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平成 30 年度 現職研修奨励事業（学校等研修）報告

申請者 宇部市立川上中学校

教頭 曲 浩範

研修題目

「児童生徒の９年間の学びと育ち」を地域ぐるみで支えるためのカリキュラムの工夫

～地域に誇りと愛着を持つ児童生徒の育成をめざして～

本校は宇部市教育委員会から小中一貫教育（隣接型）の指定を受け、川上小中学校合同研修会

や、川上小中学校合同学校運営協議会を行うなど連携を深めている。

小中一貫教育の推進を通して、川上小中学校区独自のやまぐち型地域連携教育を形成し、地域

に誇りと愛着を持つ児童生徒の育成を図りたい。

研修を推進するため、山口県教育会から助成をいただき先進校視察を実施したので、その概要

を報告する。

１ 先進校視察報告

先進校視察報告

宇部市立川上中学校 辻本 菜月

１ 研修期日 平成３０年１１月８日（金）

２ 研修先 静岡県沼津市立静浦小中一貫学校

３ 研修の目的 小中一貫教育の先進校を視察することで、今年度以降本校で実施する研修の

活性化を図る。

４ 内容

（１）日程

（２）静浦小中一貫校の小中一貫教育の特徴について

①教育課程において

・９年間の系統性を意識 ・教科等間の横断的指導 ・連続的なキャリア教育

②指導上の工夫として

（ア）小中の教科の乗り入れ授業

10:00～ 10:30 受付

10:30～ 11:20 授業公開（３クラス）

11:30～ 12:00 学校紹介 図書館紹介

13:00～ 13:30 本校の研修について

13:40～ 14:30 講演会①「９年間のカリキュラム・マネジメント」

千葉大学特任教授 天笠 茂 氏

14:40～ 15:30 講演会②「子どもが学びをつなぎ、考えを深めあう単元デザイン」

放送大学客員准教授 塩谷京子 氏

15:40～ 16:20 パネルディスカッション「小中一貫教育」
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･･･学級担任制から教科担任制への段階的な移行

（教科担任による授業の割合 1･2年 25%、3･4年 40%、5･6年 60～ 80%、7~9年

100%）

（イ）日課の工夫

･･･授業の開始・終了を揃えている。２時間目と３時間目の間を１～４年（授業時

間 45分）は 20分休みである。５・６年(授業時間 45分）は 10分休みであるが、

授業の終わりに＋５分タイムを設けており、振り返りや練習問題の時間にしてい

る。

（ウ）定期テスト・評定の工夫

･･･小学校種の先生方もテストを作成し、１～６年生も国算の中間・期末テストが

ある。５・６年

生は、期末テストでは社理が加わる。１～４年生までは３段階評定であるが、５

～９年生は５段階評定となる。

（エ）義務教育９年間を４－３－２制（教室配置も４－３－２制に応じている）

･･･１～４年生（初志部）、５～７年生（立志部）、８・９年生（大志部）

９年間で１度の入学式であるが、４年・７年の終わりには修了式を行い、教室

も１つ上のフロアになる。成長が実感できる「節目」を設定している。

（オ）９年間で３回のリーダー経験

･･･４年生・７年生・９年生がそれぞれの志部のリーダーとなり、立志部自然教

室や全校縦割り遠足などの行事に取り組むことで、小規模校の子どもの課題

解決に生かしている。

（３）研究主題について

「 主題：９年間のカリキュラム・マネジメントによる確かな学力の保証

副主題：子どもが学びをつなぎ、考えを深めあう単元デザイン 」

① 教科を貫く本校のつけたい力「知っていること、できることを使って、深く考える力」の

育成

→単元デザインと９年間のカリキュラム・マネジメントで支える

ア 単元デザイン

・ 子どもの思いや問いを引き出し、連続性のある問いにして、単元全体を１つの学

びにしていくこと

・ 単元のゴールの学びの姿と照らし合わせ、常に振り返りも大切に行うこと

[単元デザインされた指導案]

