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宮崎支会校長会第４部会の基本的な考え方

（１）
「新たな知」の定義の確認

はじめに

切である。そこで，本部会で共通理解を図った。全国小学
校長会では，
「新たな知」を「創造的な思考力」及び「しな

現在，日本は世界でも類を見ない少子高齢化の急激な進行
による生産年齢人口の減少に直面している。また，科学技術

やかな知性」としている。本部会では、
「創造的な思考力」

の目覚しい発展に伴い，人工知能（ＡＩ）の登場，情報メデ

を，身に付けた知識や技能，考え方，体験などを基にして，

ィアの躍進，グローバル化，社会の仕組みや産業構造の変化

直面した課題を解決していく力や新しい考え・方法を生み

などが進んでいる。この変化は，更に加速し，今後ますます

出す力とした。また，
「しなやかな知性」を，獲得した知識

予測不可能な状況になると予想されている。このような時代

と新しい知識を結びつけ活用する力や変化に対応できる柔

を担い，生き抜く子どもたちには，今まで習得した学習内容

軟な思考力・態度とした。

や技能を総動員して解決する力，将来直面する困難な諸問題

（２）
「新たな知」を拓くための学校経営ビジョンの提示

に進んで立ち向かい自ら乗り越えていく姿勢や能力，国際的

本部会では，
「新たな知」を拓くには，学校経営者である

な社会問題の解決や持続可能な社会の構築に役立つ力，知識

校長が方向性を示すことが肝要であると考えた。
そのため，

や技能を不断に更新する態度が必要である。この資質や能力

「新たな知」の育成を目指した学校経営ビジョンを明確に

は，まさしく全国小学校校長会が掲げる「新たな知」である。

職員や保護者などに提示することが重要である。学校経営

それに伴い学校に対しては，
「将来の予測が困難な複雑で変

ビジョンの設定段階において次のことを考慮した。今日的

化の激しい社会の中で求められる力の育成を，各学校の教育
課程や各教科等の授業まで浸透させ，
具体化していくことが，

な教育課題を把握すること，学校や児童の実態を把握する

これまで以上に強く求められている」と中央教育審議会「教

こと，地域の願いや実態を把握すること，校長の考える目

育課程企画特別部会における論点整理について」で述べられ

指す学校像をしっかりもつことである。そのためには，十

ている。教育の目的や目標を達成するために，各学校で教育

分な情報収集が必要である。
さらに，
集めた情報を整理し，

の内容を子どもの心身の発達に応じ，授業時数との関連にお

具体的な児童のイメージできる学校経営ビジョンを提示し
た上で，方策を説明することが大切であると考えた。

いて総合的に組織している教育計画「教育課程」が，時代の
ニーズに基づき編成されなければならない。そして，日々，

（３）教職員の授業改善への意識及び指導力の向上

授業レベルで確実に展開され，常に授業を子どもの実態や成

授業を行っているのは教職員である。本部会の校長の多

果・課題を基に改善していることが必要である。そういう営

くが「新しい知を拓くためには，教職員の意識や技能を向

みが「新しい知」を拓くことにつながると考えている。

上させることが非常に大事である」と答えている。そのた

そこで，本研究では，
「新しい知」を拓くの視点から教育活

めには，職員に教育の動向や学校教育に求められている内

動の柱である授業の見直しを図る具体的な方策の提示を試み

容や児童の実態を理解させるとともに，自分の授業改善の

たいと考える。
２

必要性を感じさせることが必須であるととらえた。また，
指導技術の向上では，授業評価，授業公開，主題研究など

研究のねらい

の深化が重要であると考えた。

諸問題の解決に向け積極的に行動する児童の育成を目指し

以上の（１），
（２），
（３）に基づき，
「新しい知」を拓く

て「新たな知」を拓く授業の推進を図るための校長として果

授業を目指した改善を進めていく。以下，校長として学習

たす役割と指導性を明らかにする。

指導の改善・充実に向けた取組を紹介する。
（上１行あけ、３行確保）
Ⅱ研究の概要
研究の概要

Ⅱ

２

授業改善への意識の高揚への校長の取組

（１）次期小学校学習指導要領解説「総則編」の活用
職員朝会や終礼，職員会議，職員研修などを使用して職
北海道大会要録
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まずは，校長自身が言葉の定義をしっかり行うことが大
１

