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事務局長挨拶：先生方には、それぞれの学校で研

修・研究部リーダーとしてご活躍されていることと

思います。今日は本音トークで語り合えたら素敵じ

ゃないかなと思います。 

 

～自己紹介と研究テーマ～ 
 

司会：それでは、本座談会の中身に入っていきます。

各先生方から自己紹介とあわせて、各校の学校研究

についてお話ししていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央小：西山先生より 

 

 

 

 

 

 

 中央小学校の学校研究テーマは、「仲間と共に考え

ることを楽しむ子どもの育成」で３カ年計画の３年

目です。今年から、その研究テーマにちょっと付け

加えをして、「算数科の学び合い学習を中心に」とい

うことで取り組んでいます。昨年は、学び合いにつ

いて「どんなふうなのが学び合いなんだろう」とい

うのを先生方と学習しました。「とにかく、とりあえ

ずやってみよう」ということでやってみて、「効果が

ありそうだなあ」ということで、今年２年目は算数

科を中心で取り組んでいるところです。 

今年は算数科を中心

に 

今回の研究部長交流会の参加にあたって、各学校の研究部長の先生方には、学

期末業務のお忙しい中、お集まりいただきました。 

 十分な時間とは言えなかったかも知れませんが、たくさんのお話をきかせても

らいました。本当にありがとうございました。交流会が終わった後も活発に情報

交流されていたのが、とても印象的でした。 

参加者 

 潮見が丘小学校研究部長  高田 晃子 教諭 

 稚内中央小学校研究部長  西山 美紀 教諭 

 潮見が丘中学校研究部長  武山 亮子 教諭 

 稚内中学校研究部長    菊地 和子 教諭 

 稚内市教育研究所事務局長 関谷 克志 教頭 

           所員 菊地 知子 教諭 

           所員 藤田 弥生 教諭 

           所員 浅井 亜美 教諭 
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稚内中：菊地先生より 

 

 

 

 

 

 

いつも中央小学校さんと相談しながら進めていて、

今回の研究テーマは「意欲的に課題に取り組み学び

合いを共有できる生徒の育成」です。「生徒も学び合

いをして教職員も学び合いをしよう」って決めてき

ました。それを決める時も「小学校と中学校の方向

性を一緒にしていこう」ということで話し合いをず

いぶん重ねました。独自性も大事にしながら、一緒

にできることは一緒にして進んでこられたので、子

どもたちも戸惑いがなく、進められているかなって

思っています。また、この３月に３年次が終わりま

すので、この後どういうふうに展開していこうか、

学校評価に入っているところです。 

 

潮見が丘小：高田先生より 

 

 

 

 

 

 

３年前に中学校と子ども像を交流しようというこ

とで、自ら考え仲間と共に高めあえる子どもという

テーマを決めました。本校も学びあいを大事にして

いこうということで、本格的に取り組み始めて２年

目になります。この間稚内中の先生方にも来ていた

だいて研修をしています。 

昨年度やってみて、学びあいの中で子ども同士の

つながりが少しずつ生まれてきたのではないかとい

う評価も出されています。学力テストでも関心や意

欲の部分で下位層の子が減ってきたというのと、み

んなでわかろうと思っている子たちが増えてきてい

るかなと感じています。今年度は、４つの視点を大

事にして取り組んでいます。①シンプルで明確な課

題設定、②学びあいのスタイルで聞くということを

大事にしようということ、③学びあいの中で私たち

教師がどう関わり、どう声掛けをしていくのかとい

うこと、④定着の時間で学びあったことがしっかり

定着しているのだろうか、です。全部が全部常にで

きているわけではないですが、そのように取り組ん

でいるところです。 

 

潮見が丘中：武山先生より 

 

 

 

 

 

 

小中で潮見が丘の目指す子供像ということで、『自

ら考え仲間と共に高めあえる子ども』というのを設

定しました。これを研究テーマにして、今年度から

研究を始めています。ちょうど、校長先生の学校経

営方針に「全員参加」というキーワードがあったの

で、全員参加の授業を作っていこうとして、各教科

で具体仮説をたてながらやっているところです。今

年度まとめをして、次年度や再来年度の研究仮説や

具体仮説などを変えながらやっていければと思って

いるところです。 

 

 

～実践交流～ 
 

 

司会：学びあいの授業を入れた中での成果や悩んで

いるところは何でしょうか。 

 

