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司会：お忙しい中お集まり下さりありがとうござい 

ます。今日は、各校で『教師の学び』をリー 

ドしている皆さんにお集まりいただきました。 

積極的なトークで、お互いの今後につながる 

時間を作っていただきたいと願っています。 

先ずは、自己紹介を兼ねて、自校の今年度の 

『学校研究』についてご紹介下さい。 

 

東小：船橋先生より 

 

 

 

 

東小学校は、『確かな学力、主体的に学ぶ子』を

テーマに、管内研に向けて授業改善と授業づくりを

行っています。今週は、３回の授業研究を行いまし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。授業づくりや事後研のため、毎日研修日となり 

ました。(苦笑) 

指導者の主観のみに頼らない授業づくりをという 

ことで、評価を『子どもの手応え』『教師の手応え』 

に分けて数値化し、相違点がある場合はその差異の 

原因を探るようにしています。 

 

南小：平嶋先生より 

 

 

 

 

先ずは、このような場を設けて下さった研究所さ

んにお礼を言いたいです。ありがとうございます。

南小学校は、『読むことに親しむ子』をテーマにし

た学校研究の４カ年計画４年目になります。他教科 

客観的授業法評価も 

大切だよね。 

 

先生方の姿が 

子どもに移る！ 

今回のサミット（仮称：座談会）の参加にあたって、各学校の研究部長の先生方に

は、急なお誘いの上、無理を言って日程調整をしていただきました。 

 当日、公務多忙のため日程の都合が合わなかった、声問小学校・東中学校の２校の

研究部長には、本当に申し訳ありませんでした。声問小学校からは、コメントをいた

だきましたので、掲載させていただきます。 

                お忙しい中、ありがとうございました。 

参加者 

 稚内港小学校研究部長   清野 泰臣 教諭 

稚内東小学校研究部長   船橋 信昌 教諭 

稚内東中学校 研究部   泉  雄大 教諭 

 稚内南小学校研究部長   平嶋  大 教諭 

 稚内南中学校研究部長   木村  尚 教諭 

 稚内教育研究所副所長   白田 美智雄校長 

         所員   加藤 真理 教諭 

         所員   西川 おりえ教諭 

         所員   北島 美保 教諭 

 

2014年 9月 10日 

於：東中学校 会議室 
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にシフトして、言語活動による力をつけること、活

用することを目指しています。一番大事にしている

ことは、先生達が主体的に学ぶことです。先生方の

学ぶことに主体的な姿が、子どもたちに移って行く

と思うからです。 

研究授業では、私たち教師自身が、主体的に話し

かけ・話し合う力を持つような仕掛けを考えていま

す。そこで、事後研では対話型ギャラリートークを

取り入れています。 

学力調査の結果にはがっかりしました。（一同苦

笑）算数が平均よりかなり低い。算数Ｂの落ち込み

はすごい。ここは逃げずに追求したいところです。 

 

港小：清野先生より 

 

 

 

 

港小学校の学校研究は、「主体的に学ぶ子～自己

解決、交流の工夫～」がテーマです。１年間やって 

みてその成果を検討し、２年目につなげていきます。 

今年度は、指導案をしっかり書いて、公開授業を行

います。そして、仮説に対して達成できたかを確か

めています。しかし、ねられている内容が本当に有

効だったのか達成の判断が難しい。担任の裁量だけ

による授業評価は良くないので、子どもへのアンケ

ートに取り組んでいます。ノート指導や授業規律を

統一していこうという取り組みがこれからです。 

 

南中：木村先生より 

 

 

 

 

南中学校は、「言語活動の充実」をテーマにした

研究計画の２年目です。わかる、できる授業を目指

して、全校で授業力量向上に力を入れていこうとい

うところです。昨年度の授業評価アンケートから、

研究の具体策がその目的にマッチしていないと判断

し、今年度は改善してみました。全教科共通の授業

規律の取り組みも実施しています。 

中学校は生徒指導に時間がとられ、研究が中々進

まないのが悩みです。今日は色々と勉強していきた

いと思っています。 

 