員に次期学習指導要領の改訂趣旨を説明した。話のポイン

して努力すること」
「基礎・基本の定着」
「分かる授業の実

トの一つとして，
「技術革新による社会の急激な変化や急速

施」
「意欲的・主体的に児童が取り組む授業の実施」が授業

な少子高齢化が進む成熟社会への対応」を取り上げた。こ

改善のポイントであると職員に伝え，意識化を図った。

こでは，
今後，
一人一人が持続可能な社会の担い手として，

（４）学力調査結果分析の活用

その多様性を言動力とし，質的な豊かさを伴った個人と社

学力面では，国語科・算数科共に，基礎・基本よりも活

会の成長につながる新たな価値を生み出していくことが期

用問題に対して力を十分には発揮していない傾向にある。

待されることや，人工知能の思考に目的をプログラムした

国語科では，
「目的に応じ，内容をとらえながら本や文章を

り，目的のよさ・正しさ・美しさを判断できたりすること

読み，自分の考えを明確にする力（書く能力，読む力）
」が

が人間の最も大きな強みになることを強調した。

課題である。算数科では，
「数量や図形についての知識・理

次に，
「学校に求められていること」を取り上げた。学校

解を生かして，表現したり考えを深めたりする力（数学的

教育には，子どもたちが様々な変化に積極的に向き合い，

な考え方）
」が課題である。また，主体的に考え，意欲的に

他者と協働して課題を解決していくことや，様々な情報を

発表しようとする態度の育成や既習事項の定着も必要であ

見極め知識の概念的な理解を実現し情報を再構成するなど

ることを，職員にデータを基に認識させた。

して新たな価値につなげていくこと，複雑な状況変化の中

（５）校長室便りの活用

で目的を再構築することができるようすることが求められ

校長室便りを発行して，教育界の動向や次期学習指導要

ていることを説明した。学習指導要領の枠組みを改善する

領の趣旨の説明，授業の視点についての情報や校長の考え

６点，①「何ができるようになるか」
（育成を目指す資質・

を伝え，職員の意識を高めた。便りの内容は以下のとおり

能力）
，②「何を学ぶか」
（教科などを学ぶ意義と，教科な

である。

ど間・学校段階間のつながりを踏まえた教育課程の編成）
，

○子どもたちの学びを支えるカリキュラム・マネジメント

③「どのように学ぶか」
（各教科などの指導計画の作成と実

○教科などの指導の観点と主体的・対話的で深い学び

施，学習・指導の改善・充実）
，④「子ども一人一人の発達

○授業の視点，総合的な学習の時間のねらい

をどのように支援するか」
（子どもの発達を踏まえた指導）
，

○ふるさと教育の充実

⑤「何が身に付いたか」
（学習評価の充実）
，⑥「実施する

○目指す授業

ために何が必要か」
（学習指導要領などの理念を実現するた

○学級活動の目標と内容

めの必要な方策）
を視点に授業を改善する必要性を話した。

○学校経営ビジョン

また，
「生きる力」をより具体化し，教育課程全体を通し

○これからの教育

て育成を目指す資質・能力を，ア「何を理解しているか，

○特別の教科道徳の授業の進め方

何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）
」，イ「理
解していること・できることをどう使うか（未知の状況に

３

も対応できる「思考力・判断力・表現力など」の育成）
」
，

（１）主題研究の充実

授業力向上に向けての校長の取組

ウ「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送る

平成 28 年度の反省
（研究の見通しをもってスムーズに進

か（学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・

めること，研究主任の負担を軽減すること）を受け，平成

人間性など」の涵養）」の三つの柱に整理するとともに，各

29 年度から研究推進企画会（出会者：校長，教頭，教務主

教科などの目標や内容についても，この三つの柱に基づく

任，研究主任）を委員会活動の時間に設定した。会では，

再整理を図ることの大切さを説明した。

本年度の研究の方向性の決定，進捗状況の共通理解と今後

（２）保護者や学校関係者評価委員の願いの活用

の主題研究の進め方の検討・提案などを行った。

アンケートの結果を基に，保護者の願いは，学習のきま

また，
平成 29 年度から主題研究の内容を授業改善に特化

りの徹底，学力向上及び読書活動の推進であることを話し

して取り組むようにした。
以前までは，
組織を言語活動班，

た。また，学校関係者評価委員からは，
「これまでの意欲的・

生目授業モデル班，家庭との連携班，学習の約束班，読書

主体的な学習と基礎・基本の定着を促進するための様々な

活動班の五つであったが，組織を見直して授業改善班と学

取組などを継続的に行い，
全体的な学力向上に努めること」

力定着班の二つにした。

「全員による授業実践や朝の活動計画の見直しなどの活動

① 生目授業モデルの改善

を今後も授業力向上につなげ，学力向上を図ること」
「授業

主題研究では，
平成 28 年度の研究であった生目授業モ

中，児童がよく挙手しているので，継続化を図ること」
「研

デルを，
学力分析の結果や今後必要とされる態度・技能，

究の成果をさらに深化しようとする職員の意欲が高く，評

学校経営ビジョンに掲げる主体的な学びの推進を基にし

価できること」
「学力向上に向け教師の指導力を期待してい

て思考力や判断力，発表力，コミュケーション能力，活

ること」
「学校内での読書とともに，家庭読書の推進を図る

用力を伸ばすように，
改訂した。なお，
【生目授業モデル】

手立てを講じること」
「今後も学校あげての授業の取組改善

の流れの概略は，以下のとおりである。

と保護者に理解・協力を得るための工夫を継続すること」
などの期待が寄せられたことを話した。
（３）職員アンケートの活用
職員アンケートに出た「目指す児童像を児童自身が意識
■
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【生目授業モデルの流れ】
１