西山：昨年度の成果でいうと、一番先生方が感じた

のは子供たちの意欲の部分です。今までわからなく

て授業にうまく参加できていなかった子どもたちが、

わからないことをわからないと聞いていいんだとわ

かりました。それで、お友達に聞いたりして、わか

るようになったらやっぱり意欲的になります。また、

今まで教えられる立場だった子どもができたときに、

教えにいけるようになったのが楽しいという子ども

もいます。意欲的な面での成果はあったかなと思っ

ています。 

 

小と中の方向性を 

一緒に 

全員参加を 

キーワード

に 

今年は４つの視点を 

中 心

に 
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菊地：稚内中は２４年度から２６年度にかけて、い

ろいろな形の学びあいを手探りで進めました。最初

は佐藤学先生がやっている形の決まった学びあいを

やってみたのですが、それがうまく機能しなくて教

えられる人が誰もいない班がありました。低学力傾

向だったので。立ち歩いてフリーで話し合える形を

実際にみんなで見たこともあったのですが（信州大

の教育学部の先生）、本当に先生何も言わないんだ、

ということにビックリしました。実際に、真似して

やってみたり、自分たちでいろいろ形を変えてやっ

たりもしました。今年からジグソー学習というのに

も取り組んでいます。班の中で１の課題、２の課題

と指令が違って、その課題を全部クリアして初めて

大きな課題がクリアできるというのを理科と数学で

試してみています。それをさっきアンケート集約し

てきましたが、結構生徒から人気がありました。１

班の１の課題の人と、２班の１の課題の人が集まっ

て、「できたできた」と言いながら持ち帰って合体し

たら、おおきな課題がクリアできるっていう感じで

達成感があるみたいです。その時の単元や課題によ

って形が違いますね。先生が何も言わない形式でも

できるし、いっぱい説明してちょっと考えて最後に

まとめをする。といったように講義がいっぱい入っ

た授業もあるし、いろいろ工夫ができるのが良い点

です。 

この取り組みを始めてコミュニケーションの能力

が発達したのか、家族との会話が増えたり、関わり

が増えたのが良かったです。『学力調査のアンケート』

で達成感と自己実現がすごく伸びていました。関心

意欲は全国を上回ったのがよかったですね。『学力調

査のアンケート』で、初めに授業の目標が示されて

いたと思いますか、という項目に子どもたちは示さ

れていたと答えたのがすごく高いです。あと、先生

が最後に学習を振り返っていましたかという項目に

ついても、振り返っていたと答えた子が全国平均よ

りも高かったから、授業の芯がはっきりしたのかな

と思います。あとは、子どもたちが友達に伝えたい

ことを伝えられる、自分の考えを広めたり深めたり

できるというのも全国値よりも高かったです。はっ

きりいって点数は全然全国全道には及ばないですが、

そういうところから伸びてきたのは良かったのでは

ないかなと思っています。 

司会：苦労されているところや課題だと思っている

ところはどうでしょうか？ 

 

高田：低学年のうちはみんなでこれをわかろうとい

う気持ちをもって、助け合いながら、学びあいなが

らみんなでできたねという風になりますが、だんだ

ん学年が上がるにつれて考えようとしない子が出て

きているという課題が出てきています。そういうの

をどうしていくかというのが来年度以降の課題だと

思っています。 

 

菊地：教室にいる子であれば同じようなところがあ

りますね。課題の出し方で、５人の人と交流して、

１人は異性とだったり、違う班の人とであったり、

いろんな方法で拡散するようにしています。さっき

潮見が丘中のほうで全員参加というキーワードが出

ていたのですが、今年は特に教室に入れない生徒が

いました。そういう生徒達のために、リフレッシュ

ルームというあいまいな場所を作って、そこから教

室へという動きを粘り強く進めてきました。今は全

員教室に入れるようになりました。ずっと教室に入

っているというわけではありませんが。大体入れる

ようになったけど、入れない時に生徒に聞いたら、

「和気あいあいと学びあいをやっているのがきつい」

と言っていたんです。場面緘黙でしゃべれない子は

それがきついと。でも、学びあいだと廊下で入れず

に授業を見ていたら、「おいで～いまこれやっている

から」と声をかけてくれる生徒がいます。講義式だ

と声をかけにくいですが、学びあいだとごちゃっと

しているから声をかけやすいかも。おかげで、ちょ

っとずつ教室に入れるようになったのでよかったな

と思っています。最初は入りづらい雰囲気があった

んだなと感じています。これが苦労したところです

ね。 
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司会：全員参加させるためにとっている手立て等を

交流しましょう。 

 

