての取組に中学生もボランティアとして関わり，市内外の人々と交流しながら豊かな

心の育成に寄与している。また，中学生に郷土の課題や将来について考えさせる施策もとられ

ている。 
ａ 壱岐ウルトラマラソン（Ｈ２８～） 
ｂ ねんりんピック（Ｈ２８） 
ｃ 壱岐市子ども議会（Ｈ２７～） 
ｄ ライフサイクルセミナー（少子化対策推進交付金事業） 

〇保護者との連携 
ＰＴＡが主催する研修会として，例年有識者による講演会を開催していたが，受け身的な参

加となってしまう課題があった。そこで，一昨年度より，長崎県ＰＴＡで推奨している，ファ

ミリープログラムを活用し，ＳＮＳに関するテーマの下，親子・職員での，研修会を実施して

いる。親，子ども，職員それぞれの思いを共有し，共に活動することで，互いの絆を強めるこ
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とができている。 
    ④  研究の成果と今後の課題 

      ア 成果 

取組の実績は拡大ができているものの，「豊かな心」の育成に関わっては，客観的な把握が困難で

ある。ただ，それぞれの取組における生徒の反応や感想のなかに確かな手応えを感じることができ

る。また，毎年実施している民生委員との連絡会において，生徒たちの地域の人々への挨拶が向上し

たとの意見をいただいていることもひとつの成果ととらえている。 

      イ 課題 

校区内の各小学校においても，地域と連携した様々な取組が行われている。各小学校での取組と

中学校での取組を関連付けたり，連動させたりすることにより，さらに効果を高めることができる

と考える。また，地域の人材発掘についてもまだまだ大きな可能性があると考えている。 
４ 研究協議（※発表者） 

長崎  稲作体験学習では全ての活動を土曜日に行っているのか？土曜日に学校行事を行っていること

に対して，振替などの設定はどうしているのか？また文化祭や運動会などの学校行事はどうしてい

るのか？ 
大分※ 田植え，稲刈りはできるだけ多くの保護者，地域の方々に参加してほしいという理由で，土曜日

にするように年間計画に組み込んでいる。しかし，今年度の稲刈りは台風が多く，土曜日に実施で

きなかった。しかし，他の活動は平日に行っている。振替は土曜授業ということで，生徒について

は振替はない。職員には振替がある。運動会や文化祭は祝日，もしくは日曜日に行っているため，

振替がある。 
長崎  中学生が幼稚園児の面倒を見るなど，相互に連携の場面が見られ，微笑ましかった。幼小中の教

員の交流があれば教えてほしい。 
大分※ 幼稚園，小学校，中学校それぞれ１つずつ職員室があり，職員会議は中学校の職員室で行う。授

業等の連携は，中学校の教員が小学校に教えに行く形をとっている。具体的には音楽や美術などで

ある。 
長崎  壱岐市教育委員会から出されてある「体験的な活動を取り入れた問題解決的な学習過程」につい

て詳しく説明してほしい。 
長崎※ 子どもたちが主体的に授業に取り組むことができるような，どの授業にも当てはまるような大き

なひな形である。全て指定してはいないが，大まかな枠としてとらえてほしい。 
（協議） 
長崎  地域と活動をしていく中で，人数が減少し，同じ方に多くの役が回ってきて，正直なところ疲弊

している。そのため，組織を見直す必要がある。何かヒントとなるものがあれば教えていただきた

い。 
大分※ 地域の人材を知る必要があるため，各自治会長にどのような方がいるのか聞いている。別府市に

は全ての学校に学校連絡協議会がある。 
長崎※ 現在のところ，最近の統廃合で，人数はある程度いる状態である。しかし，それぞれの学校の生

徒数が減少しているので，それぞれの学校のＰＴＡ等で連携しているところもある。 
長崎  本校には学校支援会議しかない。今年度から会長を置き，会則も作るなど整備した。今年から市

職員が地域担当職員として割り当てられたため，学校支援会議に入ってもらっている。地域担当職

員には，女性だけの消火栓を使った避難訓練や支援が必要な子どもの支援ボランティアをしてもら

っている。補足として，さきほどの「体験的な活動を取り入れた問題解決的な学習過程」について

もう少し説明させていただきます。壱岐市は授業力向上に力を入れており，１時間の授業を「つか

む，しらべる，ねりあげる，ふりかえる」の４過程に分け，全職員が冊子を持って授業を行い，指

導力向上に努めている。 
長崎※ 対馬市も「ふるさと学習」に力を入れている。ふるさと学習がイベント的な体験学習にならない

ように，心の教育や学力向上につながるようにしている。体験活動をどう位置づけるのかが大切で
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ある。今後は全職員での別葉作りに力を入れていきたい。教育課程作りについてアドバイスをいた

だきたい。 
長崎※ 同じような悩みは持っている。やはり教務主任を中心に，地域性も生かしながら考えていきたい。 
長崎  行事が大きいと地域も保護者も学校も疲弊するのではないか。 
長崎※ 正直大変である。職員の数も少ないし，他の分掌もある 

 ので大変である。地域からの要望等はできるだけ管理職が 
対応している。年度末には見直しもしている。 
年々，地域の高齢化や家庭がなくなるところもある。 

長崎  地域貢献の例があれば教えていただきたい。 
長崎※ ふるさと学習の一環として，国境マラソンのボランティ 

アをしている。今年，初めて学校として，実行委員会に参 
加させていただいた。具体的にはポスター作りや空き缶拾 
いやゴミ拾いなのどボランティアを行った。 

５ 指導助言 

別府市立東山幼，小・中学校，壱岐市立芦辺中学校と地域も規模も違いますが，良かった点が３つありま

した。１つ目は今ある学校，地域の状況，環境の中で有効活用して取り組んでいることです。できることを

できる範囲で行っていました。２つ目は「つながる」というキーワードです。「つながる」取組をしている。

「つながり」たいという気持ちをもって努力をしている。生徒同志とのつながりや，いろいろな活動やイベ

ントを通して，保護者や地域とのつながり，その結果を学校が支えられているということです。３つ目は，

地域等に対して依頼や協力を求めるだけでなく，実際に足を運んだり，情報を発信したり，地域の会議に参

加したりする点が良かったです。 
このような取組を土台に今後どうするべきかということで，次のことを提案します。今日の２校の取組の

中には学校行事がありましたが，学校行事はみなさんご存知の通り，特別活動です。やはり我々教師は，教

科，領域の目標をきちんと達成しなければならない。また新学習指導要領で求められている内容をどこの教

室でも達成できるように授業を展開していかなければならないという使命があります。子供たちにこういう

力をつけさせたいのかを明確にし，教科等の目標と関連を図りつつ，計画を立てることが必要です。こうい

う子供たちに育てたいということが一番何に表れているかというと学校教育目標です。学校教育目標と新学

習指導要領の目標をリンクさせ，教育課程に位置づけて，年間指導計画を立てていく。それが非常に大切で

す。その方法は地域事情や子どもの様子などでさまざまですが，目指すところは学校の願いや教科のねらい

等を達成していくことです。芦辺中学校のように教育課程の再構築という話もありました。そういう視点も

必要ではないでしょうか。そして課題意識も必要です。いろいろな行事を通して，子どもたち自身が課題意

識を持ってこういうことを知りたい，学びたい，地域の人たちと関わりたい，実際の会議の運営に携わりた

い，こういうところで地域の方の力を借りたいという仕掛け

があってもいいのでないかと思います。 
最後に，やはりコミュニケーション，全ては人間関係の

大切さが基盤にあると思います。今後，さらに 自分の思

いや考えを発信していく力を育てるのが学校ですので，そ

ういう力を育てながら，多くの方々と気持ちを共有しなが

ら，成長していってほしいです。そして，子どもたちがよ

り大きな世界に入っていったときに，自分が今まで幼稚

園，小学校，中学校で学んだことが今，生きていると実感

できるようになってくれることが私の願いです。 
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Ⅰ 課題別分散会 第４分散会  

         会場：対馬市役所（大会議室） 

 １ 研究領域 「学習指導の深化・充実」 

  ２ 研究課題 「児童生徒の分かる喜びや個性の伸長を重視した指導計画の改善・充実を図る。」 

 

   発表者１   沖縄県 多良間村立多良間中学校    教  頭 本村  税 

   発表者２   長崎県 五島市立翁頭中学校      教  諭 佐々野 智子 

   指導助言者  沖縄県教育庁義務教育課        指導主事 宮城 陽子 

   運営責任者  沖縄県へき地教育研究連盟       会  長 新垣 剛志 

   会場責任者  長崎県へき地・小規模校教育研究連盟  理  事 西村  隆 

   司会者    長崎県対馬市立豆酘中学校       校  長 渡邉 吉高 

   記録者    長崎県対馬市立西部中学校       教  諭 米田 彰吾 

   記録者    長崎県対馬市立西部中学校       講  師 仁位 美加子 

 

 ３ 研究発表の概要 

  （１）研究発表１のテーマ 

「キャリア教育の視点を踏まえた『確かな学力』の向上～社会に開かれた教育課程の実践を通して」 

    ① 主題設定の理由 

     ○ 地域の実態から 

       本校が位置する多良間島には上級学校がなく，中学卒業とともに進学の為に親元，島を離れなけれ 

      ばならないという実態がある。そのことを「１５の島立ち」と呼んでいる。生徒一人ひとりの個性の 

      伸長を重視し，島の将来を担う人材を育成する土台づくりや，主体的な進路選択を目指した教育活動 

      を展開することは，地域社会並びに保護者の願いであり，本校に課せられた使命でもある。 

     ○ 生徒の実態から 

       これまでの全国学力学習状況調査分析から，主として知識を問うA問題は全国平均並であるが，主 

      として活用を問うB問題においては，全国平均と比べ大きな差がある。特に，必要な情報を読み取り， 

      見通しを立て，活用して分析，表現する記述式問題に課題が見られ，「思考力・判断力・表現力」の向 

      上が求められる。また，生徒質問紙結果の分析からは，言語活動・読解力と自尊感情の項目において， 

      全国平均を大きく下回っている状況である。幼小中これまでの教育環境が少人数かつ同じクラスメイ 

      トのためか，「対話的」な学習が短絡的で深い学びにつながりにくい実態があり，言語活動の充実が求 

      められる。発達段階に応じた小中９年間の継続した積み重ねの中でこそ，より効果的な言語活動の充 

      実，育成が図られるであろうと，小中連携を推進している。 

     ○ 新学習指導要領の理念から新学習指導要領の理念から   

       学校と地域が一体となって生徒を育てていくという考え方を，一層推進することが求められており， 

      本校においても学校教育の目指すところを社会と共有し，連携・協働しながら，実現に向けて取り組 

      むことが重要と捉えている。「社会に開かれた教育課程」の実践を推進していくことは，新学習指導要 

      領前文に示されている「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という理念の実現を図って 

      いく上での必要条件であると捉える。 

       以上のような課題や実態を踏まえ，学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・ 

      職業的自立に向けて基盤となる，育成すべき資質・能力とは何かを明確にし，社会に開かれた教育課 

      程を実践していくことが重要と考える。特に，キャリア教育の視点を踏まえ，生徒一人ひとりの個性 

      の伸長を重視し，将来の可能性を広げるための「確かな学力の向上」に力を入れる必要があると考え 

      本研究主題を設定した。  
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    ② 研究の仮説 

     ○ 仮説Ⅰ 

       学ぶことと自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら，学校と家庭・地域と連携・協働し，「１ 

      ５の島立ち」に向けて求められる資質・能力を系統的・計画的に育成することで， 生徒一人ひとり      

の望ましい勤労観・職業観と主体的な進路選択，及び主体的な学びにつながるであろう。 

     ○ 仮説Ⅱ 

       小中連携合同授業研究会の実施，学習スタンダードの小中共通実践等，発達段階に応じた小中９年 

      間の継続した学びのつながりにより，「言語活動の充実」や「思考力・判断力・表現力」，「学習規律の

定着」などのより効果的な育成が図られるであろう。 

     ○ 仮説Ⅲ 

       「主体的・対話的で深い学び」の視点から，課題をフォーカスしてベクトルを揃え，授業改善を行 

      うことで知識及び技能，思考力・判断力・表現力，学びに向かう力等の資質・能力の育成が図られ，      

生徒の分かる喜びから学習意欲，学力の向上につながるであろう。 

    ③ 研究の実際 

    （１） 望ましい勤労観・職業観と主体的な進路選択に向けた計画的・系統的取り組み 

      ① 村地域型就業意識向上支援事業との連携 

中長期的な人材育成の観点から就業意識を向上させていくことを目的に計画された「多良間村地

域型就業意識向上支援事業」において，教育行政，地域産業・地域社会との連携のもと小学校と中

学校において体験的・実践的なキャリア教育の計画・実践に取り組んでいる。 
小学校６年生では島外での修学旅行の日程に合わせて，観察型キャリア教育活動（ジョブシャド

ウイング）が行われている。中学校１学年において多良間村課題発見・解決プロジェクトを実施し

ている。島内の文化や歴史，産業などに目を向けさせ，地元の魅力を再認識することで，ふるさと

に誇りをもち，地元への愛着を深める取組を行う。 
中学校２年時には多良間島内，沖縄本島での職場体験学習を実施する。事前学習では電話対応や

ビジネスマナー，講師を招聘しての職業講話を行い，より高い職業観を持つための準備を行う。こ

れらの活動を通して自身の将来をイメージし，主体的な進路選択と，より具体的なキャリア形成に

つなげている。 
② キャリア教育講話の実施 

学期に数回，キャリア教育の一環として全校生徒および学校公開として保護者を対象に講話を実

施している。島内の産業に携わる職業人の講話から島を訪れる有名スポーツ選手や実業家まで多岐

にわたる。 
    （２） 発達段階に応じた小中９年間の継続した学びのつながりの構築を目指した小中連携の推進 
      ① 小中合同授業研究会の実施 

小・中学校の目指す児童生徒像を「主体的・対話的に学び，論理的に考え，表現する児童生徒の

育成」に統一し，合同定期総会のほか年間２回の合同授業研究会を実施するとともに，年間を通し

て小中互いの研究授業に参加できる体制を整えた。 

      ② 学習スタンダードの策定 

全国学力学習状況調査や学校評価アンケート等の経年分析から得られた児童生徒の課題を，小中

合同校内研修時に全教諭間で共有し，学習スタンダードの内容の検討，作成を行った。 
小中9年間の学びの項目を「支持的な風土の醸成」「学習規律」「言語活動の充実」の３つにわけ，

