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- 3 取り組み
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栗田 稔生
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はじめに
本校は、平成 16 年 4 月より国立大学法人の附属学校として再スタートを切った。これまで以上に明確な理念
とビジョンをもって学校経営にあたり、内外にその成果を示すことが求められるようになったのである。この
ような法人化の動きに歩をあわせて、真に「確かな学びを創り出す」学校を創っていくために、本校では次のよ
うな改革に取り組んでいる。
1 つめは、めざす学力観のすりあわせとその育成に必要な指導理念やノウハウの掘り起こしである。本校は、
教育研究実践校として 20 年以上も前から個性化教育に取り組んできた。それらの研究の上に立って、総合的な
学習の時間の創設期には教科等と総合的な学習の時間の関連を図ったカリキュラムの研究に、そして評価と指
導の研究へと教育研究を進めてきた。そのような実践研究の中で数多くの指導理念やノウハウが産み出されて
きたが、その中のあるものは形骸化し、その理念が失われつつあった。そこで、子どもたちに総合的な学力を
育成するために、本校が有する指導理念やノウハウを集約することで、めざす学力観のすりあわせとそのため
に必要となる教師の指導力向上を図り、
「確かな学びを創り出す」学校づくりの一助としようと「平野の知恵袋」
作成に取り組んでいる。
2 つめは、家庭教育との連携強化である。本校の教育活動は、長い伝統の中で保護者の理解と協力により支
えられてきた。平成 12 年の創立 100 周年を期に、ＰＴＡ活動の基本コンセプトを整理し、これまでともすれば
「奉仕活動」中心となっていたＰＴＡ活動を、
「まもる」
「ささえる」
「ひらく」を合い言葉に、子どもたちの教育活
動を直接支援する活動重視へと発展させてきた。その中でも、特に「ささえる（子どもたちの学習活動を直接支
援する）
」活動では、生活科や総合的な学習の時間を中心に保護者の授業への参画活動を進めている。この活動
を通じて、保護者にまず子どもたちの学習の様子に関心をもっていただくこと、学校の教育活動（学習活動のね
らいや内容）について理解していただくこと、子どもたちの学習活動に対するよりよい支援のあり方を考え、家
庭教育に活かしていただくことをねらいとしている。
3 つめは、上記の 2 つの取り組みが円滑に進むために、またその成果を評価し、改革に活かすために、学校
改善のＰＤＣＡサイクルを確立することである。内外に改革の基本方針の妥当性を説明するためには、客観的
なデータに基づいて問題状況を把握し、その克服に有効と思われる施策を企画する必要がある。本校では、平
成 15 年 2 月に実施された「学力向上のための基本調査 2003」のアンケート調査項目をもとに、独自の 1 〜 6 年
生対象のアンケート調査を作成した。
本稿では、これら 3 つの改革の取り組みについてさらに詳しく述べたい。

1

総合学力を支える「教師の指導力」向上の実践事例
（文責

栗田 稔生）

１ 本校の育てたい態度や能力の構造と子ども像
本校では、子どもたちに育てたい態度や能力を「共

の学校教育の教育目標である
「一人で考え、人と考え、

創的実践力」としている。
「共創的実践力」とは、本校

最後までやり抜く子」を具現化したものであり、子ど
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もたちに育てたい態度や能力の総体をさし、次のよ

した目標をもち、自分の行動を絶えず見直しなが

うに定義している。

ら価値判断や意志決定を繰り返し、創造的な活動

対象に積極的に働きかけ、自ら進む方向を決め、

を続けようとする態度や能力

人の立場や思いを共感的に受け止める中で、共有

育てたい態度や能力の構造

共 創 的 実 践 力

【学んだことを生かす力】
自然環境や社会環境に
存在する実際の世の中
の問題や課題に対して
適用されることによっ
て培われる力

【学ぶ力】
関心・意欲・態度
技能・表現
思考・判断
知識・理解

【学びを支える力】
学習を成立させる基盤となる力

この共創的実践力に向かう力としては、上の図の

また、
「育てたい態度や能力の構造」のもと、本校

「育てたい態度や能力の構造 」のように 3 つの力を考

の教職員で共有した「確かに学ぶ子ども像」が次の図

えている。

の中の「小学校低・中・高学年」である。

確かに学ぶ子ども像

中学校後半
（2年生後半〜3年生）
「考えを生き方と結びつける」
より広い視野にたって、物事の本質や全体像を探り、他者と合意を形成しながら意思決定する。また、当事者として自分の考えを
持ち、自らのあり方や生き方、進路と結びつけながら課題意識を深め、新たな問題を発見し、解決策を構想しながら、批判的・論
理的に意見を構成する。

中学校前半
（1年生〜2年生前半）
「他の考えと比較しながら、自分の考えを広げる」
自分の課題意識を持ち、確かな情報に基づいて追求する。与えられた有効な視点や価値に照らしつつ、自分の考えを多面的・多角
的に評価し、他の考えともすり合わせながら、論理的で妥当な考え方を創り上げていく。

