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出雲健康公園～出雲ドーム
出雲市50周年を記念して建設された日本初の木造ドーム施設。
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分科会会場及び参加者数

分科会会場及び参加者数
分科会・領域

会

場

鳥取県

山口県

広島県

岡山県

島根県

合計

出雲市民会館
２Ｆ 展示室

６

９

☆１６

１０

☆２０

６１

①

経営ビジョン

②

組織・運営

い

③

評価・改善

出雲市民会館
３Ｆ 301会議室

４

８

１１

☆１４

☆２１

５８

う

④

知性・創造性

出雲市民会館
３Ｆ 302研修室

☆９

８

１２

１０

☆１９

５８

⑤

豊かな人間性

⑥

健やかな体

６

１０

１３

☆１５

☆２０

６４

お

⑦

研究・研修

ニューウェルシティ
出雲２Ｆ 百合

☆７

８

１４

１１

☆２０

６０

か

⑧

リーダー育成

ニューウェルシティ
出雲２Ｆ 牡丹

６

８

１２

☆１４

☆２１

６１

き

⑨

学校安全

ニューウェルシティ
出雲２Ｆ 銀河

６

８

☆１１

１１

☆２０

５６

く

⑩

危機対応

ビッグハート出雲
１Ｆ 白のホール

６

☆１１

１３

１０

☆１８

５８

け

⑪

社会形成能力

ビッグハート出雲
２Ｆ 茶のスタジオ

４

☆１０

１０

１０

☆１９

５３

⑫

自立と共生

⑬

連携・接続

パルメイト出雲
４Ｆ ホール1・2

５

８

☆１６

１０

☆２２

６１

計

５９

８８

１２８

１１５

２００

５９０

各県小学校数

１２６

２９０

４７３

３８０

１９９ １４６８

あ

え

こ

合

出雲市民会館
大ホール

☆印・・・分科会提案県
【分科会打合せ開始時刻と打合せ会場】
※昼食をとりながら打合せを実施
あ〜う
１２：３０〜
出雲市民会館 各分科会会場
え〜き
１２：３０〜
出雲市民会館 ２Ｆ 202多目的室
く・け
１２：４５〜
ビッグハート出雲 ２Ｆ レセプションスペース
こ
１２：４５〜
パルメイト出雲 ３Ｆ 和室
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分科会関係者一覧

分
会場番号・施設名
出雲市民会館
2F（展示室）

領域・分科会研究課題

科

会

関

発表主題

①経営ビジョン…未来を見据えたビジョンに 児童・保護者・地域と共有したビジョンに基づく学
校経営の推進
基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進
②組織・運営…学校経営ビジョンの実
ふるさとに学び，地域と共に育つ学校をめざして
現を図る活力ある組織づくりと運営
明確なビジョンに基づく学校経営の活性化と学校
評価の推進

出雲市民会館 ③評価・改善…学校教育の充実を図る
3F（301 会議室） 評価・改善の推進
児童生徒の生活習慣改善〜中学校区での質のよい
睡眠をめざした取組を通して〜

1

豊かな人間性と たくましく生きる力をもつ子ど
もの育成〜ひらく・かかわる・つながる 境港〜

出雲市民会館 ④知性・創造性…知性・創造性を育む
3F（302 研修室） カリキュラム・マネジメントの確立
あるものを活かし 生き抜く力を育む カリキュ
ラム・マネジメント

⑤豊かな人間性…豊かな人間性を育 人権教育の推進を通して豊かな人間性を育むため
の校長の役割〜校長会が支える「島根がめざす人権
むカリキュラム・マネジメントの確立
教育」を基盤とした学校教育の推進〜

出雲市民会館
1F（大ホール） ⑥健やかな体…健やかな体を育むカリ 基本的生活習慣の確立をめざして〜保幼小中の連
携と校長のリーダーシップ〜
キュラム・マネジメントの確立
ニューウェル
シティ出雲
2F（百合）

2

ニューウェル
シティ出雲
2F（牡丹）
ニューウェル
シティ出雲
2F（銀河）

教職員の参画意識を高め，組織的に教師力を高め合
う研究・研修の在り方

⑦研究・研修…学校の教育力を向上さ
学校教育目標を達成するための研究・研修の推進〜
せる研究・研修の推進

極小規模校における校長のリーダーシップの在り
方を求めて〜
校内チーム制の効果的な活用によるリーダー育成
〜若手教員・先輩教員が関わり合い，共に育つ教員
⑧リーダー育成…これからの学校を担 集団をめざして〜

うリーダーの育成

既存の組織や学校の教育資源を活用したミドル
リーダー・管理職人材の育成
行政・地域との連携による防災教育の充実〜実効的
な防災教育，防災管理の推進〜

⑨学校安全…自らの命を守る防災教
新たな安全上の課題に対応した学校安全体制の確
育・安全教育の推進

立と安全教育の推進〜隠岐郡内１１小学校の連携を
通して〜
いじめの未然防止への取組と組織的な対応〜コ
ミュニティ・スクール，ＡＦＰＹの実践と市教委と
⑩危機対応…様々な危機への対応と の連携〜

ビッグハート出雲
1F（白のホール） 未然防止の体制づくり

危機対応の視点からの学校運営及び校務改善の工
夫〜多忙感の解消を通して〜

3

社会をつくるアクティブ・ラーナーとしての基盤を
育む教育〜さまざまな体験活動を通して〜

ビッグハート出雲 ⑪社会形成能力…社会形成能力を育
2F
（茶のスタジオ） む教育の推進
社会形成能力を養うための益田市小学校長会の取
組〜ライフキャリア教育の推進をとおして〜

4

⑫自立と共生…自立と共生を図り実践 自立と共生に向けた特別支援教育の推進〜教育の
ユニバーサルデザインに向けた取組を通して〜
的態度を育む教育の推進
パルメイト出雲
4F（ホール 1・2） ⑬連携・接続…家庭・地域等との連携と 保幼小の円滑な連携・接続に向けて〜松江市小学校
異校種間接続の推進

長会の取組〜
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分科会関係者一覧

係

者
提

一
案

覧

者

広島・福山市・松永小

関藤

一智

司

会

者

広島・福山市・神辺小

児玉ゆかり

記録者

運営委員

島根・安来市・布部小

難波

真章

島根・安来市・比田小

島根・安来市・山佐小

島根・安来市・十神小

岡山・美作市・美作第一小

岡山・美作市・英田小

島根・安来市・宇賀荘小

曽田

新田

淳史

義純

八澤慎一郎
畝本

昭則

春日
田中

宜夫

島根・雲南市・斐伊小

島根・雲南市・阿用小

鳥取・境港市・中浜小

鳥取・境港市・余子小

島根・浜田市・松原小

築谷

隆晃
直人

勝田
仲倉

寛

孝浩

勝部
玉木

敦子

島根・大田市・川合小

島根・大田市・大森小

島根・邑智郡・川本小

島根・邑智郡・市木小

島根・邑智郡・日貫小

高尾

悦夫
康弘

岩谷
板倉

律子
宏

江戸

樋野不二子

岡山・岡山市・芳田小

島根・仁多郡・鳥上小

鳥取・鳥取市・富桑小

鳥取・鳥取市・佐治小

島根・仁多郡・高尾小

米田

学

恵子

練苧
秋田

千之
易子

梶田

勝造

島根・鹿足郡・柿木小

島根・鹿足郡・津和野小

岡山・倉敷市・玉島小

岡山・倉敷市・中島小

島根・松江市・忌部小

大﨑

善生
行博

寺戸
西

和泉
敬三

瀬戸
錦織

修一

島根・江津市・郷田小

島根・江津市・川浪小

広島・福山市・柳津小

広島・福山市・広瀬小

島根・飯石郡・志々小

吉本

孝

博行

永瀬
上野

裕朗
宏道

長澤
古川

善正

島根・隠岐郡・都万小

島根・隠岐郡・北小

山口・山口市・鋳銭司小

山口・山口市・良城小

島根・浜田市・長浜小

深井

貴弘
保司

齋藤
増野

尚文
淳一

齋藤

濵崎

政寿

島根・浜田市・三隅小

島根・浜田市・美川小

山口・防府市・野島小

山口・防府市・勝間小

島根・益田市・匹見小

濵本

秀人
昌明

渡邉
椙田

淳

崇晴

岡田

木村

真介

島根・益田市・真砂小

島根・益田市・豊川小

広島・呉市・原小

広島・呉市・波多見小

島根・松江市・意東小

小野

秀文

結実

島根・松江市・母衣小

中村

次郎

塚田
相模

英樹
昇

島根・松江市・川津小

藤原

尚幸

繁美

橋本

幸雄

島根・大田市・池田小 島根・出雲市・平田小

岡﨑

博文

松岡

裕二

島根・仁多郡・横田小 島根・出雲市・塩冶小

川田

勝巳

杉谷

学

伊津
寺井

松原

洋司

桑本

浩泰

島根・松江市・宍道小 島根・出雲市・北浜小

福島

稔夫

森

弘

島根・松江市・来待小 島根・出雲市・鰐淵小

岸本

康宏

園山

暢男

島根・松江市・島根小 島根・出雲市・伊野小

遠山

茂樹

佐藤

協

島根・松江市・古江小 島根・出雲市・塩津小

米田

靖幸

井上

睦子

洋士
由美

島根・松江市・玉湯小

森脇

島根・大田市・五十猛小 島根・出雲市・中部小

憲明

島根・益田市・西益田小

渋谷

天野

毅一

島根・浜田市・旭小

三浦

島根・雲南市・海潮小 島根・出雲市・さくら小

学

島根・隠岐郡・福井小

吉田

幹夫

洋

島根・江津市・桜江小

木村

岩成

長谷川勝一

島根・鹿足郡・蔵木小

松元

宏明

宣文

岡山・岡山市・清輝小

髙山

高橋

篤

島根・大田市・久手小

矢田

島根・雲南市・佐世小 島根・出雲市・湖陵小

宏

島根・雲南市・大東小

村尾

会場責任者

島根・松江市・秋鹿小 島根・出雲市・四絡小

仙田

浩志

金築

康治

紀浩
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研究領域

Ⅰ

学校経営

第１分科会

〈経営ビジョン…未来を見据えたビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営の推進〉

児童・保護者・地域と共有したビジョンに基づく学校経営の推進
提案者

１

広島県福山市立松永小学校長

はじめに

関

藤

一

智

学校区として，学力向上に向けた授業改善，
あいさつの徹底，ふるさと学習の充実等に取

子供たちが生きていくこれからの社会は，予測

り組んだ。

が困難であり，先行きが不透明である。こうした
変化の激しい社会をたくましく生きる子供たち
を育てるため，福山市では一昨年度から「福山

⑶

本校の取組
学校経営委員会の研究及び松永中学校区の
取組を踏まえ，教職員の力を結集するととも

100NEN 教育」の取組を進めている。
また，学校では「社会に開かれた教育課程」の

に，保護者や地域と課題を共有し，目標の達

理念のもと，学校と社会がビジョンや目標を共有

成に向け共に取り組むため，明確で分かりや

し，社会との連携・協働により取組を進めること

すい経営ビジョンを策定することとした。

が求められている。

①

的確な現状分析

このような中，校長は具体的で分かりやすい経

経営ビジョンの策定に当たり，児童の現

営ビジョンを策定し，それを教職員のみならず児

状を分析し，学校全体を俯瞰し，成果と課

童・保護者・地域と共有し，連携・協働して取組

題を的確に捉えることができるよう一枚の

を進めることが必要だと考えた。

資料にまとめ提示した。

２

研究の概要

⑴

その結果，本校児童は，学習や様々な活

学校経営委員会の研究

動に意欲を持って取り組むことができるよ

福山市公立小学校長会学校経営委員会で

うになってきているが，学習意欲等が十分
に高まっているとは言えない。

は，研究主題を「『福山 100NEN 教育』の趣
旨の実現に向けた学校経営のあり方」とし，

また，コミュニケーション能力や思いや

「創意と活力に満ちた学校経営の推進」と「職

りの心の育成のために重点的に取り組んで

員のやる気を引き出す新たな人事評価制度の

いる「あいさつ」についても，「いつもあ

活用」について研究を進めてきた。

いさつをしている」児童の割合が 36.6％と
低く，大きな課題が浮き彫りになった。

具体的には，定例の校長研修において，所
属の校長が実践を持ち寄り，学校評価と人事
評価の連動，人材育成等について協議を行

分かりやすい経営ビジョンの策定
現状分析を踏まえ，学習意欲や主体性の
育成に向けた「子ども主体の学び」の取組

い，各校の経営改善につなげている。
⑵

②

とあいさつやルール・マナーの徹底に重点

松永中学校区の取組
「福山 100NEN 教育」を受け，松永中学校

的に取り組み，“ コミュニケーション能力

区では，育成する資質・能力を “ コミュニ

＆感性・思いやり ” の育成を進めることと

ケーション能力＆感性・思いやり ” とし，中

した。
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研究領域

第１分科会

きるよう努めた。

者・地域にも目指すところが分かりやす

例えば，松永学区まちづくり推進委員会

く，共有できる経営ビジョンとなるよう，
№ 1” のまつながっ子の

において，学校と連携したあいさつ運動に

育成」を合言葉とし，めざす子どもの姿，

取り組むこととなり，児童の標語による幟

学校の姿を具体的に示した。

旗を作成してもらう等，連携して取組を進

「“ やる気と元気

めた。

学校組織の機能化
ア

３

学校評価制度と人事評価制度の連動

⑴

経営ビジョンの実現に向けては，まず

学校の現状を俯瞰して捉え，誰にとっても
明確で分かりやすい経営ビジョンを策定する

組むことが必要となる。そのため，経

こと。
⑵

教職員はもとより，児童・保護者・地域に

ンクさせ，経営ビジョンを踏まえた学

も，経営ビジョンを機会あるごとに語り，浸

校の短期経営目標と個人の目標が連鎖

透させること。
⑶

するよう取り組んだ。
イ

校長の役割

何より教職員がベクトルを揃えて取り
営ビジョン，学校評価，人事評価をリ

組織的・継続的に取組を進めることができ

機能的な組織の構築・運営

るよう，学校組織を構築し，機能させるこ

組織的・効果的に取組を進めるため，

と。

ミドルリーダーが中心となって日常的

４

に進捗状況を把握し，改善することが

⑴

おわりに
成果
①

できるよう，経営委員会と学年主任会

ミドルリーダーの意識が高まり，各主
任・主事が中心となって分掌・学年が組織

の役割を明確にし，機能化を図った。

的・効果的に取組を進めることができるよ

具体的には，経営委員会で重点的な

うになった。

取組について定期的に進捗状況を把握
②

し，改善の方向性を定めた。学年主任

教職員と児童が目標を共有し取り組むこ

会では，具体的な方策を検討し，学年

とで，多くの面で児童の成長が見られるよ

主任を中心に各学年で取組を進める体

うになった。
③

制を整えた。
④

学校経営

域ともベクトルを揃えて取り組むことがで

また，教職員だけでなく，児童や保護

③

Ⅰ

保護者・地域の学校に対する理解が進
み，地域と双方向の協力ができつつある。

児童・保護者・地域との共有
児童とのビジョンの共有を進めるため，
儀式・学校行事・朝会等で，繰り返し話し

⑵

課題
①

児童に “ コミュニケーション能力＆感

た。その結果，運動会や学習発表会のテー

性・思いやり ” を十分身に付けさせるまで

マや学年目標などにも，ビジョンの内容が

には至っておらず，取組を徹底させる必要

盛り込まれることもあり，児童にもビジョ

がある。
②

ンが浸透していった。
また，PTA 総会・役員会，PTA 広報誌
や地域の諸会議等において，機会あるごと

保護者・地域に経営ビジョン等の一層の
浸透を図り，力を結集して児童を育ててい
く必要がある。

に経営ビジョンについて語り，保護者・地
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研究領域

Ⅰ

学校経営

第２分科会

〈 学校経営 組織・運営 〉
〈組織・運営…学校経営ビジョンの実現を図る活力ある組織づくりと運営〉

ふるさとに学び、地域と共に育つ学校をめざして

ふるさとに学び，地域と共に育つ学校をめざして

提案者 島根県安来市立比田小学校長 曽
提案者

島根県安来市立比田小学校長

曽

田

淳

史

広瀬地域における広域的なネットワーク

１ はじめに
１

田 淳 史

島根県では，かねてより恵まれた教育資源
はじめに
を活用した
「ふるさと教育」
を推進してきた。
島根県では，かねてより恵まれた教育資源を活

を構築するために「広瀬ふるさと教育推進
構築するために「広瀬ふるさと教育推進プロ
プロジェクト」を組織した。各校のふるさ
ジェクト」を組織した。各校のふるさと教育

また安来市では，ふるさと安来の将来に夢を
用した「ふるさと教育」を推進してきた。また安
はせ郷土に貢献する人づくりを進めてきた。
来市では，ふるさと安来の将来に夢をはせ郷土に

と教育の成果を共有しながら，よりダイナ
の成果を共有しながら，よりダイナミックな
ミックな活動を展開しようと考えた。
活動を展開しようと考えた。

これらは，まさに新学習指導要領の理念であ
貢献する人づくりを進めてきた。これらは，まさ
る「社会に開かれた教育課程」の実現につな
に新学習指導要領の理念である「社会に開かれた

① ①「広瀬ブロック校長会」
「広瀬ブロック校長会」
地域内小・中学校の校長で組織。月１
地域内小・中学校の校長で組織。月
1回

がっている。学校教育を通してよりよい社会
教育課程」の実現につながっている。学校教育を
をつくるために，学校と地域が目標を共有し
通してよりよい社会をつくるために，学校と地域

回開催。
「ふるさと教育」
「小小連携・小
開催。
「ふるさと教育」
「小小連携・小中
中連携」等を協議する中で，常に「15の春」
の
連携」等を協議する中で，常に「15

ながら，地域内にある学校が一つのチームと
が目標を共有しながら，地域内にある学校が一つ
なって連携・協働し，新しい時代を生きぬく
のチームとなって連携・協働し，新しい時代を生

