【平成 23 年度スーパーバイザー事業報告書】

「倉吉市・東伯郡中学校教育振興会国語部会活性化の取り組み」
倉吉市・東伯郡中学校教育振興会国語部会
鳥取県教育センター 学校教育支援室

はじめに
倉吉市・東伯郡中学校教育振興会は、鳥取県中部地区の１２中学校の教職員を構成員とした教育研究
活動を主目的とする任意団体であり、各教科や領域ごとの部会に分かれている。教科担任制の中学校に
おいて各教科部会は教科研究に関して重要な役割を担っている。それと同時に、構成員である個々の中
学校教員にとって、教科部会に所属することは「当たり前」のことであり、特別にその意義等を振り返
ることも少ないのではないかと思う。
本研究は、この教科部会の活動をマネジメントの視点から捉え直しその活性化を図ろうと、倉吉市・
東伯郡中学校教育振興会国語部会と教育センター学校教育支援室が共同で行ったものである。

１

国語部会の現状と問題意識
(1) 会員構成とその変化
教科部会の特色の一つに、会員の入れ替わりが緩やかであることが挙げられる。公立学校では、
転勤があるため３年も経てば職員の半分以上が入れ替わっているというようなことは珍しくないが、
教科部会においては基本的に離退職や新規採用等による入れ替わりだけである。これによって、お
なじみのメンバーといった雰囲気があり、学校とは違った連帯意識も生まれやすい。反面、近年の
学校教育を取り巻く環境の変化等による課題も浮き上がってきている。次のような点を指摘したい。
・各学校における教科担当者の減少
鳥取県中部地区でも子どもの数が減少しており、中学校の規模も徐々に小さくなってきた。教
科担任制の中学校では同教科の担当教員が減っており、担当時間数の多い国語科教員さえも、校
内に２～３人といったところである。このことが校内での教科研究が活性化されない一因となっ
ている。各中学校の校内研究では、いわゆる「教科の壁」を超えたところで授業研究をしようと
いう流れを打ち出す傾向が見られ、これはこれで大切なことであるが、一方で教科の特性をふま
えた指導法の研究が重要なことも言うまでもない。
【中部地区国語科教員数】
（管理職・常勤講師を含む）

倉吉市

(人)

東伯郡

倉吉市立東中学校

5

湯梨浜町立北溟中学校

3

倉吉市立西中学校

4

湯梨浜町立東郷中学校

2

倉吉市立久米中学校

3

三朝町立三朝中学校

3

倉吉市立河北中学校

3

北栄町立北条中学校

3

倉吉市立鴨川中学校

2

北栄町立大栄中学校

3

計

17

琴浦町立東伯中学校

3

琴浦町立赤碕中学校

2

計

19

（鳥取県教職員録 2011 より作成）
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・会員の年齢構成
鳥取県の中学校教員の年齢別構成では、50 歳前後の層が厚く、反対に 20 代~30 代前半の数が
極端に少なくなっている。こうした傾向は当然、中部地区の国語部会においても反映される。ベ
テラン教師は自分の培ってきた教育技術が確立されているため新たな教科研究に意欲を持ちにく
く、また培ってきた教育技術や教科の文化を他人に対して伝える機会が少なくなっている。

【中部地区国語部会員の年代
別構成】
（鳥取県教職員録 2011
をもとに作成）

年代

人数（人）

20

1
前半

2

後半

10

30

「とっとりの教育」（鳥取県教育委員会 HP）より

12

40

11

50

12

計

36

・会員の気質の変化や校務の多忙感による活動意欲の減退
以上に加え、構成する会員の意識自体も変化していると感じている。各学校でも、職場でのつ
きあいよりも個人の予定を優先する傾向は強まっている。加えて、昨今言われる学校の多忙化の
中では教科部会の活動への意欲も持ちにくくなっているように思われる。

