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１ はじめに 

人工知能の大幅な進歩等により，新たな変化に受身で対処す

るのではなく，主体的に向き合える人間を育成することが求め

られている。平成２９年３月に公示された新学習指導要領では，

「何を学ぶか」ということと共に「どのように学ぶか」という

ことが問われており，児童・生徒の「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けた授業改善を進める必要がある。 

また，社会の急速なグローバル化の進展の中で英語力の充実

が求められており，外国語が教科化され，３学年から外国語活

動を学習することになる。 

このような変化に教員は対応していく必要があるが，何のた

めの授業改善なのかを理解しないまま，主体的や対話的といっ

たことを前面に押し出すと，特定の型に合わせた形式的な授業

や，活動あって学びなしと揶揄される授業に陥ることが危惧さ

れる。 

本稿は，教員に求められる資質能力のうち，特に授業力の向

上について焦点をあてて取組を紹介するとともに，教員の授業

力向上に向けた研修のあり方を提案するものである。 

２ 本校の概要 

本校は，昭和４５年に開校し，今年４９年目を迎えた。児童

数１８９名，通常学級６クラス，特別支援学級２クラスの小規

模校である。ＪＲ熊谷駅から徒歩５分の立地にありながら，校

庭の芝生化により緑多い恵まれた環境にある。県費負担教職員

１４名のうち，教諭が１０名であるが，中堅教員等資質向上研

修（１０年次研修）が修了していない教員が８名であり，うち

５名は採用５年未満である。 

３ 本校の課題 

前述のようにミドルリーダーが不在であり，校内研究を推進

する人材が不足している。 

主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善については，その

必要性は認識しているものの，日々の業務に追われ，その方向性

を見いだせずにいる。授業中にペアトークやグループ学習を取り

入れることは共通理解されているが，その中で，考えの交流をし

たり，新しい考えを生み出したりすることが不十分である。 

外国語活動については，担任が主導して授業を進めようとし

ているが，ＡＬＴに頼る部分も多く，学習形態が確立されてい

るとは言い難い状況にある。 

４ 授業改善の方針 

授業改善を進めていくためには，備品の整備や研修で管理職 

 
 
 
 
 
 

の先導が必要になるが，管理職が前面に出すぎると押し付けら

れたと感じ，授業改善に結びつかない。教員一人一人が授業改

善の必要性を強く認識するとともに，自分の授業が変わったと

実感することで授業改善が進んでいくと考える。 

主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善の方針について

は，「主体的・対話的で深い学びの実現 ６則」を参考に以下の

ように職員に示した。 

○主体的な学び…学習活動を見通し，振り返り，課題を解決

していこうとすること 

○対話的な学び…学び合い等，他者と協働すること等によっ

て，多様な見方・考え方を学ぶこと 

○深 い 学 び…見方・考え方を働かせて，自分自身の次の

課題を見つけること 

授業改善の第一歩は，「主体的な学び」を実現することである。

主体的な学びを実現することで，児童が進んで学ぶようになる。

そのことで，児童が考えの交流をしたり，新しい考えを生み出

したりする「対話的な学び」が充実する。結果として「深い学

び」が実現される。 

児童の振り返る確認することで，自分の授業が児童の主体的

な学びとなっているかが明確になる。児童が自分の変容を振り

返れるようにするためには，授業の初めの自分の姿と終盤の自

分の姿を比較する必要がある。授業の初めにどんな見通しをも

って課題に取り組もうと考えたのかを記録することで，適切に

授業を振り返れるようになる。したがって，一単位時間の授業

や単元の中で，見通しと振り返りに着実に取り組むことが第一

に必要である。 

また，「対話的な学び」の実現に向けては，学級経営の充実が

求められる。対話的な学びでは，自分の考えを発信すること，

他人の考えをしっかり聞くことが必要条件となる。学級会を充

実させ，児童が自分の考えに自信をもって発信できたり，様々

な考えを比較・検討して折り合いをつけたりできなければ，対

話的な学びは実現しない。 

対話的な授業では，多くの意見が出されたり，その意見を集

約したりして授業が展開される。その際には，各教科の見方や

考え方を働かせなければ，意見に根拠をつけたり，より良い考

えに収束したりすることはできない。主体的・対話的な学びが

実現すれば，その学びは「深い学び」につながっていく。 

５ 授業改善に向けた取組 

(1) 外国語活動の充実に向けて 

研究領域 （Ⅲ） 指導・育成 

第７分科会 研究・研修 

研究課題 学校の教育力を向上させる研究・研修の推進 

視点 

① 教職員の資質・能力を高める校内研究・研修の充実 

提案者  熊谷市立桜木小学校長 澁谷 利幸 

研究領域　（Ⅲ）　指導・育成

第７分科会　研究・研修

研究課題　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進

視点

①　教職員の資質・能力を高める校内研究・研修の充実　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案者　　熊谷市立桜木小学校長　　澁　谷　利　幸
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外国語活動の授業の充実に向