小学校高学年「自分の考えをよりよくする」
経験したことをもとに、自分の考えを吟味する。自分の考えを経験や事実をもってよりよいものにしていく。多面的に、柔軟に、
関連づけて、見通しをもっていく。たくさんの中から自分がよりよいと思った考えを選ぶ。

小学校中学年「自分の考えをもつ」
経験したことをすぐに自分の考えに結びつける。自分の考えをもとに事実にあたる。こだわりをもったり、事実や経験、友だちの
考えなどと比べたりする。

小学校低学年「自分の願い、やりたいことをもつ」
経験したことが自分のものになる。自分の思いをもってやりたいことにのぞむ。
体験を経験にしていく。身体を通して学習していく。

幼稚園「自分のやりたいことを見つける」
「からだ」
を通して様々な環境にかかわる。その中で自分の好きなものやこだわりが生まれ自分のやりたいことを見つける。そこで
じっくり浸り込んだり繰り返すことを学んでいく。

そして、上の図のように小学校の子ども像の前後

も、それぞれの学校園で考え、共有されたものなの

に続く、
「幼稚園」
「中学校」
での
「確かに学ぶ子ども像」

である。
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２ 確かな学びを学校全体で支えるシステムとしての
「平野の知恵袋」
研究授業を参観に行くと、どのクラスも落ち着い

からちゃんとする」という流れがある。これらのこと

た雰囲気で学習している学校がある。
「この学校は、

が身に付くためには、そのもの自体に価値を感じる

先生と子どもの関係がうまくいっているなあ」と感じ

体験をしておかなければいけない。そうすることで、

ることがある。それは、指導者が一人ひとりの子ど

子どもたちは、
「当たり前のこと」としてできていく

もをしっかりと見ている学校なのである。また、子

のである。

どもたちの表情からも自分は認められているという

例えば、
「チャイムが鳴ったら席に着く」という指

安心感が感じ取れる。では、そのような学校になる

導をする際には、まずは、子どもたちの中に「先生に

ためには、どのようなことを共通理解していけばい

怒られるから席に着く」という意識が、次に「席に着

いのだろうか。その一つの答えとなるのが、その学

いたら先生にほめられるだろう」
という意識が芽生え、

校独自の「学びを支える力」だと考える。その「学びを

さらにその上に「席に着くことに価値がある」という

支える力」の中身を考えると、まずは、みんなが守る

体験をすることで、本当に自分から「席に着く」とい

べき基本的な「生活面」での共有すべき事項があり、

うことができるのだと考えている。

その内側に学習が成立するために必要な「学習面」で

つまり、発達段階や、安全面などによっては「叱る

の共有事項がある。そして、さらにその内に「各教

行為」も「ほめる行為」も大切になってくるが、最終的

科・道徳・総合的学習面」での充実のための共有事項

には、そのもの自体に価値を感じる体験をしておく

が存在すると考える。これらは、子どもたちの「学び

必要があると考えるのだ。そうすることで、子ども

を支える力」を育成する上で大切な教師の指導に関わ

たちは、
「当たり前のこと」としてできていくのだと

る内容であり、本校では「平野の知恵袋」として冊子

考えている。私たちの指導の最終目標が常に、この

にまとめ、教職員全員で共有すべきこととしている。

段階に向いているということを共通理解している。
また、
発達段階によって指導する内容が違ってくる。

「学びを支える力」

低学年はとにかく体験してみることだ。本校では、

生活面

教室間移動の際に、低学年では廊下を並んで連れて

学習面

歩くことがある。これは、静かに並んで歩くことが

各教科・道徳・
総合的学習面

大切なことならば考えさせる以前に実際に体験して
見せてその良さを感じるようにしているのだ。
中学年では、すぐに結果を比べたり、考えたこと
をやってみたりする。給食指導などでは、食缶のお

平野の知恵袋第 1 章では「よりよい学習環境をつく

かずが残っている場合とそうでない場合を比べて見

り出す子どもを育てる生活指導のあり方」として、自

せたり、実際に食べてみて食缶がからになったとき

分を見つめたり、友だちやまわりのことを考えたり、

のことを自分の言葉で言わせてみたりしている。

ねばり強く取り組んだりする子どもを育てるために

また、高学年では、自分の考えや経験から見通し

どのようなことが大切なのかを述べている。

を持ってよりよいものにしていく。例えば掃除の際

はじめに、本校の通知票である「あゆみ」の生活面

に、どのくらいの時間がかかるのか、どの程度片づけ

と重ねて、どのような視点で子どもを見ていこうと

ればきれいになるのか自分たちで判断させたりする。

するのか、どのように評価していくのかを共通理解

もちろんこれらは、低学年からの積み上げがあっ

していこうとしている。

ての話であって、いきなり高学年だから高学年の指

生活面での指導の中には、
「先生に怒られるからち

導をすればうまくいくということではない。

ゃんとする」
「先生にほめられたいからちゃんとする」

このような子どもの育ちは、すべて先ほどの「確か

「そのことが自分（友だち）にとって気持ちいいことだ

に学ぶ子ども像」と重なってくる。
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平野の知恵袋第 1 章より