(2) 組織としての教科部会の性質
学校組織は伝統的な企業組織に見られるピラミッド型と対比して、
「なべぶた構造」といわれるフ
ラットな構造に特色があると言われる。教科部会を組織としてみるならば、実態としては学校以上
にフラットで、なべぶたのつまみの部分も部会長を務める校長のみと言ってもよく、あとは輪番制
で事務を請け負う理事を 2 名おくだけだ。研究大会などの発表者を決める際に、部長校長による指
名で決まることが多いのもこの構造によるところだろう。そもそも明確な目的に向かって活動して
いるといった意識は低く、部長校長も権限を持った存在と言うよりは調整役になる場合が多い。
また、会員自体も日常的に顔を会わせるわけではなく、年の一度の総会の他は二、三度の研修会
で一部のものと顔を合わせる程度である。前述した構成員の入れ替わりが少なさで保たれた緩やか
な関係性による組織であることから、何かを決定したり、ある目的のために迅速に対応したりする
ようなことは難しい。

２

マネジメントの視点からの活動の見直し、
このような現状に対し、マネジメントの視点から組織とその活動を見直すことを試みた。すなわち「使

命」「顧客意識」
「組織の強み」である。
これらの視点の設定については県教育センタースーパーバイザーの浅野良一先生（兵庫教育大学 教
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授）の指導を受けた。浅野先生にはドラッカーのマネジメントに関する基本理論を応用することを提案
していただいた。
(1) 国語部会の使命と顧客
浅野先生の助言を受けて、まず取りかかったのが顧客の洗い出しである。「国語部会の顧客は誰
か？」を考えることは同時に国語部会の使命を考えることになり、使命を考えることが顧客意識を
広げることにつながった。
この作業に先立って、部長校長との協議や国語部会の本年度の役員に有志を交えた研修会を持っ
た。いずれの場にも浅野先生においでいただき、考え方を共有した上で、意見交換したものをまと
め直したのが下表である。
【国語部会の顧客とニーズ】
顧客候補

顧客のニーズ

A

会員自身

自分の授業に対する満足感

B

中部の中学生

国語力の向上

C

小学校

系統的な見通し

D

高等学校

基礎学力のアップ

E

保護者

志望校への進学
子どもの作品や活動に対する喜び

F

地域に貢献できる学力
地域
地域の文化度のアップ
先進的な研究内容の提示

G

他地域の国語部会
研究体制の提案
他教科の部会
教科部会活性化モデルの提示

これまでは、授業研究や行事運営の意識しかなかったため、顧客と言われても「会員自身」か、
せいぜい「中学生」が考えられるだけだった。顧客をあらためてとらえ直すことで発想の自由度が
広がったように思う。特に今回考えの幅が広がったと感じるのは「保護者」
「地域」を顧客としてあ
げたことである。これらから、国語部会の使命を次のようにまとめてみた。
【国語部会の使命】
国語教育をとおして、地域社会に感動や幸福感を与え続ける。
この使命を掲げることをスタートとして、国語部会の活動を見直していった。

(2) 国語部会の強み
使命実現への第一歩として、国語部会の強みを考えた。これも組織マネジメントの基本理論から
の発想である。これも、協議の中であがったものを次に列挙する。
【国語部会の強み】
○国語という教科の特性…文化的貢献に直結（国語というブランド）
・地域内に文芸サークルや文芸誌があり、その価値が定評を持っている。
○言語活動に関する全国的な関心の高さ
・国語教育の重要性が一教科の枠を越え、認識されている。
○働きかけやすいリーダーの存在
-3-

・部会員の中に、中部地区中学校管理職が多い。
（校長 2 名、教頭 3 名）
・地区内の高等学校にも国語科の管理職が多く、働きかけやすい。
・行政に国語部会出身者がおり、情報交換がしやすい。
（倉吉市教育委員会・県教育センター）
○大学・有識者との連携
・鳥取大学関係の先生方とのつながりを持つことができる。
○広域的
・中部地区全域にまたがる組織であり、幅広い活動が可能である。
これらの強みの抽出についても、浅野先生の助言を多くいただいている。特に「国語というのは
一つのブランドである」という助言が印象に残る。国語科が国語科であること自体が強みであると
いうことは発想の原点として重要であると同時に、所属するものにとっては、プライドをくすぐら
れ、活動の意欲につながる発想となる。