けて，３年生以上の教室にモニ

ターとしての大型テレビを設置

した。また，年度の初めに指導

者を招聘し，外国語活動の授業

のあり方について校内研修を行った。 

これにより，ＡＬＴに頼ることなく，デジタル教材を活用し

て担任が自信をもって授業に臨む姿が多く見られるようになっ

た。 

(2) 学級活動の充実 
学校経営方針に学級活動（話合い活動）の充実を掲げ，話し

合える学級作りを目指している。特活主任に様々な学級会グッ

ズを紹介したり，学級会ノートの例などを示したりした。また，

提案理由の書き方や計画委員会のもち方等を指導し，学級活動

（１）が適切に行えるように指導した。 

これにより，各担任の話合いに向けた意識が高まり，適切な

学級活動が見られるようになった。 

(3) 学校研究課題の設定 

学校研究課題を「自ら進んで考え，解決しようとする児童の

育成～算数科の授業を通して～」とした。それは，以前から本

校の算数の授業スタイルが，「問題→課題→見通し→自力解決→

練り上げ→まとめ→適応問題→振り返り」と共通理解されてお

り，見通し，振り返り，練り上げといった，主体的・対話的で

深い学びにつながる要素を見直すことで，授業改善につながる

と考えたからである。 

(3) 研究組織 

校内研究の組織を以下のように定めた。 

 

 

 

 

 