武山：潮見が丘地区の子どもたちは受け身な子供た

ちが多いです。授業中、基本的には静かに受けてい

るんですが、静かだからと言って果たして頭が動い

ているのかとか、心が動いているのかというところ

が課題かなと感じています。うるさくて授業が成り

立ちませんということはないのですが、そこにいる

だけになっていませんかということです。２年前か

ら学習の決まりというのをもう一度考え、先生方で

共通なものにして、わからないことがあったら子ど

もたちが解決できるようにしようというのを今年度

は一番の目標としています。「わからない時にわから

ないと言えるだとかができていければいいね」と話

をしているところです。学びあいは、潮小でやって

いるものが、体系的に十分つながっていないところ

もあるのですが、まずは自ら考えるということを大

事にしながらやっている最中です。自分自身で考え

るために私たちはどんなことをすればいいんだろう

というのを具体仮説の中で出しています。私は国語

科ですが、魅力的な発問をするというのを具体仮説

にして、「子どもが、お！と思って考えられるような

授業ができたらいいね」と話をしているところです。 

 

菊地：授業のきまりというのは先生方のですか？そ

れとも生徒のですか？ 

 

武山：生徒にがんばってほしい５項目と授業者とし

てがんばる５項目の合わせて１０項目があります。 

それを学期末に授業アンケートで取っています。 

 

菊地：具体的でいいですね。子どもたちもわかりや

すいですね。 

 

武山：掲示とかはしていません。子どもたちに掲示

するのも大事かなとは思いますが、書いてあるから

やりなさいというよりも、それをいかに私たちが授

業者として意識できるかというところを大事にした

いなと思っています。 

 

～授業評価はどうしてますか～ 
 

 

司会：今の話の中で、授業評価がでてきました。各

学校で、授業評価をするときに工夫している点を交

流しませんか。 

 

高田：子どもからの授業評価というのにはまだ取り

組めていないのが現状です。先生方が授業を見る時

には４つの視点 課題設定、学びあいの聞くという

ところだとか、学びあいの中での教師の関わりと添

削の時間がどうだったかという４つの視点で授業を

見るようにしています。うまくいかなかったことよ

りも、うまくいったことと、見ていた先生方が自分

だったらこうする、こうしたらもっとよくなるとい

う形で授業後に紙に書いて渡しています。また、校

内研修ではそれぞれの４つの視点について模造紙と

付箋を用意して、それぞれに感想や改善点を書いて

貼って、話し合って先生方で学びあうという形の研

修をしていました。先生方も学びあいをするという

ことです。 

 

 

 

 

 

西山：評価でいうと、先ほどあったように子どもた

ちのほうからというのは足りないところがあるなと

思っています。学校生活アンケートの項目に友達同

士で学びあうのは好きですかというのを入れていま

す。それだけでは足りないかなと思いますが、その

変化を見ていっています。教師の方は、授業を見た

ときには課題設定、まとめは適切であったかという

部分です。やはり、課題設定とまとめをはっきりし

て、そこに向かって活動をしていっているかという

のがポイントになります。 
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あと、学びあいをしているので子どもたちの活動の

ときに先生方がどんな動きをしているのかとか、ど

んな言葉で学びあいをしているのかとか、子どもた

ちの言葉で解らなかったことがわかるようになった

のかというところを見る時間。そういうところで課

題が達成できたのか評価をしています。あとは先生

方が学びあいをしている時の重要な動きは、交通整

理かなとよく言っています。困ってぽつんとしてい

る子がいたら、まだできていない子がいるよとか、

わかった同士でいたら次はこれを考えてごらんとか、

同じ答えになっているけど考えかたが違うかもしれ

ないから交流してごらんとか、声をかけています。

教えるのではなくて、こんな風に学びあいをしてご

らん、というような声掛けを進めているところです。 

 

高田：学びあいの中での先生の関わりってすごく大

事ですよね。ほめて価値付けをしてあげること、子

ども同士をつなげてあげること、見とること、「それ

はすごくいい考えだね。じゃあみんなの前で言って

みようか」と応援すること、ちょっとこんがらがっ

ているところは整理すること、そういうところで私

たちが関わるのが大事かなと思っています。その時

にどんな声掛けをするのかは、学年で話し合いなが

ら進めているところです。 

 