春」の姿を共有しながら，校長のリーダ
の姿を共有しながら，校長のリーダーシッ
ーシップのあり方を模索している。
プのあり方を模索している。

資質・能力を備えた子どもを育てる学校づく
きぬく資質・能力を備えた子どもを育てる学校づ
りが求められている。
くりが求められている。

② ②「ふるさと教育部会」の新設
「ふるさと教育部会」の新設
上記校長会にて「広瀬町小中連携協議
上記校長会にて
「広瀬町小中連携協議会」

広瀬地域の小学校４校と中学校１校は，全
広瀬地域の小学校
4 校と中学校 1 校は，全てが
てが統合してできた学校で，それぞれが複数
統合してできた学校で，それぞれが複数のふるさ

会」の組織を改編し，ふるさと教育の計
の組織を改編し，ふるさと教育の計画的な
画的な推進を願い「ふるさと教育部会」
推進を願い「ふるさと教育部会」を立ち上

のふるさとをもっている。広瀬ブロック校長
とをもっている。広瀬ブロック校長会は，それぞ
会は，それぞれのふるさとに深い愛着をもつ
れのふるさとに深い愛着をもつとともに，胸を
とともに，胸を張ってわがふるさとの自慢が
張ってわがふるさとの自慢ができる，そんな子ど
できる，そんな子どもに育てたいという強い
もに育てたいという強い思いをもち，一丸となっ
思いをもち，一丸となって取り組んできた。
て取り組んできた。

を立ち上げた。地域でまとまった活動を
げた。地域でまとまった活動を展開しやす
展開しやすくすることを目的とした。
くすることを目的とした。
③ 各関係団体との連携・協働
③ 各関係団体との連携・協働
「広瀬中校区地域共育推進協議会」など
「広瀬中校区地域共育推進協議会」など
の関係団体に校長が積極的に関わって地
の関係団体に校長が積極的に関わって地域
域との信頼関係を深めることで，子ども
との信頼関係を深めることで，子どもを共
を共に育てようとする強い思いで繋がっ
に育てようとする強い思いで繋がったネッ
たネットワークづくりを推進している。
トワークづくりを推進している。

２

研究の概要
２ 研究の概要
⑴ 「チーム広瀬」での組織づくり
（１）
「チーム広瀬」での組織づくり
＜広瀬ふるさと教育推進プロジェクト＞
広瀬中校区地域共育推進協議会
＜広瀬地域全交流センター＞

広瀬ブロック校長会

安来市校長会
広瀬ブロック校長会
安来市教委

広瀬ブロック校長会

観光協会
その他の機関

広瀬中校区地域共育推進協議会

広瀬中校区地域共育推進協議会

（２）取組の実際
⑵ 取組の実際
① 各校の実践
① 各校の実践
ア 学舎（まなびや）復活プロジェクト
ア 学舎（まなびや）復活プロジェクト
廃校校舎等での教育活動を展開
廃校校舎等での教育活動を展開

広瀬町小中連携協議会
＜ふるさと教育部会＞

広瀬地域における広域的なネットワークを

イ

灯台プロジェクト
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エ

⑤

キラリ発見プロジェクト

第２分科会

地域の取組（行事や会議など）への参加

地域再発見，教職員ふるさと研修

を通して，子どもたちと共に地域（現状・

授業魅力化プロジェクト

願いなど）を学ぶ機会をつくる。
⑶

地域教材の開発，キャリア教育の視点

積極的な情報発信とネットワークづくり
①

をもった実践
オ

学校経営

生きる教職員研修を企画する。

学校行事と地域行事の共同開催
ウ

Ⅰ

校報やホームページで子どもたちの学び
や成長等を具体的に発信する。

学びの焦点化プロジェクト
②

ねらいや評価規準を明確にしたふるさ

関係団体（地域コーディネーター等）と
の連携を深めることで，地域の動きや願い

と学習の展開

を知り，さらなる信頼関係を築く。
４
⑴
廃校校舎で公開授業

②

おわりに
成果
①

教職員ふるさと研修

して連携教育を推進したり，ふるさと教育

教職員研修
ア

に関わる組織を改編したりするなど，校長

広瀬町教職員研修会

がリーダーシップを発揮したことで，小小

「魅力ある教育と地域の人づくり」
岩本
イ

悠

連携・小中連携がさらに深まった。また魅

氏（県教育魅力化特命官）

力ある学びを支えるとともに「社会に開か

ふるさと教育部会研修会

れた教育課程」の実現に向けて方向性を示

「交流センターの役割について」
槇野
３
⑴

吉人

すことができた。

氏（山佐小学校教頭）

校長の役割

②

②

ふるさと教育の目的・意義，めざす子ど

ンを高めるとともに，児童・保護者・地域

も像等を共有するため，機会をとらえて教

のふるさと教育への関心が確実に高まって

職員・保護者・地域に伝えていく。

きた。

ふるさと教育担当者を適材配置し，自校
地域の魅力や学校の使命等についてよく話

③

⑵

課題
①

サイクルで見直し，それを共有することに

高める。

よって，さらにチーム広瀬のネットワーク
を強め，ダイナミックなふるさと教育を構

管理職自らが意欲的に携わる姿を通し

築していきたい。
②

教職員のモチベーションアップ
①

校長自らがふるさと教育への思いを語る
教職員の主体的な取組や成果を敏感にと

各々の役割分担をより明確にしていくこと
とともに，双方がさらに win-win の関係と
なるよう工夫していきたい。

らえ，継続的に肯定評価を行う。
③

学校と地域との信頼関係を保ちつつ，
で，学校の過重負担とならないようにする

とともに，適宜助言していく。
②

各学校・地域での取組について PDCA

し合い，共に推進していこうとする意欲を

て，本気度を学校内外に伝える。
⑵

校長の明確なビジョンの提示や具体的な
働きかけによって，教職員のモチベーショ

ふるさと教育の経営ビジョンの浸透
①

中学校区内で「めざす子ども像」を共有

地域の声（特に肯定的な評価）を伝える
ことで，子どもの成長を共に喜ぶ。

④

ふるさとの魅力を体感でき，教育活動に
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第３分科会

〈評価・改善…学校教育の充実を図る評価・改善の推進〉

明確なビジョンに基づく学校経営の活性化と学校評価の推進
提案者

１

岡山県美作市立美作第一小学校長

はじめに

新

田

義

純

を構想する力や評価・改善を進める力を発揮

情報化やグローバル化など社会環境が大きく変

し，学校経営に生かす評価・改善の推進につ

化する中，教育においても時代の変化に対応する

いて，推進上の課題と具体的な方策を究明す

ことが求められている。岡山県では，平成 29 年

ることである。

3 月に「新晴れの国おかやま生き活きプラン」を

①

学校評価を推進する上での課題

○

策定し，「教育県岡山の復活」を重要戦略に位置

学校評価と学校経営目標，重点目標と
の関連強化

付け，「学力向上プログラム」「徳育推進プログラ
○

ム」「グローバル人材育成プログラム」に取り組

適切な評価項目や達成基準（数値目標）
等の設定

んでいる。校長には，変化する時代の潮流を踏ま
○

え，自らの変革と確かな学校経営ビジョンの確立

②

が求められている。

職員の参画意識の向上
明確な学校経営ビジョンをもつために必

要なこと

岡山県北東部に位置する美作支部（美作市・英

○

田郡・勝田郡）には，小学校が 13 校あり，2 ヶ

学校内外の環境分析による現状及び課
題の的確な把握

月に 1 回程度校長会研修会を行っている。
「評価・
○

改善」部会は 7 名で組織し，学校評価の推進につ

こんな学校にしたいという経営理念の
明確化

いて研究協議を行っている。
○

部会の討議では，学校経営ビジョンと学校評価

昨今の社会の動きや国や県の施策や方
針の理解

は表裏一体であり，明確なビジョンの提示とその
共通理解，広報が大切であるという意見が多かっ

アンケートの回答から部会では，目指す学

た。こんな学校にしたいという理念を，教職員や

校像や児童像を明らかにした学校経営ビジョ

保護者，地域と共有し，学力向上や地域連携，教

ンの共有化をいかに図るか，また，学校経営

職員の働き方改革等への取組を示すことで学校経

目標と学校評価との関連強化をいかに図る

営の活性化がより図れるのではないかと考えた。

か，といった課題が明らかになった。そこ

そこで，研究のテーマを「明確なビジョンに基づ

で，2 事例をもとに課題への取組を紹介する。

く学校経営の活性化と学校評価の推進」と定め，

⑴

美作市学校評価システム
美作市では，美作市教育委員会の指針を具

校長の役割を考察することとした。
２

⑵

研究の概要

現化する指標として平成 28 年度より学校評

美作支部アンケート

価システムを導入している。学校経営目標の

部会では，美作支部内の 13 名の校長を対

実現を視野に，共通評価項目による学校評価

象にアンケートを実施した。（H29 年 8 月）

アンケートを実施している。評価アンケート

アンケートのねらいは，校長として学校経営

は，児童アンケート，保護者アンケート，教
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学校経営

第３分科会

職員アンケートからなり，全市的に共通項目

た。教職員については職員会議の中で，児

での実施を行っている。校長は，共通した評

童には児童朝礼の中で，保護者には PTA

価項目や評価指数による評価結果を参照に，

総会の中でプレゼンを行い，校長の目指す

各校が実施する学校評価の項目や指数の設定

学校像を伝えた。
④

に生かしている。また，中学校区（5 中学校）

学校評価書の作成
学校評価委員が評価項目や達成基準の妥

毎の課題の把握にも活用できている。
⑶

Ⅰ

美作第一小学校の取組

当性について年度当初に協議し，年度末に

美作第一小学校は全校児童 225 名（通常学

校内での自己評価をもとに学校関係者評価
を行う。

級 7 学級，特別支援学級 4 学級）の中規模校
⑤

である。地域学校協働本部事業を中心に地域

美作第一小教職員ポリシー

の方は大変協力的であるが，家庭基盤の弱い

教職員の共通理解を推進し，組織的な対

ことや落ち着いた学習環境の構築などが課題

応を図ることができるよう教職員の行動指

である。

針を教職員ポリシーとして示した。

平成 28 年度実施の学校評価から，校長の

３

校長の役割

⑴

教育方針が，保護者や教職員に十分浸透して

現状把握からの学校経営ビジョン

いないことが明らかになった。原因としては

自校の現状を多角的に分析し強みと弱みを

学校経営ビジョンが明確でなかったことや，

明らかにし，科学的な根拠（エビデンス）を

広報活動が弱かったことが考えられた。

もって説明する。
⑵

そこで，前述のアンケートにある各校長の

PDCA サイクルの機能化
明確なビジョンによる学校経営と学校評価

工夫や改善策を参照に，学校経営の活性化が
図れるよう次のような取組を行った。

の推進により，PDCA サイクルを教育活動の

①

中に位置付ける。

学校経営ビジョンの明確化
⑶

アンケートからは学校内外の環境分析等

学校経営ビジョンについて校長自らが積極

の実態把握をしっかり行い，教育を取り巻

的に広報活動を行う。

く社会情勢も加味して校長として目指す学
４

校像を明確に示した。
②

学校経営ビジョンの共有化

おわりに
前述のアンケートに「学校評価を学校経営の戦

学校経営方法の見える化
学校経営を推進する上で，R（実態把握・

略として無理なく効率よくすることで，有効に働

分析）と V（目標）を見える化するなど分

き，職員のやる気も生まれると考えている。」と

かりやすく示し，R を V に近付けるよう

ある。校長は，学校経営の活性化を図り信頼され

PDCA サイクルによる教育活動を行った。

る学校を推進するため，戦略的に学校評価を活用

ア

し，常に評価・改善に努めなければならない。

エビデンスによる実態把握

今回の研究を通して美作支部小学校長会では，

学習状況や欠席状況等について，客観

学校評価を核とした学校経営の改革に取り組み，

的なデータによる分析を行った。
イ

数値目標の設定

子ども達の笑顔があふれる学校となるよう校長と

学校評価の達成基準を数値化し，達成

しての役割を一層果たしたいと思う。

状況との比較をしやすくした。
③

学校経営方針の広報
学校経営方針を多くの機会で広報を行っ
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Ⅰ

学校経営

第３分科会

〈評価 ･ 改善…学校教育の充実を図る評価 ･ 改善の推進〉

児童生徒の生活習慣改善
〜中学校区での質のよい睡眠をめざした取組を通して〜
提案者
１

はじめに

島根県雲南市立大東小学校長

村

尾

隆

晃

み，確かな学力を身につけていく上でも，安定し

平成 16 年 11 月に 6 町村が合併して誕生した雲

た睡眠の質と量の確保は，非常に重要だというこ

南市は，今年度で市政発足 14 年目を迎える。「生

とが明らかになってきている。雲南市養護教諭部

命と神話が息づく 新しい日本のふるさとづくり」

会が平成 28 年 11 月に 4 年生以上の児童生徒と保

を理念として「雲南ブランド化プロジェクト」に

護者に悉皆で行った第 1 回アンケート（以下「悉

よる魅力ある町づくりを進めている。教育のブラ

皆アンケート」）結果から，雲南市はもとより各

ンド化としては，独自のキャリア教育プログラム

中学校区，各校，そして児童生徒一人一人の生活

である『「夢」発見プログラム（雲南市キャリア

や睡眠，メディア接触についての課題もはっきり

教育推進プログラム）』を策定し，未来に向かっ

と見えてきた。そこで，木次中学校区の 5 校 ･ 4

て力強く生き抜く子どもたちを育成すると共に，

園 ･ 2 所では子どもたちがよりよい生活習慣を身

若者が住みたい，帰って来たいふるさと雲南市づ

につけることができるよう『睡眠の質と量の確保』

くりをめざしている。

に焦点をあてて取り組んできた。翌年 11 月に同

雲南市中部の木次中学校区の保育所，こども

様に行った第 2 回アンケートでは，第 1 回の結果

園，幼稚園，小学校，中学校（5 校 ･ 4 園 ･ 2 所）

を踏まえた取組の成果も表れてきている。

においては，15 歳の春のひとみ輝く旅立ちをめ

２

ざして連携 ･ 協力し，木次町の子どもの豊かな育

研究の概要
⑴

ちや学びを支えるとともに，校種間の円滑な接続

木次中学校区の小 ･ 中学校 ･ 園 ･ 所の評価
①

を図るために，10 年ほど前から「木次の子ども

評価方法

ア

を育てる会」を組織し，チーム木次として一丸と

自己評価

・教職員，児童，（小学校 3 年生以上）

なった取組を行っている。平成 31 年度からは市

保護者アンケート

内全ての中学校区がコミュニティスクール認定と

イ

なることもあり，この会の存在意義はますます高

学校関係者評価

・学校評議員による協議

まっていくと思われる。

②

一方，雲南市教育研究会の養護教諭部会では，

評価項目

ア

木次中学校区の共通項目（共通課題）

平成 27 年度より子どものよりよい生活習慣確立

・睡眠の質と量に関する項目

に着目した研究の取組をスタートした。28 年度

・メディア接触とルールに関する項目

からは，研究主題を『「よりよい生活習慣を身に

・基本的生活習慣の定着に関する項目

つける子どもの育成」〜質のよい睡眠の確保とメ
ディアコントロールを通して〜』とし，オール雲
南での継続した取組を進めている。

イ
⑵

木次中学校区の共通課題への取組
①

近年，睡眠の研究が進み，子どもたちにとっ
て，友達との良好な人間関係を築き，豊かな学校
生活を送っていく上でも，集中して学習に取り組

各校独自の項目
毎月の「木次の子どもを育てる会」代表

者会
②

毎年度 6 月開催の拡大保幼こ小中連絡会
（木次中校区の全教職員が参加）
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③
⑶

木次中学校区養護教諭部会

もののプレゼント」
アンケート調査結果に基づいた木次中学

〜眠って，賢く，優しく，美しく，人間力

校区共通の改善事項の明確化と共通の取組

UP 〜

の推進

⑸

学校評価への共通項目導入 ･ 実施による

⑴

⑵

教職員個々で取組への意欲に温度差が生じ
ないようにし，この取組をチーム学校として

意識化と PDCA サイクルの確立
３

強力に推進していくために，学校経営の重点

校長の役割

として提示し，それを基に教職員評価の自己

保幼こ小中の横断的な組織編成（木次の子

目標の設定につなげるという職員評価システ

どもを育てる会の体力 ･ 生活習慣向上部会）

ムに関連づけて一人一人が自己の課題として

の活用により，中学校区保幼こ小中で必要感

とらえ，改善に向けて取り組むことができる

をもって取り組んでいく気運を醸成する。

ようにする。

市教研養護教諭部会が実施する「悉皆アン

４

ケート」結果を受けての木次中学校区の共通

⑴

課題をそれぞれの学校評価の項目に取り上

おわりに
成果
①

を受けた中学校区共通の改善事項をふまえ

者，地域に対して意識化・共有化を図る。

て，取組を推進したことにより，中学校区
内での実践の一貫性が図られ，情報の共有

と課題について校長協議会で報告する機会を

化や学校間の連携につながった。

もち，各校での実践につなげていく。

②

各校 ･ 園 ･ 所の評価に共通の改善事項を

保幼こ小中において共通課題を解決してい

ふまえた評価項目を設定したことにより，

くために保健指導，保幼こ小中だよりを利用

各校 ･ 園 ･ 所の主体性が生まれ，創意工夫

した啓発，PTA 研修会の開催等々独自の取

のある取組につながった。

組を展開する。児童生徒の変容や悉皆アン

⑷

各校 ･ 園 ･ 所が「悉皆アンケート」結果

げ，保幼こ小中職員，乳幼児，児童，保護
また，アンケート結果を受け，取組の成果

⑶

第３分科会

「生きる力の源，生活習慣の確立は一生

取組

②

学校経営

・富山大副学長 神川康子先生の講演

アンケート調査 ･ 学校評価項目を活かした
①

Ⅰ

③

取組のために新たな組織を作ることなく

ケート結果の比較検討等により保幼こ小中が

従来からある ｢木次の子どもを育てる会｣

評価を実施し，その課題を踏まえた取組を実

を有効に機能させることによって，多忙感

践することで，PDCA サイクルを確立する。

が少なく，やり甲斐のある取組となった。

市内の全ての教職員が取組の重要性を認識
し，チーム学校，オール雲南で取り組んでい

⑵

課題
①

睡眠の質と量の確保もメディアコント

けるよう先進地視察への同行や教職員悉皆研

ロールも家庭の協力なくしては，なかなか

修の企画 ･ 運営を行う。

良い方向に向けていくことは難しい。学

①

H29 先進地視察（6/23 : 校長 2 名同行）

校，家庭，地域が一丸となって取組を強力

・大阪府堺市三原台中学校の「眠育フォー

に推進していくために各校の校長がこれま

②

ラム」へ

で以上にリーダーシップを発揮していくこ

H29 雲南市教育研究会夏期研修会（8/18）

とが必要である。

・雲南市養護教諭部会からの報告

②

「雲南市児童生徒の実態について」

今後，取組の成果が学力向上や不登校児
童生徒数の減少に繋がるなど，確かな手応

〜アンケート調査の分析からみえてきた
こと〜

えが見えるようにしていくことも大切だと
考えている。
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Ⅱ