家庭学習研究部は家庭学習の手引きの作成を，環境整備部は

算数教室等の掲示物の作成を担当し，低・中・高のブロックで

指導案検討等の授業研究にあたれる組織とした。家庭学習の手

引きや校内掲示等で研修の成果が形に残るようにする方が，教

員のモチベーションを上げると考えたからである。 

また，低・中・高のブロックで指導案を検討することにし，全

教員が1回以上の授業研究のための授業公開をすることと，低・

中・高のブロックで授業研究会に指導者を招聘することにした。 

(4) 校内授業研究会 

夏休み前に高学年ブロックで指導者を招聘し，校内授業研究

会を実施した。授業者は，解決の見通しをもたせたうえで自力

解決をさせ，学級全体でよりよい解決方法を練り上げ，終末に

は，授業の振り返りを行うことができた。 

しかし，解決の見通しが「こうすれば，問題が解けそうだ」

ということに終始し，「自分には解けそうだ」とか，「自分には

できないかもしれない」といった自分を主語とした見通しとは

ならなかった。そのため，終末の振り返りについても「今日は，

○○について分かった」といった，まとめをなぞる振り返りに

なってしまった。授業後の研究協議会では，指導者から見通し

と振り返りについて，次のような指導があった。 

○見通しを児童全員で考えるこ

とで，児童の思考を遮る結果

となる場合もある。 

○振り返りは，まとめではない。

学びのとらえ直しであり，学

習の足跡が見えるような振り返りとなることが好ましい。 

今回の校内授業研では，子供の学びが確かであったことを実

感したり，子供の変容が見えるような振り返りを見たりするこ

とができずに，振り返りの意義を十分に実感するには至らなか

った。 

６ 今後の課題 

今回の授業研究会で意図した見通しと振り返りが見られなか

ったのは，算数の授業で従来から行われてきた見通しと，ここ

で重視したかった見通しの違いを理解させられなかったことに

起因すると考える。算数の授業では，解決のための見通しを立

ててから自力解決にあたる。しかし，見通しをもてない児童の

ために「こうすれば解けるのではないか？」とか「以前学習し

た○○が使えそうだ」といった児童の意見を共有してしまう。

このような見通しは，主体的に学ぶための見通しとはならない

のではないだろうか。 

自分には解決できそうもなかった課題が，他の児童の発言な

どによりできたという実感（自分の変容の実感）がもてるよう

にするためには，「自分は課題を解決できそうなのか」といった

自分を主語とした見通しが必要になる。従来からの見通しと，

学びを実感させるための見通しの違いの理解が進むことが授業

改善への道であると考える。 

また，算数で取り組んでいる授業改善が他の教科に広がって

いくことが必要である。学級活動で児童が培った他の人の考え

を踏まえながら話し合える力を，算数だけではなく他の教科で

も活用できるようしていくことが，主体的・対話的で深い学び

につながっていくと考える。 

７ おわりに 

毎年のように教員の平均年齢が下がっているが，児童の学力

向上のためには，授業の質を落とすことはできない。教員の授

業力向上のために管理職が果たす役割は，非常に大きい。児童

の変容を自らのモチベーションとして，自ら学ぶ教師を育成す

ることこそ管理職の重大な責務であると考える。 
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１ はじめに 

教職員の大量退職と新規採用の増加から各学校で

の世代交代が進み，文部科学省が３年ごとに実施して

いる「学校教員統計調査」を見ても小学校教員の平均

年齢は，２回続けて低下している。これまで，教員の

資質能力の向上は，実践の中でベテラン教員から若手

教員へと知識・技能が伝承されて行われる側面が強か

ったが，今後はその伝承も難しい。校長は，学校の教

育力の維持・向上のために模索を続けている。 
 学校の教育力を向上させる研究・研修は，参加する

側の教職員の意識によってその成果は大きく変わる。

校長は，個に応じた目標と具体的な方策をもたせ，教

職員の意識改革を行い，学校経営への参画意識をもた

せていく必要がある。教職員に将来の展望や学校経営

への参画意識をもたせるために，校長としてできるこ

とを考察する。 
 
２ 本校の概要 

本校は，明治７年に創設され，今年度で 144 年目を

迎える。児童数 32 名，学級数４学級，教職員数９名の

小規模校であるが，朝と夕方にカリヨンベルがなる自

然に囲まれた歴史と伝統のある学校である。 
中庭には学校のシンボルツリー「けやきの木」があ

り，子供たちはこの木を「ケヤッキー」と呼んで親し

んでいる。 
本校の学校教育目標「夢を拡げ 心豊かに たくま 

しく生きる 北河原っ子」の達成を目指し，教職員の

資質向上を図りながら日々の教育活動を推進している。 
 
３ 研究のねらい（本校の課題） 

 今年度の県費教職員９名の構成は以下の通りである。 
           □男性 ○女性 

○24 26 28○30                  ○51 ○53 ○56 ○57 60  
      
      
年齢 20       30       40       50       60  (歳) 

 

本校は，１・２年，３・４年，５・６年の複式学級 

と特別支援学級の４学級である。毎年，教職員９名の内，

約半分の教職員が入れ替わる。 

新年度は，経験年数もバラバラ，複式学級担任も初

めてという状況でスタートする。継続配置が難しいため，

１年で勝負しなければならない。毎年度ゼロスタートと

なる。そこで，教職員の意識改革と組織力の向上を学校

の課題と考えその解決に向けて取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 課題解決に向けた取組 

(1) 教職員の意識改革を目指して  

  １年勝負という意識で取り組むには，教職員の共 

通理解・共通行動が不可欠であり，ベクトルの向き

を同じにすることが成否の鍵となる。 

① グランドデザイン等の提示 

   教職員に学校経営への参画意識をもたせるため

の基となるのが，学校課題の共通認識と目指す方

向性の共有である。そこで，年度当初にグランド

デザインを示して学校経営方針等を説明した。常

に共通理解・共通行動で組織力を強化するために

「校長だより」を通して，全教職員に取り組むべ

き内容を浸透させている。 
 
② 学校経営方針と自己評価シートの連鎖  

自己評価シートを作成する際に，学校経営方 

針や研修計画等と個人の課題や役割を関連付け

させる。個々の目標が達成されることにより，目

指す学校像，学校目標の達成につながることを意

識させ，教職員の参画意識を高める。 
 
③ 研修した成果の教育活動への反映 

本校は，一人が複数の主任を担当するため，校 
務分掌を充てて教職員を育てる。参加した主な研

修機関等は，県立総合教育センター，市教育研修

センター等である。市教育研修センター研修の一

部は，市教育研究会との共催になっているため，

教科主任等の多くが参加している。校長として，

研修の成果を生かせるよう，教員が指導者となる

研修会を設定し，学校全体に還元している。 
 

   
 
 
 
 
 