東中：泉先生より 

 

 

 

 

東中学校の学校研究は、東地区の連携で子どもた

ちの弱点を計り、そこを研究テーマにつなげていま 

す。東地区では、「自己肯定感の低さ」、「表現力・ 

コミュニケーション能力の不足」などの実態を読み

取りました。実際に、この実態から来る“ＬＩＮＥ 

のトラブル“が多い。日常生活の落ち着きのなさは、 

学力低下にもつながっていきます。そこで、言語活

動を充実させる授業作りで、自分の思いや考えを言

語化し、しっかりと伝える手立てを持たせて、自己

解決の力と自信をつけさせたい。 

管内研に向けては、なかなか時間をかけられてい

ないのが実状です。１回目の授業研究が終わり、今

は２回目の最中です。言語活動を柱に、板書、ノー

ト指導、授業規律などの視点を持っています。 

各教科内容の研究については、稚教研など各機関

の力を借りて充実を図っています。 

 

司会 自己紹介の中にたくさんのテーマが見えてき

ました。 

①主体的に学ぶ先生たちのトップとして 

②指導案検討の進め方 

③学力調査から分析 

④中学校教科指導の研修法 

などなど･･･ありましたが、どこから話してい

きましょうか。 

 

今年は指導案に 

とりくみます！ 

中学生は落ち着いた 

日常生活が大事！ 

先生方の 

授業力向上！ 
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市内の公開授業の予定を一覧にして、早
速配布しています！ 

①校内研究の内容と案内 

平嶋 東小学校さんで、校内研のご案内をください 

ましたよね。あれは、すごくいいです。各校 

で発信しあえると良いなあ。 
 

船橋 はい。ご案内したところ、特別講師の野口先 

生の授業には３０名、他の授業にも５名前後 

の参観をいただきました。 
 

司会 春に行った研究所のアンケートの結果で稚内 

市では、ほとんどの教師が｢自校の校内研もし 

くは自校の同僚に学ぶ｣｢稚教研で学ぶ｣という 

回答でした。その他は、５～２７％以下と大 

変低い。（下記グラフ参照↓） 
 

平嶋 各校の研究授業の案内がわかりやすくなると 

いいですね。研究授業は勉強になるので、も 

っと気軽に行き来できるようにしたい。 
 

木村 中学校では、教科の専門の分野の先生の授業 

や実技研を見に行きたい希望が多いと思いま 

す。各校の放課後の研修日や実技研など、わ 

かっていたら見に行きたいですね。 
 

清野 南三校には、「南教研」という小中一貫の研 

究が古くからあります。交流や授業公開を行 

っています。 
 

船橋 研究所で各校の旬な授業案の一覧などあると 

自己研修の場が広がって助かりますね。 
 

泉  小中での事例検討や紙面交流は行われている。 

事例研など一緒にやってみても良いかも。 
 

司会 『場所と時間があれば、もっと積極的に学び 

たい』という声ですね。研究所に持ち帰って、

積極的に検討します。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②校内研修はどのような形で 

行われているか 
木村 校内研修の頻度や形式はどのようになってい 

ますか？ 
 

泉  中学校は、年３回です。合唱と生徒指導事例 

などその年の先生達の希望によって決めてい 

ます。生徒指導事例は、日常的に交流します。 
 

船橋 実技研修は、年２回です。昨年度は「学芸会 

の教材選定について」と「スキー実技研修」

をしました。 

   毎週学年会議日には、学年研修が入ります。 

   学年中心の研修になるので、縦のつながりが 

弱まるのが課題です。 

   先生達の主体性を尊重し、「こんな研修をし 

たい」という意見がほしい。けれど、聞きに 

くい･･････、忙しいのに申し訳ないなあと思 

ってしまう。(一同、うなずいて笑)「楽しい 

なあ」と思って、やって欲しいので悩みます。 
 

平嶋 研修は、日程的にも行事や他分掌予定などの 

一番最後に入りますよね。計画を立てても動 

かされやすい。（笑） 

何もない日に研修があると提案側は逆に申し 

訳ない気持ちにもなったりする。しかし、割 

り切るしかないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、今、主にどんな場で学んでいますか。 
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司会：研究部は、先生達の『主体的に学ぶ姿』を支 