小学校から中学校までの発達段階を４つに分け，行動目標，内容の文言等を段階に応じた表現にし

た。 

    （３） 「主体的・対話的で深い学び」の視点から課題をフォーカスしてベクトルを揃えた授業改善 

      ① 目指す生徒像・授業像の共有 

全教科共通で他者と関わりながら課題の解決に向かい新たな「問い」が生まれる授業の構築を目

指し，「考え方」「思考の促し方」「学び方・学ばせ方」といった授業実践で工夫する視点を焦点化し，
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校内研修における理論研修や研究授業等で目指す授業像を共有化，実践における具現化を図ってい

る。 
      ② 授業プランシートを活用した授業づくり 

        ア 思考を広げ，深め，「問い」が生まれる授業実践 

          子どもたちが対話を通して深い学びにつながる授業を展開するため，指導要領に基づく学習

のねらいを明確にし，毎時の授業プランを作成し教師一人ひとりの授業力の向上を図る。授業

の反省から管理職による助言までをシートに蓄積することで事後の授業作りに役立てている。 

        イ 「めあて」に正対した「まとめ・振り返り」 

          全教科で毎時の授業の「めあて・学習課題」を明確に示し，「まとめ」 「振り返り」を確実 

         に実施することで生徒自身が学びによる自己の変容とわかる喜びを実感できる授業づくりを 

共通実践している。          

      ③ 短期スパンでの生徒の学習状況の把握とフィードバック 

日々の授業に連動した宿題・課題を提示し，生徒の学力の定着を図るとともに，教科担任の日々

のチェックにより，生徒の思考の傾向や授業の改善点の把握，短期スパンでの授業へのフィード

バックが可能になっている。また，登校後の１５分間を朝の学習の時間として設定し，形成的評

価を行うことで理解度の把握に努め，個に応じた指導の充実を図っている。 
    ④ 研究の成果と今後の課題 

     ア 成果 

○ 15歳で島・親元を離れるという現実を見据えた，小学校から中学校までのより実践的な体験のキ

ャリア教育の取組みが学校・地域に浸透し島をあげたキャリア教育の実践が可能になった。 

○ 生徒個々の進路選択，将来像を意識したキャリアプランニング能力に関して多様性，具体性が見

られるようになった。 

○ 小中連携学習スタンダードを策定することで９年間を見通した統一性のある指導方針が明確に

なり，継続的な取組みの基盤の構築を図ることができた。 

     イ 課題 

      ○ 学習スタンダードを児童生徒に日々の学校生活の中で意識させながら活用していくための方法

活用例等を教職員間で提示・共有し，実用的なものとして発展させていく必要性がある。 

      ○ 教職員の島内での在職期間が２年から３年と短期間であるため，取組の継続性に不安が残る。 
      ○ 年度ごとの児童生徒の実態，特性の客観的な把握，教職員のみならず教育行政，地域社会との共 
       有，連携強化を進めることで地域の特性を生かした，社会に開かれた教育課程の継続的な取組みが 
       可能になるであろう。 
 

   （２）研究発表２のテーマ  

「故郷を誇りに思い，未来に生きていく力を身につけた誠の人づくり～翁頭宣言「未来への誓い」の先

に～」 

① 主題設定の理由 

平成２４年度から３年間，五島市教育委員会の指定を受け，本山小学校，大浜小学校と共同で「小

中連携による学力の向上」の研究を行った。研究の成果として，望ましい学習習慣が確立し，基礎学

力の定着が認められた。同時に，身につけた学力を生かすには，「自主性や自律性を身につけさせる必

要がある」という課題を見出した。  

       平成２８年度の本校の教育方針に，先人の想いが刻まれた校訓と校歌の精神「規律，親和，勤労の

人づくり」と五島藩校の精神「至誠の人づくり」が記されている。また，五島市の教育方針の一つに

故郷五島を思いやる心の教育がある。以上のことから，平成２８年度は身につけた学力を，志をもっ

て世のため人のために使うことのできる「誠の人」づくりをめざし，研究主題を「故郷五島を誇りに

思い，未来に生きていく力を身につけた誠の人づくり」と設定した。 

  

－ 36 －



 
 

② 研究の仮説 

ＣＡＰ-Ｄサイクルの実践により，生徒に何が必要かを見極め，生徒が成長できるカリキュラム仕組

み，教師が束になって教育活動を営む。全教師が課題を共有し，本校生徒に身につけさせたい資質・

能力を全教育活動をとおして教師が計画的・継続的に高めていく。 
このように教育活動における翁頭宣言「未来への誓い」の実践を計画的・継続的・組織的に仕組む

ことで，自己肯定感や自他を愛する姿勢が高まり，身につけた学力を世のため人のために使うことの

できる「誠の人」が育つであろうと考える。 
③ 研究の実際 

平成２８年４月，「誠の人とはどのような人のことだろう」というアンケートを子供たちに実施し，

「誠の人」の具体化を図った。アンケートを基に，学級で「誠の人」について話し合う時間を設定し，

生徒総会でも議論した。それを踏まえ校内研修を重ね，「誠の人になるために必要な資質・能力」を以

下の五つに整理した。 

    

 

 

 

 

 

      また，育成したい資質・能力（誠の人になるために）を整理した「ルーブリック表」（図１）を作成し，

行事や授業での活用を試みた。各行事の目標には，育成したい資質・能力が設定されている。さらに各

教科の年間指導計画に，それぞれの単元でどの資質を育てるのか明記するようにし，全教育活動から「誠

の人」に迫ることができるようにした。 
   （１）ルーブリック表の活用  

育成したい資質・能力を具体化し，レベル設定をすることで，段階的に育成できるよう工夫した。 
教師は，ルーブリック表を授業に持参し，｢育成したい資質・能力｣のレベル３を目標とした授業を展

開するよう意識した。更に，月ごとに「今月の強化したい資質・能力」を設定し，校内に掲示して意識

の向上を図った。 
   （２）年間指導計画の形式の改善 

育成したい資質・能力を計画的に育むために，年間指導計画に「育成したい資質・能力」の欄を設

けた。各単元で育成する資質・能力を明確にすることで，教師が，学習活動の形式や発問の仕方を工

夫し，効果的に育成していけるようにした。ルーブリック表との併用で，確実な実践につながるよう

にした。 
   （３）全教育活動からのアプローチ表の作成 

作成のポイントは，表の横軸を月，縦軸を教科や教育活動に設定し，各教科の主な指導内容，総合

的な学習の時間，道徳，学活，行事，その他の活動を一覧で見ることができるようにした。表の中に

は，本校の育成したい資質・能力を育てる主な単元を５色に分けて着色し，視覚的に確認できるよう

にした。 
   （４）授業づくり及び，授業研究の工夫 

指導案には，その授業（または単元）で育成したい資質・能力を明示し，目標とするレベルに到達さ

せるための手立てを仕組むようにした。授業研究会では，２つの視点で討議を行った。一つ目は，指導

＜育成したい資質・能力（誠の人になるために）＞ 

(1) 主体的に課題を見出し，解決への見通しを立てる力      （規律） 

(2) 望ましい理想の姿を描き，勇気をもって行動に移す力    （規律・親和） 

(3) 自分の良さを認め，人の気持ちを理解し，自他を愛する姿勢  （親和） 

(4) 深い思考から，正しく判断する力              （勤労） 

(5) 課題解決に向けて，計画的・継続的に我慢強く鍛練を重ねる姿勢（勤労） 
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案に示された資質・能力を育成するための手立てが効果的なものであったかどうかという視点であり，

二つ目は，その手立てを含め，生徒の「できた」「わかった」「これを使ってみたい」という気持ちを引

き起こせる授業を展開したかという視点である。この二つの視点で，全教科の授業作り，授業研究を行

うことで，教科の枠を越えてその成果を共有できるようにした。 
 

     ④ 研究の成果と今後の課題 

      ア 成果 

       ○ 育てたい資質・能力が月を追うごとに育ってきた。 
         ルーブリック自己評価表を作成し，定期的に生徒に自己評価させ，変容を見るようにした。 

その際，次回の自己評価までの目標を設定することで，更に生徒の意識の高まりが見られた。 
       ○ 全国学力学習状況調査，県学力調査の結果が改善され続けた。  
         平成２９年度までの４年間のデータを比較したところ，どの教科も全国より高い値を示すよう 
        になった。また，県学力検査（英語）では，長崎県の平均よりかなり高い値を示した。全国平均 
        との差で比べると，中学校入学時に比べ，中学校３年時にはかなり学力が向上していた。 
       ○ 特別活動での取組が，集団の質を高め，個人の学力向上につながってきた。 
         本研究を進めるにあたり，「学ぶ力づくり部会」「豊かな心づくり部会」の二つの部会を立ち上げ

た。「豊かな心づくり部会」で進めてきた誠の人探求カードや１分間スピーチの充実などの活動に

より，生徒の自己肯定感の高まりや人間関係の改善が見られた。その結果，学校が生徒にとって過

ごしやすい場所になり学習環境が更に整ったと言える。それに伴って，助け合いながら学習に取り

組む場面が増え，１時間の授業の効果が高まった。 
     イ 課題 

       ○ 全教育活動からのアプローチ表を継続的に活用する。 
現在のものを完成させるために，失敗，検討，改善をくり返し，かなりの労力を使った。作るこ

とが目的にならないよう，月ごとの強調指導項目を決めたり，他教科との関連を確かめたりしなが

ら活用方法を模索してきた。まだまだ活用・定着まで至ったとはいえず，今後も使いやすいアプロ

ーチ表の作成・改善や効果的な使い方を研究していく必要がある。 
       ○ 誠の人づくりを継続し，翁頭中学校の伝統へつなげていく。 
         教師，生徒が変わっても，現在の取組を継続していくことが大切である。職員と生徒が誇りを 

もって取り組み続け，継承していくための手立てを確立することが必要である。 
４ 研究協議（※発表者） 

   長崎  小中の連携はされているが，中高の連携はされているかどうか。学力の向上がみられた具体的な

ものや効果的なものがあれば教えて下さい。 

   沖縄※ 卒業した後の学校としての取り組みとしては現在まだやっていない。高校に行ってしまうと， 一

つの高校に一人ずつ行ってしまうので，ばらばらになり個人情報を入手しにくい。キャリア教育等

を含め，島から出ていった方々と地域連携協議会を結んでいるのでその方たちと行事等を通し，高

校校生の頑張りを報告してもらっている。 

   長崎※ 学力向上のきっかけになったものとして朝自習をスキルタイムという名称で実施。昨年度まで 

は５教科で月を２回，２カ月または１か月を割り振りして，各教科担当の先生と１０分でできるド

リルを朝自習で行った。今年度は改善し，県学力と全国学力の調査結果を受けて，必要な学力を補

充するための，特に今年度は数学が厳しかったので，数学にまつわるとか，それに関わって理科の

応用問題に使ってみることをスキルタイムで行った。同じ問題を何度も繰り返し解くことで慣れる

ことと，解く段階で自分で手でしるしをつけることで随分変わってきている。 

   グループ活動をどの教科でも取り入れ，グループの中での教え合いを行い，わからない子どもが

放っておかれない状況を作った。人間関係も良くなり，互いに関心を示さなかった子どもたちが声

を掛け合うなど，グループ活動での意見が活発に出てきた。その結果をみんなの前での発表する事

が容易に出来たりしてきた。 
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佐賀  先生の数。これだけのものを作るということになると，「働き方改革」と言われる世の中で，実際