◆救命講習会への参加者がＡＥＤの使い方や心

肺蘇生法の指導を行う。 
    
 ④ 研修への参加に対する校長としての配慮 
   教職員に対し，参加しやすい体制を整える。持 

参するレポートがあれば事前に指導助言をする

ことも校長としての大切な仕事である。 
 

⑤ 教育関連記事の情報提供 

   教育関連の新聞記事等について，情報提供を行

っている。将来の変化を予測することが困難な時

研究領域 （Ⅲ） 指導・育成 

第７分科会 研究・研修 
研究課題 学校の教育力を向上させる研究・研修の推進 

視点 

② キャリアステージに応じた経営参加意識をもたせる研修の推進 

                    提案者  行田市立北河原小学校長 清水 乃理子 

研究領域　（Ⅲ）　指導・育成

第７分科会　研究・研修

研究課題　学校の教育力を向上させる研究・研修の推進

視点

②　キャリアステージに応じた経営参加意識をもたせる研修の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案者　　行田市立北河原小学校長　　清　水　乃理子
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代を前に，今の子供たちにどのような力を付けな

ければならないのか等を考える機会としている。 
 
(2) 組織を意識した研究・研修の推進 

  教職員一人一人が参画意識をもち，目指す方向が 

決まると研究・研修に勢いが出てくる。一人が複

数の主任を兼ねている本校は全員が主担当になる

場面がある。そこで，研究・研修を通し，教職員

一人一人のよさや可能性を確実に伸ばし，組織力

の向上を目指す。 

 

① 研修時間の確保 

   毎月第１・３・４週月曜日を研修日としている。

月曜日は全学年５時間授業のため 15 時 10 分から

開始できる。教務主任が研修計画を立て，計画的

に実施している。 

 

② 子供たち一人一人を伸ばす学習指導体制 

   本校の時間割は，教科担任制のような仕組みに

している。書写，図工，体育，道徳，外国語，学

級活動以外，学年毎に授業を実施している。子供

たちの確かな学力を育成するため，教務主任を中

心に指導方法の工夫改善を行っている。 

 
ア 埼玉県学力・学習状況調査結果の活用 

調査結果を丁寧に分析し，子供たちを伸ばす視

点を明確にする。よい取組は，共有するとともに

ベテラン教員が若手教員に指導のノウハウを伝

承していく機会としている。 

 

 イ 全国学力・学習状況調査の活用 

   全教員で問題を解き，今，求められているもの

を知る。特に誤答分析を丁寧に行い，報告書等も

活用しながら客観的データに基づいた指導改善

の工夫に努めている。 

 
ウ 「のびのびカルテ」の作成 

校内テスト，国や県の学力・学習状況調査結果 
等を記載した「のびのびカルテ」を作成した。一 
人一人の学習状況を把握し，指導方法の工夫改善 
に努め次の学年にしっかり引き継いでいく。 

 
③ 校内授業研究会の実施（特別の教科 道徳） 

全校で行う校内授業研究会を年４回，一人一  

研究授業を行っている。指導案も全教員で検討会 

を行い授業を参観する視点を明確にする。 

研究協議は，全員が意見をもって表現すること

ができる，ワークショップ型で行っている。互い

の指導力を高めるためには，

何でも言える雰囲気でなけ

ればならない。意見を出し

合いながら短時間でまとめ

ていく中で教員同士のコミ

ュニケーションが図られ，

連帯感が高まっている。ま

た，夏休みの校内研修では教員から「道徳の理論

研修をしたい」と要望があり，学ぶ意欲の高まり

が見られた。指導者は，外部から招聘している。

指導者から質の高い指導助言が受けられること

は，指導力の向上につながっている。  

  
 ④ 健康教育・体育（表現運動）の実践 

  保健主事が中心となり，養護教諭と歯科衛生士

による「１・２年生 親子はみがき」を実施した。  
また，今年度の運動会は，体育主任が中心とな

り，外部指導者と連携を図りながら全校ダンスに

取り組んだ。 
             
 
 
 
 
 
 
⑤ 学校環境緑化の実践 

今年度「学校環境緑化」の委嘱を受けている。

自然環境に恵まれた環境にありながら，樹木の名

前や植物の名前を知っている子供が少ない。子供

たちが校内の樹木や植物へ関心をもつことがで

きるよう，教務主任・学校緑化主任を中心に校内

研修を通して具体策を考え取り組んでいる。 

 

