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小規模校の授業研究・若手教員育成の課題と展望
―小規模中学校の現状から考える―
石

川

英

志

（岐阜大学大学院教育学研究科）

Problems and Prospects for Lesson Study and Training of Young Teachers
in Small Schools
―From the Current Situation of Small Junior High Schools―
ISHIKAWA Hideshi
（Graduate School of Education, Gifu University）

概

要

本論文は、「学校小規模化状況における教師の授業力形成及び授業研究組織開発に関する研究」の一環を成すものであり、
二つの研究内容から構成される。前半は、岐阜県内の全小規模中学校（学級数 12 未満）の校長及び若手教員対象に実施
した書面調査（全体の６割から回収）から、若手教員の学びや育成に関してどのような課題に直面し、その解決に向けて
どんな方策を考案して取り組んでいるか等の実態を明らかにしようとしたものである。その結果、免許外教科担当の不安
や難しさ、専門教科担当に関する若手教員の個業化、異教科間の学び合いの仕組みづくりの難しさ等が生じており、若手
教員の資質能力の育成、教科専門性の向上等をめぐる諸課題に直面していることが明らかになった。後半は、前半で明ら
かになってきた諸課題の解決や小規模校の活性化のために、大学（教職大学院スタッフ）と教育委員会が外部リソ－スと
して、異教科間の学び、同一教科の学び、若手教員と中堅ベテラン教員の関係性構築といった諸側面に対してどのような
関与や協働が可能かを実践的に探究するために取り組んできた「協働授業開発プロジェクト」の中間報告に相当するもの
である。これまで岐阜県内の四つの小規模中学校（飛騨・東濃・西濃の３地区に位置する）との協働によって、５年間に
わたって企画運営・分析省察・提案を行ってきたプロジェクトの概要を報告し、今後の展望を示す。

章構成
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小規模中学校と教職大学院の協働授業開発プロジェクト―外部リソースとしての教職大学院の実践―
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協働授業開発プロジェクトの全体の枠組

⑵

他教科に学ぶ基本的視点の考案

⑶

異教科コミュニティの談話分析

⑷

今後の展望
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そこで、このような試行的な実践を通して形成されてき

本研究の背景

た経験や知見を、増加の一途をたどる小規模校の活性化に

人口減少社会の到来によって、学校の小規模化や統廃合

活かしたいと考えた。とくに、小規模中学校では、若手教

が今後長期的かつ広域的に進行していくと予想される。す

員にとって同じ専門教科の先輩同僚が不在もしくは僅かで、

でに、近年の大量退職・大量採用や小規模化の進行によって、

指導技術や教育観の形成をめぐって情報交流や相談ができ

校内の教員年齢構成バランスが大きく崩れてきている。岐

ない個業化あるいはそれに近い状況にあるといってよい。

阜県内の小規模中学校（1）の状況に着目すると、同一の専

さらに教科間の授業負担の公平性担保のために、少なから

門教科を前提とする教科コミュニティ（教科部会）の不成

ずの若手教員が免許外教科の重要な担い手にもなっている（3）。

立による教科内個業化（教科担任一人の状況）
、中堅ベテ

このように、小規模中学校は教員コミュニティの形成、

ラン教員への分掌集中による多忙化、若手教員にとって役

若手教員の育成等をめぐって困難な課題に直面しており、

割モデリングの機能を果たす中堅ベテラン教員の不在、そ

その実態の解明と今後の展望の形成、それに基づく早急な

れに伴う中堅ベテラン教員から若手教員への教育技術及び

解決が求められていると言えるのである。

教育観の世代継承の困難等が生起し、若手教員の資質能力
の育成、教科専門性の向上等をめぐる深刻な事態が顕在化
している。
学校内の教員コミュニティは、校種（小学校、中学校）、

２

本研究の目的

本研究は相互に関連する二つの目的のもとに展開される。

学校規模（小規模、標準規模、大規模）
、教科、学年、年

第一の目的は、学校小規模化のもとで生起する諸問題とそ

齢構成（若手、中堅、ベテラン）
、管理職と一般教員との

の解決に向けた取組の現状について、岐阜県内の小規模中

関係、地域特性、蓄積されてきた学校文化等、多様な要因

学校に焦点を当て、その動向を全体的・俯瞰的に明らかに

の複雑な組合せのもとに構成され機能してきた。教員の同

することにある。

僚性形成の重要性はつとに指摘されてきたが、学校現場の

これを踏まえ、第二の目的は、小規模校の統廃合に向け

具体的な状況において、同僚性形成と、教員の同質性（同

た展望や方策ではなく、小規模校化に対応しうる教員の学

学年、同年齢、同教科等）並びに異質性あるいは多様性（異

びの活性化を支える校内授業研究の仕組み、教員コミュニ

学年、異年齢、異教科等）はどのような関係のもとで展開

ティの編成、外部との連携の要件等を、岐阜県内の特定複

されているか、十分に探究され解明されてきたとは言い難い。

数の小規模中学校との協働的な実践研究を通して明らかに

中学校における教員の同僚性形成に関する課題を概観す

することにある。

ると、およそ次のような点を挙げることができよう。
○教員集団を組織してきた従来の学年及び教科の枠組の形
骸化

３

本研究の方法

○若手教員の比率が高まり、中堅教員層が薄くなり、教員

本研究の二つの目的に即して、次の二つの方法を採用する。

の技術や見識の世代継承が困難

一つには、岐阜県教育委員会教育研修課（岐阜県総合教

○生徒の学びの課題や可能性を把握する上で、教科が教員

育センター）との協議に基づいて、岐阜県内の全ての小規

の視野を狭めたり、教員を分断したりする形で機能するこ

模中学校（学級数12未満、平成28年度時点で計113校、特

とが定着してきた中学校教員文化

別支援学級を除く）の校長及び教職経験１～３年目（常勤

○仮説検証という視点から、授業を教員の指導技術のレベ

講師を含む）若手教員を対象とする書面調査（郵送）を行う。

ルに解体し、その共有・伝達を教員のコミュニケーション

主な内容は、各教科部会の成立状況、若手教員と中堅ベテ

の軸とする授業研究会の形骸化

ラン教員の構成バランス、両者のメンタリング関係、若手

こうした状況の改善や再構築を目指して、これまで同僚

教員の免外教科担当状況、若手教員の授業力育成の校内取

性形成の枠組を、同質性（同学年、同年齢、同教科等）で

組、異教科間の教員の学び合いを支える研究枠組や組織の

はなく、異質性あるいは多様性（異学年、異年齢、異教科

有無等に関する動向である。

等）に求める教員コミュニティ形成に関する試行的な実践を、

二つには、上記の書面調査を踏まえて、小規模中学校の

筆者が所属する岐阜大学大学院教育学研究科教職実践開発

若手教員の授業力形成に向けた授業研究組織開発に関して、

専攻（教職大学院）の連携協力校（Ｇ市立Ｎ中学校、学級

岐阜県内の特定の小規模中学校と大学の連携によって「協

数12～18の標準規模校）との協働のもとに行い、その意味

働授業開発プロジェクト」を企画・実施し、同教科並びに

や可能性を明らかにしてきた 。この試行的な実践は、同

異教科混合コミュニティ編成の仕方、教科を越境する教員

学年複数学級や教科部会といった枠組や組織が安定的に維

の学びの基本的視点の設定、若手教員による教科越境的で

持され機能している学校において、あえて学年や教科部会

実践的な知識や見識の修得過程、そこでの同僚の中堅ベテ

を越境したコミュニティを構成し、従来の教科枠や学年枠

ラン教員の関与や協働等を明らかにする。

（2）

に閉じた教員の発想や視野の拡大や柔軟化を図ろうとした
ものである。
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小規模中学校の現況分析
－若手教員の授業力育成に注目して－

少子化による規模縮小、大量退職による教員構成バラン
スの変化、中堅ベテラン教員から若手教員への世代継承の
困難、中学校における同一教科の複数教員を成員とする教
科コミュニティの不成立等が進行している。こうした困難
や課題が小規模中学校の現場にどう立ち現れているか、そ
の解決に向けてどう取り組まれているかを明らかにするた
めに、平成29年３月、岐阜県全中学校の64パーセントを占
める小規模校（学級数12未満）全113校を対象として、校
長及び正規教員教職経験１年目～６年目の若手教員（※岐
阜県では６年目までを若手教員としている。なお、岐阜県

図１

若手教員の免許外教科担当状況

では初任から３年間１校目、４年目から２校目という異動
を基本としている。したがって、ここでは１校目、２校目

そして、免許外教科担当に対する若手教員の意識を自由

の若手教員が交ざっている）及び常勤講師に学校単位で書

記述してもらい、「相談相手」「困惑と課題」「学んだこと

面調査を依頼し、約６割に当たる学校（67校の学校長、76

／専門教科につながる可能性」という三つの視点から整理

校の若手教員292名）から回答が寄せられた。その回答を（１）

した（表２）。校内に教科コミュニティがないため、
「相談

～（４）の項目にわたって分析し、明らかになったことを

相手」を個人的なネットワークを利用して学外の同教科担

示す。

当の先輩等に頼ろうとしていると推測される。
「困惑と課題」
として、教材研究の弱さを起因とする評価の難しさ、自分

（１）小規模校の各教科担当教員数
１校あたりの平均教科担任数、教科担任ゼロ校数は表１

の指導の適切性への不安等が多く挙げられている。免許外

のとおりである。数学と外国語を除き、１校あたりの平均

教科にエネルギーをかけざるを得ないため、その分、肝心

教科担任数は２名未満であり、とくに音楽・美術・技術・

な専門教科や学級経営を後回しにし、いずれも不十分になっ

家庭は１名未満で、その分、免許外教科を任されている教

ていると実感している。一方で、免許外教科担当から「学
んだこと／専門教科につながる可能性」として、とくに、

表１

Ｔ２としての学びを挙げていること

若手教員の免許外教科担当状況

が注目される。生徒一人ひとりのつ
まずきや理解のプロセスを観察し理
解するなかで、自分の専門教科にも
通じる生徒の学びの在り方や基本的
な指導技術（導入や机間指導の工夫、
グループ学習の方法、応答の仕方、
子どもにとって必然性のある課題づ
くり等）を学び、専門教科につなが
る手がかりを求めようとするスタン
スがうかがわれる。
表２
員や非常勤講師によって行われている。３段目は、初任～
３年目の若手教員でありながら、自分の専門教科を一人で
担当し、同じ教科専門の同僚がいない教員（いわゆる一人
教科）数を示しており、計33名いる。
（２）若手教員の免許外教科担当状況
小規模校に配属された若手教員の授業担当を、免許外教
科と専門教科の 両面からみると、図１のように、免許外
教科に関しては、回答した若手教員292名中、119名（全体
の41%）が担当し、延べ人数は170名、そして複数の免外
教科を担当する若手教員が30名いることが明らかになった。