（A)つけたい力の明確化 （B）教科の学びの充実 （C)他教科・他学年との接続

イ カリキュラム・マネジメント

・ 全教科で９年間の系統性を共通理解する

（教科横断的な視点をもち、教科は違っても、内容がつながっていること意識した授

業の展開によって仕掛けができる）

・ カリ・マネ会議（単元同士のつながりや関連性を話し合う会議）。子どもの学び

の姿で評価し、改善しながら深めていく
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ウ．成果

・教職員の変化

･･･授業改善の士気向上・９年間の縦と横のつながりの意識の高まり・小中の垣根

を除く）

・一貫教育を進めた子ども達の変化

･･･小学校 H29年度国語の平均点は全学年において市内平均を上回る

中学校 国・数において上昇傾向が見られる、科学的な思考や書く能力など力

の向上

（４）学校図書館と授業のつながりについて

① ２階から４階の３層構造

[２階] 読書センター（豊かな心をはぐくみ、自由な読書活動）･･･絵本や読み聞かせのたた

みの部屋もある

・ 朝読書をアウトプット（読書ノート・ビブリオバトル・読書会）→成果：読書習慣が

付く

[３階] 学習センター（資料を使って学習し、授業を豊かにする・深める）

・ ０～８類の本があり、全学年で全教科で使う →成果：図書館が学習の場として認識

された

[４階] 情報センター（子どもや教員の情報ニーズに対応・教科横断的な情報活用能力の育

成）

・ 個人用の勉強ブースがあり、夏休み等にも中学生が勉強している

・ 課題：情報センターとしての学校図書館を周知する場がない

② 本校のカリ・マネ（カリキュラム・マネジメント）会議と学校図書館

・ 教員のニーズに対応して、資料・情報を提供することができるようになった。

・ 司書教諭は担任をもたずに、主に担任と総合的な学習を TTで行う。（週に 13時間）

学習コーディネーターとして、「思考」を支える

（９年間の情報活用スキルの話し合い・総合の単元計画・総合掲示板・ノートコンテ

スト）

（５）公開授業について

小学校４・６年、中学校２年の授業が公開された。私は中学２年の総合の授業を参観した。

３年生 ４年生 ５年生 ６年生 ７年生 ８年生 ９年生

単元名 「静浦漁港から 「静浦漁港から 「地域の高齢者「静浦の昔、今、「地域防災のた 「静浦の海を知 「沖縄と沼津

（地域学習のみ） 静浦のじまんを 沼津漁港へ」 とふれあおう」「地 未来－自分たち めに、自分たち ろう、伝えよう」個人テーマを追

見つけよう」 域活性化のため にできること」 にできること」 求して地域に発

に自分たちにで 信しよう」

きること」

主体的な学習態 ・課題解決できるように自分にで ・目標を設定し、課題解決に向け ・目標を設定し、課題解決に向けて計画的に行動す

度 きることを行う。 て自分にできることを行う。 る。

学習方 整理・ ・分類する ・集めた情報を関係づける ・観点を立てて情報を整理する
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法に関 分析 ・比較する ・多面的に見る ・目的に応じて観点をもとに情報を整理する。

するこ ・理由づける ・多角的に見る

と ・具体化する

まとめ ・形式に沿ってプレゼンテーショ ・主張が伝わるプレゼンテーショ ・ピラミッドチャートを使って、構造化する。

（考え ・表現 ンを行う。 ンを行う。 ・レポートにまとめる。

るため ・報告する文章を書く。 ・事実（結果）と自分の考えを区 ・相手や目的に応じたプレゼンテーションを行う。

の技法） 別して報告する文章を書く。

自己の生き方を ・分類する ・様々な人の意見を尊重し、受け ・課題の解決に向けて、地域の活動に参画する。

考える ・比較する 入れる。 ・様々な人の意見や考えを尊重して受け入れ、生か

・理由づける ・自分にできることを考え友だち そうとする。

と協動して課題を解決する。 ・互いの特徴を生かし、他者と協働して課題を解決

する。

本時の単元構想

（教師の投げかけ） ○情報を集めるにはどうしたらいいのかな。

（学習問題） 自分の伝えたい海の魅力は、この内容で相手に伝わるのかな。

（予想される子どもの表れ） ・情報がどうなれば伝わるのかな。（筋道を立てる）

・違うグループの友だちの情報も加えた方がよさそうだ。（新たな情報の取得）

・必要のない情報があるかも。（必要のない情報の見極め）

・まとめられる情報がある。（共通情報のグループ化）

① 系統性

学校教育目標は、「大きな志を抱き、挑戦し続ける人づくり」であり、それを具現化するため

に、総合的な学習の時間において７年間でつけたい力を「自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考