教育課程

第４分科会

〈知性・創造性…知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立〉

豊かな人間性と

たくましく生きる力をもつ子どもの育成
〜ひらく・かかわる・つながる
提案者

１

はじめに

境港〜

鳥取県境港市立中浜小学校長

築

谷

直

人

かわる」・「つながる」をキーワードとした様々な

情報化・グローバル化といった社会的変化が，

取り組みを進めている。

人間の予測を超えて進展するようになってきた今

⑴

中学校区の定例校長会の取り組み

日，人間性豊かな社会を形成することのできるし

年度当初に中学校区小中連携ビジョンを作

なやかな知性と豊かな創造性を兼ね備えた日本人

成し，目指す子ども像を共有すると共に，9

の育成が求められている。

年間で子どもをどう育てるかという視点で，
より良い小中連携の在り方を探る。

境港市は，海と空の港の拠点機能を生かし，産
業・観光業が発展していく反面，人口減少や少子

①

中学校教員の小学校理解と専門性の活用

高齢化が今後大きな社会問題となってくる。持続

②

先進的な小中連携を学ぶ合同の県外研修

可能な社会を築いていくためには，将来の地域の

③

教諭の小中定例会の開催

担い手としての子どもたちをいかに育成していく

④

中学生による小学校での職場体験

かが鍵となる。

⑤

児童と生徒の交流

市から示された学校教育指針「一人ひとりを大

⑵

地域とのつながり，身近な「人，こと，も

切にした質の高い学校教育の推進」に基づき，3

の」と直接関わる体験を大切にした総合的な

つの中学校区のまとまりを中心にビジョンを共有

学習の時間の取組例

しながら，それぞれの学校が特色を生かした教育

① 「おさかなロードを盛り上げよう」（第 6
学年）

課程を編成していくことが重要になってくる。
また，様々な教育課題に対応するための教育環

「水木しげるロード」の東に続く「おさ

境の整備が進められる中，現在の境港市の小中学

かなロード」を地域の人と共に主体的に盛

校 10 校は，今後大半が規模の小さな学校となる

り上げていこうとする活動

ため，3 つの中学校区ごとの小中一貫校（義務教

・地域の人の思いや願いを聴く

育学校）の設置が検討され，それに先行する形

・フィールドワークでの情報収集

で，地域と共にある学校を目指して来年度から中

・企画したイベント開催に向けたプロジェ
クトチームごとの活動

学校区ごとに順次コミュニティ・スクールを導入

・海とくらしの史料館とのコラボイベント

することになっている。
２

研究の概要

開催

境港市小学校長会では「豊かな人間性とたくま

②

カリキュラム・マネジメントの概要

しく生きる力を持つ子どもの育成」をテーマに掲

限られた時間数を有効に，かつ実現可能

げ，中学校区の連携をさらに深めたり，人や地域

で学校のスタンダードなカリキュラムとす

とのかかわりを大切にしたりして「ひらく」・「か

るためのマネジメント
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第４分科会

・先行実施に向けた研修会や ICT 環境

・次年度 1 学期の単元構想表を作成

整備

・ワークシート等，共有フォルダに保
⑸

存

円滑な小学校の統合に向けて
H28 年度立ち上げられた校区審議会におい

・次年度 1 学期のゲストティーチャー

て，現在 7 校ある小学校の内，A 小学校（児

の手配等

童数 51 名）と B 小学校（児童数 222 名）が

・新学年団引継

H32 年 4 月から統合することが決定してい

8 月・成果，課題，改善点を整理
・ 2 学期の単元構想表を作成

る。

・全体で 1 学期の実践および 2 学期の

①

統合準備委員会で協議中の課題
・学校経営（教育目標、経営方針等）

計画について共通理解

・教育課程及び学校行事，生活時程

12 月・成果，課題，改善点を整理

・備品，図書等の整理

・ 3 学期の単元構想を作成
②

豊かな人間性を育むために道徳教育の充実

等

児童の心のケア

を図る取組例

・小小連携（交流計画の策定）

① 研究主題と中学校区教育連携ビジョンより

・教職員交流（双方の文化の違い理解）
・保護者の意識（プラス思考で）

・研究主題「主体的に判断し，ともにより
よく生きることについての考えを深め

３

姿とそれに向かうグランドデザインを教職員

・めざす子ども像との関連価値項目

に明確に示す。

「勤労，公共の精神」「思いやり」「郷土

・保護者，地域機関の関係者，ボランティア等

を愛する態度」「自律」など
②

と協働し，信頼関係を築くことを通して「社

校長のリーダーシップによる方向性の明

会に開かれた教育課程」の実現につなげる。

確化
４

・全職員が携わる全体計画の作成

おわりに
ほぼ 5.4㎞四方の狭い平地に，小学校 7 校と 3

・ PDCA サイクルに基づいた授業研究
③

校長の役割

・学校の「未来像」を描きながら，今あるべき

る道徳科の学習」

⑷

教育課程

・境港市外国語活動指導案集の作成

3 月・成果，課題，改善点を整理

⑶

Ⅱ

つの中学校を有する境港市だからできる連携を生

授業力の向上
・校長自らによる道徳授業公開

かした教育活動を，これまでも展開してきた。今

・校長の授業参観と道徳通信の発行

後順次導入されるコミュニティ・スクールを見越

英語教育を通じ国際社会に貢献できるグ

して，学校，家庭，地域がそれぞれの役割を果た

ローバルな人材の育成

しながら，「社会に開かれた教育課程」実現のた

・地理的条件を生かして「北東アジアのゲー

めに，カリキュラム・マネジメントを通じて実現

トウェイ」を目指して世界に開かれた港湾

していく組織運営や指導体制の在り方を今後も

整備を進めている背景

探っていきたい。

① 「小学校英語パワーアップ事業」の取
組を市内全体に広げる
・各中学校区の ALT の有効活用
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Ⅱ

教育課程

第４分科会

〈知性・創造性…知性・創造性を育むカリキュラム・マネジメントの確立〉

あるものを活かし

生き抜く力を育む
提案者

１

カリキュラム・マネジメント

島根県大田市立久手小学校長

はじめに

り , 大田と世界の未来を拓く」のもと ,

3 つの基

本方針「生き抜く力を育てる」「『あるもの』を活

夫

創る」が示された。

た。
⑵

実践 1

マを「あるものを活かし ,

志学小学校

〜保・小・中の連携の取組を通して〜
①

それを受け，大田市小学校長会では , 研究テー

教育目標の共有化による取組
ア 「めざす 15 歳の姿」の設定

生き抜く力を育むカ

保・小・中で話し合い，設定した。

リキュラム・マネジメント」とし , 大田市の子ど

志学（郷土）を知り，将来を予測し，

もたちに , しなやかな知性と豊かな創造性 , そし

よりよい生き方を提案（発信）できる

て ,「生き抜く力」を育んでいきたいと考えた。

15 歳

これまで取り組んできた校長会組織の「連携」と
「協働」を基盤に , 校長としての役割と指導性を「カ

イ

リキュラム・マネジメント」の視点に立って追究

職員会議を活用したミニ研修
「めざす 15 歳の姿」のイメージを共有

することとした。
⑴

悦

キュラム・マネジメントの取組を進めてき

ン基本計画」が策定され , 基本理念「わが里を誇

２

田

育む』ために，各校の実情を生かしたカリ

大田市では , 平成 28 年度に「大田市教育ビジョ

かす」「地域を支え ,

矢

するミニ研修を 10 回程度行った。

研究の概要

②

大田市小学校長会の取組

保・小・中の連携・系統性確立の取組
ア

本会では ,「知性・創造性」について話し

ふるさと教育年間指導計画の見直し
中学校で取り組む総合的な学習の時間

合い , 以下のように捉えた。

「志学再考タイム（SST）」を中心に据え

◆「しなやかな知性」とは , 自らが主体的に

て見直しを行った。

かかわり , 学ぶことにより獲得した知識や

イ

各学年のふるさと教育の見直し

技能を , 他と交流することで高めた , 生き

ウ

つけたい力の明確化

て働く知識・技能 , あるいは高める力。

「めざす 15 歳の姿」に向けて , 小学校

◆「豊かな創造性」とは , 主体的 , 対話的で深

でつけたい力を全職員で話し合った。

い学びを通し , よりよい解決法 , さらには

◎かかわる力

生き方を生み出すもの , およびその力を指

◎課題を見付ける力

すもの。

◎比べたりつなげたりして聴く力

そして , 研究推進部を立ち上げ , アンケー

◎比べたりつなげたりして話す力

トの実施 , 知性・創造性の共通理解 , 教育

◎比べたりつなげたりして考える力

課程の編成・実施・評価・改善における
校長の指導の工夫・実践について , 定期的
情報交換や研修等の取組を行った。そう
して ,『あるものを活かし，生き抜く力を

③

ふるさと教育を核としたカリキュラム・
マネジメントの取組
教科間，保・小・中のつながりを意識し
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第４分科会提案資料
研究領域

研究領域Ⅰ
第４分科会提案資料
教科間，保・小・中のつながりを意識し

た単元を学期 1 回実施。
た単元を学期１回実施。

Ⅱ

教育課程

第４分科会

・学習全体と単元ごとの PDCA サイク
ル

3，4 年生「ミニ SST 発表会」の取組

教科間，保・小・中のつながりを意識し

た単元を学期１回実施。
3，4 年生「ミニ SST 発表会」の取組

④ 学期ごとの
④
学期ごとの PDCA
PDCA サイクルの取組
サイクルの取組
ア
ア 児童,教職員,保護者アンケート
児童 , 教職員 , 保護者アンケート

④ 取組を通して
銀山街道を実際に歩く体験的な活動や人

イ
イ 結果の分析・検討
結果の分析・検討
④
学期ごとの PDCA サイクルの取組
⑤
取組を通して
⑤ 取組を通して
ア 児童,教職員,保護者アンケート
中学校で取り組む「志学再考タイム」の
中学校で取り組む「志学再考タイム」の
イ
結果の分析・検討
課題を見つけて卒業する児童が増えた。
課題を見つけて卒業する児童が増えた。
⑤ 取組を通して
（３）実践２
仁摩小学校
⑶ 実践 2 仁摩小学校
中学校で取り組む「志学再考タイム」の
～石見銀山学習のカリキュラム化を通して～
〜石見銀山学習のカリキュラム化を通して〜
課題を見つけて卒業する児童が増えた。
①
到達目標の共有
① 到達目標の共有
（３）実践２
仁摩小学校
・仁摩小グランドデザイン
（目標の視覚化）
・
仁摩小グランドデザイン（目標の視覚化）
～石見銀山学習のカリキュラム化を通して～
・教職員の思いや意識の共有
（教職員研修）
・教職員の思いや意識の共有
（教職員研修）
① 到達目標の共有
②
つけたい力の明確化
② つけたい力の明確化
・仁摩小グランドデザイン（目標の視覚化）
・地域や社会とのつながりを意識しなが
・地域や社会とのつながりを意識しなが
・教職員の思いや意識の共有
（教職員研修）
ら , 児童が主体的にかかわり
, 生きて働
ら,児童が主体的にかかわり,生きて働
② つけたい力の明確化
く知識や技能を高める。
く知識や技能を高める。
・地域や社会とのつながりを意識しなが
◎かかわる力
◎かかわる力
ら,児童が主体的にかかわり,生きて働
◎課題解決する力（学びの成果を問い
◎課題解決する力
（学びの成果を問い直す・活かす）
く知識や技能を高める。
直す・活かす） ,参画していく力
◎地域や社会に関心をもち
◎かかわる力
◎地域や社会に関心をもち , 参画して
◎課題解決する力
いく力 （学びの成果を問い直す・活かす）
③ 石見銀山学習のカリキュラム化

的な目標」を明確にして教育課程の編成・
価・改善を行った。
貫教育について考える会」等,教職員が一
実施・評価・改善を行った。
・
「カリキュラム編成会議」「保・小・中一貫教
丸となって組織的・継続的に取り組む体制
・ 「カリキュラム編成会議」
「保・小・中一
育について考える会」等 , 教職員が一丸となっ
作りをし，評価・助言を行った。
貫教育について考える会」等,教職員が一
て組織的・継続的に取り組む体制作りをし，
・ 大田市小学校長会研修会で,知性・創造性
丸となって組織的・継続的に取り組む体制
評価・助言を行った。
を育むための各校の経営方針やグランド
作りをし，評価・助言を行った。
・
大田市小学校長会研修会で , 知性・創造性を
デザインについて情報交換をし,各校の実
・践に生かすようにした。
大田市小学校長会研修会で,知性・創造性
育むための各校の経営方針やグランドデザイ

を育むための各校の経営方針やグランド
ンについて情報交換をし , 各校の実践に生か
おわりに
すようにした。
デザインについて情報交換をし,各校の実
「つけたい力」を明らかにし,系統的・教
４ 践に生かすようにした。
おわりに
科横断的カリキュラムを編成したことは,
, 系統的・教科横断
４「つけたい力」を明らかにし
おわりに
教職員の目的意識・協働意識を高め,意欲的
的カリキュラムを編成したことは
, 教職員の目的
「つけたい力」を明らかにし,系統的・教
な取組につながった。
また,社会とかかわり，
意識・協働意識を高め
, 意欲的な取組につながっ
科横断的カリキュラムを編成したことは,
課題を見つけ，
解決策を探り,提案するとい
た。また
, 社会とかかわり，課題を見つけ，解決
教職員の目的意識
・協働意識を高め,意欲的
う児童の姿を生み出し,生きて働く知識
・技
策を探り
,
提案するという児童の姿を生み出し
な取組につながった。また,社会とかかわり， ,
能につながる取組であったと考える。
生きて働く知識・技能につながる取組であったと
課題を見つけ，解決策を探り,提案するとい
社会に開かれた教育課程という新学習指
考える。
う児童の姿を生み出し,生きて働く知識・技
導要領の理念を踏まえ、取組を進めたい。
社会に開かれた教育課程という新学習指導要領
能につながる取組であったと考える。

４

,参画していく力
◎地域や社会に関心をもち
ア カリキュラム編成委員会
（教務主任中心）
③

とのかかわりを重視したカリキュラム化に
④ 取組を通して
④ 取組を通して
よって,児童は地域に関心をもち,見つけた
銀山街道を実際に歩く体験的な活動や人
銀山街道を実際に歩く体験的な活動や人
課題の解決策を模索し,地域へ提案してい
とのかかわりを重視したカリキュラム化に
とのかかわりを重視したカリキュラム化に
く活動に意欲的に取り組んだ。
よって , 児童は地域に関心をもち , 見つけ
よって,児童は地域に関心をもち,見つけた
3
校長の役割
た課題の解決策を模索し , 地域へ提案して
課題の解決策を模索し,地域へ提案してい
・ 「地域・社会との連携」
「保幼・小・中・
いく活動に意欲的に取り組んだ。
く活動に意欲的に取り組んだ。
「つけたい力」
「具体
3 高の連携」を核とし，
校長の役割
3
校長の役割
的な目標」を明確にして教育課程の編成・
・
「地域・社会との連携」「保幼・小・中・高の
・ 「地域・社会との連携」「保幼・小・中・
実施・評価・改善を行った。
連携」を核とし，「つけたい力」「具体的な目
高の連携」を核とし，
「つけたい力」
「具体
標」を明確にして教育課程の編成・実施・評
・ 「カリキュラム編成会議」
「保・小・中一

石見銀山学習のカリキュラム化
・「系統的カリキュラム」「教科横断的な
カリキュラム編成委員会（教務主任中
③ア石見銀山学習のカリキュラム化
カリキュラム」
「各学年石見銀山学習カ
心）
ア カリキュラム編成委員会
リキュラム」の作成 （教務主任中心）
・「系統的カリキュラム」
「教科横断的
「系統的カリキュラム」
「教科横断的な
イ・
外部との渉外（教頭を中心）
なカリキュラム」
「各学年石見銀山学
カリキュラム」
「各学年石見銀山学習カ
・人材 ・予算 ・施設 等
習カリキュラム」の作成
リキュラム」の作成
ウ PDCA サイクルの取組
外部との渉外（教頭を中心）
イイ外部との渉外（教頭を中心）
・評価から始まる C⇒APD サイクル
・人材 ・予算 ・施設 等
・人材 ・予算 ・施設PDCA
等 サイクル
・学習全体と単元ごとの
ウ PDCA サイクルの取組
ウ PDCA サイクルの取組
・評価から始まる C ⇒ APD サイクル
・評価から始まる C⇒APD サイクル

の理念を踏まえ、取組を進めたい。
社会に開かれた教育課程という新学習指

・学習全体と単元ごとの PDCA サイクル

導要領の理念を踏まえ、取組を進めたい。
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教育課程

第５分科会

〈豊かな人間性…豊かな人間性を育むカリキュラム・マネジメントの確立〉

人権教育の推進を通して豊かな人間性を育むための校長の役割
〜校長会が支える「島根がめざす人権教育」を基盤とした学校教育の推進〜
提案者
１

島根県邑智郡川本町立川本小学校長

はじめに

尾

康

弘

ントの理解

邑智郡は島根県の南部に位置し，川本町，美郷

③

校長自身の人権感覚の育成

町，邑南町の 3 町からなる。郡内には小学校 11

《平成 29 年度研修内容》

校，中学校 6 校があり，20 名程度から 200 名弱
の学校まで，規模は様々である。
島根県内の学校は，「人権教育指導資料

高

第2

集しまねがめざす人権教育（学校教育編）（島根
県教育委員会 2015 年）」により，「進路保障」を
学校教育の柱として人権・同和教育を推進してき
た。
島根がめざす人権教育 とは
同和教育の成果である「進路保障」を
柱とした人権教育の推進 ↓
今の学びを保障すること
これからを歩んでいける力を育むこと

