
へき地複式教育部会 
 

Ⅰ．研究の概要 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．研究主題 

主体的・創造的に学び、豊かな心でたくましくふるさとを切り拓く子どもの育成 

～へき地・複式教育の特性を生かし、児童生徒一人一人に「未来に生きる力」をはぐくむ 

                    学校・学級経営と学習指導の充実をめざして～ 

２．研究主題設定の理由 

 １．教育の今日的課題の解決 

 ２．へき地・複式・小規模学校の教育（へき地教育）

の定義の転換の必要性と可能性 

 ３．地域のもつ教育課題の解明と解決 

 

４．研究方法 

１．研究主題の解明のために各校の実践研究による検証

を進める。 

２．新入会員研修会、課題部会研究協議会を開催し、実

践交流を行い、日常実践に生かすとともに研究の深

化を図る。 

３．研究紀要「へき地・複式教育」第４９号を発行する。 

４．地域の特性を生かした教育課程の編成・実施・評価

を推進するための資料収集を行う。 

 

５．研究推進の具体的内容 
各市町では、各学校の主体的な研究

を大切にしながら、道へき複の第９次

長期５か年研究推進計画に基づき、石

へき複部会の研究・実践の推進に努め

る。 

各市町の代表は、推進委員となり、

管内的視野から部会研究の推進にあた

る。 

 

２．「確かな学力」を育む学習指導 

３.研究内容 
 

 

 

（１）確かな経営理念の確立と地域に根ざした特色

ある教育計画の充実・深化 

（２）地域の伝統・文化を重視した開かれた学校・

学級経営の充実・深化創造 

（３）地域に根ざした体験活動を通して豊かな心を

育む教育活動の推進 

（４）近隣校や地域と連携した実践的な共同研究の 

推進 

（１）個性を生かした指導計画・実践と評価の

充実・深化 

（２）主体性を育てる学習指導過程の充実・深 

   化 

（３）学ぶ意欲を高める指導方法の充実・深化 

（４）地域に根ざした学習内容の充実・深化 

１．「豊かな心」を育む学級・学校経営 



Ⅱ．実践研究の経過と成果 

１．実践研究の経過 

    ５月１７日（火) ｢新入会員研修会｣（千歳市立駒里小学校） 

            内容：授業公開・研究協議 

    ９月 ６日(火) ｢課題部会研究協議会｣ 北ブロック（石狩市立浜益小学校） 

                       南ブロック（千歳市立東小学校） 

内容：授業公開・研究協議 

 

２．新入会員研修会 

  

  （１）授業公開の様子【指導案の抜粋】 

第１・２学年 国語科 （１年生４名・２年生１名） 

《公開授業の概要（指導案より抜粋）》 

１年『えとことばでかこう』 
関：既習事項を使って、自分で言葉を見つけ、かる

た作りを楽しんでいる。 
言：「が」「を」、句読点を使って、簡単な文を作るこ

とができる。 

２年『すみれとあり』 
関：すみれが種をとばす様子を興味を持って読み取っ 

ている。 
読：順序を表す言葉を使って、すみれが種をとばす様

子を分かりやすく説明することができる。 
 １．音読をする。 
  ・「がぎぐげごのうた」 

 
同 

 
 

１．音読をする。 
「あいうえおのうた」 
２．本時の学習をノートに書く。 

  『順序良く種をとばす様子を説明しよう』 
V課題把握 
  ２．本時の学習を確認する。 
  『かるたをつくってあそぼう』 
  ・ノートに日付と課題を書く。 
 ・終わったらP３６，３７を読んでおく。 
 

 
◇ 

 
 

 
 
 
 

◇ 
◇ 
◇ 
◇ 

V課題把握 
３．前時の学習を想起し、本時の学習内容を知 

る。 
A学習の見通しを持つ 
 ・最後に話すことを押さえる。 

A学習の見通しを持つ 
  ３．教科書の例を1つ選んでかるたを作る。 
   ・「が」「を」を使う。 
   ・文の最後には「。」を書く。 

◇ 
◇ 
◇ 
◇ 
◇ 

 
 
 
 
 