【鳥取県教育センターHP トピックスより】

【スーパーバイザー事業】５月２１日（土）倉吉市・東伯郡中学校振興会国語部会
県教育センターでは倉吉市・東伯郡中学校教育振興
会国語部会と連携しながら、教科部会の活性化の在り
方を考えています。
この日はスーパーバイザーの浅野良一先生（写真左
兵庫教育大学・教授）を囲んで、当会の役員や有志の
先生で話し合いの場が持たれました。浅野先生のお話
を聞き、「顧客」「使命」「ニーズ」「強み」といっ
たマネジメントの視点から教科部会の活動を見直し
たり、発想を広げたりすることができました。
参加者からは「顧客を広く考えると少し肩の力が抜
ける気がする。」「締め切っていた自分の窓をひとつ
開くことができた。」という声が聞かれ、有意義な会
となりました。

３

取り組みの内容と改善のポイント
(1) 国語部会が目指す姿
これまでの考えをもとに、具体的な取り組みについて紹介したい。その前提として現在の国語部
会が直面している状況に照らして、部会が目指す姿を明らかにしておく。それは大きく分けると次
の二つからなるもので、今回の活動は常にめざすものが二つであることを意識し、それらを分けて
考えたり、時には関連づけたりすることが大切であった。
【目指す姿】
①

会員が連帯の意識を持ち、協力しあえる関係を持った教科部会

②

共通実践による教科指導力の向上を図る教科部会

ア

学習指導要領改訂への対応
・指導事項の明確化→共同実践研究・情報交換の重要性

イ 「第４０回鳥取県中学校教育研究会国語部会研究大会へ向けて」
（平成２４年実施）の取り
組み
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②イの県大会については、中部地区が運営や研究授業を担当することになっており、国語部会に
とっては差し迫った課題となる。全ての活動はこのことを意識せずには成り立たないといっても良
い。

(2) 取り組みの具体
以下、取り組みの具体を構想段階のものも含めて紹介する。
①

組織の改善
中部地区の国語部会には、過去の大会運営等で全体を４つの部会に分けて研究を進めるよう

になっていた。国語科の３領域１事項という内容構成に沿ったもので、１２校を近隣の３校ず
つ４グループに分けたものである。学校の所在地が近いことで、比較的会員が集まりやすいこ
と、少人数なので協議に参加しやすいことの利点があり、定着してきている。特に平成１８年
に担当した県大会兼中国大会の運営・発表では、全会員が一体感を持ってやることができた。
この成功体験を持っていることも部会としての強みと言えるだろう。
国語部会では今回、このことを基盤として県大会へ向けての組織をあらためて見なした。

【国語部会研究組織イメージ】

部長・副部長（校長）

研究推進部
アドバイザー

研究部長
「話すこと・聞くこと」部会長

「書くこと」部会長

「読むこと」部会長

「（言語）事項」部会長

「書写」部会長

「話すこと・聞くこと」部会

（倉西・鴨川・久米）

「書くこと」部会

（東郷・北溟・北条）

「読むこと」部会

（倉東・河北・三朝）

「（言語）事項」部会

（大栄・東伯・赤碕）

自主研修会

「書写部会」

各部会

各会員

共同研究を進めるという前提では、その舵取りが重要な役割を果たす。今回は、研究部長を
定め、各部会長を構成員とする研究部を機能させることで、組織の改善を一歩進めようとして
いる。もっとも、形の上で組織を定めることとそれが機能することは同じではない。一応の形
-5-

