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知性・創造性〉

主体的・対話的で深い学びにつながる
組織的なカリキュラム・マネジメントの在り方
提案者

１

山口県周防大島町立森野小学校長

はじめに

石

本 和

巳

行う学習活動である。

これからの社会は，グローバル化や高度情報

・高学年：１学期５日，２学期５日 40時間

化，少子高齢化，そして，超スマート社会（Society

・中学年：１学期１日，２学期１日 ８時間

5.0）の実現など，社会構造の急速な変革が見込

・低学年：１学期１日

まれる。

②

一方，学校は，解決すべき課題が一層複雑化・

４時間

ＫＳ学習の目的
小規模校のメリットを最大限に生かし，

多様化する中で，子どもたちが志をもってたくま

デメリットを最小化して学びの充実を図

しく生き抜き未来を切り拓くことができる「生き

る。

る力」の育成に向けて，子どもの実態や地域の特

・主体的・対話的で深い学びの場の充実

性を生かして「しなやかな知性」と「豊かな創造

合同による新たな集団で，固定的な人

性」を育む必要がある。

間関係を解消し関わり合う学習を通し

このような中，校長は，学校経営ビジョンの明

て，多様な考え方や価値観に出会い，学

確化と共有や，教職員の意識改革にリーダーシッ

習への意欲・態度の育成と学力の向上を

プを発揮し，PDCAサイクルの実効を上げるシス

図る。

テムの構築と運営などに日々尽力している。

・教員の授業改善や授業力の研修の充実

山口県大島郡においては，近年の学校統合で，

学年を３人以上の教員が担当する機

小学校数は10校である。７校は，児童50人以下で

会で，授業研究，教材研究，ティーム・

複式学級をもつ小規模校である。

ティーチング，ＩＣＴ活用，児童理解，

そこで，本研究では，知性・創造性を育む組織

評価のマネジメント，組織的なカリキュ

的なカリキュラム・マネジメントの体制づくり

ラム・マネジメントなど，資質能力の向

に，校長が連携・協働して果たすべき具体的方策

上を図る。

を明らかにすることとした。研究は，主体的・対

・小学校間連携と小・中学校連携の充実

話的で深い学びにつながるカリキュラム・マネジ

小学校間の日常的な連携やＩＣＴを活

メントにおけるコミュニティ・スクールの仕組み

用した授業，中学校の出前授業を推進す

の活用と教職員の連携・協働に視点を置き，大島

る。

郡の全ての小学校が「チーム大島」として連携し
て進めた。
２

年の分担と，担当学年の準備部会の主催

拡大集合学習（以下「ＫＳ学習」）
①

校長による具体的方策例

・ＫＳ学習の連携校における低・中・高学

研究の概要
⑴

③

・ＫＳ学習に関する校長会の定期開催によ

ＫＳ学習の形態

り，取組の方向性と方策の協議，実施状

小学校９校が３つの中学校区に分かれ

況の把握，次年度の計画立案，ＫＳ学習

て，全学年で低・中・高学年ごとに合同で

に係る教務主任・研修主任会の計画立案
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・ＫＳ学習が単なる「交流」ではなく，組