C表現する 
４．写真と照らし合わせながら、種をとばす様

子をノートにまとめる。 
  ①写真を順番な並べる。 
  ②写真にあった文を本文から選び、ノートに

まとめる。 
  ③教科書で答え合わせをする。 
  ④順序を表す言葉を使って、すみれが種をと

ばすまでをお話し(説明)する。 
・終わったらすみれクイズを作る。 

C表現する 
  ４．自分で好きな文字を選び、かるたを作る。 
  ①文を作る。②絵を書く。 
   ※1組以上作る。 

※字の形に気をつけて書く。 
※濁音、促音等の既習事項も正しく書け
るように気をつける。 

※絵は、色鉛筆で色を塗る。 

 
◇ 
◇ 
◇ 
◇ 

 
◇ 
◇ 
◇ 
◇ 

 ◇ 
◇ 

５．順序を表す言葉を使って、すみれが種をと
ばすまでをお話し（説明）する。 

Uまとめ 
６．すみれにお手紙を書き、学習のまとめとす

る。 
   
 

Uまとめ 
  ５．できたかるたを発表して、次時への意欲

を高め、まとめとする。 
    

◇ 
◇ 
◇ 
 

 
 
◇ 

【実施期日】 平成２８年５月１７日（火） 

【会   場】 千歳市立駒里小学校 

【参加者数】 １９名 

【日程・内容】 ○公開授業 授業者 由木 千束 教諭 

        １年「えとことばでかこう」２年「すみれとあり」 

         ○研究協議 

 



（２）授業についての協議内容 

《授業の様子から》 

・『かるたカード』『掲示物の効果的な活用』『教科書の写真』『音読の自主学習』『同時間接』『ICT機器 

 の活用』など学習を進めるための工夫があった。 

・自分の考えを伝え合うことがペア学習でも全体交流でも行われていた。 

 

《研究協議から》 

・日常の実践上の悩みや不安などを交えた自己紹介から始まり、それらの話題も交えて交流する形で研究 

 協議が進められた。様々な立場からのご意見を出し合い、情報交換をすることができた。 

・学習ルールの定着が大切なことや，少人数指導で気をつけることなどが交流された。 

・少人数であることを当たり前と思わずに，大人数だったら…と 仮定して考えることも必要だという意 

 見も出された。 

 

（３）成果と課題 

 ・駒里小の由木先生には、新年度始まって間もない時期だったが、複式の授業を公開していただいた。  

複式授業での基本となる『わたり・ずらし』を明確にした授業始め、ペア学習・教材教具の工夫・言語 

活の充実の指導など参観者にとって大変参考となる授業だった。 

・研究協議では、複式授業に関わる交流や様々な話題につて交流を深めることができた。特に、初めて 

複式授業をされる先生方が悩まれる問題について、意見交流ができたのは大変有意であった。 

 

３．課題部会研究協議会 

 

 

 

 

 

北ブロック  石狩市立浜益小学校 参加者数 ３８名 

 

 
○●○研究協議の概要○●○ 

分科会① 学校・学級経営・学習指導部会 

 《授業者から》 

  ・３年生のつかむ部分は上手く流せたが，自力解決の場面で子どもたちの思考がつまってしまった。 

  ・４年生は，導入部分である程度面積の求め方の予想が付いていたが，根拠をもって説明できていたかが 

問題である。 

 《討議の柱１『協同的に学ばせるための交流活動の仕方と教師の指導について』》 

  ・１人ではでないような考えや発想が，ペア→グループ交流の中で発見でき，自分の考えが修正されて 

いった。ただ，グループ分けを意図的にして，話し合いが機能するように工夫していく余地がある。 

【開催期日】  平成２７年９月６日（火）      

【会  場】  北ブロック 石狩市立浜益小学校（３８名参加） 

        南ブロック 千歳市立東小学校（４０名参加） 

 