 

～校内研修は、どのように～ 
 

 

司会：先ほど校内研修の話も出ましたが、年に何回

ぐらいやられていますか？ 

 

西山:全校研修は２回ですね。１学期と２学期。その

他ブロック内で学期に１回はやっています。 

 

菊地：全校研修は３回です。北地区の授業交流も入

れてですが、校内だと２回です。これはしっかりと

した指導案を作っての研修です。学年研修は指導案

なしのいつも通りの授業で、学年の先生に見てもら

って交流する。というものですが、これがなかなか

できていません。全体研修はみんなでとなりますが。

全体研修の１回は自分たちでやっていますが、もう

１回は出前授業をやっています。１年目は信州大学

の教授、２年目は授業作りネットワークの石川先生

に授業をやってもらって、今年は合唱作りの授業を

やってもらって面白かったです。 

 

高田：年に２回です。あとは小中交流の中で１回で

す。基本、１年に１回は全授業を公開しようという

ことで簡単な授業案を作ってこんな風に取り組みま

すというようにやろうと声掛けはしています。ただ、

せっかくそうやってしてもらったのに、なかなか行

けないという現状もあって、そこは学校評価の中で

も上がっていてどうしたらいいかなと困っていると

ころです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武山：全体の授業研修は１回。指導主事訪問にあわ

せて行っています。あとは小中連携で１回、小学校

の先生方に見てもらうというのと、学期に１回ずつ

授業交流強化月間というのを設けていますが、全然

交流ができていないのが実状です。１１月もそうで

したが、ちょうど指導主事訪問があったのでそちら

でみんなで学びあえました。授業者の先生がすごく

やってくださったんですけども、研究部主導という

部分ではほとんど機能できていないなというのが反

省です。 

 

これ打開策あるんですかね・・・ 

できないですよね・・・ 

授業がつまっていますし・・・ 

強行にやると嫌がられますし・・・ 

目先の生徒指導にいってしまいますし・・・ 

悪循環ですよね。研修ができなくなると授業の質が

落ちてくるし、空き時間は残務処理をしたいし。 

先生方を見ていたら声を掛けにくいです・・・ 
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菊地：学期に１本レポートを書いてもらっています。

１学期はこんな授業が良かった、失敗したなど書い

てもらって、それを夏休み明けの研修で持ち寄って

みんなで交流し合いました。４人１チームで、１人

２分で。２学期のレポートも書くように考えていま

す。たった１時間の交流ですが、楽しいですよね。

授業についてしゃべるというのがあまりないから、

やったら楽しいです。この先生こんなにがんばって

いたと初めてわかる。隣にいるのにわからなかった

とかあります。 

 

西山：授業交流週間は作っていますけど、１学期で

はブロック内にいこう、２学期は全校的にいこうと

しているけどできませんでした。行ける先生は交流

週間じゃなくてもちょこちょこと行っています。少

しでも見ようねと呼びかけてはいますがなかなかで

きません。ＴＴになっている先生が少し抜けて見に

来てくれて、声を掛けてくれるのはありがたいです。 

菊地：せめて学年内は見ようということで、がんば

っているところですけど、ほかの学年となると行け

ないですね。 

 

高田：学年の中だけでも見る機会があれば、そうい

うやり方があるんだと気づくことができます。２年

生の学年では、授業案の検討もこの単元は一緒にや

ろうとみんなでやって、同じ授業をしますが、それ

ぞれにやりようがあって、子どもたちの反応もいろ

いろあります。この先生がやってたやつがすごく面

白かったから、うちのクラスでもやってみようとか、

次の単元で使ってみようとか、自分に戻せるという

ところがすごくよかったなと思っています。 

 

菊地：小学校いいですね。一緒に作れるっていいで

す。中学校は教科ごとなので孤独です。 

 

武山：一人しかいない教科とかもあるので、そこは

大変だなって思います。 

 

菊地：ちょっと見ただけでわぁっとなるのは年を取

っても同じなんですよね。こんな年になっても他の

人の授業を見たらうわぁと思うから、２０代の先生

とかはいっぱい見せてあげたいというか、見たいだ

ろうなと思いますね。 

 

 