思考・判断（個で考える個人思考）

・

目的（単元のめあて）に応じて学習内容（問題）を
しっかりととらえながら，自分の考えを明確にする。

自分の考えを言葉や数，式，図，表などに明確に書

力状況調査を基に，国語科と算数科についての計画を作

くことができるよう，ワークシートを工夫したり，ヒ

成した。
９月以降の計画案を以下に示す。
内容としては，

ントカードの効果的な活用を図ったりする。

Ａ（基本）問題で努力を要する問題や文章力の向上を図

・

２

表現（個の考えを交流する集団思考）

る問題,Ｂ（活用）問題を設定した。Ｂ問題を実施するた

・

自分の考えや知識を生かして，相手に伝わるように

めに，各学年問題集を購入した。
【いきいきタイム

説明したり友達の考えを聞いたりする。
・ 発達段階に応じた表現をし，
話し合いの充実を図る。

計画表の抜粋】
（10 月と２月）

10 月（４回）

２月（４回）

３

思考・判断（再度、自分で考える個人思考）

１

国

主語，述語

かたかなの練習

・

集団で交流したことを基に，再度自分の考えを深め

年

算

時刻の読み方，加法

加法，減法

２

国

助詞「は，へ，を」

文章の視写（報告文など）

年

算

３

国

主語，述語

文章の視写（報告文など）

年

算

長さや体積，単位交換

四則

４

国

Ｂ問題

文章の視写（報告文など）

年

算

長さや重さ，単位交換

Ｂ問題

主語，述語，修飾語

文章の視写（報告文など）

る時間を確保する。
・

練習問題や応用問題を解く。

・

自分の考えをまとめ直したり，新たに書き加えたり

②

授業視点表の活用
授業改善のために授業視点表を改善させた。改善のポ
に高め合う授業の実施」
や主題研究のテーマ「わかった，
できたと実感できる生目っ子の育成」
，
協議題を明示する
ことにした。授業後に項目ごとに評価を行い，授業改善

５

の資料として活用する。

年

国
算

Ｂ問題
面積，単位交換

Ｂ問題

【授業視点表の抜粋】
授業像「児童が主体的に考え，互いに高め合う授業の実施」
テーマ「わかった，できたと実感できる生目っ子の育成」
項
１

目

チェック欄

国

６
年

算

主語，述語，修飾語

③

７

面積や体積，平均

９

・児童が既習経験をもとに，予想や見通し

四則,Ｂ問題

分かる授業や思考力及び表現力を高めるために,ノー

・児童が既習事項（言葉，サイドライン，
図，数直線等）を使って，解決し，解決
の仕方をまとめている。
（個人思考）

11

・みんなで学び合い（発表，説明，話し合
い）をし，修正しながらまとめている。
（集団思考）

12

・児童自身がめあてにそったまとめをノー
トに書いている。

トの使い方について統一するように研究部に指示した。
視点としては,授業の流れが分かるノート（問題→めあて
→見通し→考え『個→集団→個』→まとめ→練習→振り

を立てている。
10

（個人思考）

返り）及び児童が考えた足跡が残るノートにすることに
した。日付と単元名,めあて（青線で囲む）,まとめ（赤
線で囲む）を記入することも確認した。さらに,表記の仕
方の仕方についても以下のとおりにした。
も
○問
○：学習問題
ま
○

17

・振り返りの時間に本時で分かったことや

／

できたこと，解法の流れをノートに書い

13

れ○
練：練習問題
○

ふ：振り返る
○

かくれた数はいくつ（１）

も あめとガムを買いにいきました。あめは 30 円,
○
ガムは 40 円でした。ラムネもほしくなって買っ

ている。
いきいきタイムの改善

Ｐ

学力定着を図るために，毎週火曜日（15 分間）の補充

90

たら,全部で 90 円になりました。
ラムネは何円ですか。

め
○ これまでに使った線分図をかいて,

学習「いきいきタイム」を実施している。平成 28 年度ま

つ，学年一斉に進めるようにと研究部に指示した。研究

：まとめる

【算数例】
11

があまり上がらなかった。そこで，学校全体で系統的か

み
○見
○：見通し

また,見本として職員に以下を提示した。

・習熟のための時間を確保している。

では，各学級担任が主に内容を考え進めていたため効果

め
○：めあて

か○
考：考える（個人思考，集団思考，再個人思考）
○

14

③

基本的な用語や公式

ノートの使い方

・学習計画表や既習事項を活用して，児童
が学習にめあてや目標を設定している。

文章の視写（報告文など）

Ｂ問題

・本時のねらいにそって内容や活動を厳選
し，活動している。

四則，□や△を用いた式

①

考えよう。

み 買ったものの値段をあわせると全部になる。
○
（ねだん）＋（ねだん）＝（全部）

部からの提案で，全国学力・学習状況調査やみやざき学
北海道大会要録
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イントとして目指す授業像「児童が主体的に考え，互い