校種間連携や，小・中学校の各学校運営協

織的なカリキュラム・マネジメントによ

議会と中学校区学校運営協議会の仕組みを

る「学力向上，授業改善，資質能力向上」

活用し，社会に開かれた教育課程を組織的に

の場としての位置付けと，教職員の意欲

マネジメントする持続的なシステムを構築

高揚

する。

・ＫＳ学習の連携校における目指す児童

①

取組例

像，重点目標，研修主題決定への取組の

・中学校区学校運営協議会と部会の運営

推進

・小・中・高連携によるカリキュラム「起

・主体的・対話的で深い学びのＫＳ学習の

業体験学習」（キャリア教育）の実施

カリキュラムでの位置付け

②

校長による具体的方策例

・カリキュラム・マネジメントに係る指

・中学校区学校運営協議会の目的を明確化

導・助言による体制づくりと人材育成

・活動内容の方向付けと，地域連携カリ

⑵

ユニット型研修（開かれた授業研究）

キュラムをマネジメントする組織づくり

学校の課題解決を図るため，教職員だけで

・各校の学校運営協議会や中学校区学校運

行っていた授業研究を伴う校内研修に，学校

営協議会におけるPDCA機能のシステム

運営協議会の委員（保護者・地域）が協議に

化

加わり，教職員と一体的に授業改善や人材育

・中学校区内の小・中学校の学校評価にお

成を推進する体制である。
①

ける共通の評価項目の決定

取組例

・小・中学校，高等学校12年間の連携した

・教職員と学校運営協議会の委員による複
数の人材育成ユニットの構成と，授業研

教育ビジョンの提示と組織づくり
３

究での改善の手立ての協議や評価の実施
②

校長の役割
・組織的なカリキュラム・マネジメントに対す

・小・中学校合同のユニット型研修の実施

る意識改革と意欲の高揚を図ること

校長による具体的方策例

・コミュニティ・スクールの仕組みを生かした

・校内研修におけるユニット型研修の位置

持続性・実効性あるシステムの構築と強化を

付けと，教職員と保護者・地域の意識改

図ること

革

・小規模校間の連携・協働の組織づくりや活動

・地域と，学力面の課題の共有や，目指す

の場の構築を図ること

児童像と解決の方策の協議の場づくり
（熟議）

・担当学年のＫＳ学習を運営すること
４

おわりに

・保護者・地域の目線での気づきや願いを

本研究で，校長がチーム大島として連携・協働

授業改善や教育課程に反映する場づくり

し，組織・場・環境・機能づくりなどの体制構築

・主体的・対話的で深い学びの重点単元の

と運営を進めることが，主体的・対話的で深い学

設定や評価・改善など，組織的なカリ

びにつながる組織的なカリキュラム・マネジメン

キュラム・マネジメントに取り組む体制

トの推進に大切であることが明らかになった。

づくり

⑶

Ⅱ

今後も知性・創造性を保護者・地域と一体と

・各授業研究に連続性をもたせ，PDCA機

なって育むために，チーム大島として連携・協働

能の強化による実効性ある授業研究の推

を推進し，運営や体制の在り方を探り，リーダー

進

シップを発揮する所存である。

やまぐち型地域連携教育
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知性・創造性〉

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

鳥取県境港市立余子小学校長

２

はじめに

境港～
仲

倉 孝

浩

研究の概要

情報化やグローバル化など急激な社会の変化に

境港市小学校長会では「豊かな人間性とたくま

対応するため，これからの子どもたちには，人間

しく生きる力をもつ子どもの育成」をテーマに掲

性豊かな社会を形成するためのしなやかな知性と

げ，中学校区の連携をさらに深めたり，人や地域

創造性が求められる。この力がたくましく生きて

とのかかわりを大切にしたりして，「ひらく」「か

いく原動力となる。

かわる」「つながる」をキーワードにした様々な

境港市では，立地条件を生かした海と空の港と

取組を進めている。

しての機能が整備されてきた。それに伴い，従来

⑴

中学校区の定例校長会の取組

からの水産業に加えて，近年は運輸業と観光業も

境港市の月例校長会には，小・中学校長全

盛んになっている。しかし，他の地域と同様に人

員が集う。教育委員会からの指示・伝達，協

口減少や少子高齢化が今後の大きな課題であり，

議が終了した後に，同会場で校長が協議，情

地域の担い手として期待される子どもたちに，持

報共有等を行って，自校の学校経営と小中連

続可能な地域づくりのための資質と能力，そして

携の方向性を確認している。
それを踏まえて，小中が連携して，各中学

行動力を育むことが求められている。

校区で様々な取組を行っている。

境港市教育委員会は，この人口減少や少子高齢
化傾向も見据えて，平成29年度から中学校区単位

①

中学校教員の小学校理解と専門性活用

でのコミュニティ・スクール制度の導入準備を開

②

先進的な小中連携を学ぶ合同県外研修

始し，今年度は第一中学校区がコミュニティ・ス

③

教諭の小中学校定例会の開催

クールとなった。そして，令和３年度には，市内

④

中学生による小学校での職場体験

の３中学校と６小学校すべてが，１中学校２小学

⑤

児童と生徒との交流

校を単位とするコミュニティ・スクールとなる。
それと並行して，数年前から，小中一貫校の設置

⑵

身近な「ひと・こと・もの」と直接関わる
体験を大切にした取組例
総合的な学習の時間を使い，地域の特性を

も検討されている。
市内の小・中学校は，現状を踏まえ，教育委員

生かした知性・創造性を育むカリキュラムを

会から示された学校教育指針「一人一人を大切に

編成し，マネジメントを工夫しながら実施し

した質の高い学校教育の推進」に基づき，校長会

ている。（境小学校）

を連携の基盤として，ビジョンを共有し，それぞ

①
組

れの特色を生かした教育課程を編成して，教育活
②

動に取り組んでいる。

「おさかなロードを盛り上げよう」の取

総合的な学習の時間のカリキュラム・マ
ネジメント
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階では，準備委員会のメンバーである校長