◆樹木地図・名札の作成と取付け 

◆室内緑化（室内に観葉植物等を置く・育てる） 

◆季節の樹木や植物がわかる掲示物の作成 

◆年間指導計画を見直し，体験を伴った学習活動 

を位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 研究・研修の成果 

① 研修の方針や展望を明確にし,教職員一人一人

の意欲や実践を具体的に評価することにより,教

職員が一丸となって取り組むことができた。 

 

② 教務主任を中心にベテラン教員が若手教員サ 

ポートすることにより，教科指導だけではなく， 

学校経営全般に関して学ぶことができた。 

 

５ まとめ 

  学校という組織が目標達成に向けて進んでいくた

めには，各々が学校経営への参画意識を強くもち，

自分に任された役割を十分に果たすことが大切で

ある。今後も校長として，教職員一人一人のよさや

可能性を確実に伸ばし，組織を意識した研究・研修

を推進させ，学校の教育力を高めていく。 
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１ はじめに 

人工知能（AI）の飛躍的な進化等，これからの社

会は予測が困難な時代となっている。そのような時

代に子供たちが力強く対応できるよう，学校教育に

は，子供たちが様々な変化に積極的に向き合い，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

雑な状況変化の中で目的を再構築することができる

ようにすることが求められている。 

 これらのことは，本来，我が国の学校教育が大切

にしてきたことであるものの，教師の世代交代が進

むと同時に，学校内における教師の世代間のバラン

スが変化したため，教育に関わる様々な経験や知見

をどのように継承していくかが課題となっている。 

 各学校では，これらの様々な課題に対応するため

に，校長のリーダーシップはもちろん，様々な世代

の教職員がチーム学校として，協働できることが重

要となってくる。特に，ミドルリーダーは，今後，

ベテラン教員の減少と若手教員の増加等によるアン

バランスな組織において，管理職の意を体し，学校

運営の中核を担うとともに，若手教員の手本となる

重要な立場となる。本研究は，このミドルリーダー

の育成を目的としたものである。 

２ 地域と学校の概要 

 新座市は，埼玉県の南部に位置し，東京都と隣接

している。市内には，小学校は１７校，中学校は私

立中学校を含めると８校。また，３つの大学と５つ

の高校がある学園都市である。また，平林寺や黒目

川等の自然豊かな風景と新座市を横断している国道

２５４号線や JR 武蔵野線に代表される交通網によ

る都会の利便性を併せ持つ都市でもある。特に，本

校の学区は西東京市と隣接していながら，黒目川と

その岸を華やかに彩る桜並木や名水百選に選ばれた

妙音沢のせせらぎといった自然を堪能できる地区で

ある。本校の目の前にある桜並木は名所となってお

り，春はお花見で訪れる者が後を絶たない。 

 本校は，昭和４３年に開校し，今年で５１年目を

迎えた歴史ある学校である。市内には本校より先に

開校した学校は３校あるが，いずれも明治の学制発

布により開校した学校であるため，第四小学校が昭 

 

 

 

 

 

 

 