え育てる分掌ですから、板挟み的な苦労も多 

いですね。 

 

船橋 うれしいこともありました！今年度は、指導 

案をＡ３一枚に納める形式にしてみたんです。 

新卒の先生が「わからないところもあるけれ 

ど、やってきました」と相談にきてくれまし 

た。「わからないから、やっていませんで 

した」ではないのがうれしかった。主体的に 

学ぶ教師の姿ですよね。 

 

泉  「小学校は丁寧に研修しているな」と、いつ 

も感心します。中学校は、大きな方向性がで 

ても、教科研究が難しい。同じ教科が複数人 

いる場合もあるが、１人でやっている教科も 

あるので自校での練り合いが難しい。稚教研 

の教科部会の力を借りることも多い。 

  

木村 南中は歴史的に生徒指導に時間を取られるこ 

とが多かった。中学校は、目の前の火を消せ！ 

という日常の実態に追われることも多い。け 

れど、後指導ではなく前指導に向かうために 

は、「きちんと研修・勉強しなければいけな 

い」という意識のもと、今年は月１で研修日 

を入れました。 

自校の先生を講師にしての『南中ソーランに 

ついて』『特別支援理解について』や潮見が 

丘中学校の松嶋先生にお願いして『合唱指導』 

を行いました。 

先生達が「明日やってみよう」と明るく前向 

きになれる研修が良いと思っています。少し 

でも、教室に行くのが楽しみな気持ちになれ 

るといいと思う。教師の姿勢が変わって子ど 

もが変わる。大変だけど変わっていきたいで 

すね。 

 

 

 

 

 
 

～各地区の小中の連携は～ 

司会 各地区の小中連携については、資料をいただ 

いています。（P.１２、１３ 参照） 

実状や悩みなどは、いかがですか？ 

 

平嶋 南３校は現在停滞気味です。研究部で連携し 

てどうにかしたいと思っています。東地区は 

どうですか？ 

 

船橋 東地区は北海道の指定研究校になっています。 

東小・声問小で同じ授業をやり、東中の先生 

にも来てもらったことがあります。すごく良 

かった。小学校・中学校・大規模・小規模な 

ど違いはありますが、教科や学校規模の特性 

を越えて『授業づくり』という観点で目指す 

ものを共有できる。中学校と小学校の授業は、 

子どもの実態も違うし、板書の仕方や規律な 

ど色々と違う。お互いに見合って率直な意見 

を出し合えることがよいですよね。小は中の 

授業を見て、中に上がるまでにこんな力をつ 

けさせておこう。中は小の授業を見て、スタ 

ート時のアプローチのヒントになるように。 

 

泉  お互いにざっくばらんに言い合える人間関係 

をつくることが大切ですね。研修スタイルを 

工夫することも大切です。 

  

清野 具体的な提案の仕方は？ 

 

木村 内容についても、具体的に教えて下さい。 

 

泉  東小中で連携してアンケートを取り、小１か 

らの積み重ねが中学３年の時に生きるように 

９年間の家庭学習表を作ったことがあります。 

単純に、小１からの積み重ねを考えたら、中 

３で一日４時間と言うことにはならないのに 

気づきました。（笑）ポイントを定めてゴー 

ルを決めて取り組むと作りやすい。子どもの 

課題をバーッと出して共通化し、出てきた大 

きな課題を自校の研究テーマにもつなげまし 

た。連携が断絶すると、お互いのアラ探しに 
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なってしまう。これは、学び合いの本意では

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船橋 今年度は、資料にあるように（P.１３ 参照）

４つの課題で分科会的に進めています。４つ

の課題になった経緯はわかりません。 

 

