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グループとテーマ 

｢学力向上｣｢小中連携｣｢生徒指導｣ 

「特別支援」「事務」「養教」｢地域連携」 

南教研は上の７つの分科会に分かれて、テーマを絞って

話し合い、小中連携の具体的計画や実践を図っています。 

※今号では、｢学力向上｣と｢小中連携｣について 

｢学力向上｣：学び合いのある授業づくり・学級づく

りの研究を共同で進め、最後の南小会場で研究の

成果を発表。学力向上のために小中で共通にして

取り組んでいくことなどの検討・提案。 

｢小中連携｣：土曜授業も含め、効果的な教師間の

連携や児童生徒の交流のあり方についての具体

化・検討。今年度実施可能なものは実施してい

きます。 

南地区では｢南教研｣として、3校共同で行う教育活動を、年 3 回の交流を通し積み上げて

きています。児童･生徒の実態交流、共通課題の確認など、小中で連携して進めていく取り

組みや目指す子ども像を学校経営の重点課題に位置づけ、日々実践を行っています。特に

今年度は｢学び合いのある授業づくり｣を共通のテーマに 3 校で学校研究を深めています。 

 

 

 

稚内南小学校・稚内港小学校・稚内南中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ■小学校の実態と課題 

稚内南小学校  

・｢書く力｣｢読み取る力｣｢関心･意欲･態度｣に課題がある 

・基本的生活習慣は身についており、地域との係わりが 

強い。 

・ゲーム、テレビ、IT 機器に費やす時間が長い。 

稚内港小学校                             

 ・学力調査では国語が全国平均にやや及ばない。  

  右上がり傾向はある。 

・｢書く力」｢読み取る力｣に課題があり、応用力が弱

い。 

・｢書く｣｢まとめる｣｢表現する｣力が日常化されていな

い。 

 ■中学校の実態と課題 

国語 書いたり、要旨を読み取ったりする力が課題。

語句や語彙の知識の少なさも課題となってる。 

数学 Ａ問題は生徒の半数以上がおおむねできてい

る。できない生徒に無回答，誤答が極端に多

い。文章題の読み取りに難があり、数字や文字

をどう使っていいのかわからない生徒が多い。 

 学力が定着できない生徒の割合が多い事が課題。国

語は意欲を高めることができれば回復が比較的可能で

あるが、数学は小学校段階からのつまずきの影響が大

きく、回復が困難な状況。ゲームやテレビの時間が多

く、家庭学習の時間が少ない。授業規律の徹底も必要  

 

 

 

 

 

 

                                                

小 中 連 携 で 改 善 で き る こ と 
１，３校共通課題と課題解明の方策の共通理解                                                    

南３校共通課題   ①学力向上  ②他者とかかわる力（コミュニケーションの力）の育成  

            ③優しい心･感謝の心の育成 
 
２，「学びあい」のある授業づくり、学級づくりの研究を通し、９年間でより良い人間関係づくりや学習

への「意欲・関心・態度」を高める。「何のために」がわかる児童生徒の育成 

３，学びを支える「家庭力」の育成と地域、関係諸機関との連携 

 

 
 
１，南教研（南３校小中教育研究会）の充実 
 ・３課題に対応した各校の取り組みの交流 
・関心･意欲を高める｢わかる授業｣の実現  
・学習規律、家庭学習の３校一致した指導 
 

２，授業改善への取り組み 
 ・「学びあい」のある授業づくり、学級づく 

りの研究。 
・算数、数学での 9 カ年の積み上げを重視し 
た指導計画の作成  
 

３，学びを支える PTA の育成 
 ・子どもの成長を見据えた PTA 活動の推進  
・３校 PTA 合同交流会、学習会の実施 
  

４，地域、関係機関との連携 

・南子連活動の継続 

・南地区子育てネットワークを活用した児童 

生徒理解と家庭支援  

・地域への感謝を伝える教育活動の創造  

学び合いを軸とした小中連携と南三校学力向上プラン 

特集１ 
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・教師自身が「学び」をしっかりと理解した上で、適切な授業づくりをしていく。             