また、第 2 章では、
「どの教科にも共通する指導の

本校教職員が抱いていた素朴な疑問から始まった。

あり方」として、ワークシートやノートなど、どの教

私たちは、日頃職員室での会話の中で、生活指導や

科にも関連するようなものを取り上げ、それらを充

学習指導で疑問に思っていたことが多くあった。そ

実させる子どもをどのように育てるのかを述べてい

こで、全教職員が同じ視点に立って一人ひとりの子

る。

どもをよりよく育てていこうとの願いから、学校と
しての一貫した指導のあり方が必要であると考えた。

そうすることで、本校では何年生になればどのよ
うなノート指導が行われるのか、何年生ならどの程

まずは、
「算数セットを上手に使うのはどんなふうに

度のノートが書けるのかを全教員が把握しているの

すればいいの？」
「理科のワークシートには子どもが

である。

どのようなことを書いていればいいの？」など、本校

そして、第 3 章では、
「各教科・道徳・総合的な学

教職員一人ひとりが普段から疑問に思っていたこと

習の時間に関わる指導のあり方」として、各教科・道

を出し合うことにした。中には、今更聞けそうにも

徳・総合的な学習の時間の基本的な進め方や、各教

ないような内容もたくさんあったが、お互いが共通

科・道徳・総合的な学習の時間にまつわる素朴な疑

理解するために全てを出し合うことにした。そして、

問とその解決を、Ｑ＆Ａ形式で掲載している。

その疑問の解決のために、各教科の立場や学年の考
えをみんなで考えていったのである。

そもそも、この「平野の知恵袋」が生まれたのは、
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平野の知恵袋第 2 章「ノート指導」より

平野の知恵袋第 3 章「体育科の水泳の授業の進め方」より
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平野の知恵袋第 3 章「算数科Ｑ＆Ａ」より

しかし、私たちがこの「平野の知恵袋」を作成する

通理解をしやすくなるとともに、一人ひとりが自分

にあたり大切にしていることは、決して、本校では

の考えを生かして活用していくことが出来るように

守らなければならない「規律」や「スキル」と捉えるの

なっている。そうすることで、教師の力量形成にも

ではないということだ。このような共有事項のもと、

つながっていくと考えている。

自分たちのクラスの目の前の子どもたちに応じた指

また、この「平野の知恵袋」には完成形はないと考

導を一人ひとりの先生方が試行錯誤しながら目指し

えている。毎年子どもの実態や教師の意識にあわせ

ていくことも共通理解したのだ。だから、
「こうすれ

て常に改善していくべきものだと捉えている。そう

ばいい」ということだけでなく、
「なぜそうするのか」

することで、年々精度の高いものになっていくと考

「この学年ではこんなふうに子どもは考える」という

えるのだ。

ことを書いている。そうすることで、全教職員が共

３ 保護者にも同じ視点で子どもを見てもらうための
「あゆみの見方」
また、本校では、教職員だけではなく保護者にも

そこで、本校では、平成 14 年度から「あゆみの見

同じ視点で子どもを見ていってもらおうと考えてい

方」という本校の通知票の見方を全家庭数配布してい

る。教師が子どもに働きかけるところと、保護者の

る。その中には、教師が各教科の評価観点をどのよ

方の働きかけるところが違っていれば、子どもも目

うに見て評価しているのかをまとめた。しかし、そ

指すように育っていかない。同じような声かけをし

の後、さらに、各家庭でこの結果をどのように受け

ていく上でも、学校での共通理解事項を保護者にも

止め、どのような事に気をつけていけばいいのかま

分かってもらう必要がある。

でを詳しく解説した改善した物を作ろうということ
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になった。