にどれくらいの労力をかけられたのか。先生方の転勤等がある中で，どうやって継続するのか。小

中連携で，どういう取り組みをされているか，実際されていることを教えていただきたい。 

   長崎※ 翁頭中学校はここ数年，管理職を含めて（事務職を抜いて）１１～   

１３名。職員を２つの部会に分け，「学ぶ力づくり部会（学力向上を 

プランニング）」・「豊かな心づくり部会（特別活動をプランニング）」 

隔週で１時間を設け，２週間に１回は集まり物事を進めていった。 

それがかなり効果的だった。小学校との連携は，小中合同で研究をし 

ていた成果を続けていて，三校合同研修会を年に３回行っている。 

２校の小学校の先生方と，翁頭中学校の職員が１か所に集まり，生徒 

の実態，課題把握をしている。今年は３校共通で，どんなことを行っていくかの話合いを行う。

学力面と特活面にチームを分けて，年に何回か小学校に読み聞かせに行き，授業のサポー 

トを行った。スキルタイムを小学校と中学校で，たとえば小数点の割 

り算を共通でやってみたりした。職員がどんどん入れ替わっていくこ 

とに対してですが，４月の学校開きの数日間を利用し，新しく来られ 

た先生方に校内研修での研究の流れを見ていただき，すぐに子どもた 

ちに指導する必要があるのもは，その期間で映像で共有したりして継 

続していく努力をしている。    

沖縄※ 教師の人数は養護教諭を含め教諭８名。管理職等含めて１２名。 

       研究をどうやってきたかの質問について，キャリア教育を進める上で学校単独で行うことは不可

能です。多良間村の学習支援，就業支援の指導の中で地域キャリア連絡協議会を立ち上げている。

島出身の方やＮＰＯと連携をとることで，教師の要請をしている。民間の会社と一緒に運営アドバ

イザーを招いて，計画や要望を伝えて実際，実施まで協力していただいている。 

   小中連携の取り組みについてですが，最初に行ったのは小学校児童生徒の課題を洗い出すこと 

から始めた。その中で，「思考力・判断力・表現力」が不足していると一致して出てきたので，ここ

を核にお互いの小学校から中学校までの指導方針を共通し統一して行っています。 

司会  両校に対しての御意見やアドバイス，または自分の学校での特色ある取り組みについてご紹介 

して頂きいのですが。 

   佐賀  働き方改革ではありませんが，一つの案として時間を決める。時間を決めないことには，学校の

先生は１００したがる。この時代だからこそ変えないといけないのでは。本校も生徒指導と教育相

談，校内研と主任を集めて必ず時間を決めて調整しながらやっている。両校もされていますが，月

に一回，教頭，教務を入れた話し合い等を定期的にすることも時間を調整しながらやっています。

その成果が２，３年後，意識調査の変化が見えているのでは。それが子どもたちの中で自信になり，

先生方の達成感，多忙感から充実感に変わっているのではないかと感じた。両校の発表を聞かせて

いただいて，先生方の連携についても本校も参考にさせていただきたいと思いました。 

   長崎  多良間中学校は小学校との連携，地域企業との連携，教科間との連携がすごく取られていると思

った。その中でキャリア教育講話が実践されているので，キャリア教育講話をスライド３８のチャ

ートの中に位置付けることができたら計画的に進めるのではないかと思った。本校の総合の取組と

しては１年生で地域学習，島内をバスで行ったり，厳原町内に行ったり，旅行者に対しての観光プ

ランを考え，学習発表会で発表している。２年生では地域学習をもとに職場体験を各事業所にお願

いし，職場体験を行っている。３年生は，福祉施設での体験を通し対馬の未来について考える学習

を行っています。 

   長崎  学習スタンダード，学びのステップアップ等を作るに至った経緯や工夫を教えてください。 

   沖縄※ 小中ともに課題の言語活動の土台である「話す」「聞く」「読む」「書く」に絞り，小１から中３年

生までに伸ばしていこうという思いで先生方が学年相互のレベルを確認しワークショップを開い

て設定，策定した。ステップアップは小１から中３までをつなぐものを一覧表にして，振り返った
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り確認したりできるものにした。小中連携を取りながら授業観察する際，中学校の私たちが小学校

に行ってこの言語活動ができているのかという視点を持ちながら行っている状況である。 

   長崎  育成したい資質・能力とルーブリック表は同時進行。実態把握をしないといけない。実行後， 振

り返った時に子どもたちがどの段階にいるのか両者が分かっていないと育成することはできない

ということからルーブリック表を作る必要があるという流れになった。レベル設定を３するか４に

するか悩んだが，実際に目の前にいる子どもたちの育成したい資質・能力が備わっていない子と備

わっている子を，どれにでも当てはまるようにレベル設定をした。子どもたちが自己評価をすると

きに，次に目指すものが分かりやすくなる。教師に分かりやすいものは，子どもたちにも活用しや

すいということでこのような形になりました。 

５ 指導助言 

  発表にいたるまでの準備や資料集め等大変だったと思います。両校の 

先生方，素晴らしい発表をありがとうございました。 

  高校がない島の子どもたちは，生まれ育った故郷を離れるが，リター 

ンして帰ってくる子どもが多い。高校を途中で辞めたり，仕事を転々と 

したりして島に帰ってきたりすることがある。私自身も離島の教育の難 

しさを感じました。 

  多良間中学校のキャリア教育の視点を踏まえた学力向上の取り組みと 

いうことで，とても良いと思いました。キャリア教育の視点が必要で，へき地の子どもにとっても重要になる

かと思います。キャリア教育の視点を踏まえて，学力も上げながら取り組んでいく色々なアプローチが素晴ら

しい。その中で授業プランシートを活用した授業づくりでは，ねらいを明確にして毎時の授業プランを作成し，

教師一人一人の授業力の向上を図っている。特に，管理職の助言までをシートに蓄積することで事後の授業づ

くりに役立てているところが良い。管理職も一緒になって学力を向上しようと取り組んでいるのが良い。学力

面では，主体的・対話的で深い学びが離島やへき地の人数の少ないところでは，クラス替えのない中で難しい

と思う。アプリ等を使って遠隔地でもカメラでつなげることができるので，ＩＣＴに詳しい先生方と協力し利

用してみる方法もある。ぜひ主体的・対話的で深い学びにつながるような取り組みをお願いしたい。 

  教師が転勤し変わっても継続ができる取り組み，記録や先ほどの翁頭中学校の最初の校内研で行ったことを，

リニューアルしながら継続していく方法を考えてほしい。 

  学校だけでは難しいので，社会に開かれた教育課程を目指し，地域と是非，特色のある取組をしていただき

たい。 

  へき地の子どもたちが自分の故郷を愛して，より生き生きと輝いていけることを願って私の指導助言にした

いと思います。 
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Ⅰ 課題別分散会 第５分散会  

         会場：対馬市役所（第１・第２会議室） 

 １ 研究領域 「学習指導の深化・充実」 

  ２ 研究課題 「学習意欲の向上や個に応じたきめ細かな指導を重視した指導方法の改善・充実を図る。」 

 

   発表者１   佐賀県 小城市立砥川小学校      教  諭 西山 浩二 

   発表者２   長崎県 新上五島町立浜ノ浦小学校   教  諭 西村 貴文 

   指導助言者  佐賀県教育庁課東部教育事務所     指導主事 國平 剛司 

   運営責任者  佐賀県小さな学校教育研究会      会  長 柴元 豊彦 

   会場責任者  長崎県へき地・小規模校教育研究連盟  理  事 金子 伸治 

   司会者    長崎県対馬市立乙宮小学校       校  長 原  正伸 

   記録者    長崎県対馬市立乙宮小学校       教  諭 松島 裕一 

   記録者    長崎県対馬市立東部中学校       講  師 山口 拓馬 

 

 ３ 研究発表の概要 

  （１）研究発表１のテーマ 

「小中連携による，主体的に考え行動する児童・生徒の育成～伝えることを意図した言語活動の充実を

目指して（『読むこと』～」 

① 主題設定の理由 

本校は，小規模ゆえに，児童は決められた人間関係の中で競争する経験が少ない環境にあり，自ら

考え，表現する能力や態度の育成という点で課題が見られる。少しでも多くの人との関わりの中で児

童を育てていきたいとの観点から，身近な社会である地域との連携に重きをおいている。また，学力

向上は中学校単位で平成２９年度から活用力向上の県の指定を機に，牛津中校区内で研究主題を「小

中連携による，主体的に考え行動する児童生徒の育成」と統一して設定するとともに，本校は，国語

科を研究教科とし，研究主題を「伝えることを意図した言語活動の充実を目指して」として研究を行っ

ている。本校の実態を見ると，読解については個人差が大きく，自分から心情の変化を表している部

分を見つけるような読み方をする児童は少なく，教師の指示を待つような受け身的な態度で学習をし

ている児童が多い。全国・県学力学習状況調査においても国語の「読むこと」の分野で低く，全体的

にも平均点にとどいていない。 
そこで，本校では自分の考えや思いを言葉で表現し，相手との対話の中で新たな知見を獲得してい

く力が必要と考え，児童に伝える目的や方法，内容を明確にもたせる場を設定し，交流活動を学習過

程に仕組んでいくこととする。交流の場をもつことで，相手意識をもって文章を読み取る力や表現す

る力につながると考える。さらに，相手意識を持った言語活動に計画的に取り組ませていくことで，

主体的に読み取ろうとする意欲を向上させたい。 
このようなことから，目的をもって読み，相手により良く伝えられる児童を育てたいと考え本主題

を設定した。 
    ② 研究の仮説 

○ 児童の実態に合った言語活動を工夫すれば，表現することや伝えることに意欲をもち，読むこと

の力を高めていくことができる。 
○ 交流活動で，意見の整理の仕方や価値づけなどの工夫・改善をすれば，児童の読みが深まり，読

む力を高めていくことができる。 

    ③ 研究の実際 

（１）言語活動の充実 

「読むこと」の力をつけるための効果的な言語活動の在り方を探り，手立てを考え，授業実践を行う。 

  

－ 41 －



 
 

（２）伝え合う場の設定 

二人組や三人組，グループでの交流活動を行った後，全体での交流活動を行い，自分の考えを伝え

たり相手の考えを受けとめたりしてお互いの考えを認め合う。 

（３）言語事項の基礎的技能の習得 

「スイッチオンタイム」家庭学習や読書習慣づくりの立案・計画・実践を行う。 

    ④ 研究の成果と今後の課題 

     ア 成果 

○ 言語活動では，多様な言語活動に進んで取り組むようになり，自分の言葉で表現しようとする児 

童がふえてきた。 
○ 交流活動では，グループで役割分担を行い進めることを，苦にしなくなり，喜んで交流活動を行う

ようになってきた。昨年度２学期末の意識調査アンケートでは，交流活動を「楽しい」「やや楽しい」

と答えた児童は，全校の８割になった。 
○ 学力向上の面では，４月の全国学力調査（国語）と１２月の県独自の調査（国語）を見ると，５年

生は，0.79→0.95 ６年生は，0.86→0.92 と県が設定している十分達成の１に近づいていた。 

     イ 課題 

● 言語活動を児童の実態や作品によって，学年のつながりを考えて取り組んできたが，より確かな 

ものにできるようにさらに研究を深めたい。 
● 交流活動の中で，「支え手」の役割を今まで以上に広げ，話し合いの内容を深めるような司会進行や，

メモをとりながら交流活動を行うなど，話し合いをさらに活性化させたい。 
● 児童に分かる平易な言葉を使おうとするが，かえって言語の幅を狭めたり，難しい言葉の獲得を 

困難にしたりしていると考えると，言葉ノートに学習事項や言葉をファイリングするなどして，

ポートフォリオ的な使い方をしていく。 

 

  （２）研究発表２のテーマ 

「自ら課題を持ち，主体的に学び続ける子どもの育成」 

① 主題設定の理由 

子どもたちが，予測困難な社会の変化に主体的に関わりながら生きる力を発揮し，よりよい社会と

幸福な人生の創り手となる力を身に付けていく必要がある。そのため，新学習指導要領では，「生きて

働く『知識・技能の習得』」「未知の状況にも対応できる『思考力・判断力・表現力等の育成』」「学び

を人生や社会に生かそうとする『学びに向かう力・人間性等の涵養』」の目指す３つの資質・能力が示

された。さらに，この３つの資質・能力を身に付けさせるために，主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善を行うことと明示された。 
複式授業においては，間接指導時の学び方を子どもに身に付けさせることが重要である。したがって，

主体的に学び，対話をしながら課題を解決する力を身に付けさせることが不可欠となる。本校の学校

教育目標は，「考えて 働いて 創り出す」である。また，「よい授業をすると，よい子が育ち，よい

学級ができ，よい学校になる」という教育理念のもと， 
① 子どもが，学び方を身に付け，自主的に学びに取り組む授業    
② 子どもが，人の話をしっかり聞き，自分の思いや考えを自分の言葉で伝える授業 
③ 子どもが，物事を主体的に判断し，行動する授業  

を目指し取り組んできた。そのため，子どもたちは，間接指導時において，「ガイド学習」の進め方や

学習の流れを理解して，主体的に学習に取り組むことができる。しかし，NRT 学力検査の結果におい

ては，国語「話すこと・聞くこと」…全国比７０，算数「数学的な考え方」…全国比７７と，問題の

把握に時間がかかったり，お互いの考えを出し合えなかったりするなど，課題が見付かった。また，

授業を通して身に付けてきた学び方が，学校生活全般において，互いに知恵を出し合い，協働で解決

する意欲や態度に必ずしも結びついてはいない。 
そこで，算数科授業を中心に，「まわり（友達，教師，教材）と関わりながら知恵を出し合い」「主
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体的に行動し」「新たな方法やよりよい方法を創り出す」子どもの姿を目指して平成２９年度より授業

改善を図ることとした。そして，他教科・領域にも生かすことで，子どもは，普段の生活においても

自ら課題をもち，主体的に学び続けることができるのではないかと考え，本研究主題を設定した。 

    ② 研究の仮説 

算数科の授業における各過程において言語活動を充実させれば，子どもはまわりと関わりなが

ら筋道を立てて考えたり，説明したりし，学習の理解を深めることができるであろう。 
具体的には，算数科の授業や授業以外の教育活動を通して，以下の５つの視点で研究を進めた。 

〇 ガイド学習の充実         〇 先行学習（予習）の定着と充実 
〇 一人調べの充実          〇 話合い活動・対話の充実 
〇 授業以外の教育活動との連動 