“知識がある生徒がよくできる”という雰囲気や“教え合い”という視点ではなく、誰もが発言できる環境をつ   

くる。そのために、人間関係の形成やコミュニケーション能力を高めていくことが大切。・学び合いのある授業を進

めるにあたっての、学校としての大枠や柱があるとよいのでは。その柱をもとに、小中で学力向上に向けた連携を

取ることも可能になるのでは。・すべての分野、教科における実践は厳しいため、どの部分で取り入れていくのかを

精選するべき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1・２回 南教研分科会討議内容 
 

分科会グループ  「小中連携部会」 

■小中連携の活動について 

□小中音楽交流（吹奏楽部が演奏に行く） 

□南中ソーラン指導（中学生が小学生を指導する） 

□地域活動での結びつき（お神輿，平和夏祭り） 

□１日体験入学 など 

・今まで小中連携してきた中で，肯定的な意見だけではなく， 

課題や改善すべき点も見えてきた。今後は，行事の精選も 

大切になってくるのではないか。 

・小中それぞれの考えを言い合えるのが大切なのではないか。 

特に携帯スマホに関しては，小中連携して使い方やマナー 

の方向性を探ることはできないか。 

・子どもたちのことで，先生方が日頃から連携し合うのが一   

番大切ではないか。そういう意味ではこのような機会を大切

にし，より建設的な連携ができるといいのでは。 

分科会グループ 「学力向上部会」   

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

■学力の向上について 

・やっぱり、授業が大切。３校が授業を見合うことも大切。 

子どもたちにも、１つ１つの学校での授業は大切、という

意識を持たせていきたい。「学ぶことの大切さ」。 

・以前は、中学校でのお迎えテストの結果があまり良くな

い、ということもあったが、今は、その次のテストの結果

が良くない。テストの様式が変わったせいもあるけど、他

にも要因があると思う。部活があって勉強できない、内容

が難しい、など。 

 

（１）「中学校入学段階で最低限身に付いておいてほしい力」の交流 ※①は「教科の内容」②は「授業の受け方」に関して 

○数学  ①整数（小数，分数）の四則計算②話しているときにはしずかに聞く。静かに聞くよう周りを気づかせる子ども。 

○国語  ①・話す…教室の後ろに聞こえる，届く音量で話せる。・書く…原稿用紙の使い方が分かる。１４０文字程度の作文

が書ける。ノートをしっかり写すことができる。・読む…教科書の文章が，たどたどしくなく、意味あるまとまり

として読める。 

       ②・立腰を意識して着席することができる。・ペアや４人グループで意見交流をすることができる。 

○英語  ①・アルファベットの大文字､小文字が書ける。・ローマ字が分かる。・曜日，月，天気，あいさつが言える。 

     ・チャンツや歌で，音にたくさん触れて口ずさめるようになってほしい。       

 ②・誰とでもペアワークができる。（英語は話すものだという意識をもつ）・誰かが話すときはその人を見てしっかりと話

を聞く。 

 

 

 

 

（２）協議から 

・中学校協力により，入学段階で最低限求められる力を示すことで，小中接続

における学びや学習規律のつながりを小学校，中学校が共通理解できた。こ

のような交流の場が今後も必要であると実感している。 

・中学校で求められている内容が交流されたので，南小学校，港小学校それぞ

れが，何を重点にしながら今後の学習活動を進めていくのか明確になった。 
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目標 