豊かな人間性を育むための道徳教育の充実

は，保護者・地域の代表メンバーとともに論

を図る取組例
中学校区教育連携ビジョンの「めざす子ど

点整理を行う。それを受けて，他の教職員や

も像」との関連道徳価値項目を重点にして，

地域住民等も加わり，「○○中学校区のめざ

道徳教育の充実を図っている。令和元年度11

す子ども像」等について熟議を行い，校区の

月には，中国地区小学校道徳研究大会を実施

あり方を練り上げていく。このようにして，

する。（上道小学校）

学校，家庭，地域が課題，目標，ビジョン作

①

学校目標達成に向けたカリキュラム

成に参画する。２年間の準備期間の後に学校

②

授業力の向上のための仕組みづくり

運営協議会を立ち上げ，コミュニティ・ス

③

授業研究における研究協議の仕方改善

クールがスタートする。

⑷

この制度も活用しながら，児童生徒の知性

英語教育を通じた国際社会に貢献できるグ

と創造性を育むカリキュラム・マネジメント

ローバルな人材の育成の取組

を行う予定である。

境港市は「北東アジアに向けた西日本の

①

ゲートウェイ」としての役割を持っている。

境港市のコミュニティ・スクール制度導
入の概要

平成28～30年度には，県の「小学校英語パ
ワーアップ事業」の指定を受けて研究・実践

②

導入準備に係る校長の役割

をした。その成果を市内小学校で共有し，工

③

コミュニティ・スクールの組織構造例

３

夫改善しながら活用している。
①

・今あるべき姿とそれに向かうグランドデザイ

境港市外国語活動指導案集の活用と英語

ンを教職員に明確に示して，地域の特色を生

指導案集の作成
②

各中学校区のＡＬＴの活用

③

英語教育実施に向けた専任教員の活用

④

外国とつながる学習活動

⑸

校長の役割

かした教育課程を編成する。
・常に情報収集しながら，教職員と協働し，カ
リキュラム・マネジメントを推進する。
・保護者，地域機関の関係者，ボランティア等

円滑な小学校統合に向けての取組
平成28年度の境港市校区審議会において

と協働し，信頼関係を築くことを通して，
「社

令和２年度に市内の２小学校の統合が決定

会に開かれた教育課程」の実現につなげる。

した。それを受けて，平成30年９月に市教育

４

おわりに
境港市の小・中学校長は，互いに「ひらき」

委員会が準備委員会を立ち上げた。その部会
では，管理職等を中心に，教職員，ＰＴＡ代

「かかわり」「つながる」関係を大切にしてきた。

表が参画して統合準備を進めている。（余子

この関係を基に，各学校では「ひらく」「かかわ

小学校，誠道小学校）

る」「つながる」をキーワードに，知性・創造性

①

統合準備委員会における管理職の役割

を育むカリキュラム・マネジメントを研究・実践

②

児童交流のPDCA

している。

③

児童交流のための校長のリーダーシップ

⑹

今後もこれまでの実践を情報共有し，進化させ

と教職員の連携

ながら，境港市の特色を生かし，将来を担ってい

コミュニティ・スクール準備の取組

く子どもたちの育成をめざしたい。

コミュニティ・スクール制度の導入準備段
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豊かな人間性〉

深く学び，自他を大切にする豊かな人間性を育む
～自尊感情に支えられた学力を育てる取り組み～
提案者

１

広島県広島市立福木小学校長

彦

広島市教育大綱

多い。学力調査から見えてくる実態を分析

本市は，人間の尊厳や生命の尊さを自覚

し，指導の在り方について研究することが必