和になってから新座市で初めて開校した学校である。 

 学校教育目標は，「よく考え学ぶ子」「じょうぶで

たくましい子」「心の豊かな子」であり，知・体・徳

のバランスのとれた生きる力の育成を目指している。

また，チーム四小として「みんなが照らし，みんな

が輝く，新座第四小学校」の言葉のもと，教職員が

一丸となって教育活動に取り組んでいる。今年度か

らコミュニティ・スクールとなり，学校運営協議会

の委員の方々とともに，児童の幸せのため教育活動

に邁進しているところである。平成３０年５月１日

現在，学級数２１，児童数６８５名の大規模校であ

る。 

３ 実践の概要 

(1) 研究のねらい 

ミドルリーダーとは，学校におけるチームとして

の実践に対し，中核となってリードできる教職員で

ある。また，ミドルリーダーには，教科指導，学級

経営や生徒指導等の力量はもとより，これからの学

校教育への確かな展望企画力や調整力など組織をま

とめ，教育活動を推進していく力が求められる。 

校長は，ミドルリーダー育成のため，教頭・主幹

教諭等に適切な指導や助言を行わせるとともに，校

務分掌を意図的に充て，組織の中核となれる機会を

設ける等，リーダーとしての資質能力を高めること

が重要である。 

このような視点に立ち，確かな展望をもち，自ら

判断し行動できるミドルリーダーの組織的・計画的

な育成を図る上での，校長の果たすべき役割と指導

性を究明する。 

(2) 研究の方法 

平成２９年度における自校の具体的な実践をと

おしての研究 

(3) 研究の概要 

① 人材育成計画で数年後を見通した指導を進める。 

ミドルリーダーには，数年先に起こりうる事象

について先見の明をもつことで計画的に学校運営

に参画してもらいたいとの希望がある。そういっ

た一歩高い位置から教育活動を見ることで，これ

まで見えなかった新しい視野が目の前に広がる。

そのために，個々の教職員のライフステージを見

越した計画書を作成し，人事異動の時期や研修計

研究領域 （Ⅲ） 指導・育成 

第８分科会 リーダー育成 

研究課題 これからの学校を担うリーダーの育成 

視点 

① 確かな展望をもち行動できるミドルリーダーの育成 

提案者  新座市立第四小学校長 森  聖   

研究領域　（Ⅲ）　指導・育成

第８分科会　リーダー育成

研究課題　これからの学校を担うリーダーの育成

視点

①　確かな展望をもち行動できるミドルリーダーの育成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案者　　新座市立第四小学校長　　森　　　　　聖
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画（年次研修・中期研修・長期研修等）をたてる。