文章問題

Ⅱ 教育課程

する。

かさ（ｍＬ，ｄＬ，Ｌ） 図形（三角形，四角形）

か
○

Ｐ

あめ３０円

ガム４０円

●

ラムネ

全体でまとめをするときに，うまく問題が解けたのは
なぜかを考えさせると，もっと児童自身でまとめること

91

ができたのではないかと思う。

全部で９０円

②

考え方
式

全部からガム,あめのねだんを順にとる

再個人思考

と，ラムネのねだんになる。

○

90－40＝50

50－30＝20 答え ラムネ 20 円

みんなの考え方

ていく一連の解決方法を理解し，身に付けていた。
●

ま 線分図をかくと,よくわかり,もんだいを
○
とくことができる。

れ 式 30＋40＝70 90－70＝20 答え 20 円
○
考え方

図を描いて表に整理し，数値の差からきまりを見つけ

あめとガムをあわせて,全部からひくと，
ラムネのねだんになる。

ふ 線分図をかくと，もんだいがわかり,しきを
○
立てられる。答えも出すことができる。

練習問題をさせる時間を十分には確保できなかった。

授業後のチェックポイント
○

指導内容を精選することによって，問題，めあての把
握，確認をしっかりと行うことができた。

●

児童一人一人の理解度を授業の中で把握し，実態に応
じて個別指導を行う必要がある。

●

もっと児童の発言を生かすようにしていきたい。
③

（２）一人一公開授業の実施

公開授業の校長の感想を全ての授業者に口頭並びに文

日々の授業の充実を推進することが主題研究の本来の目

書で伝えている。頑張って授業を公開した職員への感謝

的である。主題研究の内容が研究授業だけに使われたら,

の気持ちと更に指導力を高めてほしいとの思いを込めて

児童の学力向上は実現できない。しかし,平成 28 年度は、
公開授業を実施した教職員は 23 名中７名であった。これ
では,不十分であると判断し,平成 29 年度から一人一公開
授業を実施した。
①