「自ら学び、仲間とともに高め合える子ども」の育成 
～９年間を見通し、子ども一人一人に確かな力を育むことを通して～ 

 平成 24 年度小中連携交流会の中で、潮見地区の子どもは、『指示されたことはしっかり取り組むが、自分で考えて取

り組んだり、挑戦したりする力が弱い。』『解決の見通しが持てないと、あきらめてしまう子が多い。』などの課題が出され

た。そこで、潮見が丘小・中両校では、「自ら学び、仲間とともに高め合える子ども」の育成を目指し、潮見が丘小中連携

実践研究会の目標とするとともに、それぞれの学校で研究を進めることとなった。 

１．目標設定の理由 

２．それぞれの取り組み・手法 

平成 28 年度 潮見が丘小学校 研究副題 

   「潮小式学び合い授業＝主体的協働的に学ぶ学習活動の充実を通して」 
 

平成 28 年度 潮見が丘中学校 研究副題 

   「確かな学力を育む全員参加の授業づくりを通して」 

  上記のことから分かる通り、両校とも「児童生徒の主体的な活動」「仲間とともに高めていく学習活動」を通した授業改

善を行うことで、目標を達成しようとしている。 

 その上で、潮見が丘小学校では、『学び合い』を通して、「自ら学ぶこと、ともに学び合うことのよさを実感できる授業」

を目指した。一方、潮見が丘中学校では、一人一人の生徒を全教職員で育てるという意識を共通の視点として持ち、「わか

る授業」を日々研鑽の中で作って行くことが必要だとの結論に達し、「全員参加型の授業」を目指している。 

 そのため、『学び合いを中心とした児童が主体的協働的に学ぶ授業づくり』、『学び合いだけにこだわらず、誰一人見逃さ

ずに参加させる分かる授業づくり』と、中心となる手法は異なるものの、同じ目標に向かって進んでいくこととなった。 

（詳細は次のページに掲載） 

○教職員の授業力向上を目指し、学校として授業改善に取り組む。 

   春と秋の「全体会」と「実践研究会」で授業づくりについて学び合う。（年間 計４回） 

 

○小中学校が連携した取り組みを進める。 

   ９年間を見通し、小中学校が同じような取り組みを進めることで、 

児童生徒への定着が深まり、家庭や地域への働きを強めることができる。 

  ①生活・学習アンケート（生活実態の共有化） 

     これまでそれぞれ学校ごとに行ってきたアンケートの項目を、今年度から小中で統一。9 年間を通して 

    潮見地区の子どもの様子を見取り、9 年間を見通した指導に役立てていく。 

     全体会や実践研究会の討議でも、そのデータの積み重ねをもとに、対応を考えていく必要があると 

思われる。 

 

 

 

 