－ 3 －
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していることである。三つには、いざ困ったときに、外部

（３） 若手教員の専門教科担当状況
それでは、専門教科の担当状況はどうだろうか。図２の

だと迅速、随時に相談できないという複数の指摘が出され
ている。校内に同教科専門の先輩同僚の配置を望むニーズ

とおりである。

の裏返しだと言えよう。
以上、小規模中学校の若手教員の学びをめぐる状況や課
題を、免許外教科と専門教科の両面から概観した。
（４）若手教員の授業力育成
次に、校長の書面調査結果について述べる。校長に対して、
①教科部会不成立状況における専門教科の授業力育成の方
策、②若手教員の授業力育成のための校内取組、③異なる
教科間の学びの仕組みづくりの３点について尋ねた。67校
中、①については52校、②については42校、③については
57校より、何らかの意図的な取組をしているとの回答を
得た。なお、①～③の間で互いに重複するところもある。
①の分類結果は、外部の指導助言者への依頼が７割を占
図２

め（延べ36校）
、図４のとおりである。校内の管理職や中

若手教員の専門教科の同僚教員数

堅ベテラン教員による指導助言は15校にとどまっている。
第一に、同じ専門教科の同僚教員数、第二に、同僚ゼロ

なお、市町教育委員会や岐阜県総合教育センター開催によ

あるいは一人で困ったことの有無、第三に、自由記述で、困っ

る教科研究会等への受講、他校の研究発表会への出席は除く。

たことの解決方法や未解決事項を尋ねた。第一については、

②については、図５のとおりである。①と③に比べて無

同じ教科専門の同僚が０名もしくは１名が全体の66%を占
めており、第二については、その人達に、専門教科同僚が
０名もしくは１名ということで困った経験があるかどうか
を尋ねると、０名の場合と比べて1名の場合の方が大きく
減少しており、一人であってもその同僚によって支えられ
ていることの表われと推察される。
第三については、自由記述の整理（図３）から以下の３
点を挙げることができよう。一つには、若手教員にとって、
同教科の先輩同僚とは、指導方法や見通しを教わる相談相
手であり、参観して真似る対象であり、自分の授業を参観
してもらい一人で気付かないこと、多様な見方や考え方を
気付かせてくれる存在、といった複数の側面をもっている
図４

教科部会不成立状況での専門教科の授業力育成

回答が三分の一を越えるほどに増えている。管理職等によ
る計画的な参観や個別指導が中心となっている。
①及び②から、教科コミュニティが成り立たない教科に

図３

同じ教科専門同僚ゼロもしくは一人のために
困ったこと、解決方法・未解決事項（一部紹介）

ことである。若手教員の段階で、そうした存在が周囲にい
ない厳しさが随所に表われている。二つには、管理職が用
意した学外の同教科に詳しい人だけでなく、自ら形づくっ
てきた人的ネットワークを活用し、他方面にわたって相談
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若手教員の授業力育成のための校内取組
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関する取組としては、外部リソ－スの活用、外部への高い

○教師の学び合いは子どもの変容を根拠としてなされるべ

依存が挙げられる。一方で、校内では、管理職等による個

きである。だから、どの教科も共通して子どもの成長の姿

別指導を中心に展開し、その他に学年や同世代といったコ

で語れば、教師どうしの接点を保障でき、学び合いへとつ

ミュニティの形成のもとで教科指導の共通基盤となる学級

ながる

経営とか共通の指導技術の向上を目指していることがわか

○授業のねらいの表記を、教科間で揃えようと試みると、

る。

各教科で大切にしたいことの関係（共通性と差異）がみえ

③の異教科間での学び合いに関する枠組をどう設定・工

てくる。これを切り口にしてこれまで進めてきた

夫しているかに関する自由記述を分類整理すると、およそ

○「主体的」「対話的」「深い学び」について各教科で考え

以下の九つの方向で構想され、展開されていることが明ら

を深めてきたが、「教科の本質」「各教科で育てたい見方・

かになった（図６）
。一つだけでなく、複数の方向を並行

考え方」をめぐって話し合い、教科間で共通するところや

させ関連付ける学校もある。

特質がみえてきた。この方向で具体的な方法を模索してい

○各教科以外の共通領域（例えば道徳とか特別活動)に、

る
九つ紹介したうちで最後の二つは、今次改訂された学習

教師の学び合いの場を設ける
○教科共通の指導技術（例えば、グループ指導、学習規律）

指導要領の示すコンピテンシー・ベースの授業づくりを念

に焦点を当てる

頭に置いていると推測される。小規模校ゆえに、異なる教

○教科内容は違えども、どの教科にも共通する授業づくり

科間の協力で進めるなかでこれまで蓄積・形成されてきた

の基礎（例えば、学び方、学び合い）を学ぶ

知見を、これからのコンピテンシー・ベースの教育につな

○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりを、

げたり、活用したりする可能性を意識した見解であり、小

教科の違いを越えて考え合う

規模校だからこその重要な方向だと言えるだろう。

○学校の主題研究テーマを視点に、どの教科にもあてはま

最後に、小規模中学校の若手教員の育成の推進をめぐっ

る取組や工夫を出し合えば、互いに学び合うことが可能

て、書面調査の分析に基づいて、免許外教科と専門教科に

○各教科を特質に応じグループ分け（例えば、思考判断型、

分けて、展望／提言という枠組で表３にまとめてみた。

表現型）することで学び合うことができる

図６

異なる教科間で学ぶための仕掛けや工夫
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小規模中学校における若手教員の成長をどう支えるか～展望／提言を考える～

図７は、平成29年度及び30年度の岐阜県公立中学校の初

県・地区の初任者の配置状況

任者配置状況を示している。29年度に比べて30年度では、

上掲の表３「小規模中学校における若手教員の成長をど

初任者数が30名程増加しているが、小規模校への配置増（56

う支えるか～展望／提言を考える～」において、
「教育行

名→90名）にほぼそのまま反映されていると解釈すること

政レベルにおいては、教科専門の先輩同僚のいる学校への

もできるだろう。標準規模校と大規模校のキャパシティの

初任者配置の配慮が望まれる」と記したが、その背景には、

状況によるのだが、同じ教科担当の同僚がいる学校にでき

岐阜県の初任者配置状況に関する認識がある。

るだけ配属させる配慮を重視するという方針からすれば、
今後検討すべき課題であろう。

この点について補足しておきたい。

図７

岐阜県の公立中学校初任者配置状況

ちなみに、平成29年度に調査訪問した岩手県では、初任
者の36％にあたる19名が小規模校に赴任している。図８に
みるように、岩手県は全体として小規模校の占める割合が
高いが、標準規模校と大規模校の割合が相対的に高い盛岡
（盛岡・滝沢市等）
・中部（遠野・花巻市等）
・県南（一関・
奥州市）ブロックに初任者を重点的に配置し、独り立ちで
きるようになった段階（２校目あるいは３校目）で、小規
模校へ異動という履歴モデルをたどらせているという。岐
阜県でもこのような仕組みを検討する必要があるだろう。
図８
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を通して、異教科混合コミュニティ編成の仕方、教科を越

小規模中学校と教職大学院の
協働授業開発プロジェクト

境する教員の学びの基本的視点の設定、若手教員による実
践的かつ教科越境的な知見や見識の形成過程、そこでの同

―外部リソースとしての教職大学院の実践―

僚の関与や協働の技法等を明らかにしようとしてきた（4）。

本論文の後半では、第二の目的のための研究方法として

（１）協働授業開発プロジェクトの全体の枠組

位置付ける岐阜県内の特定の小規模中学校と大学（岐阜大

小規模中学校が直面している諸課題の解決は、学校内部

学教職大学院）との連携による「協働授業開発プロジェク

に閉じた取組だけでは困難であり、外部リソースとして、

ト」の概略を述べておきたい。

教育委員会や大学が、また近隣校どうしでどう連携協働す

若手教員にとって、役割モデリングの機能を果たす同僚

るかが重要な柱となると考えられる。

先輩教員による授業づくりや子どもへのパフォーマンスに

そこで、まずは大学サイドから、①大学のミッション遂

対する模倣や発見は、成長発達の重要な糧となるものであ

行を担う企画と実践、②過疎地域からスクールリーダーと

り、そうした学びを通して、教員間の世代継承が展開され

しての活躍を期待されて派遣される教職大学院現職教員院

てきた。しかし、学校小規模化の進展のなかで、中学校で

生の実践研究への参画、それらを踏まえ、③小規模校の授

は、若手教員にとって、自分の専門教科でモデルとする教

業づくりにどう取り組めばよいかに関する汎化可能なビジョ

員の校内不在をはじめ、その成長発達を支える環境が厳し

ンのスケッチを描く、およそこれら三つを大学サイドの目

いものとなりつつある。この状況を改善するには、異教科

的として位置付け、教職大学院スタッフ（研究者教員・実

混合コミュニティの学びの質のブラッシュアップを支える

務家教員、現職教員派遣院生・ストレートマスター）
、小

思考様式（モード）
、若手教員の育成に向けた同教科コミュ

規模中学校、関係教育委員会（岐阜県教育委員会地方教育

ニティと異教科コミュニティの組合せの在り方、外部リソー

事務所、市教育委員会）の互恵的連携による「協働授業開

スとしての教育委員会や大学、近隣校どうしの連携等、様々

発プロジェクト」を企画し、教職大学院授業科目「授業研

な実践的課題に取り組むことが重要となるであろう。

究開発論」に組み入れる（図９）。

そこで、大学として、こうした課題への取組をめぐって、

図10に示したのは、プロジェクトの年間プロセス（第５

第三者的な立場にとどまらず、当事者的に学校への関与や

回目 令和元年度）である。そして、図11に示したのは小

学校との協働を展開するために、
「協働授業開発プロジェ

規模校教員と大学スタッフ（教員・現職教員院生・ストレー

クト」の企画・運営、実施、分析省察、改善を進めてきた。

トマスター）との混合コミュニティ編成の一例（第４回

具体的には、これまで５年間にわたって、岐阜県内の

平成30年度）である。大学が外部リソ－スとして参画する

３地区（東濃、西濃、飛騨）に位置するＴ中学校（平成

ことによって、日常的には実施できない教科部会を一部の

27-28年度）
、Ｎ中学校（平成29年度）
、Ｈ中学校（平成30

教科で成立させことができるが、あくまでも一時的なもの

年度）、Ｋ中学校（令和元年度）の四つの小規模校において、

である。そうだとすれば、教科によって教科部会が成立し

それらの当該校と大学（さらに岐阜県教育委員会、Ｎ市・

がたい日常的な状況のなかでどのような学びであれば深め

Ｇ市・Ｅ市教育委員会も含めて）の連携による「協働授業

ることが可能で、どのような学びの側面が不十分か、日常

開発プロジェクト」を試行錯誤的に展開し、その分析省察

的に教科部会が成立しない状況でどんな工夫をすればよい

図９

協働授業開発プロジェクトの枠組、当事者間の目標の相互理解と共有化
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のとして考える視点である。これらは、今次改訂の学習指
導要領の目指す資質・能力の育成に向けた実践づくりの基
盤ともなりうる。