    ③ 研究の実際 

〇 ガイド学習の充実 

ア 「マニュアル」を乗り越えたガイド学習を目指した。 

・これまでの積み重ねで，３年生以上は，全員がガイド役をできるようになっている。そこで，「ガ

イド学習マニュアル」に頼らない学習を目指すことにした。その結果，フォロアーと協力しながら

自分たちの言葉で主体的に学習を進める力が高まった。 

イ ガイド役の子どもを中心に「つかむ」段階（問題把握から見通しまで）を進めさせた。 

・より主体的なガイド学習を目指して，ガイド役の子どもが中心となって「つかむ」段階を進めた。

その結果，子どもたちは，予習で気付いたことをもとにして，めあてを考えたり，見通しを立てた

りすることができるようになった。 

 〇 先行学習（予習）の定着と充実 

ア 「予習レシピ」を作成し，予習の内容を明確に伝えた。 

・学年の発達段階，学習内容によって，予習する内容を変えたが，子どもは，ノートに貼った予習

レシピを見ながら，主体的に取り組むことができるようになった。 

・「気付き」を書かせることで，「前時のまとめ→本時の問題との違い→疑問→本時のめあて」とい

う，復習と予習のサイクルができた。その結果，単元を通して主体的な学びを続けることができ

た。 

・予習の内容を徐々に広げていくことで，一人調べの時間に自分の考えを整理したり，説明する準

備をしたりすることがスムーズになった。さらに，「ふかめる」段階で自分の考えを自信をもって

述べることができるようになり，対話の充実につながった。 

〇 一人調べの充実 

ア 「めあて」の焦点化を図った。 

・子どもは予習の中で，ある程度めあてをつかんできている。教師が焦点化することで，よりめあ

てが明確化し子どもは見通しを立てやすくなった。 

例：「三角定規を使って垂直な直線をひこう」 

→「２枚の三角定規を使って，垂直な直線をひくにはどうしたらよいのだろう」 

イ  「見通し」の焦点化を図った。 

・見通しを焦点化する（何を使うか，何を考えればよいかを具体的にする）ことで，子どもは，図，

数直線，式，言葉の式等を書き込み，目的をもって動くようになり，説明の準備までを限られた

時間内でできるようになった。また，説明の準備が早く終わった人同士が，指導者の指示なしで

対話を始めるようになった。 

〇  話合い活動・対話の充実 

ア 「本日のメニュー」を提示した。…写真③習の流れを提示することで，ガイド役の子どもを中心

に主体的に話合い活動に入ることができるようになった。 

イ 全ての子どもに説明棒を提供 

・一人一人に説明棒を持たせたことで，説明への意欲が格段に向上した。 
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ゥ 共感的な対話 

・「つまり，○○さんは□□□ということを言いたいのですね。」というような共感的な対話を定着

させることで，聞く意欲が向上し，対話が深まった。 

エ 誤答や別解の提示 

・教師が誤答や別解を示すことで，めあてに関するポイントに気付いたり，多様な考えにふれたり

して，学びが深まった。 

オ 話合いの視点「せかいは」 

・まとめにつなげる話合いの際に，「○せいかく，○かんたん，○いつでも，○はやく」の視点をもたせるこ

とで，子どもは多様な考えから集約する話合いができた。 

カ 子どもが作る黒板 

・話合いの段階で出された気付きやキーワードを黒板やホワイトボードに書かせることで，子ども

は，それをもとにして自分の言葉でまとめることができた。 

〇  授業以外の教育活動との連動 

ア 表現集会を対話の場に 

・学年を問わず発言できるテーマを提示し，安心して自由に自分の考えを述べる場を設定すること

で，子どもは，友達との対話を楽しむことができた。 

 

 

 

 

〇  全員参加の代表委員会 

ア みんなでよりよい学校にしていこうと，異学年による様々な立場から活発に意見を交換する話合い

活動ができるようになってきた。多様な考えを出させ，まとめていく（集約）活動の実践の場になっ

ている。 

    ④ 研究の成果と今後の課題 

     ア 成果 

・全項目において，自己評価が高まっている。 

・予習が定着し，児童が本時の学習の見通しをもつことができているからだととらえる。 

・充実した話合い活動（対話）ができるようになったととらえる。 

・３学期の結果から，予習について肯定的なとらえ方をしていると考えられる。 

・前時とのつながりを理解し，本時のめあてをつかむことで，より学習内容を理解しやすくなったと

考えられる。 

     イ 課題 

・今後，話合い活動における視点の焦点化を図るとともに，まとめる活動の時間を十分に確保する必

要がある。 

・授業が楽しくなったか，という項目については劇的に伸びているわけではない。これは，「授業が分

かる」から「楽しい」というだけではないととらえられる。児童の中には，「分かるようになったが，

少し物足りない。もう少し難しい問題をやってみたい。」と答える児童もいる。 

 

４ 研究協議（※発表者） 

大分  小中連携がとてもよくできている。４校が集まって研究授業を行う。共通のテーマを設けてい

る。合同で活動するための時間はどうのようにして捻出しているのか。 

佐賀※ 全職員集まるのは年間３回，研究授業は年間１回程度行っている。４つの部会で，水曜日の研

修の時間を使って集まっている。 

大分  自校は３学級１３人の人数構成。１年３名，２年２名，４年５名，５年１名，６年２名。１名

の授業をどうつくったらいいか悩んでいる。 

［表現集会のテーマ］ 
  ○ タイムマシンで行くとしたら「過去？」「未来？」 
  ○ 夏と冬，どっちが好き？ 
  ○ 「１年間の思い出」を表情やジェスチャーで表すと？ 
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長崎※ 同じ方法で一人調べをして，教師に見せる。また，教師が誤答を示し揺さぶるなどの方法をとっ

ている。近隣の学校との交流を行っているが，多人数の中でうまくとけこんでいる。 

長崎  複式学級には複式支援員を配置している。支援員が入れないときは，担任と教頭とで対応して

いる。１人で調べ学習をする際には，ＩＴ機器（タブレット）を導入している。 

熊本  完全複式であるが，分からないときの手立てができていてとてもよかった。共感的な対応で復

唱することは，素晴らしい実践である。ガイド学習は行っているのか？ 気づきを忘れた子ど

もに対する対応はどうしているのか？ メニューをつくるのは，子どもか教師か？ 

長崎※ ガイドのマニュアルは全学年使っていない。気づきを忘れた子どもに対しては無理にさせて 

はいない。メニューは教師が書いているが，特に打合せはしていない。 

司会  個別の対応や言語活動の充実のための取組。 

長崎  中学校では対話に力を入れている。少人数では力関係が固定化しているため，力のある子が中

心となって引っ張っていってしまうデメリットがある。みんなで支えていくということの大切

さを実感した。予習で見通しをもって，めあてを立てることができるようになるのは何年生ぐ

らいからか？ 

長崎  学年を問わず，ステップを踏んでめあてを立てる。違いをもとに，めあてを立てることができ

るようになる。この違いをしっかりとらえることがスタートである。 

司会者 先行学習（予習）についての取組 

長崎  中・高学年は，家庭学習で取り組ませている。メリットとして授業の入り方がスムーズになる

ことが挙げられる。解き方から答えまで，一応理解できたが，もやもや（半分かり）の子ども

が，すっきり（本分かり）になるよう授業を組み立てている。 

鹿児島 今日の学習をもとに次の学習の予習をさせる。家で一人調べをして，学校で話し合い活動など

により深めていく。サイクルを入れ替えたりずらしたりすることにより，渡りを機械的に行え

るようにしている。２・３・４・５年１人ずつの学校であるが，対話の方法として，集会や代

表委員会を全学年で行っている。また，自分たちで計画した体験活動を実践できるように学校・

地域で協力体制をつくっている。１つの例として，芋植えから収穫祭に至るまで活動を体験し

ている。 

大分  一人学年は他の学校にも多い。そこで中学校区で合同で学習する機会をもつなど，中学校へ 向

けての慣らし学習をしている。そのため中１ギャップが極めて少ないメリットも挙げられる。 

５ 指導助言 

２人の共通するよさは，知的好奇心をうまくとり出すことができていた。めあてを立てる際，何をすればい

いのか，何のためにするのかという明確な目的が大切である。どのようにめあてを提示するかにより，知的好

奇心に大きな差が生じてくるものである。次に意欲を持たせるためには，見通しの焦点化をする。条件付けを

する。こうすることにより，思考が整理されてくる。先行学習（予習）の取組により，子ども自身の中で，主

体的な深い学びや違いを確認できていた。常に学習のめあてを確認して，修正や称賛の言葉かけを続けていく

ことが大切である。授業で子どもたちの考えを視覚的に確認させることにより，根拠のある考えへと深まって

いくものである。 
今後，子どもにつけたい力を，どういうふうに絞っていくのか。接続詞を使いながら，キーワードを使うや 

り方で言語活動を深めていくことが効果的である。対話活動では，子どもたちが，聞いてもらえる安心感，分 
かってもらえる達成感（役に立つことなど）を他教科への広がりにつなげいくことである。少人数なので，固 
定化してしまうこともあるが，子どもたち一人一人が輝く場面である。広げることにより，話す力の育成つな 
がる。 
人数が少なければ，話合い活動は保障される。この活動を継続することにより，かしこまった場で自分の考 

えを伝える（友だち，先生，地域の人）広げていくことができる。フォーマルな場での話合いの獲得が待たれ 
る。 
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Ⅰ 課題別分散会 第６分散会  

         会場：対馬市商工会（会議室） 

 １ 研究領域 「学習指導の深化・充実」 

  ２ 研究課題 「課題意識をもって自ら学び，仲間と共に高め合う学習過程の改善・充実を図る。」 

 

   発表者１   宮崎県 西米良村立村所小学校     校  長 小林 博典 

   発表者２   長崎県 小値賀町立小値賀小学校    教  諭 宮﨑 浩二 

   指導助言者  宮崎県教育庁義務教育課        指導主事 矢野 義人 

   運営責任者  宮崎県へき地教育研究連盟       会  長 原口 理香 

   会場責任者  長崎県へき地・小規模校教育研究連盟  理  事 酒井 元治 

   司会者    長崎県対馬市立小綱小学校       校  長 小松 久展 

   記録者    長崎県対馬市立西小学校        教  諭 斎藤 由起子 

   記録者    長崎県対馬市立小綱小学校       養護教諭 阿比留 悦子 

 

 ３ 研究発表の概要 

  （１）研究発表１のテーマ 

「確かな学力を身につけた児童生徒の育成～ICT等の多様なツールを効果的に活用した対話的な学びの

工夫を通して～」 

    ① 主題設定の理由 

本村は人口県最少の自治体であり，かつて７つあった

小学校が一つに統合された。本校は６４名の児童，１４

名の職員らとともに，小規模校の特性を生かす取組を進

めている。西米良には，豊かな自然を生かした特産品 

や，古くから伝わる伝統の文化がしっかりと受け継がれ

ている。これらの伝統の灯を次の世代に継承すべく，「へ

き地ならでは」「西米良ならでは」の学びに向かって「ふ

るさと西米良学」として，地域に根ざした体験活動も充

実しており，大会スローガンにある「ふるさとを生かし

た豊かな学び」が，ここ西米良でも地域と一体となって育まれている。 

平成２４年度からICT環境の整備を積極的に推進「授業改善」の視点から，デジタル教科書を導入 

各教室の電子黒板，実物投影機の設置を行ってきた。平成２８年度からタブレットが導入され，全児

童，教員も含め，一人に一台のタブレットを持ち，様々な取組を行っている。 

昨年度より共通の研究テーマで取り組む小中連携も実現し効果を上げてきた。また，ＩＣＴ支援員 

の導入で教員のＩＣＴ機器への負担感が減り，授業へ集中できるような環境も整っている。 

      以上のような昨年度までの実践から，表現の場の設定による有用感，主体的に学び合う学習指導過 

程の定着，ＩＣＴ活用の日常化，学び合う集団の形成が成果としてあげられた。一方で，「課題」とし

て話し合い活動の充実が上がった。そこで，今年度は「対話的な学び」に焦点化して，広げ深める学

びへと導けるような学習過程を充実させていこうと考え，本主題を設定した。 

    ② 研究の仮説 

ＩＣＴ等のツールを効果的に活用した対話的な学びの工夫を行えば，確かな学力を身に付け

た児童生徒が育成できるのではないか。 

    ③ 研究の実際 

    〇「対話的な学び」に着目し，「広げ深める」学びへ 

     ・自己の考えの変容＝対話のねらい【多様性の理解】【最適解の追求】 

     学習課題に対して抱いた自分の考えについて，「対話」を通して「多様性の理解」や「最適解の追求」 
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を図り，自己の考えの「変容」を実感させることで，身に付ける（付いた）力を児童生徒自身が理解す