 （2016 年度 10 月 生活と学習に関するアンケート結果より ※分析の一部）   

②家庭学習（家庭での学習習慣の定着） 

   小中とも、家庭学習開始時にプリントや学年通信などを通して、家庭学習の呼びかけを行っている。 

  特に小学校では家庭学習の具体的な内容についても指導されていることが交流された。潮見地区の子の 

帰宅後の望ましい活動モデルや家庭学習の時間や内容、教師の関わりや保護者に臨むことについても確認は 

されている。今後、上記のアンケートなどで実態をつかみつつ、目標とする姿に近づけていくための方策を 

協力して考えていく必要がある。 

       中学校の学期ごとのテスト期間に合わせ、小学校でも学期ごとに「家庭学習キャンペーン」を行っている。 

      年度ごとにはっきりと期間と目標を定めて学習に取り組むことで、意欲を新たにしたり、他のよい学習の 

やり方を取り入れたりといった効果が見られた。昨年度は、中学校でも生徒たち自身からも家庭学習キャン 

ペーンに取り組もうという声が上がった。       

  ③情報教育（メディアリテラシーの醸成）      

④部活動交流 

（中学生の活動の紹介、活動の場の設定。小学生の目標作り） 

３．今年度の小中連携の具体的な取り組み 

【家庭学習】 

 学年が上がるにつれ学習時間は長く

なっている。反面、ほとんど家庭学習を

しないという子も一定数いる。 

【TV・ビデオ視聴】 

 ２時間以上視聴している子は高学年

で２８％。４時間以上も１２％いる。中

学生では視聴時間は減少している。 

【通信機器（スマホなど）の使用】 

 学年が上がるにつれ、機器の所持率、

使用時間ともに増加。内容では Line の

使用率が中学生になると急激に増える。 

特集 1-Ⅱ 
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４．潮見地区の研究の様子 

 『指示されたことはしっかり取り組むが、自分で考えて取り組んだり、挑戦したりする力が弱い。』 

 『解決の見通しが持てないと、あきらめてしまう子が多い。』 

潮見地区共通 潮見小 潮見中 

子どもの課題 

学び合いを中心とした、児童が主体的協働的に学ぶ

授業づくりを行う。 

特に意識するのは「導入」「終末」。 

 学び合いだけにこだわらず、誰一人見逃さずに参

加させる分かる授業づくりを行う。 

 特に意識するのは「展開」。 

目指す授業づくり 

○課題とまとめの工夫 

   単純に「目標」の提示ではなく、子どもに「見通し」と「必要感」を持たせたい。 

   流れの一貫性を作ることで、子どもたちは自信を持って主体的に活動すると思われる。 

○学習形態の工夫 

   目標到達に向かうに当たり、学習状況や活動目的に応じた学習形態の工夫をする。 

   例）個別学習 ペア学習 グループ学習 離席しての学習 一斉学習 

○評価の工夫 

   めあてに対して学習を振り返ることで、学びを実感するとともに、満足感や達成感を 

味わったり、自信を持ったりすることができるような評価の工夫を行う。 

○学習内容の確実な習得 

   「思考力・判断力・表現力等の育成」には 

「基礎的・基本的な知識・技能の習得」が欠か 

せない。 

○学び合いの工夫 

   仲間と学び合うことで学びはより豊かになる。 

学び合いが促進され、個々の学びが豊かなもの 

となる手立てを工夫する。 

目指す子どもの姿 

「自ら学び、仲間とともに高め合える子ども」 

５．潮見地区のこれからの課題と取り得る方策 

 潮見地区では、共通な研究テーマの元に、授業を中心とした実践研究の積み上げ、小中連携を生かした生活実態調査や

家庭学習定着の取り組み、部活動体験や音楽教室など中一ギャップを克服する取り組みの推進などに当たってきた。 

 その後の小中連携実践研究会でも、その時その時の子どもの様子を交流し、どんなことを共通して活動していくことが

できるか、話し合いを続けてきた。 

 しかし、それぞれの研究について、具体的にどのような取り組みをしていて、どのような 

成果があるのかを、全教職員が理解しているかというと、そうとは言いきれない。 

 潮見地区の「日常の授業の取り組み」自体を話し合い、理解し、取り組んでいくことで、 

子どもたちに、より系統立てた指導を行うことができるようになると思われる。 

現状と課題 

 「授業で子どもを育てる」という観点に立った授業改善を進化させていく必要がある。来年度の管内教育研究大会・授

業公開地区となることからも、その観点から潮見地区の研究の充実を図っていかなければならない。 

授業自体について、潮見地区として共通して取り組んでいる部分の項目を整理し、お互いに見合い、確認し合うための

視点を設定する必要があると思われる。これについては今年度の実践研究会で今年度までの成果を確認し合い、来年度に

向けて項目立てを小中両校で協力して行うことが求められる。 

両校の授業をお互いに発信し合い、中間状況も研修部通信などでやりとりすることで、潮見地区 

全体での取り組みが全教職員で共有するための手がかりとなるであろう。 

また、学力向上の土台となる生活リズム・生活習慣の改善（スマホ依存・睡眠不足 等）や、 

学習習慣、学習規律の定着など、小・中及び、家庭との連携した取り組みも、引き続き 9 年間を 

見通して行っていく必要がある。 

 