ちょっとだけでもね・・・ 

最初の導入だけでも・・・ 

 

 

武山：行ったからには全部見たくて見に行けない方

もいるかもしれないので、それも手かもしれないで

すね。 

 

事務局長：中学校の先生ってどちらかというと時数

的には行きやすいと思うんですよね。空き時間があ

るから。でも行けない、行かないですよね。私は国

語だから、数学の授業を見に行っても勉強にならな

い。だから行かないという先生が多いです。教科の

壁を取っ払う必要があるんです。そのためには、授

業作りとか、子どもの動かし方を学びましょうとい

う視点で授業を見るべきだと思います。そういった

意味では、４校のうち３校がやっている学びあいだ

とか、全員参加というように整理した視点を持って

授業を見ると、授業の交流が進むのではないかと思

います。特に技能系の体育や音楽とかだと子どもが

動かないと授業が始まらないです。芸能教科の先生

の授業を見て、子どもをこうやって動かせばいいん

だとかを学べると思います。中学校の先生が、小学

校１年生の授業を見ても意味がないと言いますが、

それは違うと思っています。やっぱり授業作りです

よね。 

 

菊地：幼稚園の先生が小さい声で話しかけて指示を

出しているのをみて、すごいなと感じました。中学

校の先生は怒鳴っているから。今は怒鳴らなくなっ

ていますが。 

 

武山：潮中でも、潮小に行ってたくさん学ばせても

らっています。全員参加を考えたときに、子どもた

ちが何を望んでいるのかとか、子どもたちにどんな

力をつけさせたいのかを考えているのは特別支援部

会だろうということで、特別支援部会の授業をみん

なでみたいと考えています。まだ実現できていませ

んが、なんとか年度中、忙しい時期が過ぎたころに

でも見せてもらって、一人一人をどうやってみて、
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どうやって力をつけさせようとして、どうやって声

掛けをしているのかというのを学ぶ機会を持ちたい

と考えているところです。 

 

菊地：特別支援の授業をちょっと見に行ったら、「○

○先生よく来てくれるんですよ」と聞くのが多いで

す。授業を一生懸命やっている先生がちょっとの時

間を見つけて、特別支援の授業をすごく見に行って

いるのがわかったりします。がんばっている人って

こういうところに目をつけて行くんだなって思うこ

とがありました。 

 

 

～学びあいとは？～ 
 

 

司会：学び合いを簡単に教えてもらえませんか。 

 

菊地：巷では、学び合い・アクティブラーニング・

共同学習といったようなネーミングで語られていま

す。どれも共通しているようで、学び合いを語って

いても微妙に違っていたりします。うちの学校では

どれも学習をし、それぞれの教科や単元の合うとこ

ろに入れている感じです。先生によってやりやすい

ものもありますし。基本的には、講義型の一方通行

ではなく、子どもが自分で考えて、最後にアウトプ

ット（自分の言葉で説明をしたり、自分の考えで問

題を解いたり、自分の考えを交流し深めてわかるよ

うにしたり）する時間を取る授業が多く取り入れら

れています。 

 

西山：子どもたちの力でみんながわかるようにしよ

うというのを目標に、みんなができるように、１人

も見捨てず、自分がわかったからおしまいではなく、

お友達みんながわかるように活動をしています。わ

からない子がわかるように、わかりやすく考えなが

ら伝えたり、わからない子もわからないと発信した

りして、わかるようになるというのが学び合いとと

らえています。 

 

 

 

菊地：半固定型の学び合いをしたときに、場所が変

わらないから役割が決まってしまって、問題を解く

だけ、解答を写すだけ、黙っているだけというのが

みられました。それはダメだということで、全員参

加の学び合いにすると、最後は自分で何とかしなけ

ればいけないということで、自分から必死に聞くと

いう子が増えました。教えることで、自分の脳には

っきり刻まれるというのもあるので、相互に良さが

あると思います。学びあいの時には、最初に最終目

標を提示します。先生によっては、今までの講義形

式の中に学び合いを入れるというのもあります。講

義形式（教える）でつけた知識を使って学び合い（考

える）でまとめるという形です。 

 

高田：単元の中で学びあいをどこに仕掛けられるか

というところと、１時間の中で教えなきゃいけない

ところは教えて、それを使って考えて問題に向き合

っていくという形です。 

 

菊地：学びあいの時間は何分くらいですか。 

 