5月

・カリキュラム・マネジメントの理解Ⅰ
・｢総則｣ を読み解くⅠ

6月

・カリキュラム・マネジメントの理解Ⅱ
・｢総則｣ を読み解くⅡ

8月

・講義 ｢人権教育と学校経営｣

9月

・講演「先輩校長から学ぶ」

12 月

・グランドデザインの作成Ⅰ

2月

・グランドデザインの作成Ⅱ
・まとめと振り返り

※随時 各校で実践

3 つの視点からとらえ，
教育活動全体を通して推進する人権教育
3 つの視点
○子どもたち一人一人の学びの保障
（人権としての教育）
○人権が尊重される環境づくり
（人権を通じての教育）
○人権に関する知的理解と人権感覚の育成
（人権についての教育）

⑵

研究の実際（抜粋）
①

島根がめざす人権教育の再認識
講義 「進路保障」を進めるために
〜人権教育と学校経営〜
講師 島根県教育庁人権同和教育課グループリーダー

自校の教育活動を人権教育の 3 つの視点
から振り返る演習をし，「教育活動全体を

邑智郡小学校長会は，11 名の校長すべてが一

通して推進する人権教育」への理解が深

人一人の力量を高め，各学校における人権教育の

まった。また，講師の言葉にあった ｢よ

推進を図るため，必要と考える研修を全員で積み

かったなあと思える教育活動には人権教育

重ねることにした。

がある｣ という考え方を知ることで人権教

２

育の視点から教育活動を ｢意味付け・価値

⑴

研究の概要
人権教育の推進を通して豊かな人間性を育

付け｣ し，教育活動推進の方向性を全職員

むための校長の役割を探るために，以下のこ

で共有することの必要性を感得することが

とを校長会で研修し，各校で実践していくこ

できた。

ととした。

②

学習指導要領とカリキュラム・マネジメ

①

島根がめざす人権教育の再認識

ントの理解

②

学習指導要領とカリキュラム・マネジメ

ア 「島根がめざす人権教育」をカリキュ
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ラム・マネジメントモデルに落とし込

Ⅱ

教育課程

第５分科会

ができるようにした。

み，実態の「見える化」や課題に優先

③

校長自らの取組

組ができるようにした。
・取組の評価・改善を短いスパンで行っ

先順位をつける｢重点化｣，目標の確認
順位をつける
｢重点化｣，目標の確認が
ができた。
できた。

③校長自らの取組
た。
・・学校経営の意図が伝わりやすいキーワー
取組の評価・改善を短いスパンで行った。
ド で， 教 職 員 だ け で な く 児 童， 保 護
・学校経営の意図が伝わりやすいキーワー
者，地域に対して繰り返し説明をした。
ドで，教職員だけでなく児童，保護者，
・あらゆる活動に
PDCA を意識化させる
地域に対して繰り返し説明をした。
働きかけをした。
・あらゆる活動にＰＤＣＡを意識化させる
３ 校長の役割
働きかけをした。
下の図のように人権教育の 3 つの視点をもって
すべての教育活動をとらえたうえで，すべての教

カリキュラム ･ マネジメントモデル
〈岐阜大学教職大学院 田村知子 准教授 作成シートより〉

イ 次年度のグランドデザインを各自が考
次年度のグランドデザインを各自が
イ

３ 校長の役割

育活動の質を向上させ、効果の最大化を図ること

下の図のように人権教育の 3 つの視点をも
ってすべての教育活動をとらえたうえで，す
べての教育活動の質を向上させ、効果の最大
化を図ることが，豊かな人間性を育んでいく
ことにつながる。

が，豊かな人間性を育んでいくことにつながる。

考えることで，人権教育の位置づけ，
えることで，人権教育の位置づけ，教
教育活動全体を通じて推進する人権教
育活動全体を通じて推進する人権教育
育などの再認識ができた。
などの再認識ができた。
③
校長自身の人権感覚の育成
③校長自身の人権感覚の育成
ア
ア 先輩校長から学ぶ（子ども一人一人を
先輩校長から学ぶ（子ども一人一人
大切にする，職員の意欲を高める…）
を大切にする，
職員の意欲を高める…）

イ
（郡の中
イ 管理職の「進路保障学習会」
管理職の「進路保障学習会」
（郡の中

学校長会，教頭会と連携してフィール

学校長会，教頭会と連携してフィール

ドワークと講義）

ドワークと講義）
ミドルリーダーへの現職研修（校長会
ウ ミドルリーダーへの現職研修（校長
主催：進路保障を中心とした講話）
会主催：進路保障を中心とした講話）
⑶ 各校での実践
（３）各校での実践
① 島根がめざす人権教育の再認識
ウ

①島根がめざす人権教育の再認識
・教育活動を人権教育の 3 つの視点でとら
・教育活動を人権教育の３つの視点でと
える意識を持った職員集団づくりを進
らえる意識を持った職員集団づくりを
めた。
・ 3進めた。
つの視点で教育活動，行事を振り返った。
・職員研修や児童への講話などに
3 つの視
・３つの視点で教育活動，行事を振り返
点が入るように考え実施した。
った。

そのための校長の役割
・実態や願いに即した人権教育を基底に据えたわか
りやすいグランドデザインの作成・提示。
・だれもが目標に向かっていける組織の構築と職員
への支援。
・人権教育の考え方を共通認識するための研修の実
施。
・一人一人が意欲をもち取り組むマネジメント。
４ ・校長のＰＤＣＡサイクルと，教職員個々のＰＤＣ
おわりに
Ａサイクルの目標の共通認識。

豊かな人間性を育めたかという検証まで至って

いないのが現状である。しかし，指導者側の意識
は変わり，教育活動も充実したものになってきて
４ おわりに

② ・職員研修や児童への講話などに３つの
カリキュラム・マネジメントの取組

・児童の強み・弱みを分析し，全教職員で

視点が入るように考え実施した。
具体的にめざす子ども像について話し
②カリキュラム・マネジメントの取組
合い決定した。
・児童の強み・弱みを分析し，全教職員
・目指す子ども像でチームを組織し，教育
で具体的にめざす子ども像について話
活動を進めるうえで各担当が何を目標
し合い決定した。
にしているのかを理解し，協働で取組

いる。このよい循環を続けていくことで豊かな人
豊かな人間性を育めたかという検証まで至
間性を育んでいくことができるはずである。その
っていないのが現状である。しかし，指導者
ためにも，今後変化していく子どもの実態や職員
側の意識は変わり，教育活動も充実したもの
の考え方など，その都度状況をよく見極め，取組

になってきている。このよい循環を続けてい

の方法をさらに改善し，継続していくことが必要

きるはずである。そのためにも，今後変化し

・目指す子ども像でチームを組織し，教

ていく子どもの実態や職員の考え方など，そ

育活動を進めるうえで各担当が何を目

の都度状況をよく見極め，取組の方法をさら

標にしているのかを理解し，協働で取

に改善し，継続していくことが必要である。
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研究領域

Ⅱ

教育課程

第６分科会

〈健やかな体…健やかな体を育むカリキュラム・マネジメントの確立〉

基本的生活習慣の確立をめざして
〜保幼小中の連携と校長のリーダーシップ〜
提案者

１

岡山県岡山市立清輝小学校長

はじめに

髙

山

学

示した。
イ

近年の急速な社会の変化は，私たちを取り巻く

基本的生活習慣の確立を図る上で，教

環境を大きく変えている。メディアをはじめ，24

育課程に位置づけた取組としていくこ

時間対応の各種サービスの広がりや，保護者の労

とが重要である。取組内容や時期が学

働時間帯の変化等が子どもの家庭生活における時

級活動の保健指導や体育科保健学習と

間の使い方を左右したり，睡眠時間や食事時間に

リンクするようにして，意識付けを強

も関係したりするなど生活のリズムに与える影響

めて取組を活性化することに繋げた。

も多大である。また子どもたちの心身の様々な健

②

取組内容の重点化

康問題をも引き起こしており，基本的生活習慣を

これまでも本校では，ピースプロジェク

育成することがますます難しくなってきている。

トという基本的生活習慣の確立に向けた取

本校においても基本的生活習慣が身に付いてい

組をしていたが，マンネリ化していた。そ

ない子どもの割合が高い。基本的生活習慣の乱れ

こで，子どもの実態に即した喫緊の課題に

は，遅刻や不登校といった現象につながりやす

絞って取り組むよい機会ととらえ，内容の

く，「授業を受けないので授業の内容が理解でき

重点化を行った。

ない。」→「理解できないから学校が楽しくない。」

平成30年度

→「楽しくないから学校に行きたくない。」とい

ピースプロジェクトの内容

学校ピース

家ピース

う悪循環に陥り，結果として不登校や学力の低下

4月

あいさつ名人

にもつながっている。

5月

8：30チャイム着席 ノーメディア

そこで，これらの課題を解決するには，基本的

6月

歯みがき

歯みがき

生活習慣を学校教育の中で確立していくことが必

7月

給食のマナー

朝ごはん

要と考え，本研究に取り組んだ。
２

夏休み

研究の概要

9月

行ってきますカード

早寝早起き・朝ごはん・うんち
8：30チャイム着席 行ってきますカード

基本的生活習慣を身に付けさせるためには，学

10月 姿勢・目

ノーメディア

校・家庭・地域が連携して取り組むことが必要で

11月 歯みがき

読書

ある。そこで，「校内」と「地域連携」という二

12月 運動（短縄跳び）
冬休み

つの視点から取り組むこととした。
⑴

校内での取組
①

教育課程における「基本的生活習慣の確
③

立」の重点化
ア

早寝早起き・朝ごはん・うんち

1月

手洗い・うがい

行ってきますカード

2月

運動（マラソン）

早寝早起き

意識の共有化

学校教育基本計画の中で，基本的生活

朝礼やお昼の放送，学校通信，HP 等で

習慣の確立を指導の重点として明確に

常々話題として取り上げることで，子ど
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研究領域

⑵

Ⅱ

教育課程

第６分科会

も，保護者，教職員の意識の共有化を図っ

かったので，今年度は，教室や廊下にこ

た。

れらの統一した掲示を行うとともにピー

地域連携の取組

スプロジェクト等で取り組んだ。このこ

①

とで子どもにも保護者にも教職員にも基

家庭・地域との連携
ア

ピースプロジェクト

本的生活習慣の確立を課題として常々意

毎月学校で取り組む『学校ピース』と

識しやすくすることができた。

家庭で取り組む『家ピース』を実施し，
家庭との連携を推進した。
イ

あいさつ運動
民生委員会，婦人会，安全パトロール
隊，PTA 学年部，マスコットキャラク
ター（しばっふー他），子どもが定期的
に連携して取り組んだ。

②

中学校区内の保幼小中との連携
ア

３

保幼小中の連携推進

⑴

本小学校区は就学援助を受けている

校内における校長の役割

家庭や一人親家庭の比率が高く生活基

基本的生活習慣の確立を指導の重点とした

盤が弱い。こうした課題をもちながら

上で，教育課程に位置づけるように指示し

も，中学校区を地域として，学校・地

た。また取組内容の重点化と意識の共有化を

域・家庭が一体となって，学校運営の

図るように指導助言した。
⑵

質 の 向 上 に 取 り 組 ん で き て い る。 ま

地域連携における校長の役割

た， 岡 山 市 で は， コ ミ ュ ニ テ ィ・ ス

校長として保護者や地域，5 校園との連携

クール（岡山市での呼称：地域協働学

を橋渡しした上で，具体的取組を推進するよ

校）を推進しており，本中学校区は岡

うに命じ，指導助言を行った。

山市地域協働学校指定第 1 号でもある。

４

おわりに
基本的生活習慣の確立を学校教育基本計画の指

これまでも学校園は，保幼小中連携の

導の重点に位置づけ，本年度より取り組んでい

実践に取り組んできている。

イ

校長の役割

そこで，基本的生活習慣の確立に向け

る。子ども，保護者，教職員の意識が変化し始

ても，5 校園長会，学校運営協議会等を

め，好転しているのが『学校ピース』や『家ピー

軸に情報交換する中で，共通の課題と

ス』の取組結果や回収率からも分かる。とりわけ

して共有することができるなど保幼小

遅刻する子どもの多さは，本校の中心的な課題で

中連携を推進した。

あるが，学力の問題との関連も大きい。そこで，

学習四原則・生活四原則の意識化

楽しく分かりやすい授業づくりや，基礎学力づく

岡輝中学校区地域協働学校の学校園部

りも不可欠と考えているので，これらも指導の重

会で作成した冊子『岡輝版・子育て法』

点に位置づけた。この取組も同様に推し進めてい

に，保幼小中が最も大切にしてきた基

くことで，今後も基本的生活習慣の確立をめざし

本的生活習慣として学習四原則と生活

ていきたい。

四原則が記されている。
本校では特に強くは意識されていな
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研究領域

Ⅲ

指導・育成

第 7 分科会

〈研究・研修…学校の教育力を向上させる研究・研修の推進〉

教職員の参画意識を高め，組織的に教師力を高め合う研究・研修の在り方
提案者

１

鳥取県鳥取市立富桑小学校長

はじめに

米

田

恵

子

高め合う研究・研修をどのように組織するかを考

鳥取市では「学力向上」と「学校不適応の解消」
を教育課題と捉え，特色ある中学校区創造事業や

えていく。
２

兼務教員の配置などで小学校と中学校の連携を図

⑴

研究の概要
鳥取市校長会での取組
平成 29 年度に鳥取市校長会では自主研研

りながら各学校の実態に合わせた取組を行ってい

修会として学校の教育力を向上させる研究・

る。

研修の推進について意見交換を行った。

本校では，このような鳥取市の取組と連動しな

①

がら，「かかわり合う中で，学習意欲を高め，活

参画意識を高め合う

動する子どもの育成」を研究主題として「学力向

・学校課題をみんなで共有する場の設定

上」と「自治力育成」をめざしている。一人一人

・自分のやったことが学校を作っていると
いう意識

の子どもが毎日生き生きと自信を持って生活し，

・プロジェクトチームを作ってそれぞれの

学習することができるようにするためには，基盤

課題に対応

となる学級が温かく誰にとっても居心地のよい場
所でなければならない。そして，自分の考えを受

・ねらいや活動はチームで練り合って提案

け入れてくれる集団の中で学び合うことで，仲間

・チームリーダーにはミドルリーダーや若
手を起用

とのつながりを実感し，さまざまな問題を解決す

・中堅教員を地域連携の担い手に

るために話し合い，自分たちの生活をよりよくす
②

ることができれば，さらに意欲的に学習や生活に

組織としての学び合い

取り組むことができる。このような考えで，子ど

・教員の長所（得意分野）を活用

もの生活を総合的に捉え，学校生活全体で子ども

・勉強会や練習会を若手主体で開催

を育てようとしている。

・ブロック別（低・中・高など）の中間面
談

本校の教職員は 20 代が 2 名，30 代が 2 名で，
後は全て 40 代から 50 代である。また，2 年を除
く他の学年は全て単学年である。ベテランが多い

⑵

富桑小での取組Ⅰ（平成 28 〜 29 年度）
①

学校課題をみんなで共有

ので分掌の仕事はきちんとこなすが，それぞれの

・富桑っ子のよさトップ 3

個業になりがちで，様々な取組を子どものどのよ

・富桑っ子の傾向キーデータマップ

うな姿をめざして行っているのか，という共通の

②

めざす子ども像に即したプロジェクト

目標意識が薄いと感じていた。よりよく子どもを

チームの編成

育てていくために，教職員一人一人が我が事とし

・学力向上→「考える子」プロジェクト

て学校運営に参画するとともに，展開していきた

・生活力向上→「感じる子」プロジェクト

い。そこで，教職員の参画意識を高め，教師力を

・自治力向上→「行動する子」プロジェクト
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・富桑っ子の傾向キーデータマップ

③ 校内研修体制

② めざす子ども像に即したプロジェクト
チ―ムの編成

・話し合い活動を軸にした学級経営（研
究
主任によるモデル提示）

・学力向上→「考える子」プロジェクト
・生活力向上→「感じる子」プロジェクト

・研究教科を算数から国語に変更
・新学習指導要領への対応

・自治力向上→「行動する子」プロジェク

・校務支援ソフトの活用
Ⅲ 指導・育成
④ 市の研修研究領域
を活かした OJT

ト
＜研究組織図＞
＜研究組織図＞

第 7 分科会

・
「研修を
活かすためのマネジメントサイ
内研修のリンク
クル」
（別紙資料）の活用
⑷ 中学校区での取組
・中堅教
員研修を核とした市の研修と校
〜プロジェクト・ウエスト・ウインド〜
内

① 連携協議会（年 3 回）
研修のリ
ンク
・中学校，小学校の授業公開

(4) 中学校区での取組
・各プロジェクトの共通実践内容の確認，
～プロジェクト・ウエスト・ウインド～
共通の評価規準の設定
① 連携協議会（年３回）
② 学力向上に関する共通実践
・中学校，小学校の授業公開
・ペア学習やグループ学習の実践

ェ
⑶

・ 3 つのプロジェクトは中学校区のプロ
・３つのプロジェクトは中学校区のプロジ
ジェクトと連動

富桑小での取組Ⅱ（平成 30 年度）
クトと連動
① プロジェクトとしての取組の改善
(3) 富桑小での取組Ⅱ（平成 30 年度）
・プロジェクトごとに「めざす姿」「具体
① プロジェクトとしての取組の改善
的な手立て」「評価指標」を設定
・プロジェクトごとに「めざす姿」
「具体
・プロジェクトリーダー会で進捗状況の
的な手立て」
「評価指標」を設定
確認，取組の修正
・プロジェクトリーダー会で進捗状況
② 子どもとしっかり向き合う体制づくりの
の確認，取組の修正
ための校務改善
② 子どもとしっかり向き合う体制づくり
・職員朝礼の廃止
のための
校務改善
・級外職員で学級支援チームを編成，学
・職員朝礼の廃止
級担任の支援
・級外職
員で学級支援チームを編成，学
・地域の力を活かす（学校運営協議会の立
級担任の支援

立

ち上げ）
・地域の
力を活かす（学校運営協議会の
③ 校内研修体制

・話し合い活動を軸にした学級経営（研究
ち上げ）
主任によるモデル提示）

④

・各プロジェクトの共通実践内容の確認、
・ 6 年共通テストの実施
共通の評価規準の設定
③ 自治力向上に関する共通実践
② 学力向上に関する共通実践
・リーダー研修会の実施
・ペア学習やグループ学習の実践
・縦割り活動の活性化
・６年共通テストの実施
３ 校長の役割
③ 自治力向上に関する共通実践
・めざす子ども像の実現に向けて，様々な取組
・リーダー研修会の実施
を 3 つのプロジェクトに整理し，チームとし
・縦割り活動の活性化
て主体的に動ける仕組みを作る。