図10

プロジェクトの年間プロセス
図12

異教科間での教師の学びの基本的視点

（３）異教科コミュニティの談話分析
次は、異教科コミュニティの談話分析を通じて、中堅ベ
テラン教員が若手教員に対して、教科を越境して協働的に
思考し助言する可能性及び課題を明らかにしようとしてき
たことである。異教科コミュニティの談話内容の特徴を把
握するために、それと前後して、若手教員と同教科の専門

※ 赤字の氏名は授業者

図11

教員を外部から招き、いわゆる同教科コミュニティの談話

同教科・異教科コミュニティの編成

も企画・実施して談話分析を行い、両方の比較分析を行った。
かを提示することは、地域に貢献する大学のミッションと

そこから明らかになってきたことの概要を以下に述べる。

して取り組まなければならないことである。およそこのよ

対象としたのは、中１音楽「『歓喜の歌』（ベートーベン

うな考え方を根底において、図11のように、同一教科内の

交響曲第９番）の鑑賞と合唱」である。授業者の若手教員（校

学びと異教科間の学びの両方をそれぞれに展開するコミュ

内で唯一の音楽担当）がプロジェクトの期間中、３日間続

ニティを、学校の状況に応じながら編成してきた。

けて授業を３回計画・実施し、同じコミュニティのベテラ

しかし、最初からそうした考え方のもとに進めてきたわ

ン教員（国語、数学、養護）たちは参観するとともに、事

けではない。最初の段階は、大学のリソースを活用して、

前の計画段階及び毎回授業後に授業者を囲む談話を行った。

小規模中学校に教科部会を成立させることを第一に重視し

三日目のみ外部から音楽科教育を専攻する大学教員を招き、

ていた。しかし、小規模校の日常的な授業研究改善の取組

授業参観後に授業者との談話を行った。

につながるためには、専門教科の異なる教師間の協働的な

教科等専門が互いに異なるベテラン教員（国語、数学、

学びや省察を実践的、理論的にどう深めるかをプロジェク

養護）３名と若手教員から成るコミュニティの談話におい

トの課題として取り組まなければならないと考え、実践的、

て、授業における生徒どうしの相互作用、教師による生徒

理論的テーマを幾つか設定して進めてきている。そのなか

への判断やパフォーマンスに関して、ベテランから若手へ、

から、二つ挙げておきたい。

どのような知見や知識が提供され、また専門教科の異なる
ベテラン教師間で互いの知見や知識がどう関連付けられ、

（２）他教科に学ぶ基本的視点の考案
同教科、異教科混合の複数のコミュニティを編成し、授

どんな深まりがあったか等について、SCAT（Steps for

業の事前計画→授業実施→事後分析…のサイクルを各コミュ

（5）
Coding and Theorization）
による分析を行った。SCAT

ニティで展開するなかで、異教科コミュニティにおける教

とは、観察やインタビューによって採取した言語データを

師の学びを支えるツールの考案に取り組んだ。

扱う質的研究のためのデータ分析手法である。SCAT を

そこで共同考案したのが、小規模中学校コミュニティに

分析手法として取り入れた理由は、明示的で段階的な手続き、

おける三つの基本的視点「その教科ならでは」
、
「自分の教

小規模データにも適用可能、初学者でも使いやすいとされ

科だったら」、「どの教科にも通じる」である（図12）
。自

ていることにある。文字化したオリジナルテクストを表の

分の専門教科とは異なっても同僚の授業を自分の授業実践

左端にセグメント化して記し、セグメントごとに、右列に〈1〉

の改善にいかに還元できるかと考える思考様式（モード）

テクストの中の注目すべき語句や短文、〈2〉テクスト中の

を働かすことが必要であり、生徒の学び、教員の指導技術

語句や短文の言い換え、〈3〉それを説明できるようなテク

やパフォーマンスを自分の専門教科に引き寄せたり当ては

スト外の概念の導入、〈4〉テーマ構成・構成概念、という

めたりして考察するという視点と、どの教科にも通じるも

四つのステップのコーディングの手続きを踏み、脱文脈化
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を行っていく。その上で、時間の前後や全体の文脈、会話

ここでは省略し、図13でそれぞれの談話でどのような構成

の相互関係を考慮したストーリー・ラインを作って再文脈

概念が抽出されたかを示し、図14で各構成概念が二つのコ

化を図り、構成概念の関連付け（理論記述）を行い、説明

ミュニティのどちらに固有か、共通に登場しているかとい

的に記述する。ここまでが SCATの一連の流れとなる。

う視点によってグルーピングした。

音楽授業をめぐる異教科コミュニティ及び同教科コミュ
ニティの談話内容のSCATによるコーディングプロセスは

図13

SCATによる談話内容のコーディングから抽出された構成概念の脱文脈化リスト

図14

構成概念のグルーピング
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異教科コミュニティ（Ａ）と音楽専科教員コミュニティ