に評価しているのか知ってもらうとともに、今後ど

そのために、カリキュラム委員会を設置し「あゆみ

のような指導が必要なのかも知ってもらおうとして

の見方（改訂版）
」を作成し、教師が子どもをどのよう

いる。

カリキュラム委員会「成長のあゆみの見方・音楽科・中学年」より

また、この「あゆみの見方」を作成することで、同

ようになったのだ。また、自分の担任している前後

じ学年の教師が同じ視点に立って子どもを評価して

の学年の子どもの様子もよく分かるようになり、発

いく一つの指針になった。ともすれば、クラスごと

達を意識して指導することが出来るようにもなって

に評価するものが違っていたり、評価の仕方が違っ

きた。つまり、保護者向けの「あゆみの見方」を作成

ていたりすることもあったが、この「あゆみの見方」

することで、指導力育成にも役に立つことになった

ができたことによって、保護者だけではなく、教師

のだ。

同士もお互いの働きかけの共通理解が正確にできる

2

総合学力を支える「家庭の教育力」向上の実践事例
（文責

橋本 隆公）

１「家庭の教育力」
向上へのアプローチ
家庭の教育力を向上することで、総合的な学力を

例えば、
「家庭と学校との間で、学校の教育目標が共

支えることができる。しかし、家庭の教育力には、

有されているのか」や「家庭と学校が共に開かれた関

質と方向性が確かなものであることが重要である。

係にあるのか」などがあげられる。幸いにも本校は、
187

入試選考に備えて入学説明会を実施したり、一貫教

全家庭配布などを行うことで、学校と家庭が連携し

育の関係にある附属幼稚園からの進学者に小学校の

あえるような開かれた関係になっている。

取り組みを説明したりするため、家庭と学校の教育

このように、
「家庭の教育力」の向上へのアプロー

目標の共有は、初期の段階では比較的スムーズにな

チとしての「本校の教育目標の共有」と「共に開かれた

されていると考えられる。また、親子で清掃を行う

関係」が、比較的成立していると言える。その上で、

「親子クリーンデー」や、家庭の都合に合わせて、通

本校の実践を「総合的学習」
「教科学習」などを例にし

学路での登下校のマナーや安全を巡視した結果を報

て紹介する。

告する「登下校巡視」
、先に述べた「あゆみの見方」の

２ 総合的学習における
「家庭の教育力」
向上の３つの段階と３つのポイント
本校の総合的学習の本質は、
「共生する生き方」を

としている。次に、2 〜 3 学期「ステキなまち平野フ

育成することである。つまり、
「総合学力研究会」が提

ェア」の活動では、身近な社会環境である地域の商店

唱する「生きる力」にあたる要素である。その「共生す

街に関わりながら、安全面やマナーも配慮し、同様

る生き方」を支える柱として、①先を見通した思考力

の活動を行った。

②自己評価能力 ③環境への実践力 ④人と関わり

さて、保護者の方々にとって、学校の教育目標を

学ぶ態度 の 4 つの態度や能力を設定している。

理解できたり、本校の清掃活動や登下校巡視に協力

まず、1 学期「自然いっぱいステキな小学校」の活

できたりするものの、総合的学習がめざす態度や能

動では、自然環境という学習対象に関わりながら、

力を具体的に理解し、子どもの変容をどのように捉

グループに分かれて「自然いっぱいステキな小学校」

え、はたらきかけるのかなどの学習を支えることは

にするプロジェクトの中で、いろいろな人と関わり

容易ではない。

ながら、自己の成長についてふり返ることをねらい

そこで、3 つの段階と 3 つのポイントに留意した。

3 つの段階
参観＝自分の子どもやその子どもが所属する学級などの集団に対して一方的に見る行為
参加＝学級・学年や全校児童に対して学校経営者や指導者の指示に基づいて支える行為
参画＝活動に関わる児童全体に対して、そのねらいを理解した上で、状況に応じて評価や支援を行い態度や
能力を高める行為

3 つのポイント
●参観→参加→参画の順に軟着陸を試みつつ、各家庭の意識や支援の力量の差も配慮する。
●参画の対象児童を「自分の子ども」から「自分の子どもが所属するグループ全体」へ、さらには、
「他のグル
ープ」や「学習対象者全員」へと広げるようにする。
●来校して支える直接的な参画と各家庭で支える間接的な参画の双方の価値について認める。
以上の 3 つの段階と 3 つのポイントを留意しながら、次のプロセスで活動を進めた。
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【1 学期