公開授業：算数科 ３年「円と球」  

４年「面積」 

授業者：野田 卓矢 教諭 



   ・担任がつぶやきを拾うのではなく，ペア・グループ交流の中で子どもたち同士でそのつぶやきを生か 

し，深めていければよい。 

   ・グループ交流時の司会カードが有効で，話し合いが円滑に進んでいた。カードの中身は，『①司会者

決定 ②１人ずつ発表 ③グループの考えをまとめる ④感想など』である。 

《討議の柱２『基礎的・基本的内容の定着のさせ方と個性を生かした指導について』》 

   ・子どもたちの手が空いている時間は，ドリルやパソコンを活用した自習を取り入れている。 

    ・同時間接の時間を有効に活用するとよい。つまずきのある子どもへの支援や，全体の取組を見取る 

ことにつながる。 

  《助言》 

   ・浜小の強みとは，子どもたちの集中力や粘り強さである。先生と子どもたちの距離感もよい。 

   ・問題把握に当たる丁寧さが素晴らしい。ただ，本時が４５分以内に収まらなかった点はどう改善して 

いくか考える必要がある。第１に教科書をもっと活用して時間短縮が図れなかったか。第２にＩＣＴ

の活用で課題提示までの時間を短縮できたのでは。第３に直接指導時のアプローチの仕方を工夫する

ことができたのではないか。以上のことを踏まえて，単位時間における指導過程を考えていくとよい。 

   ・本時の目標の観点に合わせて，指導過程のどの部分に重点を置いた授業にするか考える必要がある。 

両学年とも【考え方】の観点の授業は，指導者側にも無理が出る。【考え方】と【技能】の観点にす 

るなど，２学年の単元構成を改めて組み直す必要がある。 

  《参加者アンケートより》 

   ・人数が多い複式の大変さを感じた。大切なことはスタイルや方法ではなく，「子どもに力がついたか」 

だと思う。大変でしょうが，研究を深め，子どもたちのためにご活躍ください。 

   ・思考を深める，定着させる等，プリントやタブレットの活用もできると思った。 

   ・複式授業は基本全てをシンプルに（なにを）、どこまで、大胆に、はっきりと）行うべき。 

 分科会② 養護教諭部会 

  《養教の業務以外の仕事について》 

   ・学校経営のために必要な仕事であり，地域との交流なども大切な仕事なので行っていく。 

《大きな病院が近くにないことについて》 

・保護者との連絡・連携をし，緊急時にそなえる。 

・大きなけが・病気の時は救急車をすぐに要請する。 

・地域・保護者とのつながりを大切にしていく必要がある。 

  《保健指導について》 

   ・食育→パワーポイントを使って指導。 

   ・性教育→学年ごとに行っている。１／２成人式は家庭の事情もあるので配慮すること。 

   ・ネットの使いかた→５・６年生に指導 

 分科会③事務職員部会 

  《保護者負担軽減の取組について》 

  ・大規模校は各家庭から理科実習費や用紙代を集めているところがある。多額で各家庭の負担も大きい。 

・小規模校の方が学校予算から買えるものが多い。例えば，フラットファイル，色画用紙，半紙などは予 

算から出せる。あさがおセットを保護者から提供してもらうこともある。 

  ・小規模校ならではの特色を生かして公費から支出していくように心がける。 



《参加者アンケートより》 

  ・事務分科会は他市町村の方とも交流できるとよかった。 

  ・北・南に分けたのは，事務職員や養護教諭にとっては少人数となる。全体での交流を強く希望する。 

 

南ブロック  千歳市立東小学校 参加者数 ４０名 

 

 