の捉え方、生徒への接し方等、教師として成長していくた

（Ｂ）のそれぞれの談話を構成概念のグルーピングを通し

めに必要なことが包含されていることをあらためて確認す

て比較すると、大きく二つ、すなわち、①それぞれに固有

ることができた。今後このような事例分析を蓄積していく

な構成概念群があること（破線枠と実線枠）
、②ＡとＢの

ことが必要であるのはいうまでもない。

両方に入るもの（
「点線枠」
）があることが浮かび上がって

以上を踏まえて、小規模中学校における教科をめぐるコ
ミュニティ編成に関する現段階の展望を述べておきたい。

きた。
はじめに、①について。Ｂでは、ベートーベン作の「第

異教科コミュニティの編成はあくまでもやむを得ない暫定

九」という教材を「鑑賞」と「表現」
（合唱）のどちらの

的な取組であって、同じ教科担当の教員コミュニティでな

対象として位置付けるかによって、
「単元構想」が異なり、

ければ授業研究の充実は難しいという教科部会志向は根強

「中学生の発達段階」では、
「鑑賞」という視点から「歌詞」

くあるが、今後、小規模化の進展のなかで益々困難となる

に着目するとともに、
「合唱」という視点から「楽譜」

であろう。今次改訂の学習指導要領のもとで各教科内にお

に着目し、それぞれの特徴の理解から「第九」の「主題」

さまらない子どもの資質・能力育成を支える授業づくりが

を推測し、そこから何のために歌うのかという「目的意識」

探究されていくことになるが、その際に、校内のベテラン

をもち、それに向けた合唱のツールを追究するという「単

中堅教員の人的リソースを活用した教科越境的、教科横断

元構想」を立てる道筋に焦点を当てている。鑑賞及び表現

的なコミュニティ編成による日常的な学びを展開し、その

という二つの視点を結び付け、歌詞の背景（作詞者シラー

学びを基盤として、外部リソース（近隣校や教育委員会や

の理念）と楽譜の特徴（ほとんど四分音符から成り立つ単

大学）との協働企画による短期的な教科コミュニティ編成

純さ、そこに込められた主題）を単元構想や合唱の技法を

を取り込む、といった考え方にシフトすることが必要だと

考えることに結びつけるという基本構造がみられる。一方、
Ａでは、教材の特徴をめぐる知見は登場せず、様々な概念

考えられるのである。
（４）今後の展望

がもっと雑多に広範に登場する。授業者が若手教員である

最後に、今後の展望として、小規模校間の連携による教

ことと単位時間の授業ということを念頭に置き、生徒の思

員研修、そこへの大学の関与や参画について述べておきたい。

考や行動に対するイメージの形成、生徒の思考や行動に対

中教審初等中等教育分科会「新しい時代の初等中等教育

する教師の判断と手だて、生徒理解をめぐる教師間の理解

（6）
の在り方特別部会」
は「児童生徒の減少による学校の小

の共有等にわたっている。

規模校化を踏まえた自治体間の連携や小学校と中学校の連

次に、②について。近接しているあるいは親近性がある

携等を含めた学校運営の在り方」を「論点とりまとめ」に

と考えられる構成概念をグルーピングで同じ括りにしたが、

位置付けているが、小規模化に対応した「学校運営の在り方」

ＡとＢとの間で文脈的、レベル的にみて異なるものもあれば、

として、外部との継続的で日常的な連携は重要なテーマと

その一方で、共通的なものもある。前者の異なるものにつ

なるだろう。学校サイドからすれば、大学との連携、校種

いては、例えば、
「構想」に関して、Ａでは「単元」の構

を越えた学校連携（小・中）、同校種連携（中・中）等に

想を中心的に想定し、Ｂでは「授業」
（単位時間）の構想

よる教員研修の取組は、小規模校教員の資質能力の育成に

を中心的に想定して語られている。後者の共通的なものに

つながることが期待される。

ついては、例えば、ＡもＢもともに、音取りと音合わせに

このような動向と関連するが、昨年度（令和元年度）第

関わって、パート別それぞれに離れた地点から中心の合わ

５回目のプロジェクトは、Ｅ市立Ｋ中学校との連携で実施

せゾーンへと移動するツールの開発を評価しているが、そ

することを企画した。Ｋ中学校及びＥ市教育委員会との事

の背景に、生徒が自分の思考や判断に基づいた自発的な行

前打合せのなかで、岐阜県教育委員会・Ｅ市教育委員会の

動を生み出すことを共通して重視していることが推測され

支援によるＥ市南部地区５中学校web会議システム「小規

るのである。

模中学校若手教員コミュニティプラン」があるという情報

ベテラン教員の語りの多くは、参観した際の生徒の個々

を得て、その取組とプロジェクトとの接続を図ることとなっ

の行動、その背後にある思考を推察し、今後のその学びの

た。そして、プロジェクトの実施期間中、事前事後の同教

方向を探ることを視点として、授業を組み立てる上で大切

科・異教科コミュニティのそれぞれに、近隣小規模中学校

な基本的な考え方を提案したり、さらには今回の音楽の授

４校の若手教員や中堅ベテラン教員がwebシステムを通し

業を越えて、生徒とのやりとり、生徒どうしの活動の関連

て参加し、議論を深めることに大きく関与した。

付けの技法について言及したりする等、広範にわたってい

その後、令和２年に入ると、新型コロナウイルスの感染

る。一方、音楽専科教員の語りは、教材に関する教養や知

が世界的規模で拡大し、それを防止するために、Zoomや

見を手がかりとした教材観や合唱指導の基本に関わること

Teamsを利用したオンラインの会議や会合が急速に普及

に重点が置かれている、そこには、ベテラン教員の語りに

し認知されるようになってきた。プロジェクト期間中、こ

はない内容が位置付けられている。とはいえ、ベテラン教

のような展開は予想すらできなかったが、プロジェクト終

員の語りに、今回の音楽の授業を省察対象としつつ、しか

了後、現在に至るまで、学校間でコロナ禍での授業形態の

も音楽にとどまらない授業改善の様々な技法や生徒の思考

工夫、テスト問題や授業案の作成をめぐるオンラインの個
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人相談や同教科コミュニティ談話が継続的、定期的に展開
されている。
こうした状況を踏まえ、小規模校間の直接的な相互訪問、
オンラインによる教員研修をベースに、大学として関与や
参画を推進するプロジェクトを今後構想し具体化していき
たい。
注
（１）学校教育法施行規則第41条及び79条に基づき、小規
模校は学級数12未満とする。なお、特別支援学級は含ま
ない。
（２）加藤覚・石川英志（2013）「子どもの論理形成の探
求と支援を軸とする中学校校内授業研究の開発実践－中
学校における協働的授業分析の事例研究を通して－」『岐
阜大学教育学部教育学部研究報告（人文科学）』第62巻
第１号
（３）文部科学省（2018）「免許外教科担任制度の在り方
に関する調査研究者会議報告書」基礎データ集によれば、
岐阜県は「免許外教科担任の許可件数（都道府県別）」
に関して中学校の上位５県に入っている。
https://www.mext.go.jp/component/b_
menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfi
le/2018/09/20/1409429_006_1.pdf
（４）協働授業開発プロジェクトに関してこれまで発表し
てきたものは、次のとおりである。
矢澤淳・石川英志(2016)「過疎化の進展する地域にお
ける小規模中学校授業研究アクティブ化に関する開発
実践―小規模校の実践的課題とその解決を志向した実
践報告―」
『岐阜大学教育学部研究報告（人文科学）』
第65巻第１号
石川英志・吉村嘉文(2018)「過疎化進展地域小規模校と
教職大学院の協働授業開発プロジェクトの構想と展開～
小規模中学校の課題解決に向けて～」
『岐阜大学カリキュ
ラム開発研究』Vol.34 №1
（５）大谷尚（2008）「４ステップコーディングによる質
的データ分析手法SCATの提案－着手しやすく小規模デー
タにも適用可能な理論化の手続き―」
『名古屋大学大学
院教育発達科学研究科紀要(教育科学)』第54巻第２号
（６）中教審初等中等教育分科会「新しい時代の初等中等
教育の在り方特別部会」議事要旨・議事録・配付資料
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo3/083/giji_list/index.htm
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有人島嶼における学校の存在意義と存続政策に関する調査研究⑵
―奥尻島、天売島、焼尻島に高校を設立した理由とその背景（中間報告）―
阿

部

二

郎

（北海道教育大学函館校）

A Study on the Significance of School and Policy of Survival of School in Manned Islands(2)
－Reasons for setting up high schools on Okushiri Island, Teuri Island, and Yagisiri
Island and their background(Interim report)－
Jiro ABE
（Hokkaido University of Education Hakodate Campus）

概

要

北海道所属の５つの外海「有人島嶼（離島）
」の現況を明らかにし、抱えている課題を整理することは、北海道のヘき
地教育振興政策を総合的に検討する上で重要な意味がある。同時に、外海「有人島嶼（離島）
」の地域社会維持・振興政
策とも関わり、国策レベルで課題検討をするためのデータを提供するという意義もある。第 2 報告では、COVID-19 感染
爆発現象と「島嶼（離島）
」の関わり、北海道教育史文献上の「島嶼（離島）
」の取り扱われ方、過去 5 年間の「島嶼（離島）
」
に関する各種報道傾向の概要、羽幌町町議会議事録と奥尻町議会議事録の調査結果の中間報告を行った。

（平成 28 年法律第 33 号）」の制定意義について。

１．はじめに
1-1

④

同法による、「特定有人国境離島地域」として礼文島、
利尻島、奥尻島の 3 島指定、離島振興法の「離島振興対

第 1 報告の概要と補足
75 号』 pp.9-18）において

策実施地域」指定における、
「有人指定離島」として礼文島、

は、先行研究事例の数少ない北海道所属の 5 つの外海「有

利尻島、焼尻島、天売島、奥尻島、厚岸町小島の 6 島指定、

人島嶼（離島）」の現況を明らかにして、各種課題を整理

その 6 島の公共事業実施予算の策定は、例外的に国土交

することの意義と共に、以下の 4 点について言及した。

通省北海道局が担当しているという事実について。

第 1 報告（
『へき地教育研究

①

過疎化に悩む自治体にとって、学校統廃合に伴う間接
的な影響に起因する問題にも目を向けていく必要があり、

以上を踏まえつつ、「島嶼（離島）」における学校教育環

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年

境の改善と維持（経費）と法律との関係について言及した

法律第 162 号）の一部改正により、平成 29（2017）年 4

希少な先行研究である高嶋、真之他 7 名「離島地域におけ

月から地域運営学校（コミュニティスクール）制の導入

る超小規模高校の教育と地域おこし : 羽幌町立北海道天売

が努力義務化された現状では、こうした間接的な影響を

高等学校・天売島を事例に」
『公教育システム研究 16』（北

看過するべきではない事。

海道大学大学院教育学研究院教育行政学研究室・学校経営

② “本土”に対する、島嶼（離島）の生活環境（インフ

論研究室 2017）pp.119-156 に着目し、同論文で述べられた

ラの完備度）・教育環境と有人島嶼（離島）政策の基盤

「島嶼（離島）における高等学校の意義」に賛同しつつも、

となる離島振興法のかかわり、外海離島と内海離島の環

今後は、国境線付近にある外海「島嶼（離島）
」の価値を

境の違い、有人と無人の意味や過疎化による義務教育諸

経済的観点だけではなく、
「国家の安全保障」という観点

学校維持の課題について整理した。
「有人島嶼（離島）」

を組み込んで判断すべきであると指摘した。

が行っている「学校区・通学区の弾力的な運用や廃止」

本節では、この問題について若干の補足をしておく。

の実態、高等学校の「島留学」の実態も述べた。

筆者は、
「上記の問題は看過するべき小さな問題」では

離島振興政策の根拠となる、
「離島振興法」の制定経

なく、「主権国家における主権者としての意思の新たな形

緯と運用経過の概括、有人外海離島と国土安全保障上の

成時期に至っている。」との認識を持つに至っている。そ

課題や限時法の「有人国境離島地域の保全及び特定有人

れは「主権者としての次世代を育成する国民教育の課題

国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法

である。
」という認識でもある。敗戦後、
「国家の安全保

③
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障」と「国 土（領 土・領海）保全」を絡めた問題 を「教

とは別の離島振興法による経済的な振興政策の具体的な事

育課題として検討する事」は、
「暗黙のアンタッチャブル

例の確認等を町議会議事録調査で行う予定を立て、令和

（untouchable）テーマとしてタブー視され、棚上げされて

2（2020）年 2 月以降に 2 回の訪島調査を行う予定であった。
同時に、焼尻島と天売島の所在自治体である羽幌町町議会

きてしまった。
」というのが筆者の主観的感想である。
このような「検討忌避の傾向」は、国際社会の常識から

での議事録調査も予定していた。

見れば極めて例外的な傾向と言えそうである。近年の日本

ところが、新型コロナウイルス（SARS-CoV2）による

国を取り巻く国際情勢の激変を踏まえつつ、国益を前提と

感染症（当初は武漢ウイルスと呼称され、後に WHO が

して「離島振興」を考えようとする限り、
「棚上げして避

COVID-19 と名付けた）の世界的大流行が発生し、治療

けて通る」ことができない問題となっている。少なくとも、 薬もワクチンも無い状況下で諸外国では非常事態として
「国家安全保障の観点」から国益を前提とした「離島振興」
を考え、その問題を検討することは「軍国主義」
「帝国主義」
の復活を目指すものなどではない。
「軍国主義」
「帝国主義」

Lock Down が実施され、日本でも非常事態宣言により自
治体間の移動制約が強く求められるに至った。
詳細は後述するが、上記のような状況に陥った時、
「離島」

の復活を目指ものであると解釈するような、浅薄で短絡思

は島全体が「運命共同体としてのカプセル」とでもいうよ

考の中にこそ「今後の国家の安全保障を揺るがしかねない

うな発想に立った行動統制と管理運営を厳格化せざるを得

危険性が内包されている」と筆者は考えている。

なくなる。「離島」という「本土」との“距離”は、感染

かつて日本は、大日本帝国憲法下で日英同盟により第一

症への防御としてのアドバンテージとなる。

次世界大戦に参戦し、大正 11（1922）年のヴェルサイユ

大陸国家と海洋国家（島国）の関係を「本土」と「島嶼

条約締結の結果、国際連盟からの委託により旧ドイツ領

（離島）
」の関係に置き換えることは可能であり、海洋国家（島

ニューギニアの赤道以北地域を統治した。後に内南洋とも

国）である「日本」や「ニュージーランド」、「オーストラ

、
「アイスランド」
、
「グリーンランド」
“フェロー諸島”、
称された南洋諸島（群島）の統治に伴い、南洋庁を新設し、 リア」
南洋興発株式会社、南興水産株式会社の設立によって南洋

“台湾”等は、令和 2（2020）年 7 月時点では比較的感染症

水産業の振興を図り、沖縄県民を中心とした移住政策も積

の拡大抑制に成功しているように思われる。ただし、海洋

極的に推進した。要するに、国際連盟の委託による国境線

国家（島国）であっても、「UK（連合王国 = 英国）
」のよ

の拡大化に伴い、海洋（漁業）権益の拡充を目指した結果、 うに防疫に成功しているとは言い難い事例も発生している。
南洋諸島は後の絶対防衛圏の一翼を形成することとなる。