・PDCA サイクルを計画的に回し，改善に向け
３ 校長の役割
ての具体的な動きを促す。
・めざす子ども像の実現に向けて，様々な取
・教職員一人一人の得意分野を学校全体の教育
組
力向上に向けた研修に活かす。
を３つのプロジェクトに整理し，チームと
・担任が子どもとしっかり向き合える体制を作
し
り，率先して動く。
て主体的に動ける仕組みを作る。
・中学校区との連携をリードする。
・PDCA サイクルを計画的に回し，改善に向け
・学校運営協議会を中心に，地域と積極的に関
ての具体的な動きを促す。
わる。
・教職員一人一人の得意分野を学校全体の教
４ おわりに
育
日々起きる様々な課題に教職員の総力を挙げて
力向上に向けた研修に活かす。
懸命に取り組む毎日である。その中で，学校全体
・担任が子どもとしっかり向き合える体制を
で共通して取り組み，やりきることの難しさと大
作
切さを実感している。教員一人一人の良さを活か
り，率先して動く。
しながら，組織力をさらに高めるための手立てを

・研究教科を算数から国語に変更

今後も工夫していきたい。また，学校運営協議会

・新学習指導要領への対応

の力も活用して，さらなる教育力の向上をめざし

・校務支援ソフトの活用

ていきたい。

市の研修を活かした OJT
・「研修を活かすためのマネジメントサイ
クル」（別紙資料）の活用
・中堅教員研修を核とした市の研修と校
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研究領域Ⅲ 第７分科会提案資料
研究領域Ⅲ 第７分科会提案資料
〈 指導・育成 学校の教育力を向上させる研究・研修の推進 〉
研究領域

Ⅲ

指導・育成

第 7 分科会

〈 学校教育目標を達成するための研究・研修の推進
指導・育成 学校の教育力を向上させる研究・研修の推進 〉
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そうした中，この問いのヒントになる早稲田大
方針を示すだけでなく，
教頭や研究主任等
そうした中，この問いのヒントになる早稲
イ 校長のリーダーシップ
「環境や実態から切り離した正しいリーダ
主任等との相談，研修会の企画・運
学の河村茂雄教授の言葉に出合った。
「環境や実
との相談，研修会の企画・運営，外部講師や
田大学の河村茂雄教授の言葉に出合った。
ーシップのあり方は？という問いはない。」
方針を示すだけでなく，
教頭や研究主任等
営，外部講師や地域との連携・調整等
態から切り離した正しいリーダーシップのあり方
地域との連携
・調整等にも積極的に関わった。
「環境や実態から切り離した正しいリーダ
確かに蔵木小学校の児童，保護者，地域，自
との相談，研修会の企画・運営，外部講師や
にも積極的に関わった。
は？という問いはない。
」確かに蔵木小学校の児」
ーシップのあり方は？という問いはない。
ウ 研修内容のバランス化
然環境等と全く同じ実態は全国どこにもな
地域との連携
・調整等にも積極的に関わった。童，保護者，地域，自然環境等と全く同じ実態は
ウ
研修内容のバランス化
確かに蔵木小学校の児童，保護者，地域，自
校内研究の内容，教職員の実態やニーズも
い。つまりそれぞれの学校の実態に合った最
ウ 研修内容のバランス化
校内研究の内容，教職員の実態や
全国どこにもない。つまりそれぞれの学校の実態
然環境等と全く同じ実態は全国どこにもな
加味し，「島根県人材育成基本方針」に示さ
善のリーダーシップを，柔軟に発揮できるか
校内研究の内容，
教職員の実態やニーズも
ニーズも加味し，「島根県人材育成基
い。つまりそれぞれの学校の実態に合った最
に合った最善のリーダーシップを，柔軟に発揮で
れた５つの資質能力をバランスよく育むこ
どうかが，校長として本当に必要な能力なの
加味し，
「島根県人材育成基本方針」に示さ
本方針」に示された
5 つの資質能力を
善のリーダーシップを，柔軟に発揮できるか
きるかどうかが，校長として本当に必要な能力な
ではないか。
とができるよう，研修内容を工夫した。
れた５つの資質能力をバランスよく育むこ
どうかが，校長として本当に必要な能力なの
バランスよく育むことができるよう，
のではないか。
合う場面に限りがある。よって校長を中心と

ではないか。

校長の役割（リーダーシップ）
校長のリーダーシップには，表 4 のように大き

く 3 種類あると考える。
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Ⅲ

指導・育成

第 8 分科会

〈リーダー育成…これからの学校を担うリーダーの育成〉

校内チーム制の効果的な活用によるリーダー育成
〜若手教員・先輩教員が関わり合い，共に育つ教員集団をめざして〜
提案者
１

岡山県倉敷市立玉島小学校長

はじめに
環境や社会の動きが急速で複雑さを増し，学校

が抱える教育課題も複雑化，多様化している。直
面する課題に的確に対応し，子どもたちに生きる
力を育んでいくためには，教員一人一人が教師力
を付け，学校全体としての教育力を高めて行かな
ければならないと考える。これまでは，子どもと
のふれあいや教員同士が共働して教育活動を行う
ことをとおして，教師としての力量を高めていく
ことができたが，大量退職・大量採用の時代を迎
え，教員の年齢構成に不均衡が見られるようにな
った今，ベテラン教員が指導技術を伝承し，若手
教員や中堅教員を育成することができにくい状況
になってきている。
前任校の倉敷市立葦高小学校でも，この傾向が
顕著に見られ，若手教員や中堅教員の育成，特に
ミドルリーダーの育成を意図的，計画的に行うこ
とが，喫緊の課題となっていた。校長，教頭，教
務主任等の先輩教員が，若手，中堅の教員を，ど
のように育成してきたか，その取組を紹介する。
２
⑴

研究の概要

【期待する役割・資質能力】
若手教員
先輩（中堅）教員

﨑

行

博

先輩（ベテラン）教員

・ 企 画 力・ 調 整
・実践的指導力 ・ 高い専門性
力
・学校に活力を ・将来的に学校
の中核となる ・様々な校務等
与える
の責任者
ことを意識し
・自己の資質能
・ 若 手・ 中 堅 教
て実践
力を向上させ
員の指導的役
ようとする意 ・若手教員の
割
ロールモデル
欲

⑶

互いに関わり合い共に育つ組織
校内には，学年研，授業研，教科部会，分
掌部会等，職員同士が関わり合う様々な組織
がある。これらは，若手教員にとっては，問
題解決や実践へのヒントを得て授業力や生徒
指導力を向上させたり，不安や悩みを解消し
たり，元気づけられたりする場となる。ま
た，先輩教員にとっては，豊富なノウハウを
伝える場となるだけでなく，学校運営に対す
る視野を広げたり，人材育成に関わるマネジ
メント力を付け次期リーダーとして活躍する
ための力を付けたりする場にもなる。
誰もが，共働意欲をもって主体的に関わり
合える組織にすることが，若手教員も先輩教
員も共に育つことになると考える。

学校の現状
葦高小学校は，児童数 803 名，29 学級で，
教諭の年齢構成は，20 代 39%，30 代 14%，
40 代 22%，50･60 代 25% である。（いずれも
数値は平成 29 年度のもの）

⑵

大

各世代に求める役割
年齢を重ねていくと共に，学校における立
場や職務，役割も変わってくる。各キャリア
ステージごとに次のような役割と資質，能力
を獲得して行くことを期待した。

【校内組織の効果的な活用】
全体授業研…若手教員が積極的に授業を公開し，力
を磨く場
学 校 行 事…共働により，担当者の動きから若手が
学ぶ場
ミ ニ 研 修…学級開きのノウハウ，実技講習等，自
主研修の場
中 堅 研 修…授業，プレゼンの公開
若手のロールモデル
学 年 会…学年の共通理解の場，具体的な見通し
をもつ場
教 科 部 会…次期担当者を予告し , 1 年間の引継を行
う
生徒指導・保護者対応
…組織対応で解決を図る
先輩教員からノウハウを直に学ぶ場
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⑷

学年主任の育成

組むのか，見通しをもたせる。

年経営を行わねばならず，学校全体の教育力

⑶

前向きな雰囲気，話しやすい雰囲気，協力

を高めていく上で，要となる役割を担う。し

し合う雰囲気をつくる

かし，学年主任の転退職が続き，ミドルリー

・学年団で磨き上げていく授業研究，全員で

ダーの育成が急務となっていた。

参観する授業研究，分掌部会のメンバー全

次のような役割を期待して，毎年，新たな

員で行う計画や準備など，共働で準備をし

学年主任を育成してきた。

たり，完成度を高めたりする場を大切にさ

①

せる。

目標を示し，学年メンバーの合意形成を
図ることができる。

・発言や行動の質よりも，まず，積極的な取

・学校目標や校長のビジョンを受け，学年

組，共働の姿勢を評価し，ねぎらいの言葉

の方針，見通しを示せる。

や感謝の言葉を掛ける。

・他のクラスの児童の様子にも気を配り，

⑷

学年のメンバーを掌握している。
・受容的に接し，意欲を引き出せる。

にし，話しやすい雰囲気づくりに努める。

・情報を収集し，学年としての最終判断を

困ったときに相談しやすい関係を作ってお
く。

もつことができる。
②

⑸

学年外との連絡，調整が円滑に行える。

任せて，させて，成功体験を積ませる
・主体性や創意工夫を発揮できるよう裁量の

・原案をもって管理職に相談できる。

余地がある任せ方をする。

・他学年との協調を図ることができる。
③

コミュニケーションを大切にする
・職員との日頃のコミュニケーションを大切

することができる。その判断に責任を

・最後までやりきり，成功体験を積ませる。

若手のロールモデルとなれる。

⑹

・自分自身が，教科指導や学級経営力の向

タイムリーに評価，支援を行う
・職員の取組の姿勢や進捗状況を，日頃から

上に前向きに取り組んでいる。

見たり，聴いたりして把握し，タイムリー

・若手，中堅教員の育成に熱心である。

に評価したり，助言したりできるようにす

校長の役割

る。

校長として，次の点に留意しながら，若手教

⑺

員・中堅教員，ミドルリーダーの育成にあたった。

任命責任をとる
・職員の失敗は，その場では叱らない。対応

次年度以降も見通した分掌の配役をする

策を共に練り，全力で支える。

・教員一人一人の特性，意向，将来の育成を

・どんな職員も，決して見限らない。

考慮しながら，先を見通した校務分掌の割

・失敗を次に生かすための振り返りを丁寧に

り当てを，意図的・計画的に行う。
⑵

第 8 分科会

・「いつ」「誰が」「何を」「どのように」取り

で，めざす方向や，見通しを示しながら，学

⑴

指導・育成

標設定をさせる。

学年主任は，若手教員が複数いる学年団

３

Ⅲ

行い，改善点に気付かせる。

ゴールイメージを明確にさせる
・「なぜ，この目標を設定したのか」「現有能
力をどのようにとらえているのか」「担当
業務にどのような能力が必要になるか」な
どを意識させ，意欲を喚起する。
・ゴールイメージが，具体的で明瞭なものに
なるように目標を設定させる。
・少し背伸びをすればクリアできるような目

４

おわりに
教師の笑顔は，子どもの笑顔である。全力で働

き，支えてくれる職員がいてこその学校であり，
校長である。様々な年齢，経験をもつ職員が，や
りがいと誇りを感じながら，互いに支え合い，成
長し，高め合っていける学校づくりをこれからも
めざしたい。
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Ⅲ

指導・育成

第 8 分科会

〈リーダー育成…これからの学校を担うリーダーの育成〉

既存の組織や学校の教育資源を活用したミドルリーダー・管理職人材の育成
提案者

１

島根県江津市立桜江小学校長

はじめに

木

村

孝

管理職人材には

島根県の教職員を取り巻く現状の一つとして，

〇高い教育理念と広い識見

その年齢構成の偏りを挙げることができる。特に

〇学校経営

小・中学校においては，50 代の教職員が最も多

〇学校管理・運営

く，これからの学校運営を支えていく存在である

〇人材育成

40 代，30 代が非常に少ない状況にある。既に本

〇外部との連携・折衝

県においても，本格的な大量退職・大量採用の時
代を迎えようとしており，そのため優秀な教職員

この資質・能力の中で，江津市校長会とし

の採用や学校組織の中核となって活躍するミドル

てはミドルリーダー人材には，
「高度な専門

リーダーの育成，変化の時代を生きる人間性豊か

知識・技能」「企画力」「連絡・調整力」を，

な管理職人材の育成が重要な課題となっている。

管理職人材には，「高い教育理念と広い識見」

江津市においても同じ状況であり，学校の組織の

「学校経営」「外部との連携・折衝」の力量の
向上を求めて取り組んでいる。

要となるミドルリーダーの育成と，それを統括・
指導する管理職人材の育成が喫緊の課題である。
本研究は，既存の組織で実践してきた取組や各
校で行われてきた取組を，ミドルリーダー及び管

⑵

取組の実際
①

既存の組織での取組
市全体の既存組織の取組を人材育成の視

理職の人材育成という視点から改めて整理し直す

点で整理すると以下の通りである。

ことで，そこから見えてくる校長の役割について

ア

・教職員資質向上研修

考察するものである。
２
⑴

江津市校長会の取組

研究の概要

小学校長会主催の市内全教職員を対

求められる資質・能力の捉え

象とした研修会を実施している。喫緊

「島根県公立学校教員人材育成基本方針」

の教育課題や最新の教育情報，授業

及び「江津市教育大綱」から求められる資質・

づくりや学級経営，教職員のコミュ

能力は以下の通りである。

ニケーション力向上等の内容で外部講
師を招致し，講演会やワークショップ

ミドルリーダー人材には

の形態で行っている。校長会の予算要

〇高度な専門知識・技能

望に市当局が応えてくださることによ

〇企画力

り，毎年実施が可能となっている。昨

〇連絡・調整力

年度から，市教育委員会との連携によ

〇人材育成力

る共催研修会の実施も行っている。
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る外部講師，保護者，地域との渉外に

学校教育・学校管理への理解を深

よる連携，協働の意識の向上。

め，実務力・仕事力を高め学校力向上

・研究指定，推進校事業等による校内体

を目的とした中堅教員を対象とする研

制づくりでの OJT。

修や，学校経営や学校教育への見識を
深め，視野を広げることを目的とした

３

校長の役割

⑴

教頭を対象とする研修を行っている。

校長会組織の役割
・市全体の教育活動の推進のための，各学校

・定例校長会での情報交換・協議
小学校部会時に各校の人材育成の取

の教育を支えるミドルリーダー，管理職人

組や人材育成に関わる校長としての想

材の育成について常に意識し，何をすべき

いや願い等について情報交換すること

かを語り合い続けること。
・メンバーは変わるが，未来の江津のための

で，「人材の育成とは」という視点か
ら協議を深めている。

人材育成の取組を計画的，継続的に進めて

江津市教育研究会での取組

いくこと。
⑵

市教育研究会各部会の組織運営につ

校長という立場の役割

いて，部会の長である校長が校長会で

・学校が目指すべき方向や課題を明示し目標

適宜確認を行いながら進めている。一

を共有することで，教職員の活動を意味づ

方，各部会運営については，小中学校

け，価値づける。

間の連絡調整を図りながら必要に応じ

・教職員個々の特性や意向，将来の育成を考

て会合をもち，研究並びに関連する事

慮して適切な校務の割り当て，場を与え，

業を推進している。事務局を担当する

その意図を本人に伝える。

教頭及び事業の連絡・調整を行う担当

・教職員評価システムにおける年度当初，中

者には，外部との連携・折衝の力が求

間，年度末面談及び人事調書内容確認面談

められ，校長はそれを指導する場面で

を重視する。
⑶

の人材育成を意識した対応に努めてい

職員集団づくりでの役割
・コミュニケーション力向上のための研修の

る。
②

指導・育成

・「ふるさと・キャリア教育」推進に係

・現職研修

イ

Ⅲ

学校の教育資源を活用した取組

実施や教頭との連携による自由に意見が言

江津市内各学校それぞれの実情を人材育

える職員室の雰囲気づくり。

成にとってプラスの資源として捉えた取組

４

新たな実践ではなく，これまでの取組を人材育

は以下の通りである。
ア

おわりに

成の視点から改めて整理したことで，校長自らの

学校組織を活用した人材育成

・組織を構成しているメンバーへの役割

意識改革を行うことができた。互いに学び合うこ

の周知や当面の目標の共有による士気

とで，市全体の課題の共有もでき，今後の取組へ

の向上。

の意欲も高まった。
江津は小さな町である。今後は，市全体として

・企画運営会議，分掌部会，学年部会等

のシステムの構築による，江津ならではの人材育

の場で提案させる，調整させる。
・評価システムの校内組織支援の場での
協議を活用した職員相互の啓発。
イ

成の推進体制づくりを，校長会や市教育委員会と
の連携のもと検討していきたい。

与えられた環境を活用した人材育成
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Ⅳ

危機管理

第 9 分科会

〈学校安全…自らの命を守る防災教育・安全教育の推進〉

行政・地域との連携による防災教育の充実
〜実効的な防災教育，防災管理の推進〜
提案者
１

広島県福山市立柳津小学校長

はじめに

吉

本

博

行

いう点に対する手立てを講じることが必要

7 月の西日本豪雨災害は，広域に渡る大被害と

であると考えた。また，行政は，防災拠点

なった。職員，児童の命を守るために，日常の防

体制・情報収集伝達体制・関係機関との連

災教育により，身近に起こり得る災害の危険を理

携体制等の防災対策を進めている。しか

解し，安全な行動がとれるようにするとともに他

し，災害直後からの 3 日間の自助，共助の

の人々の安全にも気配りできる子どもたちを育て

意識づくり，体制の整備が私たちに求めら

なければならないという学校の使命と，行政・地

れている。

域と連携した命を守るための防災管理の重要性を

②

痛感した。

柳津小学校について
柳津町の住民は，ここを「晴れの町」と

行政はこれまでも被害想定を見直してきたが，

呼ぶ。比較的災害の少ない福山市の中で

広島土砂災害，大阪北部地震，西日本豪雨災害等

も，とりわけ温暖で住みよい町と言われて

で，小中学生を含む多くの命が失われている。

いる。しかし，校区北側は，土砂災害の警

子どもたちに，これまで経験したことのない災

戒区域であり，5 自治会のうちの 1 つは，

害に見舞われる可能性をふまえ，身近に起こり得
る災害の危険を正しく理解させ，多くの災害から
得られた貴重な経験を生かしながら危機管理体制

高潮の警戒地域となっている。
⑵

実効的な防災教育の取組
①

の整備を図ることが学校に求められている。
２
⑴

変化を持たせた避難訓練の実施または実

研究の概要

施予定とする学校は，75.3％である。授業

地域防災の現状と課題
①

福山市公立小学校長会

時間以外の時間設定で，高学年が低学年を

福山市公立小学校長会
（公立小学校数 77 校

リードできるよう仕組むことや，正しい知
児童数 25,468 人）

識を得た上で訓練が行えるよう，総合的な

教育調査委員会として，昨年度，現状を

学習の時間や教科等の学習に地域のゲスト

把握するために実態調査を実施した。

ティーチャーや防災士を招いている等，各

・変化を持たせた避難訓練の実施（55.8％）

校で実効的な防災教育に取り組んでいる。

・引き渡しカードの作成（70.1％）

また，引き渡しカードは，100％の学校が

・引き渡し訓練の実施（19.5％）

作成している。

（

）は実施している学校の割合

校長会として行う実態調査に基づいた取

全体として，計画的に避難訓練を行いな

組の交流が，各校の実態に合わせた実効的

がら防災教育を実施している。しかし，い
ざという時に，児童自身が主体的な判断の
もと避難行動がとれるかという点，そして

な防災教育に結び付いている。
②

柳津小学校の取組
ア

予告なし避難訓練

職員が自らの命を守りながら，全児童の安

平成 29 年度 9 月に初めて実施したが，

全確認や避難誘導を行うことができるかと

避難訓練を中心としたこれまでの命を
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守るための学習が，児童に十分に身に