○●○研究協議の概要○●○ 

分科会① 学校・学級経営・学習指導部会 

  《授業者から》 

   ・これまでの国語の授業で，片方が音読していると，もう片方の直接指導に支障があった。そういう

点からも，しっかり音読をさせてこなかったということを改めて感じた。 

  《討議の柱１『協同的に学ばせるための交流活動の仕方と教師の指導について』》 

   ・担任がつぶやきを拾うのではなく，ペア・グループ交流の中で子どもたち同士でそのつぶやきを生か 

し，深めていければよい。 

   ・グループ交流時の司会カードが有効で，話し合いが円滑に進んでいた。カードの中身は，『①司会者 

決定 ②１人ずつ発表 ③グループの考えをまとめる ④感想など』である。 

《討議の柱２『課題意識をもって、主体的に学習指導に取り組む』》 

   ・読み取りの力をつけるには音読が有効。漢字と対にして取り組ませることや，教室を別にすること 

    などの工夫がある。 

   ・駒里小はＶＡＣUのサイクルが定着してきている。子どもたちが，１時間の流れについて理解してい 

るので，主体的に学ぶことができている。 

   ・角山小は，羊や山羊の飼育を総合的な学習の時間で取り組んでいる。 

   ・支笏湖小は，地域に根差した特色のある行事を通して主体的に学んでいる。 

   ・東小は，単元を貫く言語活動に取り組んでいる。最初に単元の目標を子どもに提示し，子どもはそれ

に向かって活動していくというやり方。 

   ・野幌小は，たくさんの行事などから，上級生が集団としての役割を果たす経験をする。それらのこと

から，一人一人の成長があると感じている。 

   ・北光小は，今年度から新しい研究に入り，主体的な学習について進めている。学習過程の中に振り返

りの場面を設定したり，互いの考えを交流する活動などに力を入れている。 

  《助言》 

・練り合う相手が少ないのは，仕方のないこと。他学年の児童や，管理職の先生など，今ある資源をど 

う使っていくかを考えるべき。 

・同時間接の時にやるべきことは，定着段階を見取ること。全ての授業にとは言わないが，必要に応じ 

て位置付けると効果的。 

   ・目的意識・相手意識をもって発表することは大切なこと。「相手・目的・場面・方法・評価」の５つ 

の意識をしっかりと位置付けて，指導するとよい。 

公開授業：国語科 ３年「わすれられないおくりもの」 

 ４年「ぞろぞろ」 

授業者：新谷 浩一 教諭 



   ・ＩＣＴはあくまでもツールであることをおさえるべき。使いこなせるかが重要である。 

  《参加者アンケートより》 

・黒板の左側に，単元の見通しが貼ってあっていいと思いました。それに合わせて，１時間の見通しを 

もてるように，「○分たったらこれをする。」「次はこれをする」ということを提示できるとよいと思 

います。 

   ・デジタル教科書などを使いこなしていて，素晴らしいと思いました。 

 分科会② 養護教諭部会 

 《養教の業務以外の仕事について》 

   ・運動会・学校祭などの行事での役割。 

   ・記録写真，授業参加・引率，特別支援コーディネーター，花壇・教材園，性教育（中学校），清掃 

《小規模校ならではの養教の役割について》 

・給食指導→姿勢・歯磨き 

・身体測定→夏休み＆冬休み明けにできるのは小規模校ならでは。 

《保健調査について》 

・実施しない学校もある。少人数なので，表情等で判断できるため。 

 分科会③事務職員部会 

  《各校のへき地の特色について》 

・費用が明確で，予備費などのロスがない。 

《事務職員としてできること》 

・最初は今まで通り行い，３年目くらいから改善していく。 

《小規模校の特色》 

・トライアンドエラーができる。 

・個人消耗費をなくす流れ→先生たちの個人支出になってしまう。好みが違うので難しい。コミュニケ 

ーションで解決できるのでは。 

《参加者アンケートより》 

   ・養教の分科会を設定していただけたのがよかった。 

   ・分科会ごとに閉会した方がよい。 

   ・職別の分科会は有意義だと思うので続けたらよいと思う。 

 

Ⅲ．部会研究の成果と課題 

１．成果 

 ・新入会員研修会において、課題を交流することで、指導方法の改善など、日常の実践に生かされるものとなった。 

・課題部会研究協議会において、公開授業を通して，日常的な授業スキルの向上につなげることができた。また，研究協議

を行うことで、課題や取り組みの情報交換を図るとともに、より実践的な指導法の共有を図ることができた。 

 ・課題部会研究協議会の分科会では養護教諭や事務職員などの分科会を設定したことで，有意義な時間にすることができた。 

 

２．課題 

・それぞれの学校の具体的な実践の成果を共有し、共通的な課題の解明に向けた取り組みが必要である。 

（文責 苗加 大輔） 