ることができる授業の在り方を追究する。 

     ・「対話的な学び」のイメージ 

     ア 対話の視点の明確化を図る。 

      「互いの考えを比較する」「多様な情報を収集する」「思考を表現に置き換える」「多様な手段で説明す

る」「先哲の考えを手掛かりとする」「共に考えを創り上げる」「協働して課題解決する」など。 

     イ 対話をうながすツール 「思考の見える」化     

 付箋，ホワイトボード，ＩＣＴ，思考ツール など。 

〇西米良チャレンジ 

研究構想の基礎に「西米良チャレンジ」を位置付け「へき地ならでは」「西米良ならでは」の「ふるさ

とを生かした教育」，独自に進めてきた「ICT環境」，「少人数のよさ」を生かしながら，研究を推進して

いる。 

    〇「対話の視点」を意識した実践 

     ・道徳での実践 

      教師の発問に対して，タブレットに自分の現在の考え，心情などを記載する。（教師機にて，リアルタ

イムに子どもたちの思考が読み取れる。教師は気になる子どもの所に即座に机間指導できる。）データは

蓄積されるので，ポートフォリオ評価への利用も可能。 

      児童が場面ごとにどう感じているか，タブレット上の心情メーターで表すようにしてある 

→電子黒板上で共有する活動（心情の変化がリアルタイムに変化していく様子が共有され，友達の考え

から，「広げ，深める」学びへ発展させる。） 

・理科での実践 

 理科の学習で，土木事務所及び，建設会社の方々と，河川の水質調査を行った際，タブレットで水生

生物の写真，個体数などのデータを記録して持ち帰りその後の分析に利用した。 

・特別活動での実践 

 学級の課題を各自のタブレットにキーワードで書き込み，各自のタブレットを画面合成の機能を使っ

て，一枚の大きな模造紙のように一つにして，ＫＪ法の手法でグループ化したり，カテゴリー別に分け

たりして，意見を交わし，課題を明確にしていく。投票機能なども活用しながら，目標の言葉を絞り込

み，学級目標を決定していく。 

〇授業改善に向けた実践的研究スタイル 

      小中学校の教員が，協働して授業改善するにあたり，「機動力，授業で勝負，学び合い」の合言葉を元

に「実践的研究スタイル」を目指しており，これらの取組を研究公開で発信している。模擬授業や研究

授業の際には，参観の視点表を作成し，対話的な学びに向けて，対話のねらいに対する達成度などを評

価して焦点化させることによって，授業研究をより深く実施できるようにしている。これらの取組は，

常に県教育委員会の指導主事の方々と，有識者として宮崎大学，鹿児島大学の先生方に参観いただき，

指導助言を得ている。 

    ④ 研究の成果と今後の課題 

     ア 成果 

〇 多様な思考ツールの活用することにより，考えの変容の視覚化でき，実感につながった。 

〇 対話的な学習を通して，多様性の理解・最適解の追求につなげることができた。 

〇 対話的な学びの実践で，自分の考えを広げ深めることができた。 

〇 授業改善をねらいとした実践的研究スタイルにより職員間の学び合いの風土が根付いている。 

〇 思いの共有化（西米良ならではの教育）ができた。 

     イ 課題 

〇 ３年周期で職員が転出することによる蓄積した成果の引き継ぎ，研究の継続性。 

〇 教員のコーディネートする力（対話のねらい・対話の視点・対話を促すツール） 
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  （２）研究発表２のテーマ 

「『一人一人の夢の実現』を目指す対話的・主知的な学びの在り方～小中高一貫教育の強みを生かして

～」 

    ① 主題設定の理由 

本校は町内唯一の小学校で，児童数は現在８１名であ 

る。大島には児童数６名の分校もあり，卒業後はほぼ全員 

が同一校舎の小値賀中学校へ進学する。更に，小値賀中学 

  校卒業生の大部分が同町内の長崎県立北松西高等学校へと 

進学し，小値賀町の大半の子どもたちは，１２年間をふる 

さとで育つこととなる。そこで，「小中高一貫教育」の構想 

が持ち上がり，平成２０年度から現在のような形で小中高 

一貫教育が実施されることとなった。 

小値賀地区の小中高一貫教育では，可能な範囲で教育課   

程に一貫性をもたせるため，児童生徒の実態 や発達の段階を踏まえ，小学校から高等学校までの１２年

間を「前期・中期・後期」と三つのまとまりに編成している。特徴ある取組として「合同行事」，小中教員

による相互の「乗り入れ・つなぎ授業」，「公開授業・研究授業ウィークス」「独自教科（グローアップ科・

遣未来使学）」に見られる教育課程などがある。そのような教育環境の中，小値賀地区では， 研究主題を

「『一人一人の夢の実現』を目指す対話的・主体的な学びの在り方 ～小中高一貫教育の強みを生かして

～」と設定した。主題設定の主な理由は小値賀地区の教育環境が抱える２つの課題である。１つ目は，島

の子どもたちのほとんどが本町の県立の高等学校へ進学し，その子どもたちのほぼ全員がその後の進学や

就職で島を離れる。学校及び地域において，児童生徒の人間関係は限られており，１２年間の学校生活の

中で切磋琢磨の機会が決して多いとは言えず，人間交流の経験不足，リーダー性・競争心が育ちにくいこ

と。２つ目は，長崎県では離島勤務小中学校教員の異動サイクルが３年間と短縮され，そのような中で，

教師の限られた人的資源を有効活用する方法の模索が喫緊の課題となっている。これらの課題解決に向け，

先程の研究主題を設定した。 

    ② 研究の仮説 

〇仮説 1 １２年間を見通して，系統的・継続的な学習環境，心の教育，生活指導と関連付けた生き方

指導を展開することで，一貫した教育理念の下，子どもの多様な資質及び能力を伸ばすことが

できるであろう 

〇仮説 2 様々な学習において，適宜適切に『学び合い活動』を仕組み，子ども同士の対話的な学習を

促せば，思考力・判断力・表現力が高まり，子どもたちの深い学びにつながるであろう 

〇仮説３ ＩＣＴ機器を積極的に活用できるよう授業形態等を工夫すれば，学習活動がより活性化し，

効果的に児童が主体的な学びを手に入れるであろう 

    ③ 研究の実際 

〇１２年間を見通した教育活動 

     「合同教科」があります。年１０時間，小６と中１が同一題材で共に学習する。国語と英語で行う，異

校種間交流授業である。 

〇つなぎ・乗り入れ授業 

「つなぎ授業」は，小学６年生・中学３年生が年４・５回行っています。上級学校の教師が児童生徒の

実態を把握したり，反対に，児童生徒が上級学校への見通しを持ったりできる場となっている。「乗り入

れ授業」は，小中・中高相互に行われています。異校種の教師同士が授業をティームティーチング形式

で行うため，より高い専門性を発揮できるとともに児童・生徒の学力の向上につながっている。 

〇合同行事 

・合同歓迎遠足 

４月に実施。小中高の新入生を迎え和やかな雰囲気の中，歓迎行事が行われる。そこで校種を超えた交

流をもち，小中高一貫教育への意識や意欲を高める。 
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・English Day 

１２月または１月に実施。小学５年～高校３年の縦割り班チームで英語カルタゲームや，高校校舎 

で英語ウォークラリーなどを行う。 

・小中合同アジかまぼこづくり 

６月に小３・中３が合同で実施。調理の仕方などを合同で学びながら，力を合わせ調理する。 

     ・小中合同ロードレース大会 

１月に小中全児童・生徒合同で実施。小中の縦割り班で，顔合わせや練習を行い，互いの頑張りを応

援し合ったり成長を認め合ったりする。 

     〇ＩＣＴ機器の活用 

平成２９年度から段階的にＩＣＴ機器の導入が進められている。小中学校各教室に電子黒板とタブ 

レット端末が設置され，校内はＬＡＮとＷｉ-Ｆｉでネットワーク化されてる。児童・生徒は，それら

を用いて調べ学習，スキル学習，学び合い活動，学習成果のプレゼンテーションなどを行っている。 

    ④ 研究の成果と今後の課題 

     ア 成果 

       〇 公開・研究授業ウィークスでは，様々な校種・教科で実践を重ね，教員の資質・能力の向上に

つながってる。 

       〇 電子黒板やタブレット端末などＩＣＴ機器の導入が進み，デジタル教科書での指導やインター

ネットでの調べ学習がしやすくなった。 

       〇 「学び合い」に視点を当てた授業実践を重ねることで，小値賀の子どもたちの実態に即した指

導や授業改善を行うことができた。 

〇 合同行事…アンケートで調査した児童・生徒，保護者の意識は，どの活動も肯定的な意見が  

９０％を超えており，小値賀の子どもたちにとって大切な学習の場となっている。 

〇 小中高一貫教育…１０年間に渡る小中高一貫教育の成果と課題が，今後の教育課程の見直しを

行う上で大きな参考になっている。 

     イ 課題 

       〇 評価…「主体的行動」「他に働きかける力」などを小値賀の子どもたちの重点指導事項としたが，

その変容について具体的な評価するには至っていない。各校種で「目指す子ども像」を設定し，

具体的に評価していけるようにする必要がある。 

       〇 小中高一貫教育に伴う負担の問題です。通常の教育課程や行事を消化しながら，並行して小中

高一貫教育の諸活動や打合せを行うことに各校種の負担感があり，引き続き行事の精選や教育課

程の見直しが必要。 

４ 研究協議（※発表者） 

     長崎   研究の大きなテーマが「確かな学力を身に付けた児童生徒の育成」とされているが，「確かな

学力」について２点質問したい。たくさんのＩＣＴの活用や多様的な学びへの実践をされてい

るが，それはすべて確かな学力を身に付ける手段であると判断される。そうした場合，貴校で

は，確かな学力をどのように定義されているのか，たくさんの取組がどのような成果を上げて

いるか，子どもの変容などがあったら教えていただきたい。２点目は，多くの体験活動を体験

だけで終わらせずに学力向上へつなげる手立てを教えていただきたい。 

     宮崎※  確かな学力は具体的に明文化していない。本校の課題は中学校卒業後，地域に高等学校がな

いので，今後の自分の生き方を決める時期に一人暮らしを強いられている。そんな子どもたち

が巣立っていくときに，自立した子どもたちにしていかなくてはならない。そのためには，生

きて働く力を身に付けさせてやりたい。抽象的な概念かもしれないが，そういったところに確

かな学力を結び付けて，新学習指導要領でも謳われている対話的な学びをもっと深めていくこ

とで培われていくものを確かな学力として目指して自立した子どもたちを育てていくことで

ある。２点目の体験活動をどのように生かすかについては，体験をやりっぱなしにしないとい

うことで，子どもたちの実践をしっかり振り返る場面，それについての教師のフィードバック
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を大事にしていく，そして１・２年生で行った体験活動が３・４年になると受け取り方も変わ

っていき，総合的な学習の時間では，学習の履歴を残すところに検討を重ねている。それが自

分自身の成長につながっていて，振り返りもできる（ポートフォリオ）。そのような体験活動が

今後の自立に向かって生きて働いているんだと実感をもたせることを大事にしている。 

     長崎   ＩＣＴの使い方では，担任の技量とか教科領域の特性とか本人の得手不得手とかがある。た

だ西米良小学校ではＩＣＴの日常化ということで支援員を付けたりしていろんな工夫をされ

ながら教師の技量も向上していると受け取った。それでも不得手な人への支援や場の持ち方，

あるいは学校内でみんなが到達するべき目標などがあれば教えていただきたい。２つ目は教育

課程の中にＩＣＴの具体的な活用を強化領域の中で学年や単元の場面など具体的に位置付け

られているのか，３点目は，発達段階に応じて学び方とか到達目標を系統的に校内の組織表な

どを設けてあるのかどうか教えていただきたい。 

     宮崎※  １点目のＩＣＴ活用の教師のレベルの差をどう埋めていくかについては，まず５月と７月に

１年目の先生に向けた技能研修を行った。タブレットの中に入っているソフト会社に方に来て

もらって研修を行った。また，日ごろから頻繁に使うデジタル教科書の使い方についての動画

マニュアルを教育委員会が作り，配布している。また，授業をお互いに見合って基本的な操作

を学び合っていく。２点目の教育課程への位置付けは具体的には行っていない。それぞれの教

師に委ねている部分が大きい。課題で示したようにコーディネート力で学級の差が生じている

のが実態である。３点目は，評価にもつながることである。本校でも課題になっている。具体

的にはルーブリックという形で，具体的にどの学年のどの段階でどこまで伸ばすのかを表にし

て示してはどうかと指摘されたりもしたが，本校の研究のスタートがまずは教師の授業力を上

げることにあったので，次段階では子どもたちの力がどれだけ高まったのかを検証するための

準備に入っていかなくてはならないと考えている。 

     長崎   タブレットの導入は対馬市も今年度から進められている。授業の中で使っていこうとしてい

るが，ＩＣＴ機器の効果的な使い方がよく分からない。どのような使い方が効果があるかを教

えてほしい。 

     長崎※  小値賀地区には，独自教科があり，遣未来史学という教科を行っていた。来年度は総合的な

学習の時間に再編成していくが，遣未来史学の中でパソコンスキル学習を位置付けて各学年の

裁量で進める。例えば，４年生では小値賀の海の学習があり，ところてんを作る学習があった。

そこで設定した課題や得た知識を発表会でプレゼンしたり，海が抱える問題について調べ学習

をしたりする形で位置付けていた。そこに年間通してＩＣＴを使用することを位置付けておけ

ばそれほど負担ではなかった。 

     宮崎※  そもそもＩＣＴをなぜ使うかというところで，本校の場合は授業改善で考える。例えばタ 

ブレットに感想を書き込むのとノートに書き込むのは同じこと。そのような使い方ではなくて

その単元の中で思考の見える化を促進するのが目的。デジタル教科書のこの図を使ってどんな

解き方ができるかをそれぞれの考え方で書き込んでいく，それを電子黒板上に提示したときに

共有化でき，一人一人の考えが見える化していく。そして一人の子どもの考えを大きく取り上

げてもいいし，同じような考えでグループ化してもいい。むしろ違った考えを持つ子どもでグ

ループを作り討論させてもいい。そのように思考の見える化においてタブレットは有効だと考

えている。 

     長崎※  子どもの変容を評価するという部分で迷っている。学び合いを通して子どもが変容したとし

て皆さんの学校では，それをどのように評価して子どもに返していっているのか。 

     宮崎   私の学校は小規模校で，小中合同で，または全校で活動を行っている。各学年で同じ活動を

行うとき，そのねらいとか達成目標などが違うのではないかと考える。どのような課題をもた

せるのか，それが自らの課題意識につながるのではないか。ＩＣＴ機器だけではなく，いろん

な活動を伴ったときの目標ねらいのもたせ方とかを出してもらえると各校，参考になるのでは

ないか。 
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    長崎   私の地区の子どもたちは，学力への課題意識が薄い。日々の授業でも，子どもたちが主体的