自然いっぱいステキな小学校】

① 年度当初の学年ＰＴＡや学年別委員会で、学習のねらいと年間計画を説明する
3 年生は、子どもたちにとって初めての総合的学習で、しかも、保護者の方々が小学生のころに総合的学
習を体験していないことを踏まえて、総合的学習のねらいを解説した。次に、本校における総合的学習の本
質と年間指導計画を実践事例や前年度の写真を用いて説明した。そして、学年ＰＴＡの委員が連絡窓口の役
割になることを確認した。
② 活動の初期の段階で、保護者の方々に参観してもらう
次に、活動を実際に見てもらうことで、よりよく参画をイメージ
してもらえると考え、保護者の方が来られる土曜参観の日に公開し
た。そうすることで、保護者の方に「どんな活動なのか」
「どんな態
度や能力が必要なのか」などが伝わり、「どんなことが支えになるの
か」などを保護者の方にイメージしてもらうことができた。
③ 土曜参観後も、活動計画表を見ながら参観や参加をしてもらう
そして、いつ、どこで、どのような参画ができるのかを知らせる必要がある。その際、できる限りはじめ
の段階で、日程を明確に示すことが重要である。本校では、年度当初に時間単位で年間の時間割を作成して
いる。それをもとに計画表を作成し、学年だよりなどで知らせる。
＜ルーブリック＞
④ 育てたい態度や能力を
具体的な子どもの姿で表
した「ルーブリック」を共
有する
しかし、総合的学習の本
質「共生する生き方」やそれ
を支える 4 つの態度や能力
「先を見通した思考力」
「自己
評価能力」
「環境への実践力」
「人と関わり学ぶ態度」と言
われても理解することは容
易ではない。そこで、それ
らの態度や能力は、具体的
には、どんな姿なのかを明
確にするルーブリック
（右表）
を作成する必要があると考
えた。さらに、子どもたち
にも理解できるものにする
ことで、指導者と子どもと
保護者が、相互に評価でき
る。
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授業の実際
中間評価セッションより
Ｃ ３：「つけたい力は、伝える力だったけれど、大き
な声で話すことができました。でも、4年生か
らは、相手の目を見て話すといいと言われまし
た。」
保護者：「リハーサルのときよりも大きな声で発表でき
ていたわよ。相手の目を見るためにはどうすれ
ばいいのかしら」
Ｃ ４：「読んで話すのではなく、覚えたり、自分の言
葉で言ったりするといいね」
Ｃ ３：「これからは、自分の言葉で相手のほうを見て
発表する力をつけたいわ」
最終評価セッションより
Ｃ ５：「私は、同じグループの子のことはあまり知ら
なかったけれど、助け合ったり、励ましあった
りして、友だちになることができた。」
保護者：「どうして、協力できたり、休み時間までがん
ばりあえたりしたの？」
Ｃ ５：「みんなが力をあわせるとうまくいくし、台風
からひまわりを守りたかったから」
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⑤ 活動前の打合せを行い、本日の「学習のねらい」と「参
画のねらい」を共有する
このように、本校の 4 年間の総合的学習で育てたい態度や
能力を日々のどのような活動と支援を通して育てていくこと
が最適なのかを「学習のねらい」や「参画のねらい」として具体
的に示す必要がある。そうすることで、
「今日の参画」によっ
て、保護者の方々にも、活動を通して子どもにルーブリック
のどの態度や能力を育てようとしているのかが分かるのであ
る。また、
「学習のねらい」や「参画のねらい」と併せて、その
日の活動の流れを示した資料も、活動の先を見通す上で重要である。例えば、一般的な言葉で、具体的な子ども
の動きや意識の変化を記述した参画者用指導案を作成し、配布しながら説明することが有効である（右図）。

家庭でできる参画
○活動を家庭で話題にする
○発表のリハーサル
○評価セッションのリハーサル
○自己成長記録作り

⑥ 状況に応じて評価活動を取り入れる
その参画者用指導案を片手に、ルーブリックを念頭に置きながら活動の支援が行われる。そこでは、「学
習のねらいの達成に向けて進んでいるのか」や「一人ひとりの子どものつけたい力が伸びているのか」などを
見ながら、アドバイスをする。その場合、直接口頭でアドバイスをすることが多いが、活動後に参画者が
「パワーアップ・カード」に、よかった点や改善点を記述し、次回の活動のはじめに渡すことも取り入れてい
る。また、そのカードは、自己成長をふり返る際に、再び活用される。

保護者の感想
保護者Ａ おっしゃる通り未知の世界、総合への参画は、ちょっぴり緊張するものでした。時間のはじめに、橋本先
生が説明されても、「個人のつけたい力って???」とはじめの頃は特に、頭の中まっ白になっていました。
けれど、毎回、細かくご説明していただいたので、レジメ片手になんとか参画できました。先生方にとっ
ても、保護者が毎回来るということは、神経をすり減らし、準備も倍になって大変なことだったとお察し
します。けれど、子どもの成長にとって、家庭との連携が第一と考えてくださったんですね。ありがとう
ございます。中間発表の頃、自分のつけたい力に悩んで、一覧表を見て言うものの、意味がわからないの
で、すぐ忘れていた子どもたちが、最終のふりかえりの後、これからつけたい力は、という問いにみんな
が間髪入れず答えたのには感動しました。
保護者Ｂ 1 学期の総合的な学習が終わりました。大きなテーマは、自然環境を対象とした環境学習でしたが、学校
施設を大切にする道徳心、物事に懸命に取り組む充実感や達成感、グループでひとつの目標に向かって
進む協調性、努力の成果を人に伝えるプレゼンテーション能力、自分の活動を振り返る自己評価能力な
ど子どもたちは多様な能力の伸長を計れたのではないかと思います。また、保護者が直接授業に参加す
る、学校での活動をタイムリーにホームページで提供いただくという双方向のやり取りのお陰で、家庭
でも総合的な学習が話題に上ることが多くありました。学校も家庭も活性化したのではといえば言いす
ぎでしょうか。
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【2 学期