公開授業への校長の助言

伝えている。その１例を以下に記載する。
【５年
段階

るかどうかを見積もる」ことを児童と確認した点

指導案は,略案で「単元の目標」
「本時の目標」
「学習指

はいいです。特に「見積もる」の言葉が大事です。

導過程」を記載している。学習指導の流れは,導入時に
「めあての設定」
「学習の進め方や解決方法の見通し」
を,

導入

・学習の展開を確認し，式で説明することをおさえ

てまとめ上げる集団思考」
「個人思考による確かめ」を,

たので，解法の方向性を示すことができました。

終末時に「学習の振り返り」を行うことに統一した。
参観者については,授業者と同じ学年担任や管理職,専

展開
（個人）

・切り捨てし，元値より安く見積もっているので，

イントをまとめる。

5000 円では買えないと，児童が言っていました。

授業後のまとめ

・全児童が切り上げした式において，7000 円にな

５年算数科単元「順々に調べて」の本時目標「数の少
ない場合から順に調べ,数量間の規則性を見つけて,問題

（集団）

○良い点

りし，買えるか買えないかの判断した学習を想起

●改善点

させ，児童にまとめさせるといいと思います。

個人思考
自分から進んで図を描き,表を完成させ,きまりを見つ

・練習問題をさせて，まとめたことのよさを実感さ
（個人）

けている児童が多かった。
させることで,本時も少ない場合から順に調べて,きまり

終末

をスムーズに見つけることができた。

Ⅲ

４段や５段の図を描くのに苦労していた児童に対し
て,机間指導をして支援する必要があった。

集団思考

せたことはいいと思います。
・全児童が問題を解けていました。素晴らしいです。

前時にノートに描いた図と表を見ながら,前時を想起

●

り，7000 円で買えると説明していました。
・まとめでは，切り捨てや切り上げを使って見積も

を解決することができる」を例にして説明する。

○

できていました。また，この式を使って 5000 円
では買えない理由をノートに書いていました。

観者の意見感想を生かして,授業の成果や課題，
改善のポ

○

・2470 円を 2000 円，3610 円を 3000 円にして立式
（2000＋3000＝5000）していることを児童は理解

科職員を主にしている。
参観者は,授業に視点に従ってコ
メント表を渡すようにしている。
授業者は,自己評価や参

・前時との違いをおさえて，めあてを設定したので，
児童の意識が高まりました。

展開時に「図などを活用しての個人思考」
「根拠を基にし

【５年授業後のまとめ】

授業コメント
・問題を提示して，前時の学習と同じである「買え

実施の流れ

②

算数科：見積もりを使って】の授業コメント

・問題が分かったとの感想が多かったです。

まとめ

（３行確保

Ⅲ まとめ

上詰まっていますが）

職員が今後の学校教育の在り方について理解を深めること

実物投影機を活用し,順々にきまりを見つけたと，説明

により，授業改善の必要性を実感でき，主題研究や日常の授

をすることができていたので，自分と友達の考えの共通

業の充実を図ることができた。今後は，児童の実態を的確に

点や相違点に気付くことができた。

把握するとともに，授業チェックを継続して児童の主体的に

○

学ぶ態度や学力の向上に努めていきたい。
■
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第４分科会 「視点②」

しなやかな知性と豊かな創造性を育む教育課程の編成・実施・評価・改善
「視点②」
しなやかな知性と豊かな創造性を育む教育課程の編成・実施・評価・改善

研究発表

「しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュラム・マネジメントと校長の指導性について」

研 究 発 表

しなやかな知性と豊かな創造性を育むカリキュ
北海道 喜茂別町立鈴川小学校
中 村 和 男
ラム・マネジメントと校長の指導性について
北海道

旨

中

和

男

Ⅱ 研究の概要

Ⅱ 研究の概要（３行）

１ はじめに

１ 後志小中学校長会の研究

第４分科会

Ⅰ 趣旨（３行）

予測困難な社会の変化の中で，子どもたちには，受け身で

村

Ⅱ 教育課程

Ⅰ 趣

喜茂別町立鈴川小学校

（１）研究プロジェクト

はなく主体的に事象と関わり，その過程を通して自らの可能

後志小中学校長会は，平成 29 年４月に，第 15 次研究の

性を発揮し，よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を

研究主題を「成長の連続性をつなげる学校経営の推進と校

身に付けることが求められている。

長の在り方」とし，各４ブロックの研究交流会と管内研究

平成 32 年から実施される新学習指導要領においても，
「生

大会を開催している。また，小，中学校それぞれの特性を

きる力」の育成に向けた教育課程の課題を受け，教育課程を

生かした研究活動を推進するため，校種別に研究プロジェ

軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュラ

クトチームを組織し，研究の充実を図る取組を進めている。

ム・マネジメント」の実現が求められている。そして，学び

また，第 14 次研究の小学校研究プロジェクトでは，仮

の質の向上に向けた取組では，
「主体的・対話的で深い学び」

説検証型の方法で研究を進め，大きな成果を得ることがで

の実現を目指すことになり，
『社会に開かれた教育課程』の理

きた。その経過を踏まえ，本共同研究も，管内小学校全て

念のもと，学校改革を進めることとなる。

において課題を共有し実践・検証を行うことで，研究課題
の解決を図るとともに，研究成果の迅速な実質化を進める。

２ 研究課題・視点の押さえ
第４分科会研究課題『知性・創造性を育むカリキュラム・
マネジメントと校長の在り方』は，分科会の趣旨からも，新

（２）研究内容・計画
○調査研究～現状把握及び取組に係る成果や課題
○経営研究～カリキュラム・マネジメントにおける校長

学習指導要領の具現化に向けた学校経営の推進と課題を同じ

の指導性

にするものととらえた。そこで，後志小中学校長会では本分

○実践研究～実践例の紹介

科会の研究課題解決に向け，今回改訂のキーワード①カリキ

●１年次～管内の現状把握，課題解決への提案

ュラム・マネジメントの実現，②主体的・対話的で深い学び

●２年次～実践・改善，まとめ

の実現，この二つの視点から共同研究を進めることとした。
そして，平成 29 年２月に小学校長を対象に『主体的・対
話的で深い学びの推進に関する調査』を実施した。その調査
結果と考察から，カリキュラム・マネジメントの実現や主体
的・対話的で深い学びの実現を推進するにあたり，次のよう
な課題が見えてきた。
○新学習指導要領の理解を進め，自校におけるビジョン
の共有を図ること
○カリキュラム・マネジメントの実現に向けた意識化を
図ること

２ 研究仮説の設定
（１）研究仮説
仮説１
新学習指導要領を反映させた学校経営ビジョンを構
想し，視覚化されたグランドデザインによって分かりや
すく提示するなど校長がリーダーシップを発揮するこ
とで，職員は新学習指導要領の理解を進め，職員間にお
けるビジョンの共有が図られるだろう。
仮説２