をイメージした上で、臨機応変に進めていくというのが国語部会の性質に似つかわしいと思わ
れる。
②

ビジョンの共有
組織にとって、ビジョンの共有は重要である。国語部会においてのそれは、国語教育観のす

りあわせということになろう。国語科の指導においては、教科書の使用の仕方やカリキュラム
の組み立てなど、担当する教師による裁量の範囲が比較的広く、国語教師は個々に自分なりの
国語教育観ややり方というものを持ちやすい。そのことは同時に他の国語教師のやり方に対し
て口を挟まないという雰囲気につながりやすい。したがって、ビジョンを共有するにあたって
は、外部の権威を活用することが効率的である。
・兵庫教育大学 浅野良一先生（組織の活性化）
今回の研究自体が県教育センターのスーパーバイザー事業を活用したものであり、スーパ
ーバイザーの浅野良一先生の助言をいただきながら進めているものである。国語部会の活性
化を考えることから入ってはいるが、それは「何のための国語教育なのか」を考えることに
つながるものであり、会員同士、折に触れてそうしたことを話題にするようになっている。

・神戸大学名誉教授 浜本純逸先生（教科指導）
浜本先生には、元鳥取大学の教授として県内の国語教育について日頃より御指導いただい
ている。国語教育界においても権威中の権威であり、大局観を持った国語教育についての指
導を受けることができる。早稲田大学を御退官後、住居地として鳥取を選ばれたことは、県
の国語教育にとって幸運だった。また、鳥取大学をはじめ、近県の大学の先生方や実践家の
中にも浜本先生の薫陶を受けられた方が多く、それらの方から受ける指導との一貫性も考え
やすい。
浜本先生には、平成２３年８月に行った国語部会の講師をお願いし、多くの会員が直接共
通したお話を伺うことができた。

その他、授業研究会や自主研修会の中で鳥取大学等の先生方のお話を聞く機会も増えてきた。
こうした活動の中で、県大会の大会テーマを『生きてはたらく確かな言葉の力を育てる国語
教育の創造』と定め、その解釈を共有しようとしている。

③

部会行事の新設や見直し

・中部弁論大会運営の見直し
国語部会では、例年秋に「中部弁論大会」を行っている。各校代表の１２名による意見発
表を、会場校となった中学校の生徒が聞く形である。今回はこれに、広げた顧客意識を持ち
込み、この行事を中学生だけでなく、保護者や地域を対象としたものにできないかと考えた。
取り入れようとした工夫は次の通りである。
○チラシを保護者に配布し、参加を呼びかける。
○ケーブルテレビに協力を呼びかけ、情報発信をする。
○地元新聞社に後援を依頼し、取材の要請をするとともに、特別賞を出していただく。
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この他にも、公民館や施設などへの PR も検討したが、今回は準備期間の短さから十分なも
のとはなり得ていない。しかし、意識を外に向けることで「言葉の力」、「中学生の力」を再
認識することになり、この取り組みの可能性を感じることができた。
また、単に学習活動の発表の場としてだけでなく、引率者としてせっかく集まった会員の
指導法交流の場としてとらえ直すこともできると感じた。
【配布したチラシ】

【平成 23 年 10 月 28 日 「新日本海新聞」
】

【鳥取県教育センターHP トピックスより】

【スーパーバイザー事業】１０月２７日（木）中部弁論大会（倉吉市・東伯郡中学校教
育振興会国語部会
倉吉市・東伯郡中学校教育振興会国語部会では
教育研究団体の活性化に向けた様々な取り組みを
始めています。
この日は例年行っている中部弁論大会を保護者
や地域へ開くものへと変えようと地元のケーブル
テレビや新聞社に協力を求め、それぞれのメディ
アをとおして広く中学生の活動が伝えられまし
た。
また、少数でしたが参観いただいた保護者の方
からは、「中学生の純粋な意見に触れて、さわや
かな気持ちにさせてもらいました。」という声も
聞かれ、教育活動の意義を考える上でのヒントを
いただいたような気がしました。