オ
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危機管理

第 9 分科会

地域防災講演会への参加

ついていないことが明らかとなった。

広島県自主防災アドバイザーを講師

また職員の動きも主体的な判断に基づ

とし，災害についての理解を深め，避

くものではなく，保健主事を中心とし

難マップを各自治会で作成する会に学

て，有事の際の危機感を感じさせるも

校からも参加した。また，土砂災害が

のとなった。

一番大きな脅威となることを確認しあ

それ以降，10 月から 12 月にかけて毎

い，その危険が迫った際，学校が避難

月 1 回，休憩時間や掃除時間に予告な

場所となることを再認識した。

しの避難訓練を繰り返し実施した。

カ

防災管理

予告なし避難訓練の成果は次の 3 点で

児童，職員の主体的な判断力と行動力

ある。

を高めていかなければ，多様な災害に

・高学年が中心となり避難の声かけがで

対応できないことをふまえ，正しい知

きるようになった。また，私語が減

識を得るための連携や危機感を持たせ

り，真剣さが伝わるようになった。

る避難訓練は，防災管理を，より実効

・職員の危機意識が高まり，非常時に命

的なものに変えて来つつある。

を守ることができるかという不安を抱

・津波が想定される際の避難場所の変更

くようになり，訓練後の協議が活発に

・備蓄方法の変更

なった。

・避難訓練実施計画の見直し

・保健主事を中心に，設備面の不備をど

イ

・保育所との連携の強化

う補うか等の話し合いがなされるよう

・安全点検の徹底

になった。

・引き渡しにおける想定の具体化
３

登下校時の地震を想定した避難行動
平成 30 年 4 月に実施し，幅の狭い道

・危機の見通しを持つための知識の習得

路の多い通学路で，どう避難行動をと

・リーダーシップを発揮した地域との連携

り，学校まで避難するかの実践的な訓

・児童職員の意識を育てる研修や話し合う機会

練ができた。
ウ

と時間の確保
４

保育所連携避難訓練
保育所と連携した避難訓練は，小学校
児童の貢献意識を高めることが期待さ

⑴

避難にどう関わるかという課題が残っ

おわりに
成果

・職員が危機感を持つことで，児童への働きか

れるが，保育所園児の安全で速やかな

けが変わり，実践力も高まっている。
・真剣な防災教育の繰り返しが，実効的な防災

た。
エ

校長の役割

管理につながる。

学区合同防災訓練

⑵

体育館が避難場所として開設された

課題
実効的な防災管理をもとにした防災教育の

こ と を 想 定 し， 段 ボ ー ル 製 仕 切 り ユ

推進に当たり取り組む必要があること。

ニットの作成に取り組んだ。高齢化が

・学校管理外の被災時に児童，職員の安否確

進む本町でも，避難場所が設定できる
場合，高学年も貢献する立場として活
躍できることを実感できた。学区の訓

認の方法をどう組織しておくか。
・非常時に地域，保護者との情報の共有をど
う進めるか。

練は，学校として地域にどう貢献する
か，実践的に考えることができた。
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〈学校安全…自らの命を守る防災教育・安全教育の推進〉

新たな安全上の課題に対応した学校安全体制の確立と安全教育の推進
〜隠岐郡内 11 小学校の連携を通して〜
提案者
１

島根県隠岐郡海士町立福井小学校長

はじめに

吉

田

貴

弘

組織的な学校安全体制を構築する。㋑カリ

東日本大震災から 7 年が経過した。その間にも

キュラムマネジメントを確立し，系統的・

大型台風，局地的な豪雨などによる自然災害が日

体系的な安全教育を推進する。㋒新たな安

本各地で発生した。一方，携帯電話やインター

全上の課題へ対応する。

ネットに係る犯罪の増加 , 他国によるミサイルの

具体的には，学校安全全体計画と年間指

発射に係る早急な対応など新たな安全上の課題も

導計画を作成した。作業の過程で，学校安

明らかになってきた。

全教育の全体像が明確になり，共通理解の

平成 29 年 3 月には，文部科学省より「第 2 次

もとに安全教育を推進する基盤ができた。

学校安全の推進に関する計画について」が示さ

③

れ，このような新たな安全上の課題への対応が求

児童引き渡し訓練の実施
頻発する大地震や気候変動に伴い，自然

められることとなった。

災害の少ない隠岐でも引き渡し訓練を行

そこで，隠岐郡内 11 小学校の校長で組織する

い、体制を整備する必要が出てきた。実際

隠岐郡小学校長会は，「安心・安全な学校づくり」

には㋐保護者への連絡方法（メール配信シ

を目指すために，共に連携しながら，取組を進め

ステムの導入），㋑車で来られる方への対

てきた。

応，㋒引き渡しとチェックの方法，などを

２

具体化して，訓練を行った。

⑴

研究の概要
学校安全体制の確立
①

訓練を行うことで，メール配信システム

学校安全対策委員会の設置

への加入率が上がった。また，災害が起き

学校安全に関わる校務分掌担当者を集め

た際の対応の課題も明確になった。

て，学校安全対策委員会を設置した。㋐学
校安全計画の見直し，㋑安全教育の計画及

⑵

保護者と連携した情報モラル教育の充実
①

民間企業等との連携

び実施，㋒危機管理マニュアルの見直し，
㋓避難訓練の実施，㋔安全点検の実施，㋕
研修の実施，㋖関係諸機関，家庭や地域と
の連携などを活動内容とし，月 1 回定期開
催した。
計画書を相互にチェックしたり，協力し
て実践したりして，協働体制ができた。ま
た，安全教育への意識に高まりが見られ
た。
②

各町村の警察署や民間企業（NTT ドコ
モ，LINE 等）と連携し，年間を通して計

学校安全計画の見直し

画的に情報モラル教育を実施した。個人情

文部科学省からの通知に基づき，次の 3

報の流出を防ぐために情報を公開する際

つの視点から学校安全計画を見直した。㋐

に気をつけることや SNS で知り合った人
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を簡単に信用せず，安易に写真を送付した

②

イ
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避難マニュアルを各校で共有

り，出会ったりすることのないよう指導し

作成したマニュアルは，隠岐郡内各校

た。こうした実践を保護者に公開したり、

に事前に配布し，各校避難訓練の参考

研修の内容を広報誌で紹介したりした。

として共有した。

PTA との連携によるルールの設定

②

防災体制の連携

SNS 上での情報のやり取りは，1 つの学

校長が行政防災担当者に働きかけて研修

校に留まらず，隠岐郡の学校間で行われて

会を実施し，以下の災害対策体制について

いるため，共通のルールを作成する必要が

共通理解を図った。㋐風水害や地震，津波

あると考えた。そこで，校長が隠岐郡のす

発生時の災害対策体制の基準の確認，㋑災

べての PTA 連合会へ働きかけて，㋐保護

害発生時における行政と学校との連絡体制

者が午後 9 時以降はスマートフォン等を預

の確立，㋒一時避難所としての学校の役割

かる，㋑ゲームも午後 9 時までにする，㋒

の明確化と準備物の確認，㋓校長と行政防

スマートフォンやゲーム機等とのよりよい

災担当者との定期的な連絡会の実施。

付き合い方を学校や家庭で考える場を設定

研修会を行うことで，災害対策体制の共

するという 3 つのルールを設定した。その

通理解を図ることができた。また、学校へ

結果，すべての教員と保護者が共通した指

の連絡体制を整備する機会となった。

導を行うことができるようになった。
⑶

地域・関係諸機関との連携
①

J アラートへの対応
ミサイル発射・着弾の緊張が高まる中，
最も朝鮮半島に近い隠岐では，J アラート
発動によって学校は児童をどう避難させる
のか，マニュアルはどうするのか，早急に
対応する必要に迫られた。そのような時、
県の要請を受け，隠岐の島町が訓練実施の
方針を出し，J アラート発令時避難訓練を

３

町内小中全 11 校が実施することになった。

校長の役割
学校安全体制を確立するため新たな組織を立ち

上げ機能させるのは校長の役割である。また，保
護者と連携して情報モラル教育を推進したり，町
行政と連携して防災体制を確立したりするために
は校長が組織的に対応する必要がある。
４

おわりに
文部科学省からの通知に基づき，隠岐郡全ての

小学校で新たな課題に対応する学校安全体制を確
立し，保護者や地域等と連携して安全教育を推進
ア

関係機関との連携でマニュアル作成

できたことは大きな成果であった。

マスコミ取材を受けた学校が中心とな

学校安全体制づくり，安全教育の推進には，校

り，県防災危機管理課及び町総務課危

長のリーダーシップが極めて重要である。その校

機管理室と連携をとり，マニュアルを

長が連携して情報を共有し，行政機関の防災担当

作成した。また , 当日の児童への指導も

者と連携したり，PTA 連合会と連携したりする

依頼し，意識の高揚を図った。

ことで実践を充実できた。
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〈危機対応…様々な危機への対応と未然防止の体制づくり〉

いじめの未然防止への取組と組織的な対応
〜コミュニティ・スクール，ＡＦＰＹの実践と市教委との連携〜
提案者
１

山口県山口市立鋳銭司小学校長

はじめに

深

井

保

司

課後児童クラブとの連携」
などに取り組んだ。

いじめへの対応は学校における最重要課題の一
つである。「いじめはどの子どもにも，どの学校
にも起こりうる」という認識の下，学校における
いじめの防止等に係る対策については，一人一人
を大切にする教育を推進し，未然防止の取組によ
り，全ての子どもをいじめに向かわせないことが
重要である。
山口市小学校長会では，いじめの未然防止・
早期対応に向けて，市内 34 小学校で，「コミュ
ニティ・スクール等を活用した地域との協働」
「AFPY を活用した人間関係づくり・授業づくり」

⑵ 「AFPY」を活用した人間関係づくり・授
業づくり
AFPY（Adventure Friendship Program

「山口市教育委員会との連携」の 3 つの視点から

in Yamaguchi）とは，個人や人間関係のよ

実践を進めることとした。そして，これらの取組

り良い変容を目指して，山口県において行わ

を踏まえ，いじめの未然防止・早期対応の体制の

れてきた自然体験活動や野外活動の伝統と実

整備と校長の役割について明らかにしていくこと

績を踏まえて考案された，山口県独自の体験

とした。

学習法である。初任者研修を始め，教員研修

２

だけでなく学校の教育活動にも広く用いられ

⑴

研究の概要
コミュニティ・スクール（学校運営協議会
制度）等を活用した地域との協働

ている。
山口市では AFPY を「人間関係づくりの

山口県では，学校・家庭・地域が連携・協

手法」という狭い意味でとらえるのではな

働し社会総がかりでの教育を実現するため

く，AFPY の 5 つの視点『安心・安全』『課

に，「やまぐち型地域連携教育」の核となる

題設定』
『ルール』
『コミュニケーション』
『達

コミュニティ・スクールを推進し，子どもた

成感』を基にして日々の授業を改善していく

ちの豊かな成長につなげている。平成 28 年

「AFPY による授業改善」に取り組んできた。

4 月現在で，山口県内全ての市町立小・中学

各学校では，学校経営の基本方針として位

校にコミュニティ・スクールが導入されてい

置付けたり，5 つの視点を子どもにも分かる

る。

目標の形にした「チャレンジ目標」を設定し

「コミュニティ・スクールの 3 つの機能に
よる実践」
「『地域協育ネット』による協働」
「放

たりしている。
「アクティビティによる人間関係づくり」

− 64 −

本文.indd 64

2018/10/02 11:16

研究領域

⑷

「AFPY の 5 つの視点に基づく授業づくり」

危機管理

第 10 分科会

校内の情報共有と教育委員会や SC・SSW
との連携の推進

「児童の主体的な活動による仲間づくり」な
どに取り組んだ。
り」「児童の主体的な活動による仲間づく
⑶ 山口市教育委員会との連携
り」などに取り組んだ。

Ⅳ

４

おわりに
４ おわりに
コミュニティ・スクール等を活用した地域との
コミュニティ・スクール等を活用した地域

）の指
⑶山口市教育委員会（以下「市教委」
山口市教育委員会との連携
示の下，学校がいじめを認知した場合には，
山口市教育委員会（以下「市教委」）の

協働では，地域との協働による教育活動を活性化
との協働では，地域との協働による教育活動
し，児童の人間性や社会性等の心の成長，そして
を活性化し，児童の人間性や社会性等の心の

24 時間以内に
「いじめ速報カード」
（以下「速
指示の下，学校がいじめを認知した場合に

いじめの未然防止の根底となる「心を磨く」
「心
成長，そしていじめの未然防止の根底となる

報カード」
）を市教委へ提出し，早期対応の
は，24 時間以内に
「いじめ速報カード」
（以

を伝え合う」ことにつながった。また，地域住民
「心を磨く」「心を伝え合う」ことにつなが

下「速報カード」）を市教委へ提出し，早
要としている。

った。また，地域住民とのふれあいや交流を
とのふれあいや交流を通して，コミュニケーショ

期対応の要としている。
「速報カード」を提出した翌日には，学校
「速報カード」を提出した翌日には，学
担当指導主事やいじめ初期対応サポーターが

通して，コミュニケーション能力の向上が見
ン能力の向上が見られた。さらに，学校運営協議
られた。さらに，学校運営協議会や地域の会
会や地域の会合での情報交換により，いじめの早

校担当指導主事やいじめ初期対応サポータ
当該学校へ派遣される。その際，校長と協議
ーが当該学校へ派遣される。その際，校長
を行い，専門家の派遣や今後の対応について
と協議を行い，専門家の派遣や今後の対応
検討し，その後も，きめ細やかな連携の下，
について検討し，その後も，きめ細やかな
いじめ対応に取り組んでいる。
連携の下，いじめ対応に取り組んでいる。

合での情報交換により，いじめの早期発見・
期発見・情報共有・早期対応が可能になった。
情報共有・早期対応が可能になった。
AFPY を活用した人間関係づくり・授業づくり
ＡＦＰＹを活用した人間関係づくり・授業
では，児童に寄り添いしっかりと意識を向け，日
づくりでは，児童に寄り添いしっかりと意識
頃から積極的な生徒指導や学習指導を通して，児
を向け，日頃から積極的な生徒指導や学習指
童一人一人のよさを理解しようとする教師の姿が
導を通して，児童一人一人のよさを理解しよ
見られた。また，児童自身が自分をありのままに
うとする教師の姿が見られた。また，児童自
認め，自己理解を深めることを基盤とし，他者と
身が自分をありのままに認め，自己理解を深
の関わりの中で社会的な自己指導能力を育成する
めることを基盤とし，他者との関わりの中で
ことができる学級づくりにつながってきた。
社会的な自己指導能力を育成することができ

市教委との連携では，
「週一アンケート」の実
る学級づくりにつながってきた。
施により，組織的ないじめ対策の流れができてき
市教委との連携では，「週一アンケート」
の実施により，組織的ないじめ対策の流れが
た。また，
「速報カード」により，市教委だけで
できてきた。また，「速報カード」により，
なく中学校とも情報を共有することで，兄弟関係
市教委だけでなく中学校とも情報を共有する
や地域性も踏まえ，小・中学校が連携したいじめ

３

校長の役割
３ 校長の役割
⑴ 地域との協働による教育活動の活性化や児
⑴ 地域との協働による教育活動の活性化や
童理解，人間関係づくりの推進による，自己
児童理解や，
人間関係づくりの推進による，
肯定感・自己有用感・コミュニケーション能
自己肯定感・自己有用感・コミュニケーシ
力の育成
ョン能力の育成
⑵ ⑵保護者，地域住民に向けたいじめ対応に係
保護者，地域住民に向けたいじめ対応に

ことで，兄弟関係や地域性も踏まえ，小・中
防止が行えるようになった。
学校が連携したいじめ防止が行えるようにな
課題としては，いじめの未然防止・早期対応に
った。
向けた学校運営協議会のもち方，地域と学校の役
課題としては，いじめの未然防止・早期対
割の線引き，道徳の授業改善といじめ防止の関連
応に向けた学校運営協議会のもち方，地域と
の検証と教員研修，いじめ根絶の取組状況の評価
学校の役割の線引き，道徳の授業改善といじ
に対する教職員の理解，「いじめ速報カード」で
め防止の関連の検証と教員研修，いじめ根絶
提出するいじめについての校長の認識，教職員の
の取組状況の評価に対する教職員の理解，
「い
意識改革・情報共有等があげられる。
じめ速報カード」で提出するいじめについて
今後，これらの課題解決に向けて，校長のリー
の校長の認識，教職員の意識改革・情報共有
ダーシップを発揮して取り組みたい。
等があげられる。