高田：最初は５分くらいでしたが今は７分くらいで

す。２０分～３０分かかるときもあります。時間が

かかりすぎてしまって、定着ができないというとき

もあります。 

 

菊地：３０分～４０分くらいで学び合いが一気に深

まるんですよね。あまり短くしてしまうと意味がな

いし、長すぎると定着ができないし。 

 

西山：そこが難しいところですよね。もう少し学び

合いをさせていたらわかったかも、というときもあ

ります。中央小では最後のまとめも大事にしましょ

うというのもあるので、まとめの時間を考えるとこ

こまでと切るしかないです。 
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菊地：中途半端になっていないか、でもやったほう

がいいのか、そこが研究のしどころですね。やった

ら子どもたち自身が動いて考える時間が多いので、

聞くだけの授業よりいっぱいしゃべれる授業のほう

がいいなと感じます。学び合いの最終的な目標は、

社会にある色んな壁を、近くの人たち、いろんな立

場、いろんな能力の人たちと考えて新しい方向を生

み出していける大人になる、というのが一番ですね。 

 

高田：学びあいを始めたきっかけが、高学年で子ど

もたち同士の関わりで助け合ったりするのが難しく

なってきて大変だった時期に、苦しさとか悩みを少

しでも救ってあげたいというところから始まりまし

た。勉強は自分ができればいいということではなく

て、人とつながって人のためにもなるという話を子

どもたちにもしています。それで、この時間はみん

ながわかるように一人一人が力を出して、最後みん

なでできてよかったと思えるようにがんばろうとい

う話をします。それが授業だけではなくて学級の中

のいろいろな活動に生きてきたり、逆に学級の活動

が潤ってくると授業もよくなったりということで、

学級づくりにも大きく関わってくるものなのかなと、

やりながら感じています。両輪だなと思います。 

 

菊地：中学校の方では、この教科はこの子が、違う

教科ではまた違う子がというように教科が変わった

ら活躍する子も変わってくるというのも大事だと感

じています。いろんな活躍の場が設定できるのがい

いですね。芸体系の教科には多くみられます。 

 

司会：この交流会での話を聞いて、これから自分の

学校で取り入れてみたいことなどありましたらお話

しください。 

 

菊地：学び合い中心で進んできたのですが、若い先

生が多くなってきているので授業作りの基礎といえ

るようなチェック項目みたいなものがあったらいい

なと思いました。潮中さんで使っているようなのは

必要かなと。 

 

西山：子どもの実態に合わせた実践をやっていかな

ければいけないと思っているので、もっと子どもの

声を聴くような方法を考えていかなければいけない

なと思っています。今日の話をこれからに生かして

いきたいなと思ったのと、学び合いについては稚内

中さんとはよくお話をする機会はあったけど、ほか

の学校で学び合いをやっていくうえで、うちではこ

んな風にやっていますというように色々違うと思う

ので、そういうところも学んで生かしていけたらな

と思っています。今日少し話を聞けたのでよかった

なと思いました。 

 

高田：高学年の先生から教えてくれるのを待ってい

る子がいて困るという話を聞いていました。先ほど

稚内中の話の中で、ジグソー学習の話があったので

すが、それぞれが責任を持って課題に取り組むこの

方法は、高学年の子どもたちに使えるなと思ったの

で、ぜひ伝えたいと思います。 

 

武山：学びあいというところでまだ体系的ではない

ので、効果的な学び合いを小学校の先生方ともっと

交流をさせてもらいながら取り入れていきたいなと

思いました。あと、稚内中と中央小の連携の中で学

び合いが機能しているんだなと思うので、せっかく

の小学校での財産を中学校で大事にしたいなと思い

ます。クイズを解くのが好きな子どもたちなので、

ジグソー学習は楽しんで意欲的にできるんではない

かと感じました。 

 

司会：今日は１時間という短い時間でしたが、たく

さん話をしていただきありがとうございました。 
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潮見地区における小中連携の取り組み 