白田 各校の教頭が中心になって計画されていると

思いますよ。 

 

船橋 研究部所属じゃないと、研究テーマを意識し

づらい。学校を越えての連携などは、このよ

うに研究部長集まってじゃないと、何に取り

組んでいるのかも分かりにくい。研修部以外

の人も、参加している意識を常に持てるよう

に努力していきたいです。理想は、分掌部長

同士が連携して、全員が参加しているという

仕掛けを作っていく。 

 

司会 ９年間で育てていくんだ。という共通の視点 

を意識していくことが大切ということですね。 

   そして、先生達は、学校全体に広げる仕掛け

人ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～これから取り組みたいこと～ 

司会 さて、あっという間に時間になってしまいま

した。最後に、これから取り組みたいと思っ 

ている『実践』や『夢』などお願いします。 

 

清野 今日、みなさんからいろいろ聞いて協同で 

『物づくり』していくのもいいと思いました。 

資料・ネタ・板書・ノートなど、テーマはい

くつも思い浮かびます。先生たちの意識をそ

ろえていくことは難しい。全員同じ教育観で 

はない中で、一致点を作るのが一番大変です。

ノートのマス目を決めることにも時間がかか 

ります。（笑） 

そんなときは、学習指導要領に立ち返り、ま

た学校教育目標や子どもの実態に立ち返り、

最終的に目指すものを考える。手段が目的に

なっているのはおかしいですから。 

たとえば、ノート指導でも「このように統一

しよう」ではなく、ノートの目的や実態が見

えている港小学校に向かいたいです。 

 

平嶋 私も、今日は貴重なヒントをたくさんいただ

きました。『小中連携について』も、組織が

上手く作られていない実情から一歩進むヒン

トがありました。一つ何かテーマを決めて、

先にゴールも決めて何かを作る。この形でや

ってみるのもいいかもしれません。学校内で

何かを決めるだけでも大変なのに、規模が大

きくなると足並みがそろわなくなりますが、

何かしましょう。（南３校うなずき合う） 

 

船橋 先ほど、清野先生もおっしゃっていましたが、 

困ったときは学習指導要領や学校教育目標に 

戻る。徹底的に話し合うことも時には必要。

そもそもどんな子どもに育てたいか。一番上

の部分をしっかり決める。実態から課題を出

し、そこを克服しての理想を共通化する研究

を作っていきたいです。 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

白田 小中連携の目指す所は「この地区で九年間過ごし

てから広い世界に出ていく子どもたちに、どんな

力をつけさせるか」です。これをもとに学校の実

態に合わせてテーマを作る。これにリンクして各

校の独自性に合わせて実践していく。細かいこと

は実態がよく見える現場で決める、という流れが

できていく。先生達の論議を聞いて、その流れが

見える気がしました。 
 

船橋 普段思っていることを相談できて、楽しい時間で

した。そして、刺激にもなりました。研究所主催

で、このような機会をもっともっとやってほしい

です。 
 

泉  稚内の教師のつながりは、いいですね。仲悪いと、

いやな思いをする。結果も良くない。仲良く交流

できているということは、結果を出していけると

思いますよ。 

 

 

 

 

司会 今日は、本当にありがとうございました。すば 

らしい論議が開けて大変よかったです。 

研究所では、これを機会に、より親しく交流や

相談をし合える関係になっていただきたいと願

っています。 

研究所への要望もいただき感謝しています。 

学校研究を支えていくための研究所の役割にも

ヒントをいただきました。 

今後は、潮見地区・北地区のサミットを行う予

定ですので、所報を楽しみに待っていて下さい。 

 

 

 

 

 

 

  