に取り組むことが大きな課題である。もう少し子どもたちの意欲をもたせたいと思っている中

で，日々の授業での目標を若干下げて設定して，ねらいが見えるように提示をして取り組んで

いる。個の伸びは，日々の課題への取組や宿題などで見える。でも，今日の発表の中にもあっ

た，取組のあとの文章表現などで子どもの伸びを評価できると思った。 

    長崎   学校も小規模であるので職員も少ない。職員室へ帰れば，子どもの様子について話すことも

多い。その中で子どもの変容を捉えることもあり，それを子どもに返す，成長を認めほめるこ

とを大事にしている。ＩＣＴを使って数学の授業をするときに板書の時間がなくて非常に助か

る。子どもたちがノートに書いたものをスクリーンに映すことで，時間短縮になる。細かな図

やグラフもそのまま映すことができるので，手書きする必要がない。拡大することで見やすく

焦点化して提示し説明することができる。個人の考えを把握することができるので，よい間違

えなどについても紹介ができる。 

    長崎   評価は数値的であると見やすい。しかし，子どもの伸びは心情面であるとか数値で表せない

ことが多い。それについては，評価規準を設定しておく必要がある。1 時間の授業の中で，子

どものどのような姿を教師が思い描いているかをしっかり持つことが大切。あるいは，この単

元の中で子どもたちにこのような力をつけさせたいという評価規準を設定する。それがルーブ

リックになる。複式指導においても，異学年の同一単元だった時に，学年の発達に応じた評価

規準を設定することでより正しく評価できると考える。情意面でも活動の様子でも評価できる

尺度を考えると，評価の仕方も見えてくると思う。  

５ 指導助言 

   宮崎県西米良村立村所小学校 

「へき地・小規模校」のマイナス面ではなく「へき地・小規模だからこそできる」という意識を強くもっ

て教育に当たっている。発表な中にもあった「不易と流行」という言葉がとても重要だと思う。 

本発表では，対話的な学びによる話し合い活動を充実させることで，確かな学力を身に付けさせることを

ゴールイメージとしてもち，そのためのアプローチとして，「ＩＣＴ等の多様なツールを効果的に活用した授

業改善」を基盤として，研究が進められていた。 

⑴研究組織づくり 

研究においては，実践が共有され，教師自らが探究的に試行錯誤しながら指導方法のかいぜんに努めて

いくことが重要。西米良村の教育研究会には，先生たちがやる気になるための仕掛けがある。 

 

〇環境の整備 

     ＩＣＴ機器がそろえやすいへき地校・小規模校であること。子どもたちのＩＣＴのスキルの高さが自信

につながるように，村ぐるみでＩＣＴの研究を行っている。 

〇外部組織との連携 

西米良村だけの取組にせず，大学や委員会，ＩＣＴ支援員という外部の方を巻き込んで研究を進めてい

る。教師もつまずきを感じることがあるが，それを外部組織と連携することで，解消することができ，先

生方のモチベーションを継続・向上していくことにつながっている。 

〇研究のポイントの周知徹底 

〇研究公開の実施 

毎年，研究公開を行い，先生方のやる気を引き出している。大変ではあるが，それに向かって協力し，

やり遂げた達成感は教師としての成長につながる。 

⑵ＩＣＴを用いた授業改善への取組 

主体的に学び合うため，話し合い活動を充実させるためにＩＣＴというツールを効果的に活用する実践を

重ねている。 
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〇学習過程の工夫 

  ①問いをつかむ ②考えをもつ ③問いを解決する ④まとめ

る・振り返る という場面において，ＩＣＴの活用法をまとめてい

る。また，対話の視点を意識した実践を積まれ，ＩＣＴのみならず，

付せんや思考ツールを活用して，思考の見える化をすることで，対

話を促す手立てをとっている。 

 

  以上のような取組が表現力だけでなく，表現しようとする意欲を

育てることにつながっている。今後とも是非，子どもたちのために，

取組を続けていってほしい。 

 

長崎県小値賀町立小値賀小学校 

     本発表では，小中一貫校という特長を生かして，児童生徒にリーダー性や主体性など，多様な資質や能

力を身に付けさせることをゴールイメージとしてもち，そのためのアプローチとして，「小中高一貫の教育

活動」と「学び合い活動」そして「ＩＣＴ機器の活用」の３点について研究が進められていた。 

⑴小中高一貫の教育活動 

〇工夫された教育課程編成 

前期４年（小１～小４），中期３年（小５～中１），後期５年（中２～高３）の発達段階に応じた３つの

まとまりに編成し，乗り入れ授業，合同教科，つなぎ授業を実施している。中でも合同教科やEnglish Day

で，他学年との学びにおける交流が行われている。このような取組ができるのは小規模校の強みである。 

〇合同行事 

     身近な上級生との関りから，下級生は上級生に憧れをもち，上級生はプライドをもつ。そのプライドか

ら主体的・対話的な態度が自然に育っていく。 

⑵学び合い活動とＩＣＴ 

  子ども同士の対話的な学習を促すことで思考力・判断力・表現力が高まり，子どもたちの深い学びにつ

ながるだろうという仮説のもと実践を積んできている。発表の中にあった「考えることを楽しむ」ために

学び合い活動をするという言葉が印象的であった。事例にあげられた体育の実践では，学習カードや学習

後の感想などから，子どもたちの思考力・判断力・表現力が高まったことがよく分かった。カード自体が

ポートフォリオになり評価につながるものである。新学習指導要領では「何を学ぶか」「どのように学ぶか」

「何ができるようになるか」がポイントになっている。そのような意味でも素晴らしい実践である。また，

それぞれの過程でＩＣＴを効果的に活用している。ＩＣＴ活用のメリットは「見えないものが見える」「疑

似的に見せられる」「すぐに結果が出る」「時間短縮に効果がある」「繰り返し使える」「相手によって難易

度を変更できる」「記録が残せる」ということがあげられる。 

 

     最後となりますが，今回発表していただいた二人の先生，校長先生，また，今回の研究に尽力された役

員，担当者の方々，研究大会に参加され協議を盛り上げてくださったすべての方々に感謝を申し上げます。 
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Ⅱ 学校別分科会 A分科会  

         会場：対馬市金田小学校 

 １ 研究領域 「算数」 

  ２ 研究主題 「自ら学び，確かな学力を身につける子どもの育成～算数科の学習における少人数指導をとおし

て～」 

 

   発表者    長崎県 対馬市立金田小学校      教  諭 柚谷 順子 

   指導助言者  長崎県教育センター          指導主事 田下  勉 

   運営責任者  佐賀県小さな学校教育研究会      会  長 柴元 豊彦 

長崎県へき地・小規模校教育研究連盟  理  事 酒井 元治 

   会場責任者  長崎県対馬市立金田小学校       校  長 岡﨑  満 

   司会者    長崎県対馬市立厳原北小学校      教  頭 阿比留 聖仁 

   記録者    長崎県対馬市立金田小学校       教  諭 吉澤 美佳 

   記録者    長崎県対馬市立厳原小学校       教  諭 佐々木 恵一 

 

 ３ 研究発表の概要 

（１）主題設定の理由 

①児童の実態から 

○明るく元気でのびのびと育っている。児童の間の仲もよく，助け合ったり，声をかけあったりしなが

ら楽しく活動を行っている。 

○掃除や集会などで縦割り活動を行うことも多く，異学年でも仲良く遊んだり，教えあったりすること

ができる。 

○学習面では，お互いのよさを認め，励ましあいながら学習する温かい雰囲気ができているが，学力に

関しては学年差や個人差が大きく，当該学年の内容が十分定着していない児童がいる。 

○学年の人数が少ないため，多様な考えを知り，それを比較検討する機会も極端に少ない。 

○読み書き計算などで支援を要する児童も多く，学習形態や指導法を工夫したり，介助員がついて支援

したりする体制を整えている。  

②昨年度までの研究から 

○昨年度まで道徳の研究を行っており，「思いを伝え合う」活動を重視した授業を展開してきた。自分の

考えを相手に伝える活動を積極的に取り入れることにより，「豊かな心を育てる道徳教育」について一

定の成果を得ることができた。 

○今年度は道徳の研究で培った「思いを伝え合う」活動を教科指導に結びつけたいと考え，子どもたち

１の学力向上を目指すとともに，サブテーマを「算数科の学習における少人数指導をとおして」とし，

個に応じた指導，特に支援を要する児童への指導について研究を深めている。 

（２）研究の仮説 

     算数科の学習において，学習の基礎となる技能の定着のため，基礎学力指導を徹底したり，少人数の授

業だからこそ可能な個に応じた指導を取り入れたりすることにより，本校の目指す「できるようになっ

たという実感や学ぶ楽しさを重視した学習指導」を行うことができ，子どもたちが確実に学習を進める

力を育てることができるであろう。 

    （３）研究の内容 

     ①基礎学力定着の取り組み 

        ア 算数授業のパターン化 

今年度は，児童生徒支援の加配教員が１名いるため，複式学級でも算数の授業を単式で行っている。

ただし，毎年そうしているわけではなく，児童数の増減により，複式になったり単式になったり，年

度によって授業形態が変わってしまう。そこで，算数の授業の流れをパターン化し，単式でも複式で
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も対応できる形にできないかと考えた。学習過程を「つかむ」「とく・しらべる」「まとめる」「ふかめ

る」とし，見通しをもって学習を進められるように工夫した。また，「とく・しらべる」「ふかめる」

の過程では，複式学級になった場合，自分たちで学習が進められるように指導の工夫を行っていると

ころである。  

     イ かがやきタイム（8：30～8：45）の工夫 

       毎週木曜日の朝の時間を使って，算数の計算スキルアップを目指している。１学期は各学年で習熟が

足りない部分を補うプリントに取り組んでいたが，２学期からは個人用の問題集を購入し，Ａ問題やＢ

問題に対応できる能力を身に付けている。児童は，自分のペースで進めることができるので，夢中にな

って取り組んでいる。 

     ウ 家庭学習の工夫 

      家庭学習の充実と学習時間の見直しのため，学期に１回「金田っ子カード」を配布し，各家庭での取 

り組みを行っている。「金田っ子カード」には家庭学習の手引きも載せ，自主学習のヒントになるように

工夫している。取り組みの結果は保護者へもお知らせし，家庭学習の啓発に努めている。 

 

     エ 学習の約束の見直し 

      年度初めに，学習の約束についての見直しを行い，共通理解 

を図った。授業前の約束，授業中の約束，基本の話型，授業後 

の約束を統一し，指導にあたっている。 

 

②ノート指導 

     ア ノートをとる約束の確認 

       学習の約束と同様，ノート指導についても共通理解を図った。「問題」「めあて」「自分の考え」「まと

め」などの書き方や線の色も統一し，学年の実態に合わせた形で書くスタイルにしている。また，授業

の終わりには顔のマークや吹き出しを使って学習感想を書き，その時間の定着がわかるようにしている。 

 

イ ノートのチェックの仕方 

       児童一人一人の理解度や学習感想などを把握するために，週ごとや単元ごとなど定期的にノートの

チェックを行っている。児童のがんばりに対して称賛や励ましのコメントを書き込んだり，つまずい

ているところを把握して個別指導を行ったり，個に応じた指導に役立てている。 

 

③学習環境の整備 

ア 算数コーナーの設置 

      正面玄関前の掲示板を「わくわく算数コーナー」とし，月ご 

とに算数に関するおもしろ問題を提示している。学年ごとまた 

は低・中・高に分けて問題を用意し，児童はその中から好きな 

問題を選んで取り組んでいる。 

 

 

   

 

 

       イ 算数ことばの掲示 

     ホワイトボードを使い，算数ことばを掲示している。左半分には自分の考えを発表するときのヒント

になる言葉を，右半分には既習事項や内容の確認ができるものを貼るようにしている。児童がヒントに

なる言葉を見つけ，発表をする時の手助けとなるよう工夫している。 
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④学習形態の工夫 