ステキなまち平野フェア】

① 119 の家庭で、119 人の子どもを育てる意識を高める
1 学期との大きな違いは、校外学習である。これは、学習対象が、身近な社会環境「平野のまち」となるためで
ある。特に、参画者間で、安全面・対人面では配慮したい意識が高まっていった。そして、いつ、どこで、何を
するなど、参画計画を参画者の中で進めていく傾向になってきた。つまり、参画者間の連携プレーが多々見られ
るようになってきたのである。例えば、参画者がいないグループは、よりよい校外学習が保障できないので、い
くつかのグループを何人かの参画者で支える中グループ制を導入するなど、その日に来られている方で、119 人
の子どもに対して、バランスよく分担するシステムが自ずと構築されてきた。つまり、自分の子どもから、自分
の子どもが所属するグループへ、そして、自分の子どもの所属するグループに関わる他のグループへ、さらには、
学年全体を支えるなど、支援の対象が広がり始めてきた。
② 参画者からのアイデアを取り入れる
このような安全面の配慮から参画者の連帯感が高まると同時に、自分たちのアイデアでよりよい活動にできる
ことへと意識が高まり始めた。また、それらのアイデアを受け容れて、試してみることで、学校と共に取り組ん
でいる自覚が見えてきた。例えば、自己成長をふり返るためには、ビデオカメラで子どもの姿を撮影し、その姿
を子どもに見せることで、自己評価に役立つことや、参画する日に、そのグループの今までの活動やその日の活
動課題が分かる参画者間で記録される「引継ぎカード」などのアイデアを取り入れた。
③ どこまで支えていいのか？ どうやって支えるといいのか？
このように、参画者がルーブリックをより深く理解されたり、活動をよりよくしようと考えたりすることで、
「あのとき、もっとよいアドバイスができたのでは？」や「このアイデアを言ってあげたほうがよかったのかし
ら？」など、より細かな支援の能力を高めることで、さらに子どもたちの態度や能力が高められたり、あるいは、
よりよい活動になったりすると考える参画者が増えてきた。また、参画者で支援のレベル差が生じたことで、参
画者間の支援の違いを意識するようになってきた。このことについては、あくまでも参観・参加から参画への軟
着陸をアピールしながら、より高いレベルの参画を願う方には、より細かな参画者用指導案を作成したり、打合
せ後に個別にアドバイスをしたりするように心がけた。

以上のように、参画者は、ルーブリックの共通

さらに、学期末のカリキュラム評価アンケート

理解や活動をよりよく支えるだけでなく、よりよ

では、高い回収率と深い記述内容となっている。

い評価と支援を求めようという意識が高まり、そ

そして、公開授業や研究発表会では、指導者とと

のためには、参画者間の連携が重要だと感じてき

もに研究討議に参加し、研究推進役も担っている。

た。もうこの時点では、細かな確認事項はなく、

このことは、自分の子どもの学習を支えることか

それらについては、参画者間でフォローし合って

ら、学校と共に子どもたちを支える責任へと意識

いる。また、自ずと役割分担や臨機応変な担当も

が変わっていると受け止められる。

進んでいる。
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３ 教科学習における
「家庭の教育力」
向上
総合的学習の参画により、全家庭で全員の子ども