係る情報発信
る情報発信

今後，これらの課題解決に向けて，校長の

教職員の人権感覚やいじめ認知力の向上
⑶ ⑶教職員の人権感覚やいじめ認知力の向上

リーダーシップを発揮して取り組みたい。

⑷ 校内の情報共有と教育委員会や SC・SSW
との連携の推進
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〈

危機対応 様々な危機への対応と未然防止の体制づくり 〉

研究領域

Ⅳ

危機管理

第 10 分科会

危機対応の視点からの学校運営及び校務改善の工夫
〈危機対応…様々な危機への対応と未然防止の体制づくり〉
～多忙感の解消を通して～

危機対応の視点からの学校運営及び校務改善の工夫

三 浦 秀
〜多忙感の解消を通して〜

提案者 島根県浜田市立旭小学校長

１ はじめに

提案者

人

の交流など，教職員が強く望んでいるこ
島根県浜田市立旭小学校長
三 浦 秀 人
とが，できていない実態が見えた。

人々の働き方への関心が高まる中，学校現
場においては，長時間労働や新学習指導要領
はじめに
実施に向けた準備，複雑化する教育内容への
人々の働き方への関心が高まる中，学校現場に
対応などにともない，多忙感を覚える教職員
おいては，長時間労働や新学習指導要領実施に向

(２) 主な取組と校長の関わり
できていない実態が見えた。
発表主題にもとづき，勤務時間内での教職
⑵ 主な取組と校長の関わり
員の業務の効率化や勤務時間の削減，働き方
発表主題にもとづき，勤務時間内での教職

が増加している。
けた準備，複雑化する教育内容への対応などにと
浜田市校長会では，校長を対象に危機対応
もない，多忙感を覚える教職員が増加している。

への意識の変容をめざし，各校及び校長会全
員の業務の効率化や勤務時間の削減，働き方
体で次のような取組を行った。
への意識の変容をめざし，各校及び校長会全

アンケートを実施し，教職員が多忙感を強く
浜田市校長会では，校長を対象に危機対応アン
覚え，目の前の子どもと向き合う余裕がなく
ケートを実施し，教職員が多忙感を強く覚え，目

① 職員会議の持ち方の工夫
体で次のような取組を行った。
工夫，改善点
① ア職員会議の持ち方の工夫

１

考えた。そこで，様々な危機への未然防止を
危機を招く要因の一つになると考えた。そこで，

ア ・年間計画作成，事前の資料等配付
工夫，改善点
・タイムキーパー設置，終了時刻厳守
・年間計画作成，事前の資料等配付

図るため，
危機対応の視点からの学校運営
（教
様々な危機への未然防止を図るため，危機対応の

・議題による協議時間の軽重付け
・タイムキーパー設置，終了時刻厳守

職員の働き方）や校務改善の工夫に向け，校
視点からの学校運営（教職員の働き方）や校務改

・会議そのものの進め方について協議
・議題による協議時間の軽重付け

なることが，危機を招く要因の一つになると
の前の子どもと向き合う余裕がなくなることが，

長会として取り組むことにした。
善の工夫に向け，校長会として取り組むことにし

イ・会議そのものの進め方について協議
校長の関わり，振り返り

た。

イ ・計画性や時間短縮など会議の効率化に
校長の関わり，振り返り

２
２ 研究の概要
研究の概要

・計画性や時間短縮など会議の効率化に
向けての改善は進んだ。

⑴
(１)勤務実態調査
勤務実態調査
市内全小学校
市内全小学校 16
16校の教職員に働き方や多
校の教職員に働き方や
忙感に係る実態調査を実施した。
多忙感に係る実態調査を実施した。
①
① 時間外勤務平均時間（1
時間外勤務平均時間（1日）
日）
○
○ 2.50
2.50時間
時間
②
② 教職員の勤務の実態
教職員の勤務の実態

項
目
%
①ノート・宿題点検
48.1
勤務時間内で時間を
1
②校務分掌
45.8
とられていること
③授業準備・教材研究
42.9
①授業準備・教材研究
69.3
勤務時間外で時間を
2
②校務分掌
55.2
とられていること
③学年・学級だより作成 49.1
①授業準備・教材研究
72.2
ゆとりがあればした
3
②子どもとの交流
57.5
いこと
③職員間交流・人間関係 36.3
【勤務実態調査（H29.7）】

NO.

教職員は勤務時間内外を問わず，ノー
教職員は勤務時間内外を問わず，ノー
ト・宿題点検，校務分掌などの業務に追
ト・宿題点検，校務分掌などの業務に追わ
われ，授業の準備，子どもや教職員同士
れ，授業の準備，子どもや教職員同士の交
流など，教職員が強く望んでいることが，

向けての改善は進んだ。
・会議の慣例化や無意識に議題を並列に
・会議の慣例化や無意識に議題を並列に
扱っている現状から，議題の軽重を意
扱っている現状から，議題の軽重を意
識させるようにした。
識させるようにした。
・協議すべき最優先事項は，授業改善と
・協議すべき最優先事項は，授業改善と
危機管理・危機対応である。
危機管理・危機対応である。
② 勤務時間の管理，適正化
② ア勤務時間の管理，適正化
工夫，改善点
ア

工夫，改善点
○ パソコンソフトを活用した教職員に
○ パソコンソフトを活用した教職員に
よる出退勤管理
よる出退勤管理
・個々の勤務に対する意識化支援
・個々の勤務に対する意識化支援
・管理職の勤務実態把握が容易
・管理職の勤務実態把握が容易
・面接で勤務時間１割削減の提示
・面接で勤務時間 1 割削減の提示
・出勤時刻の変化から教職員の心身の
・出勤時刻の変化から教職員の心身の
状況への気づき
状況への気づき
○ 教職員による退庁時刻の目標設定
○ 教職員による退庁時刻の目標設定
・ 30 時間コース…退庁 18 時 30 分
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・30 時間コース…退庁 18 時 30 分

Ⅳ

危機管理

第 10 分科会

④ 事務共同実施グループへのかかわり
ア ア
教員の事務量の削減への対応
教員の事務量の削減への対応

2020
時間コース…退庁
1818
時など
時間コース…退庁
時など

イ イ
事務職員の授業研究会参加支援
事務職員の授業研究会参加支援

・早く帰ろうとする教職員の増加
・早く帰ろうとする教職員の増加

⑷ (４)
取組の結果
取組の結果

イイ 校長の関わり，振り返り
校長の関わり，振り返り

市内の教職員を対象に勤務に対する意識調
市内の教職員を対象に勤務に対する意識

・目標設定の視覚化を図り，勤務の状況
・目標設定の視覚化を図り，勤務の状

査を実施した。
（H30.3）
調査を実施した。
（H30.3）

が管理職にも見えやすくなった。
況が管理職にも見えやすくなった。

時間外勤務平均時間（1
日）
① ①
時間外勤務平均時間（1
日）

・能動的な手立てが有効であった。
・能動的な手立てが有効であった。

○ ○
2.212.21
時間時間

・教職員自身の内面での変化が図られ
・教職員自身の内面での変化が図られな

勤務に対する教職員の意識
② ②
勤務に対する教職員の意識

なければ現状は変わらない。
ければ現状は変わらない。
校内体制，組織作り
③ ③校内体制，組織作り
工夫，改善点
ア ア工夫，改善点
・教職員の参画意識を高めるため，大枠
・教職員の参画意識を高めるため，大枠
を示し細部は話合いで決めるよう指示
を示し細部は話合いで決めるよう指示
・学級会計の年間を見通しての配分，事
・学級会計の年間を見通しての配分，事
務グループ共同実施による支援
務グループ共同実施による支援
・異動を考慮した校務分掌の検討
・異動を考慮した校務分掌の検討
校長の関わり，振り返り
イ イ校長の関わり，振り返り
・管理職の願いを教職員に伝えた。
・管理職の願いを教職員に伝えた。
・教職員が同じ方向を向いていれば負担
・教職員が同じ方向を向いていれば負担

教職員の時間外勤務時間は，取組前に
教職員の時間外勤務時間は，取組前に比
17 分減少した。勤務時間を減ら
べ約比べ約
17 分減少した。勤務時間を減らそう

感は軽減される。
感は軽減される。
・何でも声に出せる職場の雰囲気作りの
・何でも声に出せる職場の雰囲気作りの

そうと意識している傾向も見られた。勤
と意識している傾向も見られた。勤務の内
務の内容別では，会議時間の減少や職員
容別では，会議時間の減少や職員間交流の

醸成が，危機対応への第一歩となる。
醸成が，危機対応への第一歩となる。
その他の取組
④ ④その他の取組

間交流の増加の傾向は感じているが，校
増加の傾向は感じているが，校務分掌の負
務分掌の負担減や教材研究時間の増加
担減や教材研究時間の増加については，意
については，意識の変化は少なかった。
識の変化は少なかった。

ＩＣＴ活用
放課後業務削減
ア アICT
活用
イ イ
放課後業務削減
情報伝達の工夫 エエ 報告の簡略化
報告の簡略化
ウ ウ情報伝達の工夫
行事準備，課外活動時間の縮小
オ オ行事準備，課外活動時間の縮小
保護者への協力依頼
カ カ保護者への協力依頼

(３) 校長会全体の取組
校長会全体の取組
① 危機対応に関する研修
① 危機対応に関する研修
ア 学校の危機についてのグループ協議
ア 学校の危機についてのグループ協議
イ 各校の危機対応事例報告，意見交換
イ 各校の危機対応事例報告，意見交換
② 園長，市教委との合同研修会
② 園長，市教委との合同研修会
演題…学校園の働き方見直し
演題…学校園の働き方見直し
～校園長だからできること～
〜校園長だからできること〜
講師…先生の幸せ研究所
講師…先生の幸せ研究所
澤田真由美代表
澤田真由美代表
③ 市教委，教育事務所への働きかけ
③ 市教委，教育事務所への働きかけ
ア 勤務実態調査結果の説明
ア 勤務実態調査結果の説明
イ 学校閉庁日等の要望
イ 学校閉庁日等の要望

⑶

④

３

校長の役割
３ 校長の役割
⑴ 校長のリーダーシップ「HKI」
(１) 校長のリーダーシップ「ＨＫＩ」
Ｈ… 火をつけるのは校長
Ｈ…火をつけるのは校長
Ｋ…働き方を 変えられるのも校長
Ｋ…働き方を変えられるのも校長
Ｉ… 意識付けを図るのも校長
Ｉ…意識付けを図るのも校長
⑵ 市教委や関係機関との思いの共有
(２) 市教委や関係機関との思いの共有
４ おわりに
今回の取組を通して，どのように教職員の「意
４ おわりに
識付け」を図るかが課題となった。教職員が，能
今回の取組を通して，どのように教職員の
動的に働き方や校務改善の工夫を図ることで，
「意識付け」を図るかが課題となった。教職
様々な危機への未然防止に備える力の醸成が図ら
員が，能動的に働き方や校務改善の工夫を図
れると考える。
ることで，様々な危機への未然防止に備える
力の醸成が図られると考える。

事務共同実施グループへのかかわり
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Ⅴ

教育課題

第 11 分科会

〈社会形成能力…社会形成能力を育む教育の推進〉

社会をつくるアクティブ・ラーナーとしての基盤を育む教育
〜さまざまな体験活動を通して〜
提案者
１

はじめに

山口県防府市立野島小学校長

濵

本

昌

明

しての役割や指導性について研究を進めてきた。

山口県防府市は，公立小学校 17 校，公立中学

２ 研究の概要

校 11 校を有し，めざすまちの姿を「教育のまち

⑴

自分に自信をもち，自分が何かの役に立っ
ていると自覚する個の確立の視点

日本一」として教育を推進している。

①

さて，今日の社会は，少子高齢化に加えて生活

児童の自主性・主体性を重視した縦割り

様式・情報伝達手段等の加速度的な変化により，

班活動の実施（高学年児童による企画・準

人間関係が希薄化し，孤立感を楽しむ人々が増え

備・運営・後始末）
②

つつある。また，家庭や地域とのかかわりの変化

学校や PTA 主催の行事の中に児童の企
画・運営による活動の取り入れ

や地域コミュニティの衰退に伴い，子どもが地域
③

の人々とふれあう機会も減少している。このた

地域の伝統文化・自然体験活動への参
加・挑戦（野島太鼓）

め，家庭や地域において，子どもたちの社会性を
④

高めたり，人間関係を育み広げたりする機能が低

自分の意見や考えを発表する 1 分間ス
ピーチの実施

下し，コミュニケーション能力や規範意識の育成
などにも影響を及ぼしている。
このような状況を踏まえたとき，これからの社
会を生きる子どもたちが，夢や希望，高い志を
もって未来を切り拓き，社会を創造するために，
自分の現状を把握し，他者と協力・協働して社会
に参画する経験を通して，今後の社会を積極的に
形成する能力や態度を育むことが学校教育に求め
られる。また，地域コミュニティと連携して，社
会総がかりで子どもを育てる環境を整えていくこ
とも学校教育を充実させていく上で重要である。
そこで，本支部では，今回のテーマである「社
会形成能力」を育むためには，「社会をつくるア
クティブ・ラーナーとしての基盤づくり」が重要

⑵

他者と自分の違いや多様性を認め，協力・
協働できるよりよい人間関係づくりの視点
①

（縦割り班によるなかよし活動）
②

地域の自然や歴史にふれるウォークラ
リーの実施

であると捉えた。そして，「個の確立」「よりよい
人間関係づくり」「積極的な社会参画」の 3 つの

年間を通して，異学年交流の場づくり

③

地域の自然の川にふれたり調べたりする

視点から，各校がねらいをもって体験活動に取り

活動の実施（ゴムボート・たらい舟・箱め

組み，また 2 回の児童アンケートをもとに校長と

がねによる水中観察）
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④

ア

友だちの意見に寄り添い，自分の考えを

Ⅴ

教育課題

第 11 分科会

友だちの前で自分の意見や考えを発表
する

深めるフリートークの実施
イ

地域や社会をよくするために何をすべ
きか考える

ウ

地域社会でボランティア活動に参加す
る

３ 校長の役割
・体験活動のねらい・内容の明確化及び評価を
通してその活動の意味・価値を教職員へ周
知・徹底させる。
・地域の特色を生かした体験活動を充実させ学
⑶

校と地域をつなぐための人間関係づくりを行

ひと・もの・ことに積極的にかかわる社会

う。

参画の視点
①

・児童アンケートを市小学校全体で実施し市全

地域の施設を訪問し，入所者と一緒に活

体及び各校の社会形成能力に係る児童の特徴

動するふれあいの場
②

と課題を共有し，その解決のための見通しを

地区の行事で子どもたちが主役となるプ

持たせる。

ログラムづくり（まつりでのカラオケ大

・社会に開かれた教育課程について，その目標

会・物品販売）

の共有と実践に係るリーダーシップを発揮す

③ 「〜の日」に因んで仕上げた作品を地域

る。

のお年寄りの方にプレゼントし，会話する

４ おわりに

ふれあいの場

子どもたちに社会形成能力を育むことができた
かどうかを目に見える形で検証することはとても
難しい。しかし，本支部は，今回 3 つの視点から
教師のねらいをはっきりさせ，さまざまな体験活
動を仕組んでみた。そして,

2 回の児童アンケー

トをもとに結果を分析してみた。各校，あるいは
市全体の特徴や課題は把握できたが，子どもの変
容というところまでは至らなかった。やはり，意
図的・計画的・継続的に取り組んでいく必要があ
⑷

る。

児童アンケートからの考察

今後，子どもたちが，よりよい社会をつくるた

①

対象： 第 5 ・ 6 学年

②

実施時期： H29．12 月

めには，社会形成能力を育てることが不可欠であ

H30． 7 月

る。また，それは，学校教育の役割であり，責任

③

内容：全国学力・学習状況調査の児童質

でもある。

問紙より抽出したもの
④

児童の実態（課題として）
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Ⅴ

教育課題

第 11 分科会

〈社会形成能力…社会形成能力を育む教育の推進〉

社会形成能力を養うための益田市小学校長会の取組
〜ライフキャリア教育の推進をとおして〜
提案者

１

島根県益田市立西益田小学校長

はじめに

⑵

づくり計画」を発表し，市教委が中心となってラ

文

ライフキャリア教育として行う学習の視

ステップ 1 ― その人の思いを知る学習

イフキャリア教育の推進に関わる事業に取り組ん

ステップ 2 ― 対話を通して学ぶ学習

でいる。

ステップ 3 ― 生き方を学ぶ学習

益田市小学校長会が，この研究に取り組む前の
まちで，市が進めるライフキャリア教育について

秀

点（校長会作成）を示す

あるとして，平成 27 年 12 月に「未来を担うひと

状況は，学校によってキャリア教育の取組はまち

谷

校長がつなぐ
①

益田市は将来を担うひとづくりが重要な課題で

渋

⑶

取組の成果
①

ライフキャリア教育の共通理解
とライフキャリア教育の深まり

も，充分に認識されていない状況だった。
そこで，市の事業と学校の取組を結びつける事

校長が各校で校内研修を実施し，その中

が校長会の役割であり，各校においては校長が

で学習の視点を示すことで，各校でより深

リーダーシップを発揮して，ライフキャリア教育

まりのある年間計画ができた。これによ

に取り組むことが重要であると考え，校長会とし

り，各校の職員の意識が，新たな企画をす

ての具体的な取組をスタートさせた。

るのではなく，これまであった取組をライ

ライフキャリア教育とは，職業観を培う「ワー

フキャリア教育の視点で見直すきっかけに

クキャリア教育」に加えて，自身の人生観を育む

なり，ライフキャリア教育について校内で

ことを目指す益田市のキャリア教育である。

の共通理解が進んだ。

益田市小学校長会は，このライフキャリア教育
を推進していくことが，子ども達の社会形成能力

②

教職員の意識の変化
ア

ライフキャリア教育への理解

の醸成に有効であると考えた。そして，それは，

知っている

未来をよりよく生き抜く力につながっていくと確
信している。
２
⑴

2学期

9.1

だいたい

よく分からない

48.4

無回答

42.5

0

研究の概要
校長会がつなぐ
〜プロジェクトチームの立ち上げ〜
①

校長会での研修

②

各校の取組状況の把握

③

教職員の意識調査

④

校内研修の資料作成

⑤

各校の取組に関する情報の収集と提供

3学期

26.5

65.3

7.6 0.6

研修会後，ライフキャリア教育への理
解が深まったことが分かる。
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イ