・
中部地区中学生「本の POP コンテスト」企画
「国語科が国語科であること」の強みを活かした企画をしたいという意識は早くからあっ
た。例えるなら、地域の文芸誌とタイアップして、中学生の作品を寄稿するとか、国語部会
で新たな作文コンクールを創設するとか「○○検定」ムーブメントを起こすなどである。た
だ、作文・作品を仕上げることは相当な労力を要する。実際、学校にも多くのコンクールへ
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の応募要請が届くが、なかなか対応できないのが現状
である。これらに各会員の賛同を得て共同実践するこ
とは困難に感じられた。
そうした中で着想を得たのが「本のＰＯＰ」である。
書籍などで他県の実践例に触れていたこと、会員の中
に取り組みの発想を持っていた先生があったことなど
が結びついた。各学校や学級の事情によって様々な工
夫が可能でやり方によっては短時間で完成させられ、
書店という場を借りて地域社会にアピールするという
形が明確にイメージしやすかった。
さっそく要項案を作成し、まずは書店側にこの企画
が可能かどうかを問い合わせた。最初に当たった今井
書店では、中部地区のグループ長さんと店長さんに集
まっていただいた。その席では、作品が果たして集ま
るのか、どのような書籍を対象にした作品となるのか、寄せられた作品をどのように扱った
らよいのか、などの問題点が挙げられた。その場では、今回の教育研究としての意義、募集
と指導について会員が協力しながら進めること、対象書籍の例示や作品の規定を具体的に入
れて要項案を練り直すことなどを伝えた。同時に本の POP づくりについて中学生や教員に直
接指導していただくことも交渉し、これに対して資料の提供や書籍の紹介をしていただいた。
この日の内容については社内で協議し後日の返答ということになった。唐突な申し出で、問
題点の指摘を多く受ける形になったが、帰り際にある店長さんから「でも、いいことだと思
いますので頑張ってください。
」と言っていただいたのは大きな励みになった。店長さん自身
も中学生の保護者だということで、また当然のことながら本への関心が高い。ここにも顧客
がいらっしゃった。
数日後グループ長さんから連絡があり、
「地域全体でやるのならば、書店組合を通してやっ
てほしい。
」という回答をいただいたので、今度は書店組合と連絡を取って協議の場を持った。
書店組合にはこの取り組みの意義を認めていただきながら、書店さんによって色々な考え方
があることを前提とした上で協力を約束していただいた。協議の中で言われていたことの一
つにこれは将来的に全県に範囲を広げるようなことはないのかといることがあった。これも
簡単ではないが、更に発想を広げるヒントではあると感じている。
書店組合さんの了解を受けた上で、今井書店、桑田書店、朝倉書店、TSUTAYA に協力を
要請した。これらの中で、書店さんが感じられている中学生の読書傾向なども聞くことがで
きた。また、朝倉書店からは今回寄せられる生徒作品で、優秀なものは全店で紹介した方が
いいなど具体的な改善案をいただいた、中学生の気持ちを思いやっていただいた上での提案
であり、地域社会の中にはこうした意識が根付いていることが感じられた。
一方で、各中学校の了承を得ることも必要だった。
まず、本を扱う内容であったことから同じ中学校教育振興会の図書館教育部会の部長校長
に相談した。協議の上、共同主催者として要項に記載させていただくことになった。
その後中部地区の校長会に諮ったが、その場では営利企業との連携に問題がないかという
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ことが挙げられた。公共図書館を相手に同じようなこともできるのではないかという考えは
持たないではなかったが、中学生にとって直接的に社会と結びつくと言う意味ではやはり書
店という場が魅力的だった。全国的にも例があること、書店組合を通しており、特定の書店
だけを対象としていないことなどを挙げて了解を得た。また説明の中に、この取り組みの意
義として、共通した言語活動を設定することが中学校教師の意見交換や実践交流の活性につ
ながることを加えていただいた。言語活動への関心の高さを強みとして生かすことを意識し
た。
このような過程を経てできあがったのが次のような要項である。