これから取り組めそうなこと 
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特集１－Ⅲ   稚内市沿岸地区（宗谷中学校，富磯小学校，宗谷小学校，大岬小学校） 

宗谷沿岸保小中連携教育推進協議会を軸とした，「学び合い」の交流 

1.保小中連携教育推進協議会の目的 

(1) 宗谷沿岸保小中１２年間の教育活動で，子ども一 

人ひとりに学力と生活力を育てる 

(2) 沿岸保小中各々が，独自性と協同性を発揮し，互 

いの指導力を向上させる 

(3) 保小中のＰＴＡによる，学校支援・学び合いを進 

め，家庭と地域の教育力の向上を図る 

2. めざす子ども像 (右図参照) 

「未来を拓く宗谷の子」 

やさしく・かしこく・たくましく 

3. 平成２８年度の取り組みの重点 

(1) かしこく学ぶ力を高めるための連携した学力づくり，授業づくりについて，課題の焦点化を図りな

がら学び合う。 

(2) 学ぶための土台になる。やさしく，たくましい体づくりや心育ちのための必要に応じた沿岸での統

一した取り組みを推進する。 

(3) 保小中１２年間で連続的に子どもを育てるための｢接続｣に関わる取り組みを強める。 

4. 平成２８年度の取り組み内容 

           (1)かしこい子をめざして（学力づくり・授業づくり） 

           ・沿岸４校の研修計画を交流し，それぞれの計画に基づいた授業研に

おいて，他校の先生の参加も追求し，様々な視点から学校研究や授

業づくりを見直し，沿岸４校の先生方の授業づくりの力量を高め合

う。（各校研修部長） 

・保小中交流における，各校の授業公開を通して，授業づくりを学び

合う。 

・１年間取り組んだ学力づくり・授業づくりの取り組みと結果を交流する。（各校教務部長） 

・各校の授業研を紹介し，参加を呼びかける。（各校教頭） 

(2)やさしい子・たくましい子をめざして（体と心育ち・仲間づくり） 

・「宗谷沿岸小中学生【帰宅後の活動】のめやす」を各家庭に配 

布し，沿岸４校で一致して生活リズムづくりに取り組む。（事 

務局より年度当初に配布） 

・ネット・スマホ・ゲームへの依存防止や生活リズムづくりに 

ついての各校・保育所の子どもの実態・取り組みを交流し，学び合う。（各校指導部長） 

・集団づくりや仲間づくりについて学び合う。（各校指導部長） 

(3)保小・小中の接続の強化 

・「保→小」「小→中」に特化した資料を作成し，各校で足並みをそろえた取り組みを行う。 

・保育所参観，高学年交流週間を通して，異校種間での引き継ぎを充実させる。 

5. 平成 28 年度の主な活動 

月 日 曜 行事名 主な内容・備考 

5月 10日 火 前期保小中交流（宗谷中） 授業公開・交流・懇親 

11月 4日 金 後期保小中交流会(大岬小) 授業公開・交流・全体会 

12月 6日 火 保育所参観 保育所の活動参観。保育所の実態，取り組み交流。 

2月 7日 

～14日 

火 

火 

沿岸小学校高学年授業交流 

週間 

中学校教員がこの日程の中で，沿岸 3 校の 6 年生の

授業を自由に参観。 
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6. 平成28年度の活動や報告から 