要である。

し，自他共に大切にし，正義感や公正さを重
んじ，人と自然の共生する平和な社会を築い

２

ていく心を育て，自立して行動する力を養う

⑵

吉 和

児童の存在や無答率が国や市の割合よりも

はじめに
⑴

三

研究の概要
⑴

学校経営の基本姿勢

ことを教育の原点としている（広島市教育大

教育目標「深く学び，自他を大切にする豊

綱）。本稿では，
「自らの未来を主体的に切り

かな人間性を育む」を掲げ，児童のみならず，

拓き，共によりよい社会を創ろうとする」豊

教職員も自らの人間性を磨き高めていくこ

かな人間性の土台としての「自尊感情」を育

とができる学校を創造する。そのために，教

む学校経営の一端について提案する。

職員は，あるべき姿や目指す方向性を共通理

本校の実態と課題

解し，今ある姿に諦めず，その姿をもって切

本校は，広島市東区の北に位置し，山々や

り捨てることなく，これからの未来にあり得

田園もあり，豊かな自然に囲まれている。令

る姿を，児童と教職員と保護者がともに探し

和元年５月１日現在，児童数681名（通常学

ながら，諦めることなく段階的に継続的に取

級23，特別支援学級３）である。校区内は，

り組む学校協働を組織していく。

細長く広範で，１保育園・２幼稚園・１小学
校・１中学校が隣接しており，同じ人間関係
のなかで，長年過ごすことになる。保幼小中

⑵

取組
①
ア

自尊感情と学力に関する共通理解
自尊感情とは：自分らしく生きるため

教職員が15年間で子どもを育てる視点をも

の基になる感情，自他を高めあって生き

つことが必要である。

るための基になる感情

崩壊や暴力と直面している家庭もあり，教

イ

自尊感情に支えられた学力とは：自己

育課題は多岐にわたっている。親子二代にわ

実現する学力，諦めずに挑戦し続ける学

たり本校出身者であるという家庭も多く，保

力，社会貢献する学力，多様性を尊重す

護者の関係性は子世代にまで影響を与えて

る学力⇒自他を尊重する学力

いる。地域とも学校とも日常的なつながりが

②

授業実践の重点事項
深い学びを目指し，安心感と知の関係性

少ない家庭も多い。
学習習慣の定着が低く，学力の剥落が見ら

を築くための「指導的評価」を探求する。

れる。高学年になると，授業をはじめ，「学

深く学ぶ授業では，まず教材研究を通し

ぶ」ことから逃げ出してしまう児童が存在す

て，本時のねらいに迫るための学習活動に

る。学力調査においては，正答率25％未満の

対話の場を仕組み，児童にとって対話がし
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３

学びの主体者となって深く学ぶ（探求する）

察後の協議の場において，ポイントに基づ

児童の姿を目指す。

く指導を行う。
②

とともに，校長自ら授業を行い，実施学年

人権尊重の教育の具体を示すとともに，

教員と一緒に事後協議を行う。
⑸

て，絶えず学校経営方針の内容に立ち返っ

①

②

③

①

ミドルリーダーと一緒にめざす学校像，

的・意味・指導方法（内容），効果等の確

市教委・大学研究者からの支援獲得

認・検討を促す。
②

国及び市教委の研究指定を受け，人権教

が，意識を変えていかなければ（自ら変わ

る。

らなければ）ならないことを繰り返し発信

本校に対する継続指導可能な大学研究者

し，いますぐできること・やるべきこと

を選定し，自尊感情や指導的評価に関する

は，すぐにやることを前提に，教職員に具

継続的な指導助言を得る。

体的なアイデアを募集する。
③