海洋国家（島国）の場合の地理的条件を考えれば、完璧に

佐々木貴文の指摘によれば 1）、南洋における遠洋漁業奨

人や物資の出入りを遮断すれば「感染ルートが人から人へ

励策の胎動は、明治期の農商務省による「遠洋漁業奨励法」

の感染」である限り、その防疫率は極めて高くなる。

の制定と、漁猟職員資格の創設とそのための水産教育機関

けれども、グローバル化が進んだ今日の世界においては、

の設立に端を発している。
（注 : 明治期以降の漁業振興政策

「国」としてのインフラを高い水準で完備している場合でも、

と領土・領海圏域については、伊藤康宏他『帝国日本の漁

長期にわたって人的交流と物流を国内にだけ限定し続ける

業と漁業政策』（北斗書房 2016）に詳しく述べられてい

「自給自足体制（ブロック体制）」で経済活動や社会生活を

る。）佐々木は濵田武士との共著『漁業と国境』
（みすず書

維持し続けることは甚だ困難であろう。

2020）も上梓しているが、同書では外洋漁業の近現代

まして、「島嶼（離島）」規模の場合は、インフラがぜい

史から紐解き、北方水域・日本海・東シナ海・南洋につい

弱で各種の資材・資源（生活消費材）の備蓄も限定的であ

て論じつつ、領土と資源を巡る近年のナショナリズムの状

るため、長期間にわたって「遮断・自給自足」することは

況について要領よく的確に言及しており、「教育課題とし

困難である。

房

ての離島振興政策」を検討する際の示唆に富む内容となっ

「島嶼（離島）」では、医療インフラが極めてぜい弱であ
ることが多いため、感染症の侵入を許せば「島嶼（離島）
」

ている。
第 1 報告では、外海有人島嶼（離島）の「奥尻島」を訪

の自然の防御壁として有効に機能するはずの“他地域との

島して予備調査研究を行い、その概要を報告したが、各種

距離”が、治療や救命活動にとっての“大きなリスク”に

法律に基づく交付金がどのように使われているのかを明確

転化してしまうのは自明のことである。

にしたいと考えていた。へき地教育振興法による交付金と、

そのため、筆者が訪島を希望しても「防疫への協力依頼」

離島振興法による交付金の使い分けについては、かつて国

という形での婉曲な受け入れ辞退の意思が伝えられること

会でもその曖昧さが取り上げられたことがある。町議会に

になるのは必然的なことでもある。筆者自身も、万が一の「ウ

おいても、具体的にどのような審議が成されたのか議事録

イルスの持ち込み」の可能性を考えると、訪島に対して逡

で確認しつつ、合わせて予算編成を担当する国土交通省北

巡せざるを得なかった。
同様に、「島嶼（離島）」ではなくても、タイミング的に

海道局での取材も並行して行いたいと考えていた。
1-2

COVID-19 禍の最中に他の自治体間との移動をすることに

第 2 報告のための調査活動で発生した問題

奥尻島への訪島調査を継続する予定で、奥尻高等学校設

ついては抑制的にならざるを得ず、訪問の受け入れ側から

置の経緯、高等学校管理者移管の経緯、へき地教育振興法

も「可能であれば、訪問時期を変更してほしい」という要
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2020

模での同時多発的な感染爆発現象への対処が必要になると、

望を示されることになった。
以上の理由により、第 2 報告をまとめるまでに、奥尻島
での追加調査は実施できず、焼尻島・天売島のある羽幌町

まともに「医師の診断を受ける事すらおぼつかなくなる」
ことが明らかになった。

町議会事務局での調査、焼尻島や天売島の調査も実施でき

予防的に、学校閉鎖を広域で一律に行った場合は、「出

なかった。どちらの地域共、調査活動の受け入れと協力そ

席を要する日数」自体を一律に変更すれば良いから、その

のものについては快諾されているので、今後タイミングを

こと自体では問題が無いけれども、果たして何日まで減ら

見計らって相談しつつ実施する予定である。

すことが可能であるのかという問題は、義務教育課程にお

そのため、第 2 報告では、世界規模での COVID-19 感染

いては大きな問題となる。

爆発という「世界史上に記録されるできごと」における「島

文科省が標準授業時間数を告示している以上、変更につ

嶼（離島）」の状況や特異性について報告するともに、中

いても文科省は告示しなければならないはずであるが、予

間報告として奥尻島や羽幌町での調査状況とその概要を述

見が不能な経過措置的段階にあるためか、未だに変更が告

べるにとどめる。

示されていない（2020 年 7 月末現在）。
結局、上述の問題は各都道府県や自治体に判断が丸投げ
され、委ねられている状況がある。そして、その事による

２．COVID-19 感染爆発が投げかけた教育課題
2-1

自治体間の差異が生じつつある。
今回の COVID-19 感染爆発禍の下で、SNS 等を利用した

学校教育が対処する上での未決課題

令和 2（2020）年に発生した、COVID-19 に起因する一

在宅でのオンライン（On line）授業受講が全国展開され

連の騒動において、世界規模で同時多発的に「ほぼ全ての

ている。現時点では、何をもって受講したと承認・認定す

学校の閉鎖や休業が長期間実施される」という人類史上初

るのか（単位認定できるのか）という基準すら存在してい

の現象が生じている。

ない。

大正 7（1918）年から大正 9（1920）年にかけて感染爆

30 歳未満の若年層（学校在籍者の大半を内包する）は、

発が発生した「H1N1 亜型インフルエンザウイルスによる

COVID-19 に罹患しても顕在化する症状が比較的軽く済む

パンデミック、いわゆるスペイン風邪〔以後、
「スペイン

ということが判明しつつある。つまり、仮に罹患していて

風邪」と表記する。
〕
」は、今回の COVID-19 に先立つ「感

も在宅で授業を受講することが可能であり、その場合は「出

染症による世界規模での大事件」であったが、学校教育を

席を要しない日」ではあるものの「出席した」ことになる。

巡る 100 年前のできごとと今回のできごとの決定的な違い

つまり、学校感染症に罹患していても出席日数は確保でき

は、①学校在籍者層の年齢幅の広さと、学校在籍者数の規

ることになる。反対に、「罹患しているとの診断」が下さ

模の違い、②罹患してからの学校閉鎖であるのか、罹患予

れていない場合でオンライン（On line）授業も受講出来

防としての事前の学校閉鎖であるか、この 2 点に集約され

ない症状の場合は、形式的には欠席扱いにせざるを得ない

ると思われる。

事になる。

100 年前の「スペイン風邪」では、医療技術や医療環境

今回の場合、罹患者と濃厚接触した可能性があると認定

の稚拙・劣悪さと共に、
「広報するべき情報」の拡散や迅

されると、自宅待機処置が強く求められることが考えられ

速な伝達が行われないことよって大きな社会問題（国際問

る。これは学校保健安全法第 19 条に基づいて学校長が命

題）が誘発されることになった。

ずる 「出席停止」ということになるのだろうが、「医師か

これに対して、今回の COVID-19 の感染爆発では、特に
令和 2（2020）年 2 月以降はリアルタイムでの情報拡散と

らの診断」が下されない段階で「出席停止」を求めるとい
う行為が適法行為であるのかどうか懸念される。

伝達が行われており（注 : 中華人民共和国からの情報提供

仮に、最終的に「罹患していない」ことが明らかになっ

の遅れ、WHO の初動の不適切さ等に対する様々な疑問は

た場合、何を根拠として「教育を受ける権利 = 学習権（日

呈されている）
、今回発生している社会問題（国際問題）

本国憲法第 26 条第 1 項）」に制限を加えたのか合理的根拠

の核心は、日本国内に限定してみる限り、罹患者数や死者

を示し得ない事態に陥ることも予想される。つまり判断基

数の増加そのものではなく、むしろ罹患予防（防疫）を目

準の揺らぎと、指示・強制性の法的根拠の曖昧さが予見さ

的とした政策・各種制限に起因した問題の方である。

れるのである。この問題は、法定表簿「指導要録」の記載

当然、強力な罹患防止・予防政策は必要不可欠であるが、 方法に大きな差異を生じさせることになるし、準公簿に相
今回のできごとを学校制度や組織運営方法から検討してい

当する出席簿の運用・管理上の“温度差”も生じさせるこ

くと、大変大きな問題を孕んでいることが分かる。

とになる。

例えば、学校保健安全法における「学校感染症」指定が

今回の場合は、極めて例外的で特殊な状況下で生じてい

COVID-19 が適用された時点で、罹患者については「出席

る記載内容判断上の些細な問題にすぎないけれども、義務

を要しない日」としての処理が可能になる。

教育の課程認定の在り方や授業を履修したと見做す条件と

けれども、「罹患している」と診断されない限り、それ
はただの欠席扱いにしかならない。今回のような、全国規

は何かという問題として、いわゆる「教育機会確保法」と
の関係では無視しえない課題の１つと言えそうである。
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部

また、学校保健安全法の趣旨に照らした時に、罹患防止

二

郎

も個々別々の歴史と文化を有する場合が多く、地理的環

策を学校が主体者としてどこまで行わなければならないの

境だけで「島嶼（離島）」という括り（枠）を当てはめて、

か、感染爆発状況の下での学校感染症罹患者の診断認定方

歴史経緯や人口規模などを無視した一律の施策基準の順守

法はどうすれば良いのか、学校内で消費する消毒薬や衛生

を求めても画餅と化すだけであり、実効性も低く留まらざ

環境維持資材・用品の確保及び配布の優先順位やそのため

るを得ないと予想されるのである。

の予算措置をどのように講ずるべきであるのか等々、未決
問題が多数存在している。
学齢児童・学齢生徒の中には、消毒薬に対するアレルギー

３．北海道教育史上の「島嶼（離島）
」の扱い

症状を示す体質の子供達も存在する。アレルギー疾患対策

「北方領土」を除く、北海道所属の 5 つの「有人島嶼（離

基本法の趣旨に沿えば、こうした子供達に消毒行為の強要

島）
」は、人口規模も地政学的な価値にも大きな差異があり、

は困難であるが、そうした状況下で児童・生徒集団の罹患

形態としての「島嶼（離島）」という括りだけで一律に論

予防・防止がどの程度可能になるのか不明であり、万が一、 じる事には大きな問題があることを第 1 報告でも指摘した。
集団罹患が発生した場合の責任は誰がどのようにとるのか