     ア ペア学習・グループ学習 

     ペア学習やグループ学習などを通して，自分の考えを相手に伝える 

活動を取り入れている。自分の考えをしっかり持っていながら，全体 

の場では恥ずかしくて発表できない児童も少なくない。まずは，ペア 

やグループでわかりやすく相手に伝え，全体に広げていくように工夫 

している。また，習熟の早い子は「ミニ先生」となって他の児童にヒ 

ントを与えるなど，児童相互の学び合い，教え合いの場も設けている。 

     イ ヒントカードを使って 

       学習内容に応じて，ヒントカードを使っての学習を行っている。自力解決が困難な児童の手助けとな

るように，テープ図や数直線，図などを準備している。授業では，自力解決した内容を友達に伝えるよ

うに順序立ててまとめる子，既習内容をヒントカードで確認しながら自力解決する子，ヒントカードを

頼りにしてノートやワークシートに書き込みながら理解を深めていく子など，一人ひとりの習熟度や表

現力に応じて自力解決の道筋を選ぶことができるように支援している。 

     ウ 支援が必要な児童への配慮 

     本校には支援が必要と思われる児童が数名いる。特に，算数の時間 

には，自力解決が十分にできず，困ってしまう場面も多い。そこで， 

介助員がついて，自力解決の場面で具体物を提示するなど，支援が必 

要な児童が少しでも学習に向き合えるように工夫している。また，前 

時の板書を大型テレビで提示したり，タブレットを活用するなど，ICT 

を取り入れた授業の工夫を行っている。 

⑤思いを伝え合う活動 

     ア 道徳の時間の充実 

     昨年度までの取り組みをもとに，道徳の授業の中でも，ペア学習や小グループでの話し合いを取り入

れている。道徳ノートやワークシートに書き込んだ意見をもとに，自分の考えを相手に伝えたり，自由

に話し合ったりすることができるようになっている。 

     イ がんばりの木 

       学校の毎月の生活目標と関連づけ，個人の生活目標をたてて掲示している。月の終わりには自分の取

り組みのよかったところや頑張ったところを記入し，月末の集団下校の時間には発表も行っている。他

の人のがんばりに気づいたり認め合ったりすることができ，お互いのよさを知るいい機会となってい

る。 

     ウ 集会や行事の後のふりかえり 

       集会や行事の後には児童が感想を発表し，思いを伝え合うようにしている。他学年のいろいろな考え

を聞くことをとおして，自分の考えも素直に表現することができるようになり，感想の交流ができてい

る。 

（４）成果と課題 

    ①成果 

○学習過程を統一したことで，見通しをもって学習できるようになり，子どもたちの学習意欲が高まった。 

教師も個に応じたきめ細やかな支援を行うことができ，学ぶ意欲を向上させることができた。 

○基本的なノートの書き方を統一し，絵や図に表して考えることを重視したノート指導を行うことで，自 

力解決の場において自分なりの考えを表すことができるようになった。また，吹き出しなどを使って短 

い時間で学習感想を書くことで学習内容の定着が把握しやすくなった。 

○ペア学習，グループ学習の時間を設けることで，自分の考えを相手に伝える機会が増え，全体の場でも

自信を持って発表することができるようになった。また，算数ことばを活用して発表することで語彙を

増やすことができた。 
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   ②課題 

○今年度から始めた取り組みばかりなので，子どもたちの変容も見ながら，継続していくことと改善してい

くことを見極めることが大切である。 

○学習内容の定着が十分でない児童もいるので，補習指導などにも力を入れていく必要がある。また，家庭

とも連携を深め，より効果的な家庭学習にも取り組ませたい。 

○学習過程の「とく・しらべる」「ふかめる」段階では，児童を中心に進めることができるよう研究を深めて

いきたい。今後はガイド学習なども視野に入れ，主体的に学ぶ力を身につけさせていきたい。 

○支援が必要な児童が多く，まだ十分に対応できていない現状もある。関係機関等との連携も図りながら，

一人一人の困り感をしっかりと把握し，それにあった支援をすすめていきたい。 

４ 研究協議（※発表者） 

     佐賀   自分の学校も来年度より複式になる。普段から算数は少人数で行っているのか。形式を合わせてい

とあったが，特に複式学級で気を付けていることは。 

     長崎※ 今年度は児童生徒支援加配の教員が配当されているので，特に力を入れたい算数や道徳は分かれて 

授業を行っている。国語などの他教科は複式で行っているが，今年度は変則複式なので難しさを感じ

る。学年が上がるにつれてやり方が変わるのは，特別な支援を要する児童には抵抗があるので，今年

度は算数だけでもやり方を統一している。 

     長崎  昨年度道徳の研究をされていて思いを伝える活動をされていたそうだが，違う考え方をした子ども

の考えをしっかり取り上げて他の子どもたちに紹介していて，子どもの思いが伝わる場面が見られた。

特別な支援を要する児童への配慮としてパーテーションを使用していたが，周りの児童や保護者への

配慮の上で取り組みをされていると思うが，そのへんを教えていただきたい。 

長崎※ （２年生）パーテーションを使用することで，人の目がなくて少し壁で仕切られることで集中でき

ると本人は喜んでいる。周りの児童は自分にも作ってほしいと言っている。子どもたちは自分だけの

空間があると集中しやすいと思っている。 

     司会 柱１【特別に支援を要する児童への手立て】について 

     大分  本校にも特別な支援を要する児童が普通学級にていて，結局授業の方がその子の指導に関わりすぎ

て終わらないことがある。学校では３０分くらい普通の授業をした後にプリント学習に移って，個別

指導を行うというやり方に取り組もうとしている。この学校ではそのような児童がいた場合，どのよ

うな取組がされているのか。 

長崎※ （２年生）支援を要する児童への配慮以前に基礎学力が弱い児童が多いので，まずはきちんと学習

規律や学習習慣を身に着けさせるという視点から授業に入っている。例えば，足をペタンと床に付け

る姿勢，定規の使い方，必ず下敷きを使う，問題を読むときは指差しながら読む，余計な物を机の上

に置かない。めあてを書くときに遅れる児童には介助員の方に付いてもらい，書き終わった子はめあ

てを読んだりして，あまり待たずにできるだけ授業の流れを切らずに進めている。それでも遅れてい

るときは自力解決のときにサポートしている。 

     熊本  きめ細やかな授業だった。前時の復習だったり子どもの記入の時間がずれる部分を読んで待たせた

り，いろんな場面でそろえるような取り組みがされていた。いろんなヒントカードが置いてあったが，

そのヒントカードの利用頻度を教えてほしい。 

     長崎※ （３年生）ヒントカードは躓きやすい単元や自分の考えを説明するときに使っている。 

      （２年生）単元によって使う。図形の学習の時には使わなかった。本来なら掲示されているキーワード

を使って自分で説明できるようにしていきたいが，実態として難しいので，解き方のヒントと説明の

仕方のヒントの２種類用意して，（ ）の中に数字を埋めていく形にした。今日はそれを見ながら読む

方法で説明していたが，今後はキーワードを見ながら自分で説明できるようにできたらと思っている。 

     大分  支援を要する児童への手立てということで，今日の先生は早めにその子の所にいって時間をかけて

付いていた。直接的に子どもをしっかり支援していてよかった。一方「早くめあてを書き終えた子は

めあてを復唱する」ということはよいと思ったが，逆に支援を要する児童にはプレッシャーにならな

いのか。 
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     長崎※ （３年生）多分プレッシャーにはなっていない。「みんな終わったんだな，自分もがんばろう」と励

みの方に取ってくれていると思う。 

     司会 柱２【少人数での多様な考えを引き出す工夫】について 

長崎  ノート指導やペア学習など全校で統一して取り組むことの大切さに気付かせてもらった。自校でも

ペア学習に取り組んでいるが，子どもたちの交流，考えを深め合うことが課題になっている。ちなみ

に自校では子ども同士で「問い返し」を行っている。「どうして？」と理由を聞いたり，「こういうこ

とを言ったんだよね」と反復したりして，ただ「いいです」というだけの単調なものにならないよう

にしている。ペア学習を深め合う交流について取り組みがあったら教えてほしい。 

     長崎※ 算数では今年度より始めたばかりで，お互いの意見を聞き合うまでしかいっていない。今日の授業

で支援を要する児童が友だちの意見を聞いて「あ，同じだ」と同感することができた。そういう言葉

が自然と出てくるというのがペア学習ではないかと思っている。 

     司会  本校の研究授業で，国語のペア学習で自分の考えを伝えるときに根拠を大事に言わせていた。その

根拠を聞いて自分の考えが変わる，考えを深めるというような実践があった。 

     佐賀  発表した子ではなくて，別の子に説明させてもいいのでは。間違っている子がいたので，この子は

何で悩んでるんだろうねとペアで話し合ったりすると考えが広がるのでは。 

     福岡  ２年生の算数の授業で，筒の中にボールが４つ入っていて，すぐに４×３の式が出る。多様な考え

を引き出すのであれば，箱の中にテニスボールを入れて「この中にボールが入っています。ボールの

数を求めるにはどんな求め方がありますか」という問いだったらいろんな考えを出すのではないか。 

     福岡  何のために多様な考えを引き出したいのか。例えば今日の授業で多様な考えというと先生はどのよ

うな考えを期待していたのか。 

     長崎※ 実は本日の授業は多様な考えを出しにくい授業であった。かけ算のしくみを理解するための授業だ

ったので，多様な考えが出なくても仕方がなかった。 

   福岡  あえて多様な考えというか方法を引き出すなら，「○図で考える」「式で考える」といった方法をい

くつか考えて，その共通点を探してまとめていくというやり方があるが，今日のヒントカードが考え

方を一つに狭めてしまっていた。そういった考え方をどこで子どもたちに与えるかといえば見通しが

大事。見通しの中で，いままでの学習のどんな考え方が使えるか，既習内容を振り返らせる。 

   熊本  チームワークのとれた学校。学校力を高めるためには，学校の先生たちが同じことをきちっとやる

ことが大切。みんながまとまり一致団結した学校にしていくために，校内研のマネジメントで工夫さ

れていることは。 

   長崎※ よく声を掛け合っている。お互いに共通理解をして意思疎通を図ることが大事。また「のりしろ」

の部分が大切で，自分の仕事，こっちの仕事と分けないで重なっている部分を上手に組み合わせなが

らしていくことが一致団結につながっていると思う。今年度初めて複式を教える先生が多く，みんな

で勉強しようという姿勢も一致団結につながっているのでは。 

５ 指導助言 

 ○学校の課題として，大勢の前で子どもたちが話すことが苦手であると挙げられていたが，大勢の大人に囲ま

れながら子どもたち頑張って発表していた。それは前時までの学習が丁寧におさえられていたため，子どもた

ちは自信をもって大勢の前で話すことができたのではないか。 

○ペア学習について，「聞き返し」「問い返し」という話があったが，学年が上がっていくごとに，「自分はこう

考える」と自分の言葉で言える子に育ってほしい。 

○多様な考えについて，何のためにその考えがいるのか。その時間にしか出会うタイミングがない，その時に

出なかったら教師が出すしかないが，教師が一方的に説明しては意味がない。「これどういう意味？」「説明で

きる？」と子どもとの対話を大事にしながら学習を深めていく。 

  ○この二つの授業を複式でするとしたらどうするか。このままではできない。子どもが何をすればいいか焦点

化が必要。２年生のりく君が答えを言いたがっていた。「１２」と言うと思う。「なんで１２？」「それを説明し

ましょう」と言えば，そこに目的意識が生まれる。３年生なら「なんで１０分の３じゃないと？」と問いかけ，

それを説明しようとして「リットルますや数直線があったら説明しやすい」と言えるような子どもたちになれ
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ばちょっとレベルが上がる。本当の学びになる。 

  ○振り返りについて。算数日記に取り組んでいた。家で今日の学習について振り返りを書いてくる。時間をお

くと客観的に見ることができ，分からなかったことは日記に分からないと書くようにする。分かっていないこ

とを自分で認識させてそこに取り組ませる。例えば，６＋６＋６＋６＋６＝３０は面倒。そこでかけ算九九っ

て便利だなと子どもたちに必要感が出る。 

  ○これから予測困難な時代になってくる。そこで算数で身につけた見方・考え方が土台となって，子どもたち

は今後出てくるいろいろな問題に対して試行錯誤する力を身につける教科でもある。 

  問題が解けるだけでなく，そういう見方・考え方，論理的な思考のよさを身につけていくのが算数科の特徴。 

  ○授業者が代わっていきなり授業をすることになり，大変だったと思うが，このような授業をされた。ここが

小規模校のよさ。全ての先生たちが普段から学校の子どもたちの学びに関わっているということ。子どもたち

の傾向をよくつかんでいる，こういうのが小規模校の武器である。 

６ 公開授業 

         本校では，研究テーマ「自ら学び，確かな学力を身につける子どもの育成～算数科の学習における少人数指

導をとおして～」をもとに，ステップ①【基礎学力の定着をめざして】，ステップ②【多様な考え方を引き出す

ために】の二つの視点からそれぞれ授業づくりを行った。 

  ○２年生算数科「かけ算」 

   乗法の答えの求め方を理解する。 

   ステップ①活動の見通しをもたせるために， 

       ・ノートの書き方を「問題・めあて・自力解決・まとめ・習熟問題・ふりかえり」までの流れが分

かるように統一する。 

       ・黒板の左端に学習の流れが分かるように「つかむ・とく・まとめる・ふかめる」のカードを提示

する。 

       などの手立てを行い，見通しをもって集中して学習できるようにする。 

   ステップ②においては， 

       ・ヒントカードを用意する。 

       ・ペア学習を取り入れる。 

       ・算数ことばを使って発表する活動を取り入れる。 

       ・集中力を持続させたい児童は衝立で机を囲み，外部からの刺激を制限する。 

       などの手立てを行い，自力解決しやすい環境づくりにつとめる。 
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○３年生算数科「分数」 

   同分母分数の加法計算の仕方を，単位分数のいくつ分に着目して考える。 

ステップ①自分の考えを自分の言葉で発表できるために， 

・１Ｌますなどの具体物を提示する。 

・教師自らが絵や図を使って説明する。 

・支援が必要な児童にはヒントカードの準備をしておく。 

などの手立てを行い，自分の考えを自信をもって発表できるようにする。 

   ステップ②他の考えを知り，比較検討する目を養うため， 

       ・ペア学習を取り入れる。 

       ・教師が多様な考えを提示する。 

       ・算数ことばを使って発表する活動を取り入れる。 

       などの手立てを行い，自分の考えを説明したり，友だちの考えを聞いたりすることで考えを深め

る。 
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Ⅱ 学校別分科会 Ｂ分科会  

         会場：対馬市立佐須中学校 

 １ 研究領域 「全教科・領域」 

  ２ 研究主題 「思いやりの心をもって，気づき・考え・行動する生徒の育成」 

～主体的・対話的な活動をとおして～ 

 

   発表者    長崎県対馬市立佐須中学校       教諭   国分 文子 

   指導助言者  長崎県教育庁義務教育課        指導主事 作元 浩二 

   運営責任者  大分県へき地教育連盟         会長   有田 千春 

長崎県へき地・小規模校教育研究連盟  理事   惣田 正宏 

   会場責任者  長崎県対馬市立佐須中学校       校長   山室  立 

   司会者    長崎県対馬市立豊玉中学校       教頭   阿比留 健一 

   記録者    長崎県対馬市立佐須中学校       教諭   松村 ふみ 

   記録者    長崎県対馬市立厳原中学校       教諭   庄司 容子 

 