これらの課題については，研究の視点２『しなやかな知性

校長がリーダーシップを発揮し，教科等横断的な視点

と豊かな創造性を育む教育課程の編成・実施・評価・改善』

によるカリキュラムの編成や実施を具体的・積極的に推

の「全教職員が子どもたちに育成すべき資質・能力について

進させることで，学校におけるカリキュラム・マネジメ

共通理解を深める」
，
「しなやかな知性と豊かな創造性を育む

ントの取組がこれまで以上に進み，活性化が図られるだ

ための教育課程編成上の課題を明確にし，…」等を手掛かり

ろう。

に究明していくこととした。
北海道大会要録

57 ■

（２）研究仮説設定の理由

５

ミドルリーダーの活用や意識向上

６

校長は打ち出した方針が「何のために」
，
「どのような改

５

協働体制の確立や組織の活性化

６

善を目指すのか」を教員に理解させ，共有しながら学校経

６

学校や児童，地域の実態把握

４

営を進める。今回は大きな改革であるため，より丁寧で分

７

取組の重点化，時間の創出，校長自ら

かりやすい説明が求められる。そこで，仮説１では，グラ
ンドデザインの作成やその浸透におけるリーダーシップ

の学習や姿勢
８

進行管理，人材確保，近隣校との連携

３
２

を手掛かりに，カリキュラム・マネジメントや主体的・対

教科等横断的な視点によるカリキュラムの編成・実施の

話的で深い学びの実現に向けた校長の役割や指導性につ

推進については，現行ではあまり積極的に行われていない

いて検証を進める。

状況であった。なお，推進している学校の多くは，総合的

そして，カリキュラム・マネジメントの実現における三

な学習の時間を中心に編成・実施を行っていた。中には『課

つの側面からは，重要性の意識調査で回答の少なかった

題意識と表現力といった自校の課題を中核に据えた取組』

『教科等横断的な視点によるカリキュラム編成』にあえて

や，
『地域と関わり，地域に学ぶ活動を系統立てた取組』

焦点化し，教職員の意識高揚を図ることで，カリキュラ

など，新学習指導要領の内容に合致した取組も進められて

ム・マネジメント全体の活性化につながると考え，仮説２

いることが分かった。

を設定した。これまでも「児童の実態を考慮し，指導の効

また，新学習指導要領の下での準備も，７割以上の学校

果を高めるため合科的・関連的な指導を進める。
」とあっ

で，まだ進んでいない状況にあった。仮説２においても，

た教科等横断的な視点によるカリキュラム編成について

仮説１と同様に，まずは教職員の理解や共有を進めること，

は，実態調査から検証を進めることとした。

そして，育てたい力を明確にした具体的な取組やロードマ
ップの策定に，リーダーシップの発揮が必要と考えている

３ 仮説１，２の推進に関する調査①から（29 年５月実施）
（１）新学習指導要領の理解や共有を図る取組
％

取組内容・方法

取組内容・方法

ことが明らかとなった。
（５）課題の明確化と取組の焦点化

％

この調査からは，
「主体的・対話的で深い学びの実現」や

グランドデザイン作成

49

ロードマップ作成

46

「教科等横断的な視点によるカリキュラムの編成や実施」

資料の職員会議提示

78

研修への位置付け

85

などの新学習指導要領の周知や共有に向け，準備段階の学

この時点で，グランドデザインはすでに半数近い学校で

校（校長）が多いこと，そして，早急に目途を付けたいこ

作成が推進又は計画されていた。一方で，具体的構想やア

ととして次の３点が見えてきた。

イデアを求める校長の声も多く，取組の準備を進めている

Ａ）
「何を,どのように,いつまで」の見通しが不透明

校長が大半であった。また，ミドルリーダーを中心とした

Ｂ）学校力がチームとして機能することへの不安

組織的・協働的な推進が必要と考える校長も多かった。

Ｃ）情報や資料等含めイメージの不足

（２）グランドデザインを作成・活用した実践

そして，平成 31 年度においては，少なくとも仮説１，

① 「教育課程大綱作成の流れ」の活用（Ｋ小学校）
○教育課程編成に関わる方針・タイムスケジュール・担
当の提示，教育課程編成委員会の発足

２の取組が進み，さらに次のような学校の姿を目標として
イメージできることが確認された。
Ａ）学校が一体となってカリキュラム・マネジメントを

○新学習指導要領の学習会開催～前文や総則読み合わせ，
自校の改善への提案

推進するために，校長は，どのチームが，何を，い
つまでなどの見通しの共有を図り，取組を可視化し

Ｋ小の実践は，調査の中で実践・参考例等の資料を求め

ている。

る意見もあったことから，提示されたグランドデザインや

Ｂ）課題解決や諸準備を効果的に進めるために，ミド

ロードマップをはじめ，他校の特色ある実践とともに管内

ルリーダーが，主体的に各チームを牽引し，高い

に積極的に発信した。

協働性のもとで取組の具現化を図っている。