３

ライフキャリア教育の必要感
思う

思わない

よく分からない

Ⅴ

教育課題

第 11 分科会

校長の役割
本プロジェクトの推進にあたっては，「校長会

無回答

がつなぐ」と「校長がつなぐ」の 2 つを大きな柱
2学期

62.9

1.1

35.5

0.5

として取り組んだ。
「校長会がつなぐ」は市教委の願いや思いを校

3学期

87.5

1.2 10.7 0.6

長会として受け止め，各小学校へつなぎ，全小学
校が同じ方向を向きながら，どのようにライフ

⑷

研修会後，ライフキャリア教育の必要

キャリア教育を推進していくかを検討した。最初

感を感じる教職員が増えたことが分か

に校長会で研修を行ったことが共通理解の醸成に

る。

つながった。そして，市教委と学校との仲立ちを

取組の実際

して，各種事業の連絡・調整を行ったことで，情
報の共有化を図ることができた。

① 「夢先生」
「夢先生」は，市内全ての小学校 5 年生

さらに，この研究実践のスタート時点から，校

を対象に実施している。様々な競技の現役

長会で各校の取組状況などの情報を収集し，発信

や OB のアスリートが「夢先生」として学

したことで，市全体の動きがよく見え，学校ごと

校を訪れ，
「夢を持つことやその夢に向かっ

の特色がある実践へつながったと考える。

て努力することの大切さ」「仲間と協力す

「校長がつなぐ」では，校長会において共通理

ることの大切さ」を子ども達に伝える。ラ

解を図り，情報共有した校長が，各校において

イフキャリア教育のステップ 2，3 にかか

リーダーシップを発揮し，各校の計画や教育活動

わる取組である。

の見直しなど，市教委や校長会と各学校をつなぐ

② 「益田版カタリバ」

役割を果たしてきた。具体的な成果は，アンケー
高校 3 年

トと校内研修によって職員の理解や意識を高める

生と中学進

ことができたこと，他校の実践事例の紹介によっ

学を控えた

て，自校の取組に活かそうとする動きが生まれた

小学 6 年生

ことであり，どの学校でもライフキャリア教育の

との対話の

実践が充実してきている。

場「カタリ

４

おわりに
教師がねらいを持ってカリキュラムを構成し，

バ」を実施
し て い る。

ライフキャリア教育の学習活動を行ったことで，

高校生は，

児童の仕事や生き方に対する意識が変わり，社会

それぞれの

形成能力の高まりにつながったと考えられる。

自分の人生

今年度は，ライフキャリア教育のさらなる充実

について語る。小学生は，高校生に不安に

のために，学校経営方針への明記や，校内に推進

思っていること，勉強のことや友達のこと

組織を設置するなど，これまでの実践を定着・発

などを率直に相談する。高校生は小学生に

展させる取組を進めているところである。

やさしくアドバイスをおくり，小学生はそ
んな高校生に憧れを抱く。各小学校が独自
性を生かし，さらに工夫した型の「益田版
カタリバ」が生まれてきている。
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Ⅴ

教育課題

第 12 分科会

〈自立と共生…自立と共生を図り実践的態度を育む教育の推進〉

自立と共生に向けた特別支援教育の推進
〜教育のユニバーサルデザインに向けた取組を通して〜
提案者

１

広島県呉市立原小学校長

はじめに

小

野

結

実

の教育支援計画・個別の指導計画を作成す
ることで，校種間連携を推進する。

近年，科学技術の急速な発展やグローバル化の
進展により，社会は著しく変化している。このよ

・全小中学校の全ての学級において「呉市の

うな現代にあっては，障害の有無に関わらず，児

スタンダード」（教室前面は必要最小限の

童が個々の良さや能力等を最大限に発揮し，互い

掲示，机・椅子の整頓，ロッカーの整理）

を尊重し合い，多様な他者と協働しながら新しい

を実践する。

価値を生み出すことのできる社会を目指すことが

⑵

原小学校における特別支援教育の推進
①

求められる。

児童理解に向けて

学校教育は，このような共生社会の形成者とな

・個別の教育支援計画・個別の指導計画を

る児童の育成に向けて，重要な役割を担ってい

作成・更新。児童の状況を記録・ファイ

る。特別支援教育はその基礎となるものであり，

リングし，全教職員がいつでも把握でき

本校においても，自立と共生に向け，特別な支援

るよう一括して管理する。

を必要とする全ての児童に対し教育支援体制を強

・毎月 1 回，スクールカウンセラーを含む

化するとともに，教育活動全般を通じて特別支援

校内委員会，全教職員が参加する児童連

教育を一層充実させる必要がある。

絡会を開催する。児童連絡会では，特別

２

な支援を必要とする児童について，状況

⑴

研究の概要
呉市における特別支援教育の推進

を共有する。組織として一貫した指導が

本市では毎年，小中学校の特別支援学級が

できるよう方策を共通理解する。

合同で，運動会や作品展等の行事を実施して

・通級指導教室と連携したり特別支援学校

いる。これらの行事は，本市教育委員会と特

のセンター的機能を活用したりして，児

別支援学級設置校校長会が主催するもので，

童の特性に関わる観察や検査の結果を基

特別支援学級在籍の児童生徒が楽しい雰囲気

に，保護者との連携を充実させる。

の中で交友を深め，仲間と活動する喜びを味

②

教育のユニバーサルデザインに向けて
教育のユニバーサルデザインとは，「よ

わうことを目的にしている。
また，本市教育委員会からの指導により，

り多く」の子供たちにとって分かりやす

長期的な視点に立って一貫した教育的支援や

く，学びやすく配慮された教育のデザイン

細やかな指導を行い，全ての児童生徒が落ち

であり，次の図に示す 3 つの柱から成る。1）

着いて過ごすことができるよう，次の 2 点に

本校では，児童の自立と共生に向け，教育

取り組んでいる。

のユニバーサルデザインを取り入れること

・本市教育委員会より示された保幼小中学校

は有効であると考え，3 つの柱を中心に取

共通の様式を活用して，各園・各校で個別

組を進めている。
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第 12 分科会提案資料

研究領域

教育課題

第 12 分科会

・カリキュラム・マネジメントの視点をもって
営資源「人・もの・こと」の活用）
「課題発見・解決学習」を位置付けた単元を
・日々の授業改善（児童の思いや考え等を

授業の
ユニバーサル
デザイン化
教室環境の
ユニバーサル
デザイン化

Ⅴ

開発（教科横断的に，地域の経営資源「人・
大切にした学習活動を展開，話合い等に
もの・こと」の活用）
おいて視点を明確化，授業プロセスを明
・日々の授業改善（児童の思いや考え等を大切
示，実生活との関連や学び方を中心とし

人的環境の
ユニバーサル
デザイン化

にした学習活動を展開，話合い等において視
た授業の振り返り）
点を明確化，授業プロセスを明示，実生活と

教育のユニバーサルデザインの３つの柱

３の関連や学び方を中心とした授業の振り返
校長の役割
り）
・全校的な支援体制を確立する。特別支援教

ア 教室環境のユニバーサルデザイン化
教室環境のユニバーサルデザイン化
ア
整理整頓された教室環境づくり，ルー
整理整頓された教室環境づくり，ルール
ルの視覚化により，全ての児童が集中し
の視覚化により，全ての児童が集中し落ち

３

校長の役割
育に関する校内委員会を設置し，障害のあ

落ち着いて過ごせるよう取組を進めてい
着いて過ごせるよう取組を進めている。

・全校的な支援体制を確立する。特別支援教育
る児童の実態を把握，指導や支援の方法等

る。
・教室前面の掲示の工夫，共通の掲示物に

に関する校内委員会を設置し，障害のある児
について検討できる体制を整える。

ついて校内で統一。
・教室前面の掲示の工夫，共通の掲示物

童の実態を把握，指導や支援の方法等につい
・特別支援教育コーディネーターの機能化を
て検討できる体制を整える。
図る。特別支援教育に関する校内委員会や

・机と椅子を置く位置に印。
について校内で統一。
・ロッカー内の整理の仕方を校内で統一，
・机と椅子を置く位置に印。

・特別支援教育コーディネーターの機能化を図
校内研修の企画・運営，内容の充実が図ら

写真で掲示。
・ロッカー内の整理の仕方を校内で統

れるよう指導助言する。
る。特別支援教育に関する校内委員会や校内
・特別支援教育に関する専門機関の開拓に努
研修の企画・運営，内容の充実が図られるよ

イ 人的環境のユニバーサルデザイン化
一，写真で掲示。

イ 特別支援学級合同行事を一つの機会と捉
人的環境のユニバーサルデザイン化

め，支援方法や支援体制等について新たな
う指導助言する。

え，児童がそれぞれの良さに気付き，認め
特別支援学級合同行事を一つの機会と
合い支え合おうとする気持ちを育む。特に
捉え，児童がそれぞれの良さに気付き，

情報を収集する。
・特別支援教育に関する専門機関の開拓に努

特別支援学級に在籍している児童にとって
認め合い支え合おうとする気持ちを育
は，学びの成果が発揮され自信をもって活
む。特に特別支援学級に在籍している児

援教育や特別支援学級への保護者理解を深
報を収集する。

動できる場となるよう取組を進めている。
童にとっては，学びの成果が発揮され自
・呉市小中合同運動会
信をもって活動できる場となるよう取組
通常学級の児童からの応援
を進めている。
・中学校区におけるお楽しみ交流会
・呉市小中合同運動会
ホスト校として，おもてなしやゲーム等
通常学級の児童からの応援
を企画・運営
・中学校区におけるお楽しみ交流会
ウ 授業のユニバーサルデザイン化
ホスト校として，おもてなしやゲーム
「広島版『学びの変革』アクション・プ
等を企画・運営
の平成3 0年度全県展開を受け，
「主体
ウラン」
授業のユニバーサルデザイン化
的な学び」の創造を目指した取組を進めて
「広島版『学びの変革』アクション・
いる。具体的には，全ての児童がわくわく
プラン」の平成 30 年度全県展開を受け，
感をもって学ぶ授業，
「分かった」を実感す
「主体的な学び」の創造を目指した取組
る授業，新たな課題を発見し解決に向かお
を進めている。具体的には，全ての児童
うとする授業の実現に向け取り組んでいる。
がわくわく感をもって学ぶ授業，
「分かっ
・カリキュラム・マネジメントの視点をも
た」を実感する授業，新たな課題を発見
って「課題発見・解決学習」を位置付け
し解決に向かおうとする授業の実現に向
た単元を開発 （教科横断的に，地域の経
け取り組んでいる。

・ＰＴＡ総会や学校だよりを通じて，特別支
め，支援方法や支援体制等について新たな情
める。
・ PTA
総会や学校だよりを通じて，特別支援教

育や特別支援学級への保護者理解を深める。
おわりに
４ ４おわりに
教育のユニバーサルデザインに向けた取組を
教育のユニバーサルデザインに向けた取組を実
実践することで，全ての児童にとって，集中し
践することで，全ての児童にとって，集中し落ち
落ち着いて過ごせる教育環境，分かる授業，主
着いて過ごせる教育環境，分かる授業，主体的な
体的な学びの具現化が図られた。特に，障害の
学びの具現化が図られた。特に，障害のある児童
ある児童については，学習や学校生活を円滑に
については，学習や学校生活を円滑に行うことが
行うことができるようになっている。
できるようになっている。
引き続き，多様性を認め尊重しながらともに
引き続き，多様性を認め尊重しながらともに生
生きていくことのできる児童，すなわち，共生
きていくことのできる児童，すなわち，共生社会
社会の形成者となる児童の育成に向け，校長自
の形成者となる児童の育成に向け，校長自ら特別
ら特別支援教育に関する研修に参加する等，自
支援教育に関する研修に参加する等，自己研鑽を
己研鑽を重ねるとともに，教職員の特別支援教
重ねるとともに，教職員の特別支援教育に関する
育に関する専門性の向上を図る。
専門性の向上を図る。

１）阿部利彦編著「通常学級のユニバーサルデザ
1) 阿部利彦編著
「通常学級のユニバーサルデザ
イン プラン Zero」東洋館出版社 p.10-11
イン プラン Zero」東洋館出版社 p.1 0-1 1
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〈連携・接続…家庭・地域等との連携と異校種間接続の推進〉

保幼小の円滑な連携・接続に向けて〜松江市小学校長会の取組〜
提案者
１

島根県松江市立母衣小学校長

はじめに

中

村

次

郎

け，保幼小が積極的に情報共有し，共通カリキュ

松江市小学校長会では，一昨年度より保幼小の

ラムの実践とともに，個々の支援の充実を図る活

円滑な連携・接続をめざした取組を進めてきた。

動を通して保幼小の円滑な連携・接続を進めるこ

松江市は，国公立私立合わせて 107 の幼稚園や

ととした。

認可保育所・認定こども園があり，これ以外にも

校長会として，以下のように取り組んだ。

無認可の保育所が若干数ある。公立の小学校は

まずは，実態把握のために，小学校長及び幼稚

34 校，中学校は 16 校あり，それぞれの中学校区

園・保育所・こども園長を対象として，保幼小連

において平成 22 年度から学園化を図り，小中一

携に関するアンケートを実施した。（保幼からは

貫教育を進めてきた。これにより小中連携はかな

85 園から回答を得ることができた。）
それらをもとに以下に挙げる具体的な 4 つの取

り進んできている。
一方，保幼と小との連携については，学園化

組を決め，連携推進を図ることとした。

や，松江市における特別支援教育の推進体制が強

⑴

組織的な連携推進のための取組
組織的な連携推進を図ろうと，保幼小連携

化されたことにより進展を見せているところもあ

推進のための連絡協議会を設置した。

るが，まだ不十分な面もある。
平成 29 年度の小学校への入学者は 1702 名，そ

小学校長会，幼稚園長会，保育所長会な

のうち幼稚園からは 486 名，28.6％で，保育園か

ど，保幼小の関係団体の代表者が集まり，顔

らは残り 70％あまりを占めている。

見知りになるとともに，保幼小連携のために

これら入学児童の情報共有については，小規模

必要なことや課題について協議し，改善でき

校，特に小学校長が幼稚園長を併任している場合

るところから少しずつでも改善していくこと

には自然と把握し易いが，一方で，大規模校では

で，保幼小の連携が進むようにした。

30 を超える入学関係園所があり，保幼小の連携

⑵

円滑な保幼小の情報共有を図る取組

が一部の保幼にとどまってしまうことが大きな問

松江市全体としての統一した情報共有の仕

題と言える。また，学校規模にかかわらず保幼と

組みづくりとして，保幼の負担軽減と効果的

小との子どもの見立てや捉え方に違いがあり，情

な情報共有の実施に取り組んだ。

報が十分に伝わらないなど連携の難しさも感じて

①

年間を通した情報共有のために，校長会

いる。
２

年間を通して適切な時期での園所訪問

研究の概要

として就学直前に加え夏休みや 2 学期など

松江市小学校長会としては，子どもの実態や子

早期からの園所訪問を全小学校で実施する

育て環境が多様化している中，一人一人の健やか

仕組みを整え，希望のある園所には訪問す

な成長発達を図るために，保幼に積極的に働きか

ることとした。ただ，大規模校において
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ター（エスコ）の相談情報の共有や個人情報

ることが課題として残っている。
保幼小連携シートの作成

の取り扱いについて整理して情報の共有化が

保幼から小学校へ 3 学期に提出を依頼し

より進むようにしたり，園所訪問や研修会に

ている学級編制資料や連携シートについ

ついても関係機関との連携のもとで開催した

て，各学校で様式が異なっているため，

りするなど，これまでの取組がより充実し，

様々な様式にそれぞれ書かなければならず

松江市全体として継続するよう取り組んでい

負担が大きいとの保幼からの指摘があり，

く。

②

３

これを統一することとした。

校長の役割
小学校長会が主体的に働きかけることで今まで

松江市が作成している『保幼小接続カリ

個々での連携体制だったものが，一気に市全体の

キュラム』の活用促進を図る取組
松江市では，『保幼小接続カリキュラム』

保幼小連携に発展したという意見が連絡協議会で

を平成 25 年度に作成しているが，その活用

園所側から出た。子どもたちのよりよい教育環境

は決して十分とは言えない。

作りのために校長が教育的な課題を掘り起こし，

保幼小連携を一層進めるためには，まず校

先見的にリーダーシップを発揮することの大切さ

長として『保幼小接続カリキュラム』につい

を改めて感じた。また，他校種との連携を図る際

て理解することが大切と考え，昨年度は校長

には，校長会としての意思統一や自校の教職員へ

会において，『松江市保幼小接続カリキュラ

の丁寧な説明が大切であることも再認識した。各

ム』作成の背景と重点に関する研修会を開

組織のメンバーの交代もある中で取組の継続性を

き，理解を深めた。

図るのも校長の大きな役割である。

今年度には，この研修会を拡大し，保幼の

４

おわりに
平成 28 年度から取り組んできた成果として

管理職にも参加を募って保幼小の連携の重要

⑷

教育課題

今後は，松江市発達・教育相談支援セン

は，園所の数が多いため学校の負担も増え

⑶

Ⅴ

性及び具体的

は，まず組織としての連携体制ができたことが

な取組例につ

大きい。それに伴って，校長をはじめ，保育所長

いて合同で研

や幼稚園長の連携意識も強まってきた。また，情

修する場を設

報共有の仕組みを統一することができたことは大

けることにし

きな一歩だった。今年度実施した園所アンケート

ている。

でも園所訪問や連携シートに対する評価は高かっ

保幼小連携の取組を松江市全体としての取

た。
園所訪問を全校実施することとしたことによ

組へ
保幼小連携を校長会や保育所，幼稚園だけ

り，保育現場の様子を知り，保幼から小へ入学し

の取組とするのではなく，松江市全体での継

てくる子どもを早期に把握することにもつなが

続的な取組とするために，教育委員会や子育

り，成果の一つであると感じている。

て政策課など関係機関と連携しての取組が大

今後も保幼小の円滑な連携・接続に向けて保幼

切であると考え，4 回目からの連絡協議会に

小連携推進委員会を中心に校長会として，継続し

は各関係機関に参加を要請し，協議をともに

た取組を進めていくことにしている。

行った。
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