【POP コンテスト実施要項《抜粋》
】
中部地区中学生『本の POP』コンテスト実施要領

１

目

的

○中学生の読書への関心を高めるとともに、地域文化の振興に寄与する。
○教育研究の一環として地域と中学校教育の連携のあり方を考える。
○「本のポップづくり」という言語活動を共有することで、中部地区国語教師や図書館教育担当教師の
実践交流をより一層図る。
２

主

催

倉吉市･東伯郡中学校教育振興会国語部会・図書館教育部会

３

協

賛

４

応募資格

倉吉市及び東伯郡の中学校に在籍する中学校生徒

５

応募期間

平成２３年１２月１日（木）～平成２４年１月１３日（金）

６

作品規定

大きさは名刺大～葉書大程度とし、形は自由

７

対象書籍

鳥取県書店商業組合

自由。

複製は不可

ただし、コミックス・雑誌類は対象外とする。

※選書及び作品例として以下のようなものが考えられる。
・絵本、児童書について、小学生以下の子どもやその保護者等を対象にした作品
・文庫本、新書本について、一般の人を対象にした作品
・図書目録、推薦図書リストなどから選書したものについて、同じ中学生を対象にし
た作品
・実際に利用した参考書やスポーツ解説本などの実用本について、同年代の人を対象
にした作品
・その他心に残る一冊について、一般の人を対象にした作品。
８

応募方法

在籍する中学校を通し、倉吉市･東伯郡中学校教育振興会国語部会事務局へ送付する。

各中学校は整理番号をつけた応募者リストを作成し、同送すること。また、作品裏面
には応募者リストと対応した整理番号、書籍情報の他、掲示を希望する書店の記号を
記入すること。
※留意事項

（記入例）

・整理番号は各学校でクラスや出席番号等を利用するなどして割り振ること。
・書籍情報は、書名、著者名、シリーズ
名、出版社等で、対象とした書籍が特
（裏面）
定できる程度のものとする。
・学校番号・希望書店記号については（別
（学校番号）（整理番号） （書籍情報） （希望書店）
表１・２）を参照すること
○○文庫
・作品裏面の下部等に目立たぬよう記入
③
すること
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2132 「坊っちゃん」 C

要項を配布し、募集を開始するのと期を同じくして「本の
POP」づくりに関した自主研修会を持った。多方面に協力をい
ただくとともに、作品が広く地域の方の眼に触れるものとなるこ
とから、できるだけ質の高い作品が望ましい。しかもそれが国語
科の授業としてねらいを明確にしたものになりうるにはどのよ
うな活動にしたらよいか、それを会員が一緒に考える場をつくる
ことが重要だった。このこと自体がこの取り組みのねらいの一つ
でもある。
応募作品は５校から合計二百数十点にのぼった。審査は、国語
部会の役員や応募した学校の先生方で行った。自主研修会で考え

審査風景

た指導法を自校の実態に会わせてアレンジして扱ったもの、要項にも盛り込んだ相手意識を
強く持たせたものなど、指導の工夫が随所に見られた。生徒の取り組みの様子などを話なが
ら、最優秀賞１点、優秀賞８点、入選１３点を選んだ。審査に参加した先生からは、
「他校の
作品の完成度を見て刺激を受けた、次回はもっと指導に工夫を加えたい。
」という感想も聞か
れた。
作品は、後日整理した上で各書店に配布した。
書店員さんからは作品の仕上がりに驚き、
「毎月で
もつくってほしい」というような冗談を言ってく
ださる方もあった。
このように、相手意識を明確にした実の場の設
定は、県大会のテーマにある「生きてはたらく確
かな言葉の力」とも強くつながってくるものだろ
う。
最優秀賞作品