れは、漢字練習や計算練習をするのではなく、その

を支えるという意識の向上につながった。そこで、

教科の学習を内容をふり返ることを通して、自分の

算数科においても、同じような参画を試みた。もう

考えと友だちの考えを比較しながら、よりよい考え

この時点では、言うまでもなく学校の教育目標を共

に気づいたり、新たな疑問に出会ったりする学習日

通理解し、全家庭が全員の子どもを教科学習におい

記である。この形式は、もちろん本校の教育目標に

て支えるという前提条件が揃っていた。そして、こ

準じた家庭学習である。当然、家庭での支援が重要

こでも、参画者用指導案を作成し、小グループに 1

である。つまり、宿題をやったのか、やっていない

名程度の参画者で、問題解決学習を展開したのだ。

のかのチェックではなく、教科ノートを評価し支え

また、家庭での支援が大切なカリキュラムがある。

ることが重要である。そこで、教科ノートの書き方

本校では、第 3 学年から取り入れている
「教科ノート」

や支え方を子どもと保護者と共に、学ぶ機会を設け

がそれにあたる。このノートは、毎日 1 教科を選ん

た。

で、家庭でその教科をふり返る家庭学習である。そ

3

総合学力を支える「学校の経営力」向上の実践事例
（文責

外山 善正）

１ 学校の実態を分析するシステムづくり
本校は、前回平成 15 年 2 月に実施された「学力

って行うようにした。さらに、保護者向けには『総合

向上のための基本調査」に参加した。その際の結果

的な学力調査でみえてきた附小の学力』
という演題で、

をみると、本校は全体として「教科学力」
「生きる力」

大阪教育大学 田中博之先生に講演していただき、講

「学びの基礎力」の 3 観点がバランスよく育成されて

演のあと学校から調査結果とこれまでの取り組みにつ

いているが、
「基本的生活習慣」
「学習のけじめ」
「社会

いて保護者に説明する機会をもった。このようにして、

性」
「公共心」
「自分の感情をコントロールする力」とい

本校のめざす学力観と「基本的生活習慣」
「学習のけじ

った点について課題があることが明らかになった。

め」
「社会性」
「公共心」
「自分の感情をコントロールす

これらの課題は、これまで指導者の経験則や主観に

る力」といった点について課題があることを保護者や

よって感じてきた内容とみごとに合致するものであ

教師の共通のものとすることができたと考える。

った。
Ｄ学びを律する力

これらの課題や本校の取り組みのよさについて教

D4 授業を
受ける姿勢

師や保護者が共通理解を深めるために、
「学力向上の
ための基本調査」の結果の一部を資料として活用し、

D3 学習環境の整備

Ａ豊かな基礎体験
A1 直接体験
1.3
1.2

A2 メディア体験
A3 他者との支え合い

1.1

日頃子育てについて悩んでいることや大切にしてい

D2 学習の
けじめ

ることなどについて話し合う「学級集会」を開催した。

A4 基本的
生活習慣

1.0
0.9

保護者どうしの情報交換と共通理解を図り、よりよ

0.8

D1 学習継続力

B1 感じ取る力

い家庭教育、よりよい家庭と学校との連携のあり方
C4 自宅
学習習慣

を考えることをねらいとした（詳しくは、
『豊かな学
力の確かな育成に向けて』2003 年、ベネッセ教育総

C3 学習計画力

研、P173 〜 175）
。特に、一人ひとりの教師が本校の

C2 学習定着の
ための方略
C1 学習スキル

よさや抱える課題について深く理解できるように、

Ｃ自ら学ぶ力

B2 学習動機

B3 自己効力感
B4 自己責任

Ｂ学びに向かう力
本校

保護者への説明は各学級担任が説明マニュアルにそ
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全体平均

２ 学校実態の分析結果を活かした、学校教育方針の策定
平成 15 年 2 月に実施した学力調査によって、本校

それらを克服するための施策を行った。平成 16 年 4

の教育活動のよさや課題が明らかになり、教師や保

月には、教職員対象に次のような学校教育方針を示

護者もそのことについて一定の理解が進んでくると、

した。

平成 16 年度 大阪教育大学附属平野小学校 学校教育方針より抜粋
わたしたちの使命は、未来の社会を担う一人ひとりの子どもに、
「確かな学力」と「豊かな心」を育てること
である。そのためには、子どもに単に膨大な知識の量を一方的に身につけさせることのみに奔走するのでは
なく、基本的な生活習慣や公共心、学びに向かう姿勢など「学びを支える力」や、自ら考え、解決する力など
「学んだことを生かす力」をバランスよく育てていく教育を行うことが大切である。このような教育を進める
ことが、真の学力形成に不可欠である。
そこで、わたしたちは、まず子ども一人ひとりをしっかりと見据え、個性化された学習の中で一人ひとり
にしっかりとした学力を身につけるようにすること、人とのかかわりの中で基本的な生活習慣や公共心をし
っかりと身につけるようにすること、さらに保護者や幼稚園、中学校、高等学校、養護学校並びに地域との
連携のなかで、楽しく、充実感のある 確かな成長を支える開かれた学校づくり に努める。
○一人ひとりを大切にした学習の中で、確かな学力を育成する
わたしたちの学校は、一人ひとりの子どもたちのよさや可能性を伸ばす学校である。全ての子どもたちに
とって「楽しく、充実感」のある授業や教育活動を追究することこそ、教職員にとって最大の目標でなければ
ならない。このような目標の実現に向かって、わたしたちは、個に応じた指導を今後も一層進めていく。ま
た、子どもと子ども、子どもと教職員との信頼関係に裏付けされた「学びの共同体」づくりに尽力していく。
○人とのかかわりの中で基本的な生活習慣や公共心をしっかりと身につけるようにする
わたしたちがめざす真の学力は、単純な知識の注入によって得られるものではない。
『確かな学力と豊かな
心』
『バランスのよい学力』とは、基本的な生活習慣や公共心、自分を律する力、自ら問題を解決しようとする
力などが総合的に身に付いてこそ、育成されるものである。
そのため、まず初めに、掃除や給食の片づけなど、
「身の回りにある当たり前のことがきちんとできる」子
どもを育てることから始める。人とのかかわりの中で、自分自身を評価し、他者の評価を真摯に受け取り、
よりよい自分自身をつくりあげていこうとする子どもを育てる。
○保護者や幼稚園、中学校、高等学校、養護学校並びに地域との連携を深める
わたしたちがめざす教育は、小学校の教職員のみの力で実現できるものではない。よりよい教育は、学校
と家庭と地域とのよりよい関係の中でつくられる。家庭や地域との連携・協力なしには、わたしたちの目標
の実現は不可能である。今後も、ＰＴＡと連携したクラブ活動や清掃活動、学習参画型の活動を推進してい
く。また、一人ひとりの健やかな成長を確かに支えるという視点から、幼稚園や中学校との連携を中心に、
五校園との連携を一層推進していく。
今後も、子どもと子ども、子どもと教職員、教職員と保護者の信頼関係に基づいて「確かな成長を支える開
かれた学校」づくりを進めていく。
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この教育方針では、まず本校のめざす『総合的な学