学校経営，学校協働のためのスーパーバ

組み等の優先順位付けと取捨選択を大胆に

だくとともに，ミドルリーダーと管理職が

行う。
４

おわりに
全体研修年６回，教員一人年２回以上の授業研

究を通して，日々の授業改善を図り，児童の学力

研修部長との協議を重ね，校内研修会

向上を目指してきた。「みる，まつ，きく」こと

を，学校経営方針に基づく，教職員の力量

が少しずつ学校に定着していく実感をもって取り

形成の場とすることを確認する。

組みを進めてきた。特に，若く経験の浅い教員

教職員の人権感覚，児童や保護者との対

が，自らの言動をふり返り，改善の意思と意欲を

話の在り方，教師の指導的評価の在り方等

もって，授業づくりに励んでいることが本校の財

を研修内容とし，「事実」から自分事とし

産である。
しかし，「全国学力・学習状況調査」において

て学び合うことを基本とすることを発信す
⑷

各種行事や学校実践の精選や学年の取り

イザーを選定し，学校状況を分析していた

校内研修・授業研究の在り方の提示

②

教職員の働き方について，私たち自身

育担当指導主事から継続した指導を受け

の方向性を共有する。
①

時間確保に向け，絶えず教育活動の目

目指す児童像「ふくき」を作成した。

一緒に参加する学習会を開催し，学校経営
⑶

時間的・精神的ゆとりを生み出す業務改善
の促進

て指導する。

⑵

「指導的評価」を重視した教師のコミュ
ニケーションの在り方を具体的に提示する

日々の問題やその分析，対応内容につい

②

第５分科会

く」を繰り返し発信するとともに，授業観

学校経営方針に基づく継続的な発信

①

教育課程

たくなるような必然性がいる。その上で，

校長の役割
⑴

Ⅱ

る。

は，国語，算数，理科の３教科において，ほぼす

「人権尊重の視点に立つ授業」の具体的イ

べての設問で，無回答率が全国平均を大きく上回

メージの提示

る（２～３倍程度）結果となった。６年生児童の

①

「自分の大切さとともに，他の人の大切

実態から，学校全体の取り組みの課題があらため

さ」が認められていることを実感できる状

て明確になり，今後の人権教育を基盤とした学校

況を生み出すための，日々の授業における

実践の方向性を，さらに共通理解する必要があ

教員の言動のポイント「みる，まつ，き

る。
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健やかな体〉

少子化が進む中山間地域における児童の体力向上と校長の役割
提案者

１

鳥取県日野町立黒坂小学校長

②

はじめに

村 敏

児童会主導による業間活動

位置し，日南町・日野町・江府町の３町から成っ

・マラソン，サーキット，縄跳び

ている。地域は急激に過疎化・少子化が進んでお

・ワンミニッツエクササイズ

り，日南・江府両町で学校統合がなされてからの

・ストレッチ体操，ラジオ体操

10年間で，児童数は次のとおり半減している。

・遊びの王様ランキング

《児童数の減少》
年度

イ

（人）

日南小 黒坂小 根雨小 江府小
214

40

127

144

525

Ｒ１

125

27

45

77

274

地域と連携した行事等

・保育所と連携した体力向上

計

Ｈ21

・地域人材やボランティアを活用した学
校行事や課外体育の実施
⑵

少子化や生活スタイルの変化により地域の自然

体育の授業改善に向けた取組
①

小教研体育研究部との連携
ア

の中で遊ぶ子どもたちの姿はなくなり，学校統合

研究推進の方針

によりバス通学児童が激増した。この状況は，子