【平成 24 年 2 月 25 日 「新日本海新聞」】
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④異校種との連携
接続する校種の先生方を国語部会の顧客としてとらえたとき、国語部会としてできることは
ないだろうか。そうした発想で次のようなことを考えている。
・小中高合同研修の企画 （教育センターとの連携「古典指導」2/18）
考えてみると、教科として小学校や高等学校の先生方と連携することはほとんどない。同
じ子どもたちを相手にしていることを思えば、このことは大きな課題ととらえるべきだろう。
ただ、小・中・高それぞれに子どもの発達段階や、環境、目的意識、文化などが異なる。単
純に実践の交流をするだけでは、お互いがつながることは難しいと感じている。少しでも連
携を前に進めるポイントとして、お互いの校種が向かい合うのでなく、同じ方向を向くこと
すなわち目的意識を共有してそれぞれの段階、立場で何ができるかを考えるという姿勢が重
要である。また、そのためにも目的として見る範囲を少し広く持つ必要があるのではないだ
ろうか。それぞれの学校の卒業時ではなく、もう少し遠く広いところにポイントを持つとい
うことである。
こうしたことを考えたときに、県教育センターの「アドバイザー派遣事業」を活用して研
修会を設定することもできる。今回は県教育センターの「教育セミナー」という形でそのモ
デルとなるような研修が開催された。講師の先生も地元の鳥取大学・島根大学の先生であり、
見方によっては連携の幅も広くとらえられる。

・冊子「国語部会活動のまとめ」の配布

提案

国語部会には「中部国語人」という同人誌を発行してきたという伝統があった。しばらく
途絶えていたが、近年、形を変え「国語部会のまとめ」として、意見文などの生徒作品、会
員の指導案などをまとめて会員に配布するようになった。こうした文集のようなものが身近
に考えられるのも国語科の強みの一つだろう。単純な話であるが、これを中部地区の小学校
や高等学校に配布してはどうかと考えている。忙しさに紛れ、目に留めていただけることは
難しいかもしれない。それでも、中学校の考えや活動を理解していただき、場合よっては何
らかのフィードバックをいただく可能性を残すことには意味があるだろう。

⑤会員の意思疎通

提案

国語部会の運営の難しさの一因に構成員が普段離れた場所にいるということがあげられる。
会員同士のコミュニケーションが希薄になるのはやむを得ないところだ。実際、会の回数にも
制限が設けられているし、どうしてもそれぞれの学校の仕事を第一として考える。そうした状
況で、少しでもそれを補うためにできることにはどんなことがあるかを模索している。

・インターネット利用（メール・ホームページ）による情報共有
一つにインターネットを活用したコミュニケーションが挙げられる。具体的には県教育セ
ンターの運営する鳥教ネットに国語部会としてのホームページを開設した。情報不足は活動
の停滞につながりやすい。県大会という明確な指標があるこの時にそれぞれの部会の活動の
様子などを交換できる場を設けることは重要である。。
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・自主研修会の定期開催
現時点で、国語部会の活動としては挙げられないが、中部地区では有志による国語教育研
究サークル活動を行っている。基本的に毎月 1 回の月例で、土曜日の午後などの時間を使っ
ている。やはり実際に顔を合わせて情報や意見を交換することは大きな意味があり、前述し
た「本の POP」づくりに関する自主研修など本研究に伴う活動に直接関連させることもあっ
た。本年度の活動を簡単に紹介いておく。
月
４月例会