① 複式授業での「学び合い」 

沿岸地区の小学校 3 校は小規模校であり，複式授業になることが多い。複式の授業形態は各校ごとに工夫さ

れてはいるが，必ずと言ってよいほど間接指導の場面が出てくる。間接指導とは，「指導者が直接指導を行わな

い場面」すなわち「子どもが自学自習をする場面」となる。 

沿岸地域の小学校では，「課題把握の段階」「まとめの段階」は直接指導となるが，「課題解決の段階」では間

接指導となっている。この間接指導時に「学び合い」の場が生じてくる。沿岸小学校3校ではこの間接指導の場

面で，それぞれの工夫を凝らして「学び合い」を行っている。 

富磯小学校 「課題解決の段階」で，自力解決の時間のノート指導に力を入れ，子どもの思考の過程をノ

ートに残すようにしている。これにより子どもは「何がわかったか」を言語化し，学んだこ

とを表現化することにつなげている。 

宗谷小学校 「個→集団→個の理解」の流れを作り出し，子どもの考えたことを表現する活動の充実を図

っている。このためには，自力解決の時間を十分に確保し，子どもが自分で考えたことを自

分なりの方法で表現するように研究を進めている。 

大岬小学校 学習リーダーを行うことで，自力解決の時間での子どもの考えの交流を進めている。「複式

授業の進め方」「学習リーダーの進め方」「学習の決まり」を校内で設定し，全学級が実施す

ることにより，学年・担任が変わっても今までと同じように安心して「学び合い」をする環

境を作っている。 

共通する点としては，間接指導時を使って指導者が意識的に「学び合い」をするための時間を設けたり，「学び

合い」のための下地（考えや表現方法）を子どもに準備させたりしていることである。 

② 複式の小学校から宗谷中学校の「協同学習」へ 

宗谷中学校へ入学する生徒の全員が沿岸地域 3 校の子どもであるため，宗谷中学校では複式学習で培った力

を授業に生かしていけるような工夫がなされている。 

宗谷中学校では，「宗谷中式授業パターン（学習課程）」を設定し，基礎・基本を踏まえた「確かな学力」の定

着を図っている。この授業パターンでは，「追求・交流・解決」の段階で「つながり」を持った協同学習の場面の

設定を位置づけている。 

この協同学習の場面での具体的な活動は以下のようになっている。（一部抜粋） 

 

・課題解決に必要な既習事項を確認するとともに，課題解決に必要な知識及び技能を教える。 

・課題に対して個人や集団で考える時間を確保する。 

・ 一人一人の学習状況を机間指導で把握し，必要な指導を行う。 

先生の指導の様子 

①本時の課題が，子どもの活動をうながすものになって

いる。 

②本時の学習活動や手順がわかるような見通しを子ども

に持たせている。 

③授業の流れが一目でわかる板書をしている。 

④子どもが本時の学習活動でとまどった時（つまずいた

時）の支援や手立てができている。 

⑤本時の課題に正対するまとめを行っている。 

⑥本時（前時）の学習内容の定着を図る学習活動や問題

を位置づけている。 

⑦複式授業の流れにそった授業構成になっている。 

子どもの様子 

①話す人の目を見て最後まで姿勢良く聞くことができる。 

②学習リーダーを中心に，指示されたことや決められた

ことの順に学習を進められている。 

③用語や助詞を正しく使って，発表をすることができる。 

④場面に応じて声の大きさに気をつけて話し合うことが

できる。 

③授業参観の工夫 

小学校・中学校のそれぞれの先生方が他校種の授業を参観す

るのは，難しさを感じる。小学校の先生は中学校の授業の専門

性に対して意見を言えることもできず，中学校の先生は他教科

の授業に意見を言えず，どうしても毒も薬もないきれいな意見

ばかりとなって，なかなか交流が深まっていくことができない

こともある。そこで，今年度は一部の学校で「授業参観チェッ

クリスト」を使ってみた。（右表） 

このチェックリストを基にして話し合いをすることで，視点が

明確になった。リストの内容が公開校の研究に合わせたもので

あるが，「学び合い」の視点も含まれており，小中の教員誰もが

意見を言えるような内容となっていた。 

7.  今後について 

教師が意識的に「学び合い」をするための時間を設けたり，

「学び合い」のための下地（考えや表現方法）を子どもに準備

させたりすることは，小中共通して取り組んでいる。今後もこ

の点を軸にして，小中との連携を進めていきたい。また，子ど

もの生活面についても，保育所と今まで以上に連携していきた

い。 