そして，面談時に提案・協議しながら，数年先の

見通しを意識させ，日々の指導・助言に当たる。

その際，経験年数に応じて，３年または５年先，

１０年・２０年

先の自らの姿を

イメージさせ，

それまでにどの

ような力を，ど

のような機会で

身に付けていく

か等を考えさせ

る。 

② 責任あるポジションや役割を任せる。 

ミドルリーダーが管理職の意を体し，ベテラン

と 若手のつなぎ役として活躍する組織は，活力

あふれたものになる。そのような組織を構築する

ために校長として，ミドルリーダーとして活躍を

期待する者に，責任あるポジションや役割を与え，

「任せ，見届け，認め，伸ばす」事が必要である

と考えている。 

そこで，教務主任，学年主任，生徒指導主任，

保健主事，研究主任，学力向上推進リーダー，特

別支援教育コーディネーター等の学校運営の中核

を担う分掌を任せる。本校では学年主任にその自

覚を持たせるため，指示伝達の多くを学年主任を

とおして学年所属教員へ周知させている。また，

学校運営上の相談事も，まず，学年主任に意見を

聞くなどし，他の教職員より一歩高い位置でのス

タンスを保たせている。さらに，その学年主任を

助けるための副主任を配置し，ベテランが学年主

任の場合には，副主任にミドルリーダーを配置し，

OJT で職務を学ばせている。ミドルリーダーが学年

主任の場合は，若手を副主任に登用し，ミドルリ

ーダーが若手を育成していくシステムを進めてい

る。他の主任についても同様で，まず，そのリー

ダーを前面に出している。教育活動への様々なア

イデアが出された場合は，必ず主任が提案してい

る原案を支持し，その案を持って全校で取り組む

よう配慮している。 

③ HP を活用し外部へ発信する。 

HP に活躍の様

子をアップする

ことでやる気を

もたせている。

４月当初は自信

なさそうな言動

であった者も，

立場が人を育てると言われるよう，一年後には自

信を持ってリーダーとして臨む教職員へと成長を

しており，頼もしい限りである。 

 ④ 授業力向上への積極的な取組を推進する。 

  校内研修推進委員長，学力向上推進委員長をミ

ドルリーダーから輩出している。例えば，各種学

力調査の結果分析やそれをもとにした数々の対応

策の立案等を任せることで，自校の児童の実態を

肌でつかむことになる。これが，ミドルリーダー

として一歩高い目線からの視野となり，組織をま

とめていくときの術を学ぶことになる。事実，教

員同士の働きかけが活発になり，チーム学年とし

て教材研究に取り組むなど，やる気がボトムアッ

プされてきた。そして，２学期に行われた最後の

校内研修会後の３学期には，これまで学んだこと

を活かした実

践授業を全教

員が行い，研

究集録に載せ

るなど，研究

成果を表すこ

ともできた。 

(4) 研究のまとめ 

ミドルリーダーとしての自信をもって行動でき

るためには，そのポジション等において，中心と

なって具体的な目標と方策をもち，年間をとおし

て実践したことを，管理職やベテラン教員が見届

け，その成果を認めていくことが大切である。ま

た，校長として，人事評価システムを活かし，当

初申告，中間申告，最終申告での面談を活用する

ことは，大変効果的であると捉えている。さらに，

校長からの日々の何気ない声がけや称賛，頑張っ

ている姿を保護者や地域に発信することもミドル

リーダーのやる気に大いにつながると考える。 

４ 終わりに 

 校長には，教職員一人一人の育成について，計画

的かつ意図的な方策が求められている。とりわけ，

教職員の年齢バランスの頂点が若年層へと動いてい

る現在において，特にミドルリーダーの育成は重要

である。 

 今後も，責任ある立場を任せ，認め，助言し続け

ることで確かな展望をもち行動できるミドルリーダ

ーの育成を図っていきたい。 
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１ はじめに 

新学習指導要領移行期，変化の大きな時代にあって，

主体的・対話的で深い学びの視点による授業改善が求

められている中，新学習指導要領の主旨をふまえた授

業づくりとはいかなるものかを管理職自らが十分理解

した上で教室訪問をすることにより適切に指導できる。

つまり，管理職には一層の学びに向かうリーダーシッ

プと指導力が求められている。 
しかしながら，その管理職を目指す教職員が減って

きており，本県でも低倍率が続いているのが現状であ

る。このままでは，管理職の質の低下を招くばかりで

なく，学校の危機につながる恐れがあるのではないか

と受け止め，まずは，自校の教職員を将来管理職にな

り得る対象者であるとみなし，管理職人材として育成

していかなければならないと考える。 
 
２ 本校の概要 

 本校，杉戸町立泉小学校は，旧杉戸町立桜井小学校

と旧杉戸町立豊岡小学校名目統合により開校５０周年

を迎えた学校である。 
 埼玉県杉戸町の最も東に位置している。東の江戸川

を渡るとそこは千葉県野田市であり，春には蕎麦畑の

白い花が見事に咲き誇る大変自然豊かで，のどかな環

境にある。児童数は本年度２００名を割り，今後，加

速度的に減少していき５年後には１００名を割るとい

う予測となっている。 
 ３０年前，卒業制作という形でつくられた学校のシ

ンボル「竪穴式古代住居」が正門近くに鎮座しており，

歴史的遺跡が多数点在している特徴を生かし，古代学

習や古代祭り等の特色ある教育活動を展開している。 
 学校応援団及びＰＴＡ活動も充実しており，保護者

や地域の皆様に支えられている地域立の学校である。 
 学校の教育目標「心豊かでたくましい子」の実現を

目指し，「わからなさを出発点にした学び合い」に取り

組んでいるところである。 
 
３ 研究の概要 

(1)  研究のテーマ   

  テーマを「同僚性から学ぶ経営参画意識の醸成」

とし，校内研修をベースに，すべての教職員を育成

の対象とした。 
(2)  研究対象者（育成対象者）  

  本校の県費教職員１４名は，以下のような年齢で

ある。平均年齢４１．３歳である。 
  ・教頭（新任教頭）４２歳 男性 
  ・教諭（新任教務主任・登載者）５１歳 女性 
  ・教諭 ５０歳代 女性 １名 
      ４０歳代 女性 ２名 
      ３０歳代 女性 ３名 
      ２０歳代 男性 ３名 
      ２０歳代 女性 １名 
  ・養護教諭 ２０歳代 女性 １名 
  ・事務職員 ５０歳代 男性 １名 
 (3)  研究の概要  
  「教育は人なり」という言葉があるように，管理

職として大切な子どもを保護者から預かっているこ

とを踏まえて考えるならば，いかに，目の前の子ど

も達を的確に見取ることができるか，目の前の教室

の事実からどのように子ども達を見取ったらよいか，

見取りの力の育成が急務であると捉えている。 
 また，新学習指導要領では「どのように学ぶか」

を強調しており，それは特定の「型」に当てはめて

指導を行うことではない。必要な学びの在り方を絶

え間なく考え，授業の工夫・改善を重ねていかなけ

ればならないのである。つまり，学んでいる子ども

達の姿を的確に見取ることができなければ，変化の

激しい社会に適応できる力を育成する授業改善に

はつながらないと捉えている。そこで，子ども達を

見取る教師力を育成するため，以下，①②の策で取

り組んでいる。 
 ① 校内授業研究会において特定のグループに張り

付き，１単位時間，徹底的に見取り続ける。 
 昨年度から学校研修課題を「一人一人の学びを保障

する授業改善～互いに聴き合い，支え合い，学び合

う教室を通して～」とし，授業研究会では割り振ら

れたグループに張り付く。子ども達のつぶやき，子
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第８分科会 リーダー育成 