え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する力」「学び方やものの考え方を身につけて、自己

の生き方を考える力」と設定している。静浦小中一貫校では、地域との強い繋がりをもつ特色を

生かして、「地域学習」と「キャリア教育」の２つを軸として、３年生から９年生の７年間を系

統立てて実践している。また、「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」の

４つの探究の過程を通して、主体的な学習態度を育むことを目指している。

生徒らは今までの学習をもとに、本時の授業で学んだ「まとめ」をするときに必要な視点を生

かし、自分で考えたり、グループで相談したりすることができていた。その結果、情報を整理・

分析し、自分が伝えたい魅力について見直すことができていたように感じた。

② 司書教諭

担任が T １、学習コーディネーターである司書教諭が T ２で授業を行っていた。T １の担任が

授業を進めていたが、T ２の司書教諭が板書をしたり、なげかけをしたりすることもあった。情

報を探したり、調べたりする際に、生徒の学習を支援することができると感じた。

③ 「考えるための技法」の活用・グループでの活動



- 5 -

授業の初めに、T１と T２がそれぞれ、同じテーマについて（マリンスポーツをこれからやっ

てみたいと思っている人に、静浦の海だから楽しめるマリンスポーツの魅力を伝えよう。）まと

めたものを発表した。どちらの内容のほうが、より相手に魅力が伝わるかということを考えさせ

ていた。話し合う視点を共通理解させたあと、話し合いが有効な手立てとなるよう３人組を作っ

ていた。

前時までに、情報源ごとに付箋の色を変え、情報の収集を行っていた。（ピンク･･･インタビュ

ー・アンケート、緑･･･本・インターネット、黄色･･･フィールドワーク）本時では、教師の発表

内容を見て、自分が収集した情報をまとめるために、「共通の情報のグループ化」「必要のない

情報の見極め」「新たな情報の取得」「筋道を立てた並びかえ」に取り組んだ。個人で考えた後、

３人組で双方向の話し合いが行われた。友だちからの情報は、オレンジ色の付箋に書き、付け加

えていった。自分たちの情報を可視化して、共有しながら考えることができていた。

３人組を取り入れることで、お互いに質問しあったり、アドバイスをしたりすることができて

いた。オレンジ色の付箋があることで、相手の内容について改善できることはないか、何か助言

できることはないか、と真剣に考え、発言する姿が見られた。

（６）終わりに

静浦小中一貫学校は施設一体型という特性を生かし、義務教育９年間でつけたい力を教職員が

共有し、子どもの成長を第一にした小中一貫教育を進めていることを実感した。特に、カリキュ

ラム・マネジメントにより、９年間の学びや成長を見通して小中一貫教育を進めていくことの必

要性と重要性を実感した。昨年度、川上小・中学校では、目指す子ども像を共有し、９年間のカ

リキュラムを作成した。今年度は「４－３－２制の学年割り」について研究を進めていく予定で

ある。現段階でも小中合同研修会はあるが、それぞれの校種の子どもの様子を互いに見る機会を

つくり、全教職員が課題や教育目標を達成するための手立てを検討・共有していく必要があると

感じている。

２ 小中合同行事の実施

夏休みの登校日に、保護者や地域の方、

川上小学校の６年生と一緒に環境整備を行

った。川上中の１年生と川上小の６年生は

合同で、学校のそばの美化ピカロードを清

掃した。小中一貫教育を進めていく中で、

中１と小６が協力し合う場面や小・中の教

員が、互いに企画・運営を行う場をつくる

ことができた。来年度以降、今回の助成金

で購入したハンドマイクを使用し、より効

率的に作業を進めたい。