（３）教科等横断的な視点によるカリキュラムの編成・実施

Ｃ）校長の方針のもと，学校は，新学習指導要領を踏ま

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

えた教育課程の枠組を編成し終え，教科の年間指導

平成 29 年度

５

13

72

10

計画の作成等細部の見直しを進めている。

平成 30 年度

５

23

59

13

Ａ：行っている Ｂ：少し Ｃ：あまり Ｄ：行っていない

Ａ～Ｃの実現にむけ，校長がリーダーシップを発揮するこ
とが重要であると考えた。

（４）教科等横断的な視点によるカリキュラムの編成・実施

特に，29 年度後半に各校で予想される取組の具現化にお

の推進に必要・重要な校長のリーダーシップのポイント

いては，次の３点を優先的に進めることが課題となること

役割や指導性の内容

■

数

を確認した。

１

職員への理解，周知，イメージ化

19

Ａ）グランドデザイン＋ロードマップを用意すること

２

具体的取組やロードマップ策定の指示

11

Ｂ）ミドルリーダー中心の組織体制を整えること

３

職員との共有，参画意欲の高揚

９

Ｃ）校長が自ら学習し，理解を深めること

４

育てたい力の明確化

７
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４ 仮説１，２の推進に関する調査②から（30 年２月実施）

（４）平成 30 年度のロードマップの作成から

（１）共通理解に立った具体的実践に向けて
校長会では，平成 30 年度経営ビジョンの作成などの具体
的実践が本格化する前に，調査①の結果を踏まえた取組の
ポイントについて実践例を提示しながら共通理解を図った。
仮説１の「新学習指導要領を反映した学校経営ビジョン」
の視点からは次の２点を確認した。
① 効果的な反映のさせ方や見える化について
・学校課題との明確なつながり
・新学習指導要領の中のキーワードの活用
新学習指導要領を反映させた H30 年度学校経営ビジョン

・コンパクト，インパクト，構造的

を提示する際，ロードマップを作成した校長は全体の約７

また，仮説２の「教科等横断的な視点によるカリキュラ

割（前回約５割）で，作成作業に関わる校長は５割弱で，

ムの編成・実施」の視点からは次の点を確認した。

教頭やミドルリーダーに指示しているケースも多い。
特徴としては，教育課程の見直しなど完全実施（平成 32

・道徳の全体計画（別葉）の作成

年度）までのスケジュールだけでなく，平成 30 年度の取

以上の内容を具体的に共有することで，実践イメージが

組の年間スケジュールを作成したケースも多かった。

明確になるとともに，取組の推進がさらに加速されるので
はないかと考えた。
（２）平成 30 年度のグランドデザインの作成から

具体的には外国語・外国語活動のロードマップ作成が多
く，生活科・総合的な学習の時間，教科等横断的な視点の
指導，ＣＳに関する取組のロードマップを作成した校長も
複数いた。
ロードマップについても作成以降の具現化や進行管理
を今後の課題として挙げる校長が多かった。そして，職員
の経営参画意欲や協働性の向上，組織の活性化についても
課題として挙がっていた。
（５）ロードマップを作成，活用した実践
① 平成 32 年度に向けたロードマップ
○新学習指導要領の完全実施に向け，移行期ロードマッ
プとして学校課題別に提示（Ｏ小）

新学習指導要領を反映させた H30 年度学校経営ビジョン
を提示する際，グランドデザインを作成した校長は全体の
約９割（前回調査は約５割）で，ほとんどの校長がその作
成作業も行っていた。
特徴としては，目指す子どもの姿や三つの資質・能力を
位置付けて作成したという回答が多く，
「社会に開かれた

○新教育課程編成のための準備スケジュールとして，３
か年の計画を提示（Ｋ小）
② １年間の見通しを目的としたロードマップ
○新学習指導全面実施までの短期ロードマップとして提
示（Ａ小）
（６）教科等横断的な視点からの方針などの提示

教育課程の実施」を位置付ける，重点課題として改訂内容
を位置付けるといった回答も複数あった。
スローガンやキーワードの活用など分かりやすいデザ
インで作成したという回答も多かった一方で，保護者や地
域への提示も視野に，
「わかりやすさ，シンプルさ」を今
後の課題と考える校長も多かった。また，
「だれが，なに
を，いつまで」の明確化，職員への浸透・共有の進度状況，
評価・検証などを今後の課題と考える校長も複数いた。
（３）グランドデザインを作成，活用した実践
① 育てたい資質・能力の明記
○社会を生き抜く力（
「知識・技能」
「思考力・判断力・
表現力」
「学びに向かう力・人間性等」が中心（Ｈ小）
② キーワードの効果的な位置付け

教科等横断的な視点によるカリキュラムの編成・実施に
ついては，校長の７割以上（前回３割弱）が具体的な方針
やミッションを示していた。
具体的には，総合的な学習の時間を中心に編成を指示し