「小規模・複式の授業づくりをどう進めれば

いいか」これが声問の一番大きな課題です。

そして、その事をみんなで学び合いながら進

めているのが、声問の良さだと思っています。

具体的には日々の授業交流や模擬授業を重ね

ながらの授業研、先生方のニーズに応えた実

技研等々、すべて全教職員で行っています。

長期休業明けの研修交流は管理職の先生も含

めて発表･交流。「チーム声問」としてこれか

らも実践を進めていきたいと思います。東三

校での集まりは、たくさんの先生の考えや意

見をもらえる場、自分たちの視野を広げる場

になっています。みんなで考え、みんなで一

歩進んでいけるよう、力あわせを進めたいと

思います。 

各学校の学校研究・研修をリードす

るリーダーに参集いただき活発な交

流ができたことを大変嬉しく思いま

す。「校内研究」では、研究テーマ 

や具現化に向けた取り組みの交流に 

とどまらず、「授業研究」を中心に、

他校への呼びかけも広がっているこ

と、「小中連携」では、目指す子ど 

も像の具現化に向け“テーマとゴー

ルを決めて何かを作る連携”など、

今後の実践への期待と同時に教育研

究所の役割を再認識する機会となり

ました。 

広い世界に出て行く 

子どもたちに 

つけさせたい力は 

研究所副所長：白田校長より 

先生方の話をたくさん聞けて、本当に勉強になり 

ました。いろんな学校の悩みも聞けたから、お互 

いの勉強にもなったのではないでしょうか。小中 

連携は地区が一緒ということが最大の強 

み。この地区から羽ばたく十五の春に、 

どういう姿になっていたらいいのか、と 

いう理想を具体化していくのが大切です。 

今日は本当にありがとうございました。 

 

～研究部長サミットを終えて～ 

 今回、初めて「研修部長サミット」を開催させていただきました。東・南地区の小・中学校の研究部長

さんにご協力をいただき、短い時間の中でしたが、幅広く交流することができました。私たち研究所員も

同席させていただき、各部長さんのお話を聞き、大変勉強になりました。また、各学校の研究推進のため

に所員としてもがんばらなければと、決意を新たにしたところです。今回は本当に貴重な経験をさせてい

ただきありがとうございました。 
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東地区小中一貫教育 

 

 

 

 

【東地区の目指す子ども像】           【地域でのつながり】 

意欲的に学ぶ子          学びを支えるＰＴＡ活動・地域活動 

認め合い励まし合う子 
 

１ 実践研究・交流 ＠小中一貫の日   

 

 

 

 

 

 

２ 三校共通実践   

 

 

 

 

（１） 意欲的に学ぶ子を育てる授業実践  「課題別研究協議」 ４課題 

 

 

 

 

 

（２） 自己肯定感・有用感を育てる実践 

～自ら考え、創り出す活動、仲間と関わり合う活動を通して 

＊仲間と共に考える授業  ＊文化活動   

 

（３） ケータイ・ネット・スマホ、テレビ・ゲーム（情報教育）に関する継続した指導 

＊基本的生活習慣の確立  

  

（４） ＰＴＡ活動のおける研修 

＊ケータイ・ネット・スマホ、テレビ・ゲームについての学習 

＊子育て・教育でつながるＰＴＡ活動（語り合い・学び合い） 

キーワード「つむぐ」 学びや育ちの連続性を意識して 

◎授業公開 

授業づくりの工夫について学ぶと共に、東っ子の学習の様子を理解する。 

◎実践発表 

  各校の実践から学び、学校研究、日常実践・三校共通実践に生かす。 

◎研究協議 

  意欲的に学ぶ子を育成する三校共通実践について、実践的な交流で具体的な指導の

改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

◎確かな学力を育てるため、三校で共通に取り組む実践課題 

  授業づくりを中心とした校内研修の充実を基本に、各学校で東っ子の課題解決に取

り組みます。 

 

 

 

 

 

【東地区小中一貫教育研究テーマ】 

確かな学力をつむぐ 

～連続性のある教育活動を目指して 

 

１ 学習規律・学習習慣 

  発達段階の応じた学びの姿 

２ ノートづくり 

  自ら考え、表現する力の育成 

３ 家庭学習 

  学び方を身につけ、進んで課題に取り組む指導

の充実 

４ 学びを支える生活 

  基本的生活習慣の確立 