研究課題 これからの学校を担うリーダーの育成 

視点 

② 変化の時代を生きる人間性豊かな管理職人材の育成 
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ども同士の対話の様子，つながり，ケアする様子，

ケアされる様子，授業者との関わり等徹底してメモ

していく。どこで学びが起こり，どこで学びが停滞

したか，どこで学びが深まったか等を確かめ，研究

協議では，子ども達の固有名詞を出しながら進めて

いく。授業者の発問や板書などの善し悪しを問うも

のではない。ひたすら，子ども達の姿，教室の事実

から学ぶ姿勢をもつ。授業研究会の指導者には，学

び合いを専門とする研究者を招き，適切な見取りの

上での指導を受ける。これを授業研究会のたびに繰

り返していくことで，日常の見取りに活かしていく。 
 ② 特別支援教育，特に発達障害についての理解を 
 深め見取りに活かす。 
 全ての教職員が，特別支援教育に関する一定の知  
識や技能を有していることが不可欠である。なぜな

ら，通常の学級に一定の割合で発達障害と考えられ

る児童がいるといわれていることからも，今日的な

課題であり重要かつ不可欠な研修であると捉えてい

る。 
    本校の目指す教師像の一つを「困った子は困って

いる子であるという視点にたち児童に寄り添える教

師」としている。校内研修における特別支援学級の

授業研究会には全員で参観し，特別支援教育に特化

した指導者から適切な指導を受ける。夏休みを利用

した日程で春日部特別支援学校のコーディネーター

による研修会も実施し研修を深めていく。 
   また，埼玉県教委の主催する「幼保から小学校へ

支援をつなぐ特別支援教育研修・公開講座」を新任

教務主任が受講できるようにし，学校外における研

修への参加も推進していく。同様に杉戸町教委が主

催する夏季休業中の「特別支援研修会」への積極的

参加も推進していく。 
 (4) 研究の実際   
 ① 子ども達を見取る力の育成 

   これまでの授業

研究会の風景とい

えば，教室の後ろ

の方に参会者が立

ち並び，授業者の

様子を見ている姿

が一般的であった

かと思う。しかし，それでは子ども達がどのように

学んでいるか見取ることはできない。そこで，立っ

ていると授業者の視界を妨げてしまうことになるの

で，見取るグループの近くにすわり耳を傾ける。す

ると，子ども達のエピソードに出会い気づくことが

できる。 
   授業者は日々リアルタイムで変化する子ども達の

姿を見取り，適切に判断して，個の考えを整理し，

関連付けてつなげたり，適切な場面で介入したりし

ていかなければならない。専門職として，これらの

ことを瞬時に判断するためにも，子ども達を見取る

力を育成していかなければならない。 
 ② 特別支援教育・発達障害を理解し，困っている

子を適切に見取っていく力の育成 
特別支援教育は

教育の原点である

が，身近にそのお

手本がありながら

学べていない現状

がある。本校に着

任した新任教頭の研究協議会謝辞の中に「特別支援

学級の授業研究会に初めて参加しました。子ども達

の姿と授業者との関わりを学ぶことができました」

という一節が今でも耳に残っている。また，新任教

務主任（登載者）は，「県教委主催の研修中，何度も

涙しました。目指す教師像の意味が理解できました。

これまでの教育観が一変しました」と熱く語ってい

たことも昨日のことのように覚えている。将来の管

理職人材を育てるには，困っている子に寄り添える

力を育成することが必須である。 
 
４ まとめ    

 子ども達を理解し見取る力を育成するだけで管理職 
人材の育成が十分に成されるわけではない。広い視野 
をもち，地域を知り，地域の方々とつながることも重 
要であると考え，夏休み中を利用して学校地域連絡協 
議会を立ち上げた。地域の要職にある方々と本校職員 
がつながり，子ども達を取り巻く課題を共有し協働的 
に協議した。謙虚な態度で傾聴し，失礼のないよう接 
遇に気を付けるなど，日ごろ，見ることのない教員の 
姿に「生きた研修」につながったと感じたものである。 
 今後も目の前の教職員の姿を見取り，常に課題意識

をもち続け，変化の激しい時代を生きる人間性豊かな

管理職人材の育成につながるよう努めてまいりたい。 
 
 