第 2 報告では、その指摘に立脚しつつ、過去の各種北海道

も未決であるが、学校長が免責される可能性は低い。

教育史文献で「島嶼（離島）」がどのように論じられてき

こうした感染爆発の予防と回避を試みる段階で、学校給
食法の趣旨を達成するために、学校給食はどのように調理
して提供することが妥当であるのか、これも手探り状態で

たのか調査した結果を述べる。
3-1

山崎長吉の著作物における「島嶼（離島）」

北海道教育史の文献としては、山崎長吉の著作物を看過

模索しつつ行っているのが現実であろう。学校給食の調理

できないため、以下 3 冊の単著文献の内容を調査した。

作業員の罹患が発覚した場合、学校保健安全法及び学校給

ア）『北海道教育史』（北海道新聞社

食衛生管理基準に基づいて調理作業から当該者を外すこと

イ）『北海道教育史

昭和編』（北海道新聞社

昭和 56 年）

が予想されるが、今次 COVID-19 の場合は、濃厚接触者全

ウ）『北海道戦後教育史』（新北海道教育新報社

昭和 55 年）

員を自宅待機とする対処が大半である。その結果、調理作
業員集団が何日間も調理作業に携われなくなり、結果とし
て給食提供が不能になってしまいかねない。しかし、その
代替策を急遽講じるのは甚だ困難を伴うだろう。
2-2

昭和 52 年）

ア）における「島嶼（離島）
」に関する記述は皆無であり、
「島嶼（離島）
」とは呼べない「島」に関する記述は次の 1
か所のみ確認できた。
「明治七年江差にできた尾山塾は、漢学の素養のある松
前藩士尾山徹三が開いたもので、明治十一年公立の柏樹学

感染爆発現象と「島嶼（離島）
」の関わり

2-1 で縷々述べてきた問題は、
「島嶼（離島）
」の学校に

校ができても柏樹学校に通学するより。江明学校（七年尾

も同じように突きつけられている。
「島嶼（離島）
」の教育

山塾改名）に通学する子弟が多かった。明治十四年函館支

行政組織が、指揮命令系統の上位に位置する「本土」側か

庁が「私学開学規則」を設けたため、一時休校し、許可を

らの指示を受ける立場であるとしても、
「島嶼（離島）」の

得て鷗島学校を開校した。鷗島学校は明治二十二年尾山の

場合は、公海上にある航空機や船舶のように、状況に応じ

死去とともに廃止された。」（同書 p.71）

た個々別々の決断と行動も求められるはずであるから、独

この記述からは、明治 7（1874）年に塾として設置した

自の決断権を許容し容認しなければならないものであろう。 ものを同年に学校へと改名したことになるが、その理由が
ところが、「本土」側と異なるのは、問題解決に当たる

不明である。また、名称こそ「鷗島学校」となっているが

人材の数、組織力の規模の違いであり、前述した諸問題に

実際に「鷗島」に設置されていたのかどうか不明であり、
「島

「島嶼（離島）
」だけで対処するには限界があることも自明
のことである。

嶼（離島）の学校」とは断定できない。明治期初頭までに、
北海道に所属する 5 つの「島嶼（離島）」には住民が居住

従って、フェイルセーフ（fail safe）の発想に立ったハザー
ドマネージメントとリスクマネージメントを徹底しようと
すれば、時には過剰と思えるほどの防御施策を講じざるを

していたが、同書ではそうした「島嶼（離島）
」での教育
実態についての言及は皆無である。
イ）の「第三章

昭和戦後記の教育」 から「第六章

得なくなるのも道理である。そうしておかなければ、万が

昭和激動期の教育」を調査した結果、「島嶼（離島）
」に関

一クライシスマネージメントの段階に陥った時には、実は

するいくつかの記述内容を確認できた。

無力に近い状況が生じかねないからである。

同書 p.195 では、「へき地家庭は農家が圧倒的に多いこと

ただ、そうした徹底した防御施策の維持期間にも限界が

はいうまでもないが」と述べており、農家以外の事例につ

あり、今回の COVID-19 禍のように半年以上の期間を耐え

いては一切取り上げていない。しかし、同頁では「政府は

なければならないとすれば、経済状態の悪化以前に生活環

へき地振興策として、二十七年十二月「農山漁村電気導入

境の維持自体が困難とならざるを得ない。どの段階でどの

促進法」を、二十八年七月、
「離島振興法」を、さらに四

程度の防御策を解除するべきなのかという難しく大きな課

十年五月、「山村振興法」を公布したが、北海道は特に恩

題が「島嶼（離島）
」に突き付けられている。

恵を受けた。」とも述べているのである。そして、山崎は

第 1 報告でも述べたが、
「島嶼（離島）
」は近隣にあって

これ以外の「島嶼（離島）
」に関する記述は一切していない。
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ウ）は、時期的にはア）とイ）の間に刊行されたもので、

第５章では「高等学校の急増」について項を起こし「高
等学校の設置計画は三十年ごろから本格化し」
（同書

p.241）

500 頁を超える著作となっている。本文が 3 部構成、巻末

と述べているにも関わらず、それに先立つ時期に設置され

に資料編を加えたもので、第 1 部

ていた「島嶼（離島）
」の高等学校について、完全に看過

理しているが、その中に「高等学校教育」の項目が設けら

している。つまり、第 1 報告でも提示した、焼尻島、天売島、 れている。第 2 部

総合編では 10 項目に整

領域編では 8 項目を設定し、冒頭に「へ

利尻島の動向については全く触れられていないのである。

き地教育（pp.185-202）」を配して内容を

・単複教育か

・焼尻高等学校、昭和 23 年村立焼尻高等学校設置、昭和

らへき地教育へ、・振興の総合的着眼、・へき地性解消の対
策、・指導の変容、の 4 つに分けて論じている。

54 年統廃合。

この中の「へき地性解消の対策」では、「へき地性解消

・（羽幌町立）北海道天売高等学校が昭和 29 年設置。
・（利尻町立）利尻高等学校が昭和 32 設置、昭和 40 年 3 月

とへき地手当の創設」の項を起こし「へき地学校の規定は

道立に移管。

固定的ではなく、時代と共に変わったが、二四年の時点で

前述したように、山崎は明治初期の私塾設置についてま

は、/

で取り上げているのに、戦後の新制高等学校設置という大

1

現在へき地手当を受けている学校 /

2

鉄道

駅またはバス停留所までの距離が四キロ以上ある学校 /

きな教育政策、それも「島嶼（離島）
」という極めて厳し

3

い物理環境下での先行的事例について一切目を向けていな

述べているが、本文において「島にある学校」への具体的

い。こうした「島嶼（離島）
」に対する山崎の認識の程度

な言及は見られない。

をよく表しているのが、同書 p.246 及び p.267 に掲載されて

島にある学校 / が指定条件とされた。」（同書 p.194）と

「高等学校教育」の項目では、著作イ）の当該項目より
も詳細に記述されている。特に、昭和 23（1948）年 1 月に

いる北海道地図（図 1）である。
２枚の北海道地図の記載内容は異なるが、海岸線を示す

制定された「高等学校設置基準」
、北海道教育委員会によ

地図としては共通で、「北方領土」である国後島の一部は

る昭和 24（1949）年 5 月の「新学制実施のための学校再配

示されているのに、北海道に所属する「有人島嶼（離島）」

置計画の基本方針」について多くの頁が割り当てられてお

の内、利尻島しか示されていないのである。これを見る限

り、再配置に関して「道立移管については、条件の整った

り、山崎の認識においては「島嶼（離島）
」は看過して構

ものから移管する。市町村立高等学校が道立高等学校に移

わない対象であったという事であろう。地図の事例以外に

管することによって、貧弱な予算で賄われてきた市町村立

も、山崎が「島嶼（離島）
」を看過していた証拠としては、

高等学校は改善される。」（同書 p.95）と述べているにもか

同書巻末に掲載されている「北海道教育史略年表（昭和２

かわらず、昭和 23（1948）年の段階で早々に設置された焼

年～昭和 55 年）pp.284-296」を詳細に確認しても、「島嶼

尻高等学校や移管事例の 1 つである利尻高等学校などにつ

（離島）
」がらみの掲載事項が無いことも挙げられるだろう。 いては取り上げられてもいない。同書巻末には 40 頁を超
前述したように、本文中で「離島振興法」について触れて

える資料「北海道戦後教育総合年表」（pp.465-507）が添

いながら、年表では欠落させている。
「山村振興法」につ

付されているが、
「離島に関する記事」は一切確認できない。

いても同様の扱いをしているが、この年表は教育関連法規

ただし、著作イ）の年表では確認できなかった「離島振興

のみを掲載しているわけではないので、山崎の「島嶼（離島）
」

法」や「山村振興法」の公布などを記載していることから、

や「山村」に対する関心が高くなかった 1 つの証になると

この資料年表の内容を削減して著作イ）の年表を作成した

言えそうである。

ものと推測できるが、わずか 2 つの単語を削除しなければ
ならないほど紙面に余裕がなかったようには思われず、前
述したように削除の背景には山崎の価値意識の反映があっ
たと考えるのが妥当であろう。
3-2 北海道立教育研究所の著作物における「島嶼（離島）
」
北海道立教育研究所編集発行の文献に目を転じても、
「島
嶼（離島）」が取り上げられる頻度が低い実態がある。
本稿の 1-2

第 2 報告のための調査活動で発生した問題

で述べた事情により、急遽調査内容の変更をせざるを得ず、
関連資料の悉皆調査を行うまでには至っていないが、3 つ
の文献をサンプリング的に調査した結果について報告する。
ア）
『北海道教育史

昭和 33 年～58 年

校教育』（北海道教育研究所
イ）
『北海道教育史

昭和 33 年～58 年

会教育』（北海道教育研究所
図1

山崎長吉『北海道教育史

昭和編』
（北海道新聞社

昭和 56 年）p.267 から引用。

ウ）
『北海道教育史

学

資料編第四巻

社

平成 7 年）』

昭和 33 年～58 年

育行財政』（北海道教育研究所

－ 17 －

資料編第二巻

平成 8 年）

記述編第一巻

平成 18 年）

教

阿

部

二

郎

ア）は、700 頁を超える内容を 9 部構成として、それに年表、 全く確認できなかった。400 頁程の文献であり 5 部構成と
索引、参考文献、編集者名を加えた総計 800 頁を超える文