・運動の楽しさについて

どもたちの生活習慣や心身の成長・発達に大きな

・関わり合い，高め合いについて
イ

影響をもたらしている。

・関わり合いを通した主体的な学び

下回る項目が多く，県内市町村の最低値を記録す
る項目もあった。また，運動への関心や意欲の低

②

体育に関する合同授業研究会の実施
ア

下も懸念されている。

各町教育委員会との連携

③鳥取県小学校体育研究大会の開催

研究の概要
体力向上のカリキュラム・マネジメント
①

イ

・指導主事による継続指導

るのかまとめてみたい。

⑴

領域を指定した継続的な取組
・平成28年度から継続研究

少子化が進む中山間地域における児童の体力向
上の推進について，校長としてどう取り組んでい

授業づくりの考え方

・課題提示，ルールや場の工夫

体力・運動能力調査の結果をみても，県平均を

２

彦

特別活動や行事等での取組
ア

日野郡は鳥取県の南西部，中国山地の山間部に

下

体育授業での取組
・地域や児童の実態を踏まえた年計

ア

期日

平成30年10月19日㈮

イ

会場

日野町立根雨小学校ほか

ウ

内容

・導入時のトレーニング，柔軟体操

・日野郡内各小学校の授業公開

・場の設定の工夫や運動量の確保

・研究の概要説明と実践発表

・中学校体育教員とのＴＴ指導

・講演会
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《男子の合計点比較の推移》
6.0

-4.0

H26
1年

H27
2年

H28

3年

4年

H29
5年

H30
6年

《女子の合計点比較の推移》

公開授業の様子
6.0

⑶

体力向上に関する意識調査の実施
①

調査の概要

②

-4.0

・実施主体

日野郡小学校校長会

・調査対象

日野郡内小学校の全児童

・実施年度

平成29～令和元年度

H26
1年

調査項目

H27
2年

H28

3年

4年

H29
5年

H30
6年

・男女とも，取組を継続していく中で，県

ア

運動することは好きですか

平均と比較して数値の低かった学年が減

イ

運動がうまくなりたいと思いますか

少し，県平均を上回る学年が増加してい

ウ

体育の学習は楽しいですか

る。

エ

業間体育は楽しいですか

オ

休憩時間は体育館や外で遊んでいます

③

３

校長の役割
⑴

校長間の共通理解と学校連携

か

・地域課題の共通認識と解決への共同実践

肯定的回答の年次推移

・小規模校の特質を生かした実践の推進
⑵

《各項目に対する肯定的回答の推移》

カリキュラム・マネジメントの工夫
・課題解決に向けた教育課程の編成と管理

100

・保幼小中や地域との連携の推進
90

・教育委員会との連携

項目ア

80

項目イ

⑶

項目ウ

70

・合同授業研究会を通した指導力向上

項目エ

60

・調査結果分析による教員の効力感の高揚

項目オ

４

50
H29

H30

校長のリーダーシップによる教職員育成

R1

おわりに
校長自身が課題把握を進める中で見識を深め，

解決のビジョンを明確に示し，機能的な組織・体

⑷
○

・おおむね肯定的回答が増加している。

制づくりを進めるとともに，教職員の資質を高め

・項目エについては内容の検討が必要。

ながら教育力の向上を図ることが今後とも必要で

体力・運動能力調査結果の分析

ある。

合計点の郡平均と県平均比較の年次推移
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