○「学校・保護者・地域との連携」が軸（Ｏ小）

た校長が多く，学校課題や重点目標，育てたい資質・能力

○学びの地図やＰＤＣＡサイクルを位置付け（Ｉ小）

を核に，カリキュラムの編成を指示した校長も複数いた。

③ ロードマップも効果的に併記
○学力，体力の各向上プランも提示（Ｒ小）

一方で，まだ方針やミッションの提示を進めていない校
長も２割程度おり，課題の中でも，具体的なイメージの共
北海道大会要録
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① 喫緊の課題について

Ⅱ 教育課程

② グランドデザインの分かりやすい提示について

有，具体化や編成の工夫に関する内容が多かった。また，

（２）教科等横断的なカリ・マネ実現の効果

地域づくり，地域に学び・地域に返すなどの「社会に開か
れた教育課程」の実現を課題とする校長も複数いた。
なお，道徳科の別葉に関しては，作成や見直しを指示し
た校長が多かった。
（７）教科等横断的なカリ・マネの方針や指示の実践
① グランドデザインへの位置付け
○学びの地図の中でカリ・マネの視点を明記（Ｉ小）
② 教育課程編成方針の提示
○新学習指導要領を踏まえたカリ・マネの確立（Ｍ小）
○各教科，領域などで育てたい力の明確化（Ｎ小）
（８）ＰＤＣＡサイクルの見直しや新たな確立の位置付け

教科等横断的な視点による具体的推進からカリキュラ
ム・マネジメントが進み，活性化が図られたと考える校長
は 67％であった。具体的な内容は，次の通りである。
○カリ・マネの改善・充実が図られるようになった
○人的・物的資源などの活用が効果的に進んできた
一方で，職員に「教科等横断的な視点…」の必要性を理
解させ，具現化へのイメージをもたせることがあまり進ん
でいないといった課題も挙がっていた。
２ 研究の成果
（１）新学習指導要領の実施に向けた取組の推進

カリキュラム・マネジメントにおけるＰＤＣＡサイクル

管内の小学校においては，本研究を通じて新学習指導要

の見直しや新たな確立などについては，９割近い校長が平

領の理解を深めるとともに，自校において目指す子どもの

成 30 年度の学校経営ビジョンへ位置付けており，約６割

姿をはじめ，方針や手立て，スケジュールなどの経営ビジ

の校長が方針を示し，３割の校長が具体的な実践事項とし

ョンの共有がこれまで以上に進んだ。したがって，移行期

て位置付けていることが分かった。

においてもスムーズに取組をスタートさせることができ

内容としては，教育プラン（推進プランなど）の活用，

た。また，教育課程編成上の課題解決に向け，ミドルリー

学校評価の工夫などを通した取組が多く，学習指導や総合

ダーを中心としたワーキンググループが活性化するなど，

的な学習の時間，外国語や道徳など，より具体的に位置付

組織的・協働的な学校経営が実現されるようになってきた。

けているケースも複数あった。

（２）カリ・マネの実現に向けた意識や意欲の向上
本研究を通じて，校長自ら自校のカリキュラム・マネジ

Ⅲ まとめ

Ⅲ 研究のまとめ（３行）

メントについて学び，考える機会となり，ＰＤＣＡを基本
とするマネジメントサイクルの見直しや再構築のきっかけ
とすることができた。また，意図的に職員のカリキュラム・

１ 仮説１，２の推進に関する調査③から（30 年４月実施）

マネジメントの意識化を図ったことによって，学級や分掌

（１）グランドデザインやロードマップの効果

を問わず主体的に業務を推進する職員の姿が増え，自らの
資質・能力を向上させようとする姿に広がっている。
３ 今後の課題
（１）進行管理と評価・検証
学校経営方針やビジョンを受けた具体的取組を適時チェ
ックし，迅速な改善・実施へつなぐサイクルの確立，また，
「だれが，何を，いつまでに」などを明確にしたシステム
の確立が急がれる。その際は，取組指標に加え，成果指標
などで子どもの成長の姿をもとに，ぶれないカリキュラ

４月の調査では，グランドデザインやロードマップの作
成・提示が職員の理解や共有を進めるのに効果的だったと
感じている校長が約９割であった。具体的な内容としては，
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（２）社会に開かれた教育課程の実現
地域と連携・協働を図ったカリキュラム・マネジメント

○ビジョンの共有や学習指導要領の理解が進んだ

の実現に向け，校長自ら関係機関と繋がり，社会に開かれ

○職員の協働性が高まってきた

た存在になる必要がある。また，校内においても，子ども

○職員の経営参画意欲の向上が図られた

像や方針などを職員と共有し，職員にとってやりがいある

などの成果をあげる校長が多く見られた。
■

ム・マネジメントの実現を重ねていくことが重要である。

ミッションとして提示することが重要である。