なっている。第 1 部「経済発展と教育」
、第 2 部「教育行政」、

献である。第 4 部（pp.247-326）に「へき地教育」が充て

第 3 部「教育財政」、第 4 部「教員養成」
、第 5 部「教職員研修」、

られている。約 80 頁にも及ぶ資料提示の中で、
「離島」に

これに参考文献と北海道教育史編集委員一覧が加えられて

関わる内容はかなり稀少・限定的である。

いる。

「離島」の名称が冠された資料は、 D-11 離島及びへき

北海道は、沖縄と共に専任長官（国務大臣）の任命と配

地から道立高等学校に志願する者の取り扱いについて（通

下に開発庁が設置されていた歴史があり、その自治体財政

知）37 教学第 345 号 -2

に占める国庫補助金の大きさは無視しえないものである。

昭和 38 年 1 月 28 日があり、書面に

当時既設であった利尻高等学校、天売高等学校、焼尻高等

教育費に関しても、学校教育予算におけるへき地教育振興

学校の名前が確認できる。

法に基づく国庫補助金と離島振興法に基づく国庫補助金の

これ以外では、 D-5 第 1 回北海道へき地学校音楽の集い

総額としてどの程度の金額が計上されているのかを明らか

昭和 33 年 4 月 18 日の地区大会

にしたいと考えているが、本文献において細かなデータは

開催地として、離島である檜山支庁の奥尻村、宗谷支庁の

記載されていない。ただし、国庫補助等と地方の超過負担

利尻町の名前が確認できる。 D-6 第 1 回全道へき地学校音

の事例として、昭和 28（1953）年制定の「公立学校施設

楽の集いの優秀校について

33 教学第 758 号昭和 33 年 8 月

費国庫負担法」に基づく昭和 38（1963）年度の高等学校

開催について

学第 257 号

奥尻郡奥尻村奥尻小学校、宗谷支

生徒急増対策として行った新築及び増改築事業の予算総額

利尻郡利尻町仙法志中学校の名前を確認できるが、
「へ

内訳などは示されており、教育長期計画と財源確保、教育

き地学校音楽の集い」と謳いながら成績優秀校 10 校の内、
「へ

費の実態と私費負担・・・学校教育費における私費負担の

き地指定級が無し」が 5 校、1 級が 3 校、5 級が上記の 2 校

状況、地方財政法の改正と教育予算の適正化への取り組み

であるという理解に苦しむ記録となっている。

として、昭和 38（1963）年の地財法改正に伴う第二十七

18 日
庁

でも檜山支庁

この他に、
「島嶼（離島）
」について触れられている部分

条第三項の新規定「都道府県は当該都道府県立の高等学校

は、第 5 部（pp.327-414）
「高等学校教育」であるが、ここ

の施設建設事業について、住民に対し直接であると間接で

でも「島嶼（離島）
」に関わる内容は稀少・限定的である。

あるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
」の果

E-1 公立高等学校の通学区域に関する規則（昭和 41 年度）

たした意義について肯定的に述べている。

昭和 40 年 6 月 28 日

北海道教育委員会規則第 12 号

第4

けれども、北海道所属の「島嶼（離島）」に設置された

条、 E-2 公立高等学校通学区域規則（昭和 48 年度） 昭和

高等学校の過半数が「村立・町立」として開校されており、

47 年 11 月 16 日

第 3 条第

地域住民の経済的負担に依拠していたという事実について

1 項、 E-3 公立高等学校通学区域規則（昭和 57 年度） 昭

は触れてはおらず、そうした問題を取り上げる事自体が「鬼

和 56 年 7 月 20 日 北海道教育委員会規則第 12 号第 4 条第 1

門」であるかのようでもある。

北海道教育委員会規則第 13 号

項、以上の条文において離島振興法及びへき地教育振興法

今日では、もともと町立高等学校であったものが道立へ
移管された後、道予算の関係から再び町立に移管されると

とに関わる趣旨が述べられている。
この他には、具体的な記述は見られない。資料編の年表

いう動向も見られるようになっており、公立高等学校の維

においても、
「島嶼（離島）
」の高等学校に関する記述が欠

持財政問題は複雑化してきているが、文献ウ）はこうした

落しており、昭和 50（1975）年の奥尻高等学校開校、昭

動向が顕在化する以前に刊行されているため、関連内容は

和 55（1980）年の礼文高等学校開校しか記載されておらず、

一切述べられていない。

焼尻高等学校・天売高等学校・利尻高等学校の動向につい

3-3

教育実践団体の著作物における「島嶼（離島）
」

北海道では、昭和 51（1976）年以降に「平和を守り真

ては一切記述が無い。

実をつらぬく民主教育の確立をめざして」45 年間に渡っ
イ）は、580 頁を超える内容を 10 部構成として、それに

て合同教育研究全道集会（通称：全道合研）が開催され、

年表、索引、参考文献、編集関係者名を加えた 700 頁を超

毎回その報告集が刊行されてきている。合同教育研究全道

える文献である。学校教育以外の社会教育全体を網羅した

集会加盟団体実行委員会一覧 2）では、46 団体を確認する

ものであるが、これほどの分量の文献でありながら「島嶼（離

ことができるが、その内訳を見る限り、北海道における最

島）
」を冠した記述部分は見られない。表のところどころに、

大の民間教育研究集会と見做して問題が無いだろう。毎回

「島嶼（離島）」の自治体名が散見されたり、
「島嶼（離島）」
に設置されている公民館名、郷土資料館名が複数回登場し
ているにすぎず、少なくとも「島嶼（離島）における社会

その記録を公にしてきており、著作物として集積された価
値は大きい。
従って、その中で「島嶼（離島）
」がどのように扱われ

教育」という観点で記述された内容を確認はできなかった。 てきたのか探ることには意味がある。今回は、偶然入手で
きた以下の 5 冊の著作物を無作為サンプリングと見做して
ウ）は記述編であり、
「島嶼（離島）
」についての記述が
多数確認できると予想していたが、具体的な記述内容は

内容を確認した。
ア）＇ 76 合同教研研究収録編集委員会『＇ 76 北海道の教育』

－ 18 －

№75

有人島嶼における学校の存在意義と存続政策に関する調査研究⑵

（
＇ 76 合同教育研究会全道集会の成功をめざす実行委員
会

2020

ター編 『へき地・複式学級における学習指導の手引き』
（2019）では、山村留学や極小規模校の説明が記載されて

1977） 総計 289 頁。

イ）北海道合同教研研究推進委員会編『北海道の教育＇ 87

いる。しかし、近年になって「離島」で開校されている高

教育実践の集約と理論化』
（北海道合同教育研究集会実

等学校でも山村留学制度を導入しているということへの言

行委員会

及は無く、「島嶼（離島）」についての記述も見られない。

1987）総計 368 頁、284 本の事例報告。

ウ）北海道合同教研研究推進委員会編『1992 北海道の教
育

教育実践の集約と理論化』
（北海道合同教研研究推

以上のように、過去の文献における「島嶼（離島）
」の
扱いを見る限り、無視されているわけではないけれども、
それほど注視されているわけでもないというのが北海道所

進委員会 1992）総計 497 頁、315 本の事例報告。
エ）北海道合同教研研究推進委員会編『1993 北海道の教育

属の「有人島嶼（離島）
」が置かれている状況のようである。

教育実践の集約と理論化』
（合同教研研究全道集会実行
委員会 1993）総計 486 頁、349 本の事例報告。
オ）北海道合同教研研究推進委員会編『1995 北海道の教育
教育実践の集約と理論化』
（合同教研研究全道集会実行
委員会 1995）総計 370 頁、325 本の事例報告。

４．
「島嶼（離島）
」に関する各種報道の事例
本章では、平成 27（2015）年 5 月からの約 5 年間に集積
した「島嶼（離島）
」に関する北海道内の報道記事と、全
国的な「島嶼（離島）」に関わる報道記事を集積した内容

毎年、20 以上の分科会が開催され、多数の事例報告が
行われていることが確認できるが、上記 5 つの著作で確認
できる 1273 本の事例報告（イ～オの総計）の中で「島嶼（離
島）」からの事例報告はわずかに 1 本だけであった。

の一部から、「島嶼（離島）」報道の傾向の概括を試みるこ
とにする。
集積方法は、インターネット上に流れた報道記事や紹介
記事を DL して蓄積したものと、主に北海道新聞に掲載さ

具体的には、平成 5（1993）年度の「地域と学校の文化・

れた記事をスクラップしたものである。特に後者の場合は、

スポーツ活動」分科会における「⑥子どもが生き生き活動

筆者の居住地が道南であるため、地方版掲載の奥尻島記事

する運動会の創造 -『集団演技「礼文の四季」に取り組んで』

が他の 4 島と比較して圧倒的に多い傾向（情報収集に際し

館野薫

宗谷・船泊小」である。分科会討議のまとめ（稲

村正・檜山厚沢部小学校）では、以下のように述べられて
いる。

記事内容をカテゴリ分けすると、おおよそ次の 3 つに分
類できる。①領土・領海、海洋権益、国家安全保障にかか

もう一つは、集団演技『礼文の四季』に取り組んで（宗
谷船泊小

て地理的バイアスがかかっている）がある。

館野

わる内容の記事、②人口減・移住による過疎化現象の結果

薫）は、民謡（ソーラン節）と組み体操

として極小規模の住民によって維持されている離島生活の

を大胆に取り上げ、地域の祭典としての運動会をより感動

紹介、③本土（本島）とは異なる島嶼（離島）環境の紹介

的に、させにより高い表現力を育てることを課題とし、生

と併せて、地場産業や観光資源の紹介記事。①はさらに、

き生きと取り組まれた学校行事の実践であった。
（同書 p.371）

有人離島の場合と無人離島、岩礁の 3 つの記事に大別される。

サンプリングした 5 冊の文献を見る限り、分科会として「へ
き地教育」分科会とか「小規模・複式教育」分科会が設け

4-1

領土・領海、安全保障にかかわる報道事例

北海道所属の「島嶼（離島）」ということになると、戦

られていないことが分かった。当然、
「島嶼（離島）へき地」

後、一貫した報道内容の１つとして「北方領土」問題が挙

を主題とする分科会も設けられていない。サンプリング文

げられる。しかも、その報道される内容と傾向は、その

献の時期が平成 11（2000）年以前に偏ってはいるが、こ

時々のロシア連邦政府（ソビエト連邦政府）との関係で大

れを見る限り、合同教育研究集会においても「島嶼（離島）
」

きく変動している。北海道所属の「有人島嶼（離島）」で

が注目されたり意識されたりはしてきてはいない様である。 はあっても、日本人は 1 人も居住していないという極めて
北海道内のその他の著作物における「島嶼（離島）」