 ３ 研究発表の概要 

  （１）主題設定の理由 

    急激な社会の変容を受けて，生徒が将来，自立した存在として生きていくために，知・徳・体のバランス

のとれた「生きる力」を育むことが求められている。新学習指導要領では「確かな学力」として基礎・基本

的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解決させるために必要な思考力，判断力，表

現力等を育むこと，主体的に学習に取り組む態度を養うことを重視することとしている。本校でも「確かな

学力」を身に付け「生きる力」を持った生徒を育成したい。 

    生徒は，素直で明るく活発である。欠席もほとんどなく，授業への取組も概ね良好である。全国学力・学

習状況調査の結果は，個人差はあるが，基本的な思考力，判断力，表現力等を備えた生徒が多い。また，学

校行事や市中学校体育大会の陸上競技大会と駅伝競走大会に向けた活動などは，少人数を生かした学校全体

としての取組ができている。その反面，生徒同士や職員と生徒との関係が近いため，意思疎通が曖昧になり，

その場にそぐわない言動や，思いやりに欠ける言動が見られることもある。また，与えられた課題や受け継

がれた活動に対しては意欲的だが，新たなことへの挑戦や創造的な活動に対しては消極的な言動も多い。こ

れには他者の評価が気になることと，自尊感情が決して高いとは言えないことに起因していると考えられる。

高校進学のために島外へ出る生徒も半数程度おり，将来，ふるさとを離れても「ふるさとに誇りを持ち，自

分に自信が持てる生徒」を育成することが大切である。 

このような観点から，昨年度までは指導力向上を目的とした授業改善を中心に研修を行ってきたが，今年

度は他者への関わり方の改善をより意識して指導にあたる視点を加えた。生徒自身が自分を認め，他者を認

め，自信を持って表現できるようになることをめざして，今年度の学校経営スローガンである「思いやりの

心をもって，気づき・考え・行動する」に基づく生徒の育成を研究主題とした。 

  （２）研究の仮説 

    授業において，各教科の特質に応じた見方・考え方が働くような問いや手立てを工夫すれば，自他の良好 

な関係を築き，充実した生活を送る生徒を育成することができるであろう。 

  （３）研究の内容 

    ①道徳研究部 

      道徳研究部は，研究主題の「思いやりの心をもって，気づき・考え」の部分を道徳の授業を通して     

いかに育てるかを研究し，推進する部である。今年度新たに設置した部で大きく３つの役割を担ってい

る。１つ目は来年度の道徳の教科化に向けての研究，２つ目は道徳の研究授業と授業研究，３つ目は来

年度のカリキュラムの作成である。普通学級の担任をメンバーとし，道徳の授業の質的変換の方法と評

価の方法の研究を行い職員に方向性を示している。また，授業では内容項目の個人内評価を充実させる
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ために，全学年共通の項目で振り返りを行っている。 

 

 

 

      

                                 

 

 

 

 

 

 

   ②学力充実部 

      学力充実部は，基礎学力の定着と表現力の向上を図る部である。主な活動として，授業研究のまと 

め，スピーチ活動・各種コンテストの企画，指導における共通実践項目の作成などがあげられる。研 

究授業は月に１回設定し，全職員が実施するようにしている。年度当初，研究主題に迫るように指導 

案形式や授業研究の方法の見直しを行った。スピーチ活動は，表現力を養うために毎学期テーマや方 

法を変えながら実施している。共通実践項目とは，授業を行うにあたり，教師が共通の課題意識をも 

って指導できるように新たに作成したものである。 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ③学習支援部 

学習支援部は，生徒の実態把握をし，自己肯定感を高める啓発を行う部である。本校生徒の実態を 

客観的にとらえるためのアンケートを実施し，結果を分析した。また，生徒の情操を豊かにするため 

に掲示物の見直しを行い，校内環境を整えた。生徒会の活動と連動させ，生徒の心身の健康に関わる 

ものや季節の掲示など，効果的な掲示を実践している。さらに，他者を認めるための対話の仕方が身 

に付くように， ｢対話の仕方カード｣を作成し，生徒の机の左上に貼らせて意識させている。 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振り返りシート 
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    ④授業の実際 

       

   

         

       

 

 

          

学校の紹介⽂を英語で書くという活動を⾏わせた。ふるさとの学校に関する情報を発信するという
点で本⼤会の研究主題に，相⼿にわかりやすく伝えるという点で本校の研究主題に近づけるように授
業を⾏った。まず，前時に学んだ教科書のモデルとなる⽂章を復習し，それを基に⾃分の学校である
佐須中学校の紹介⽂を書いた。基本的な情報となる所在地や創⽴年，⽣徒数，教員数に加えて学校⾏
事に関する説明⽂も加えさせた。完成した⽂章を発表した⽣徒は，どちらかといえば英語に苦⼿意識
を持っている⽣徒であった。しかし今回の活動で書きたいことをしっかり考えて書くことができてお
り，発表を終えると達成感と安堵で素敵な笑顔をしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業は指導案の流れ，予想される⽣徒の反応をなぞるように展開されていった。発問に対して主体 
的に考えただけではなく，疑問をもつ⽣徒の意⾒をみんなで考えたことによって，様々な対      
話が⽣まれ，「良い」「悪い」など単純な意⾒で終わらず，どうすれば共⽣することができ       
るか，考えを深めることができた。また，実際の新聞記事に出てくる崔（チェ）さんの説話を教師が
したことによって，ねらいにしていた「郷⼟対⾺の実態を踏まえつつ，異なる⽂化を理解し，他者の
良さを認め共⽣していく」ような感想がワークシートの中からもうかがえ，⽣徒の変容が感じられた。 

  

 

 

 

 

 

 

       地球の⾃転の向きを考える活動では，学習ソフトのロイロノートを⽤いた。図などを使って説明さ
せることによって考えをまとめたり，発表したりすることを苦⼿とする⽣徒にも取り組みやすくした。
各個⼈のまとめをお互いのタブレットに送信し，ひとりひとりの考えをじっくり読んだうえで，それ
ぞれの良いところを取り上げて，班で⼀つのまとめを作って発表させた。班活動の中では，お互いの
良い表現や，わかりやすい説明を褒めながら取り上げ，まとめ作業をすることができていた。 

１年英語 単元名：Daily Scene４ ウェブサイト 

     題材名：ウェブサイト 

     目 標：自分の学校について相手にわかりやすいように，５文以上の英語で書くことが

できる。 

視 点：モデルの英文に沿って英文を書こうとすることで，しっかり意味を理解して書

くことができたか検証する。 

２年道徳 主題名：項目Ｃ－（１８）国際理解，国際貢献 

     資料名：対馬日韓交流の最前線『朝日新聞2018.1.6記事』 

     ねらい：郷土対馬の実態を踏まえつつ異なる文化を理解し，他者の良さを認め共生し

て，新しい時代を切り拓いていこうとする態度を育成する。  

視 点：思いやりの心をもって他者のことを主体的に考え，韓国からの旅行者を受け入

れる対馬の実態を知る過程で，自分の意見を述べたり，相手の意見を尊重した

りすることにより，共生の考えについて深く学ぶことができたか検証する。 

３年理科 単元名：「地球と宇宙」（第２章 地球の運動と天体の動き） 

     題材名：「天体の位置の表し方」 

     目 標：地球の自転と１日の時間の経過を関連付けて説明することができる。 

視 点：１日のうち，太陽の見える方位が時間によって変化することの理解をもとに，

地球の自転の向きを説明することができたか検証する。 
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  （４）成果と課題 

    ①成果 

研究主題の中に「思いやりの心をもって」を入れて，自他を思いやる心が育成されるよう様々な活動

の中で意識して指導した。生徒の実態を把握するアンケートを実施しているが，その中の自己肯定感の

項目が向上しつつあることが，大きな成果である。また，「各教科等の特質に応じた見方・考え方のイメ

ージ」を毎時の授業の中で「実現したい子供の姿」と照らし合わせながら，主体的・対話的で深い学び

に迫ろうと教師が研修を深めたことも大きな成果である。今年度の研修を計画するにあたり，「主体的・

対話的で深い学び」とは，そもそも何かを明確にしたいという思いがあった。その法法として，指導案

の展開の中に主・対・深を明記し，教科の違いを越えて３つの学びの共通理解を図ろうとした。実際に

授業研究を進める中で，意見が一致しないこともあったが，授業者の意図により同じような活動でも学

びの種類が変わることを確認することができた。 

    ②課題 

      今後の課題として，高まりつつある生徒の自己肯定感を思いやりのある行動にどう結び付けていくか

があげられる。特に来年度は道徳の教科化に向けて，授業の質的変換が求められているがその具体的な

指導方法について研修を深めていく必要性を感じている。また，主体的で対話的な学びを通して深い学

びにつなげる具体的な授業展開をどうしていくのか，｢考える力｣の向上をどのような方法で測るのかも

課題である。これらの点において，まさに今年度の研究主題「思いやりの心をもって，気づき・考え・

行動する」は「確かな学力」を身に付け「生きる力」を持った生徒を育成する根底になるものと確信す

る。今後も継続して研究に取り組んでいきたい。 

 ４ 研究協議（※発表者） 

    長崎   理科の授業の中での「深い学び」とは，習得した知識や技能をどのようにして概念化してい

くのかということになってくると思うが，今回の授業ではどのようにして概念化していかせ

たのか。 

    長崎※  今日の授業では，自分の生活の中から見える太陽と，地球の外側から見た太陽との視点の違

いなどから，概念化につなげていった。 

長崎   「実現したい子どもの姿カード」の中の７つの深い学びをゴールとしているのか。 

    長崎※  長崎県の「対話的主体的な学び」リーフレットを参照ください。深い学びの先に子どもたち

の育てたい資質能力があると考える。 

    長崎   道徳の授業の中で，最後のチェさんの話は発問４の前に行ったほうが効果的だったのでは

ないか。 

     長崎※  子どもたちにプラスイメージとマイナスイメージを提示するのに，最初に強いインパクト 

を与え過ぎないように最後にとっておいた。 

長崎   導入でタブレットを使って，まとめをワークシートで行っていたが，タブレットで統一して

ポートフォリオ化する方法もあるのではないか。 

長崎※  タブレットはあくまでも情報共有のツールとして活用している。評価シートを統一し，しっ

かり考えて書く作業を大切にしている。アナログとデジタルのそれぞれの良さを生かしてい

きたい。 

長崎   対馬市は中学生全員にタブレットを配付されていると聞いたが，佐須中でのタブレットの活

用状況を教えてください。また，持ち帰りは許可されているのか。 

長崎※  美術科では写真を活用して構図の学習を，職場体験学習ではまとめを，体育祭ではダンスリ

ーダーが隊形などの説明に活用し，自己肯定感の高まりにつながった。持ち帰りについては，

教科等で必要に応じて許可している。 

長崎   道徳での学びを，美術ではポスター作成に，社会では調べ学習等で，国語では標語作成など

教科の横断的な取組で，より豊かな学びつながるのではないか。 

長崎※  本校では，道徳や平和学習で知覧の特攻隊について学び，修学旅行で知覧を訪問し，文化祭

の劇へとつなげている。このような横断的な取組を積極的に行い，子どもたちの豊かな学び
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につなげたい。 

柱１：生徒の自己肯定感を高める取り組みについて 

    長崎   「対話の仕方カード」を保健だよりを通して伝えることで，研究を超え，地域にも発信でき

ているところが素晴らしい。参考にしていきたい。     

    柱２：深い学びを目指す授業改善について 

    福岡   「実現したい子どもの姿カード」の出典を教えてください。 

    長崎※  独立行政法人教職員支援機構の資料から引用している。「各教科等の特質に応じた見方，考え

方のイメージ」は，中央教育審議会の資料から引用している。 

長崎   研究授業後の授業研究の持ち方について，有効な方法があったら教えてください。 

長崎※  全教員を巻き込んで研究を進めるには，授業者決定後に指導案検討会を実施し，授業では生

徒役の教師を配置し，全教員で参観する。その後の授業研究では，「主体的」「対話的」「深い

学び」の３つの視点で授業を振り返る。その後，各教員がリフレクションシートに記入する

ことで自分のこととして捉え，次に活かしている。また，輪番制で指導助言を行い，教科の

枠を越えて授業研究を進めている。     

５ 指導助言 

  （作元 浩二：長崎県教育庁義務教育課 指導主事） 

    地域や先生方の愛情をいっぱい受けている子どもたちだと感じた。佐須中の研究はわかりやすく，見えや

すい。掲示物を通しても自己肯定感や自己有用感を高めようとする姿勢が見られた。授業のリノベーション

を具現化し，生徒の将来を見据えた活動が行われている。「主体的な学び」では，私事として捉えられるよう

な題材設定し，子どもに届く課題の提示，子どもに学びを委ねる展開に持っていくのが理想的である。「対話

的な学び」では，机の配置を替えたり，あえて座らせないなど自由な発想があってもよいのではないか。対

話とは，「私とあなた」という一般的な対話ではなく，教材を介して教師と生徒，生徒同士が考えを深めたも

のである。そのためには，聞き手をしっかり育てることが必要である。 

英語の授業においては，じっくり４人の動きを見てあせらずに

対応できていた。紹介の活動では，誰に発信するのか，どこに掲示

するのかなどのインフォメーションギャップを与えることで授業

の質が高まる。より深い学びにつなげるためには，子どもの学び

の姿を見とりながら授業展開を考えなければならない。 

育みたい資質能力と目指す子ども像の共有ができきていれば，子どもの見とりが授業研究に活かせるよう 

になっていく。 

 小さな学校自体が学ぶ動機づけになるような学びを提供してほしい。この地域，この仲間，この学校で学

んでいることが世界で通用することを自覚し，小規模校ならではの強みを持って学び続けてほしい。 

①１つの意見に対しては気づきを 
②２つの意見に対しては比較を 
③３つの意見に対しては分類を 
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