テーマ

内

容

新学習指導要領全面実施

(1) アクション・リサーチの紹介

へ向けて～アクション・リ

(2) リサーチペーパー作成演習

サーチでつながろう～
５月例会

「変わるものと変わらな

(1) 実践報告「『走れメロス』もう一つの物語」
（北

いもの～「定番教材」への
アプローチ～」

溟中学校 澤明江先生）
(2) 実践紹介

北海道教育大学附属函館中学校

黒田 諭先生の実践
６月例会

「学習指導案の急所」

○協議 学習指導案の書き方とその意味

８月例会

「説明文指導の新展開」

(1) 実践報告

「筆者と読者をつなぐ説明的文章

の主体的な読みの指導～非連続テキストの『検
証読み』」（小中学校課・八幡晋史指導主事）
(2) 研究紹介

「国語科における言語活動の指導

の工夫～読む・書く活動を通して～」
（安田小学
校・鍬本鮎美教諭）
９月例会

「新しい国語を眺める」

ワークショップ 「コピーライティングのワザ」
東京書籍『新しい国語』を概観する

10 月例会

「みんなでポップを作ろ

(1) ワークショップ１『「大造じいさんとガン」を

う」

読んで語り合おう』―作品のよさを発見してポ
ップにする―
(2) ワークショップ２

「プロのテクニックに学

ぼう」
11 月例会

「書くことの一工夫」

(1) ワークショップ１「枠組み作文」広島大学田
中宏幸先生の提案から
(2) ワークショップ２「高等学校のパンフレット
を批評する文を書こう～資料を引用して書く
～」（文部科学省 言語活動の充実に関する事例
集【中学校版】より）

12 月例会

「全中国研（群馬大会）報

(1) 分科会報告

告会」

(2) ワークショップ（平成２３年度

中学校国語

の調査問題を踏まえた授業アイディア例より）
１月例会

「ことばとしての文字指

○鳥取大学

導」

教授

に関する講義
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住川英明先生による書写指導

(3) 平成２３年度 研究・事業の流れ
最後に、ここに示した活動を時間順にまとめておく。アイデアを実行に移す段階でスケジュール
の管理は重要である。本年度の活動も計画案をもとにやってきた。もちろん、その予定通りにはい
かなかったが、ここにあげるものはそれらを修正した結果としてのものである。
活

時期

５月

動

備

考

12 日 鳥山校長先生と浅野先生の協議

今後の方向性のすりあわせ

21 日 浅野先生による会員研修

国語部会の在り方検討

25 日 一斉教科部会
６月

７月
夏季研修会

研究方針の協議

８月
浜本先生の講義
実践
９月
各部会授業研

POP コンテスト企画

研究推進委員会

27 日 中部弁論大会

10 月

ポイントの見直し

指導案の提出
11 月
領域部会別研究会
8 日 一斉授業研究会

POP コン募集開始

12 月
領域部会別研究会
POP コン審査
１月

２月

2 日 研究推進委員会(県大

POP コン展示

会に向けて)

18 日 教育セミナー発表

18 日 教育セミナー（古典

（マネジメント）

まとめ、振り返り

指導合同研修会）
領域別授業研究会

アンケート

国語部会のまとめ発行

ホームページの公開

３月

４

検証
(1) 平成２３年度活動の振り返り
会員に対してアンケートを取り、今年度の活動に対する評価をまとめたい。
（2/29 時点で未実施）
(2) 平成２４年度活動に向けて
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アンケート等で明らかにされる課題に対して具体的な対応を考えたい。また、２４年度はより県
大会に向けての活動が活発になることが予想される。国語部会の活動に対する関心が高まるチャン
スととらえて、部会内外での連携を強めていきたい。

おわりに
教科部会の在り方についてマネジメントの視点から迫るという今回の取り組みは、当初突飛な発想の
ようにも感じていた。しかし、何となくやっていることを原理・原則と照らしながら整理していくこと
は、思った以上にやっていることの意義づけや新しい発想の源になった。
浅野先生に相談を持ちかけたおり、
「国語科の顧客は？」と切り出されて面食らいながらも発想が広が
るのを感じた時、小さな情報や発想がある瞬間に結びついてひらめきとなった時、地域の方に中学生に
対する思いやりの言葉をかけていただいた時、受賞した中学生が喜んでいる様子を見た時、仲間と連帯
していることを実感できた時など、今回の実践を通して多くの感動を共有することができた。そうした
感動が活力につながると浅野先生が最初におっしゃっていた言葉の意味が少しは確認できたように思う。
浅野先生をはじめ多方面に迷惑を掛けながらも、多大な御理解や御協力をいただいていることに感謝
したい。
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