取り組みのスタート 

潮見地区の子ども実態を全教職員で共有する「素直だが、自発性に乏しい」 

目指す子ども像「自ら学び、仲間とともに高め合える子ども」 

９年間を見通した教育活動の連携の具体的な切り口 

１．授業づくりの連携です。具体的には、年２回の「潮見が丘地区小中連携実践研究会での研修

の学び合い」を節とし、日常の「授業づくり・改善を目指した研究」を進めています。 

２．「家庭学習キャンペーン」の実施です。２６年度は、「授業づくり・授業力向上…授業研究の

学び合い」「家庭学習の取組の充実発展」にくわえ、児童生徒の生活実態、通信機器を使って

のトラブル等の生活面の課題についても論議をしてきました 

３．連携の基本である「互いの学校の教育活動を知る」ための情報交換を密にすることも重点と

しました。 

「授業研究で授業力向上」 

小は「学び合い」のある授業を追求しています。 

中は「全員参加」の授業づくりをめざしてきました。 

学ぶ楽しさを実感する授業づくりを通し、わかる・できる喜びが、子どもたちのやる気のスイ

ッチをいれ、それが「自ら学び、仲間とともに高め合える子ども」の育成につながっています。

また、学び合いにより、自分の良さや仲間の良さに気付き、認め合いがうまれることにより、自

己肯定感を高めることにつながっています。小でつけた力を中で発展させていくことが課題です。 

「自ら取り組む力」を育み、「学習習慣の確立」を目指す「家庭学習キャンペーン」 

意欲的に家庭学習に取り組む姿が見られる。「家庭学習を続け、わかるようになって、やる気が

でてきた。」「友達と励まし合いながら取り組んで、続ける力がついた。」 

「子どもの生活」 

夜型の生活の改善が課題です。くわえて、ゲーム・スマホ依存から抜け出す取り組みが必要な

ことも明らかになりました。潮見地区子育て連協が中心となり、生活リズムを見直していく取り

組みを保護者・地域ぐるみで進めているところです。 

情報発信・情報交換を密にし、互いの教育活動を知る 

それぞれの学校の具体的な取り組みと子どもの変容を共有していくことにより、連携が深まっ

ていきます。昨年度よりも教員間の連携や児童生徒の交流など、日常的な連携が進みました。実

践研究会以外にもそれぞれの全校研や行事に参観するようにしています。中学校での国語の授業

で作成した学校祭の案内状を小学校に回覧し、授業の成果や全ての生徒の学習活動が交流される

など、気軽な指導の工夫や授業実践の交流が生まれています。また、中学校教員の巡回指導によ

る取り組みが、授業力向上のみならず教育活動の共有・連携につながっています。吹奏楽部によ

る音楽教室の実施など、子ども同士の交流も重視しています。さらに、小中連絡会議ということ

で、月１回の管理職の連携会議を開催し、課題の共有・連携を密にするように努めています。 

中三が連携のめざす出口の姿です。目指す子ども像を体現した中三の育みを目指し、９年間一

貫した取り組みを積み上げているところです。 
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北地区の小中連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 地 区 の 子 ど も た ち 

学力・学習意欲の向上 個別支援が必要な子の増加 

小中共通テーマで学校研究を進め

授業改善を図る 

○「学び合い」を取り入れた授業づくり 

 ＜学習意欲を高める＞ 

＜主体的に課題解決に向かう姿勢を育む＞ 
＜思考力・判断力・表現力を高める＞ 

＜人と関わる力を高める＞ 

＜一人も見捨てない＞ 

合同授業研究会（年２回） 

○稚内中学校算数大使（毎週木曜日小学校に） 

○夢広がる事業による問題集の作成 

子どもの情報を共有し 

連携して、改善を図る 

○学校間交流（年２回） 

 ＜子どものがんばりや教師の実践を

励まし合い、学び合う＞ 

 ＜子どもの実態を把握し９カ年連続

した教育活動の中で改善を図る＞ 

○合同分掌部長会議（年２回） 

○管理職懇談会（月１回） 

小中が連携して家庭・地域とのつながりを作る 

○合同ＰＴＡ役員会・懇親会 

○合同父親懇親会 

○合同ＰＴＡおやじの会活動 

○中学校教頭による 

小学校 PTA対象スマホ研修講座 

○合同学校評議員会（第 1回のみ） 

 

○北地区子ども支援ネットワーク（月１回） 

○子育て講演会の開催（子育て連協主催） 

○北地区フェスティバルの開催（北子連主催） 

○民生児童委員との連携（例会への参加） 

○合同授業研究会・学校間交流への参加依頼 

人と関わる力の弱さ 

子どもを真ん中に、小中が力を合わせる・連携して家庭・地域とつながる 

地域ぐるみの子育て運動  家庭の教育力を高める  