と学びの共同体づくり、②基本的な生活習慣や公共

力』について定義した。そして、
『総合的な学力』を育

心をしっかりと身につけること、③保護者や地域、

成するための方策として、①個に応じた指導の推進

幼稚園や中学校との連携の推進を掲げた。

３ 総合的な学力を育てる取り組み
①個に応じた指導の推進と学びの共同体づくり

③保護者や地域、幼稚園や中学校との連携の推進

先に述べた『平野の知恵袋』の作成を通して、
「個に

前述の 3 年総合のように、各学年で保護者参画型

応じた指導」と「学び合い」のある学習を成立させるた

の授業や行事が増えた。遠足先でのグループ活動へ

めの、指導者の力量形成が進められた。また、算数

の支援をお願いした学年もある。子どもたちのクラ

科では少人数指導のあり方を、理科では補充・発展

ブ活動や委員会活動への支援も定着してきた。ＰＴ

学習のあり方について実践研究が進められた。

Ａ活動として、図書室のバーコード管理化や一斉メ

②基本的な生活習慣や公共心をしっかりと身につ

ール配信システム（本校独自のシステム）の導入など、

けるようにすること

子どもたちの安全と健やかな成長を支える学校と家

まず、年度当初に「給食の片づけをきちんとする」

庭の連携はさらに進んだと捉えている。学校として

「そうじをきちんとする」ことを具体的な重点目標と

は、保護者が学校外で安心して活動していただける

して掲げた。
「給食の片づけ」については、ローテー

ように、賠償保険等の整備を行った。

ションを決めてすべての教師が点検と整理にあたる

また、中学校との連携についても、合同職員会議、

ようにし、成果をあげた。また、
「そうじ」について

合同教科部会の開催や、中学校の先生による小学 6

も、
「親子クリーンデー」等を通じて、取り組んでい

年生対象のブリッジ授業の実施などを行った。

る。

４ 総合的な学力の育ちを評価するシステムづくり
本校 4 年「生きる力」のプロフィールを見ると、全

れる。
「生きる力」のスコアが低く出たのは、法人化

体に高いスコアを示している。この学年は、前学年

に伴う進学システムの変更が影響している可能性が

で「平野の町や商店街にかかわる」総合的な学習に取

ある。

り組んできた。そして、4 年では、警察や福祉施設等

本校では、このような子どもの実態を継続して分

にかかわる活動に取り組んでいる。小学校における

析する取り組みを進めるために、平成 15 年 2 月に実

このような「プロジェクト的指導」は、
「生きる力」の

施した「学力向上のための基本調査 2003」の「生きる

育成を直接支えるだけでなく、公共心など「学びの基

力」
や
「学びの基礎力」
のアンケート調査項目をもとに、

礎力」の育成を「保護者や地域の人の協力」によって支

低中高学年別のアンケート調査を作成した。1 年から

えていると考えられる。

6 年までの結果を継続して調査することで、その学年

また、6 年の場合、本校で「考える力」や「読む力」

の子どもたちが持つ特徴が捉えられるし、学年で取

「書く力」を直接育成している自由ノートや教科ノー

り組んだことの成果を分析することもできるからで

トの指導に力を入れてきた。プロフィールを見ると、

ある。

「教科学力」については昨年以上に高いスコアが見ら
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おわりに
以上、
「総合教育力」の向上にむけて、
「教師の指導力」
「家庭の教育力」
「学校の経営力」の向上施策についての
本校での取り組みを述べてきた。
本校では、大学の国立大学法人化にともない、これまで以上に附属平野五校園（幼稚園、小学校、中学校、高
校、養護学校）がそれぞれ特色のある研究実践を行いながら、互いに連携した、或いは一貫した教育を進めてい
く必要性が高まっている。小学校との関係で見ると、幼稚園の年長組から小学校 1 年生へ、小学校 6 年生から
中学 1 年生へのスムーズな移行を考え、異校種の教職員との協働や一貫カリキュラムの作成に取り組み始めて
いる。
今後、さらに連携・一貫教育を推進していくためには、校種間の違いを包含した「教師の指導力」
「家庭の教
育力」
「学校の経営力」を向上させる施策を構築していく必要がある。それは、第 3 章でも指摘があったように、
校種によって有効とされる「総合教育力」の向上施策が異なっている可能性が高いからである。子どもの発達や
学校（園）システム、学校（園）文化の違いを考慮した一貫した「総合教育力」の育成システム開発のためには、現
在取り組んでいる幼稚園・中学校との自主学習会、互いの研究発表会への積極参加、指導案保育案、年間指導
計画の共同作成といった地道で具体的な連携へのアプローチをさらに進めることによって、互いの違いを理解
し、それぞれの学校（園）システム、学校（園）文化のよさを受け入れて自校の改善に活かしていくプロセスが重
要であると考えている。
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