特殊な「島嶼（離島）」である。この「北方領土」記事に

北海道内で刊行された文献における、
「島嶼（離島）」の

しても、少し前までは「ビザなし渡航（墓参）
」が毎年の

扱われ方についての調査はまだ不十分な状況であるが、以

記事であったが、平成 30（2018）年になると「日ロ共同

下の 2 冊では「離島」についての記述が確認できている。

経済活動」が主たる記事となり、令和 2（2020）年になる

ア）北海道へき地教育振興会編集『へき地の教育事情

とロシア連邦憲法改正による「領土の割譲禁止」明記問題

3-4

第

一号』 1954

が中心となっている。このロシア連邦憲法改正により、事

※礼文島・利尻島・天売島・焼尻島についての言及在り。 実上、「北方領土」は二島返還も含めて「交渉による返還」
奥尻島についての言及はなし。へき地の問題指摘あり。 の可能性が全くなくなったと断言できる。
イ） 高柳晃『複式教育の理論と実践』 北海道教育新報社
出版局

1978（昭和 53 年）

今後、日本からの交渉によって憲法改正を求め、仮に改
正されるようなことが生ずるとしたら、それは正に内政干

※礼文町の事例についての言及あり。

渉であり、独立国家として他国からの内政干渉を公然と認
めるような政府は国民から支持されるはずもないからである。

この他、北海島教育大学へき地・小規模校教育研究セン

かつて、領土拡張主義で国土拡大を目指して来た旧ソビエ
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ト連邦の中核としてのロシア連邦が、憲法改正によって「領

人国境離島設置の監視カメラは 75 台 不法上陸監視用の

土割譲禁止」を謳うのは道理でもある。このことは、日本

カメラなし」（2017.12.12 報道）、「松前小島

政府や日本国民、北海道民も明確に認識しなければならな

全国から支援の声

いが、なぜかこうした「領土・領海、主権問題」について

報道）
、
「奥尻基地 60 人減検討

の日本人の意識は希薄である。

望」（2018.2.16 報道）、「復旧の小屋

他の北海道所属の「有人島嶼（離島）
」の内の 3 島は、

鮮船漂着

町と漁協

盗難被害

寄付受付へ」（2017.12.27
道防衛局

町は維持を要

20 日お披露目

北朝

松前小島へ全国から寄付」（2018.7.5 報道）
、
「松

国境線の「島嶼（離島）
」であり、極めて重要な意味を持

前小島

子や復旧に感慨

つものであるが、何故かそうした指摘を北海道新聞等など

者 ら 再 出 発 誓 う」（2018.7.21 報 道）、「離 島 奪 還 を 想 定

では見ることができない。ただし、北海道新聞で、平成

日米が共同訓練」
（2018.10.15 報道）
、
「松前小島に人工漁

関係

30（2018）年から「海と国境」
（4 部作シリーズ）が 170 回

礁

を超えて連載された。この中では、竹島問題を含む日韓問

道）
、
「国境離島保全に衛星活用

題、漁業協定問題、拉致・不審船問題など、国家安全保障

視強化」（2018.12.30 報道）、「奄美・宮古に陸自配備

上の問題について様々な面から論じられている。

念頭に南西防衛強化」（2019.3.27）、「海洋開発の拠点

平成 22（2010）年 9 月 7 日に、所謂「尖閣諸島中国漁船

道が整備方針

コンブ豊漁祈り島開き

鳥島

不 審 船 監 視 に も 期 待」（2018.12.1 報
政府検討

日本最東端 EEZ 守る最前線

画像集め監
中国
南

調査や補給へ港湾整

衝突事件」が発生し、それ以後、日中間での尖閣諸島をめ

備」（2020.7.19 報道）、「沖の鳥島「岩でなく島」強調

ぐる様々なできごとが生じたが、平成 28（2016）年 8 月に

中国の海洋調査に不快感」（2020.7.21 報道）と続く。

政府、

は数百隻の中華人民共和国の漁船が尖閣諸島付近に侵入す

以上のような一連の報道を俯瞰すると、外海「島嶼（離

るという事態にまでなった。ところが、これに先立って「離

島）」や北海道の「有人島嶼（離島）」は、望むと望まざる

島の歴史、将来考える

とにかかわらず「国土安全保障上の重要な拠点」とならざ

奥尻で日本島嶼学会大会」
（2015.9.11

報道）
、
「離島保全法が成立

礼文、利尻、奥尻など選定」

（2016.4.20 報道）という記事が確認できる。後者の見出し
表現はかなり不正確で、正式には「有人国境離島地域の保
全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関す
る特別措置法（平成 28 年法律第 33 号）
」であり、平成 28
（2016）年 4 月 20 日に成立し、同 27 日に公布され、平成 29

るを得ず、一昔前のような、どちらかと言えば穏やかな国
境周辺状況とは大きく変貌しつつあるという認識が必要で
あろう。
このほかにも、「小笠原返還 50 年

節目祝う

父島で

式典パレード」（2018.7.1 報道）、「猿払沖の島消えた
サンベ鼻北小島

エ

1 管調査へ日本の領海狭まる可能性も」

（2017）年 4 月 1 日から施行された 10 年間の限時法であるが、 （2018.10.31 報道）、「ニュース虫めがね

領

この法律の成立を見越したり、成立を根拠としたさまざま

海に影響は

な政策が矢継ぎ早に展開されてきている。

名前の付いた道内の無人島」
（2018.12.2 報道）
、
「日本最西

例えば、「離島振興へ人材派遣

政府

利尻・礼文、奥

低潮時の存在がカギ

消えた無人島

端 260 メートル北北西へ

領海の範囲に影響する、

与那国島の岩

満潮時も海面上

尻など 71 島」
（2016.7.26 報道）という記事が確認できる。

2 万 5 千分の 1 地形図

そして「領海保全

船・航空運

平成 29（2017）年の噴火から令和 2（2020）年まで面積の

国有化

政

拡大をし続ける西ノ島の報道など、近年では領土・領海と

領海、経済水域保全狙う」
（2017.4.7 報道）
、
「沖縄

離

島や岩礁にかかわる報道は定期的に確認することができる。

離島に交付金

政府方針

賃に助成」
（2016.10.6 報道）
、
「無人の 273 島
府

島定住支援で国が補助金

中国海洋進出を警戒」
（2017.5.9

毎日新聞報道）
、
「離島船舶・航空運賃値下げ

国土地理院が記載」（2019.6.11 報道）
、

こうした報道内容とは質の異なる報道も多く、平成 27

出身学生も

（2015）年以降だけでも島の人口減、過疎化対策としての

利尻ホッ

観光客の誘致やフェリー利用金の割引、入島税論議、天売

12 日から都内料理店」
（2017.10.11 報道）と

島での空き店舗利用の取り組み、離島空港の赤字問題、フェ

続く。この離島フェアは内閣府によって「日本の国境に行

リー航路の休止、島内大型ホテル閉館問題等々が報じられ

こう !!」プロジェクトの取り組みの一環として、特定有人

てきている。

対象に」
（2017.9.1 報道）
、
「内閣府は離島フェア
ケなど提供

国境離島地域の食材（知られざる島の宝）を魅力あるメ

また、「島嶼（離島）」ゆえの様々な特徴的な報道も見ら

ニューとして提供する『国境離島グルメフェア』を平成

れる。例えば、選挙に関しては「利尻町長選 43 年ぶり選

29（2017）年 10 月 12 日（木）より期間限定で、都内の有

挙戦へ 「マチ考える」町民歓迎

名飲食店 24 店舗で開催したものである。つまり、特定有
人国境離島の認知度を高める目的で開催されたものであっ
た。

3）

なお、これに先立って、
「全国の離島集まれ「島の

分断の過去と決別 過

疎と向き合う」（2017.4.16）、「天売・焼尻で繰り上げ投票」
（2019.4.5 報道）
、
「天売島から出馬なしか
年以降初〔1955

羽幌町議選、55

注〕」（2019.4.9 報道）、「天売島の議員ゼ

宝観光連盟」発足」
（2017.5.9 報道）という「島嶼（離島）」

ロに 人口 287 人・・・64 年続いた島在住町議の歴史途絶

テーマの民間の活動も報道されている。

える

北海道羽幌町」（2020.4.22 HBC 報道）等、規模が小

そして、平成 29（2017）年 11 月に松前小島への朝鮮民

さく近しい間柄によって形成されているコミュニティであ

主主義人民共和国の漁民の侵入と設備破壊・設備収奪事件

るが故の課題や、過疎化の影響が直に反映されるという環

が発生したため、多数の報道が行われている。その後、「無

境に起因する、解決困難な問題もある。
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た場合、移動中や宿泊先などで感染する恐れがあり、感染

4-2 「離島」であるが故の危機管理に関わる報道事例
「焼尻島の土砂災害想定 留萌開建など離島で初の合同

症指定医療機関がない島内にウイルスを持ち込めば、町民

宗谷管

に迷惑をかけてしまうと判断。
」
「
〔前略〕気持ちの整理の

内河川氾濫、避難指示も」
（2020.8.7 報道）
、北海道南西沖

つかない部分もあるが、他の部員とも話し合い、島のこと

地震によって青苗地区が壊滅的被害を受けた奥尻島の 25

を一番に考えた前向きな決断だと思っている」と話してい

年目の特集報道が平成 30（2018）年 7 月～8 月に組まれて

る。

訓練」
（2015.7.30 報道）
、
「利尻 50 年に一度の大雨

いるが、これらは一度自然災害の被害が生じたら孤立無援

こうした「島嶼（離島）」住民の英断や努力と、観光客

状態に陥る「島嶼（離島）
」の困難さを良く表している。

の入島規制（あくまで自粛の協力要請）によって「感染」

害獣問題では「106 年ぶり、利尻島にヒグマ出現 ? 砂浜

を防御することに成功しているが、今度は観光客数の大幅

に足跡」（2018.5.31 報道）
、
「利尻上陸のクマ島外脱出と推

な減少により、交通機関の維持・継続までが問題になる。

測

夏場に入島してくる多数の観光客の消費によって大きな収

2 町警戒縮小へ」
（2018.11.1 報道）
、
「利尻島

在せず

クマ存

痕跡確認 1 年対策会議が終息宣言」
（2019.6.29 報道）

入を得ている奥尻島でも、
「江差－奥尻 1 往復継続ハート

がある。これも、
「島嶼（離島）
」という狭く孤立した空間

ランドフェリー利用減で今夏」
（2020.6.16 報道）というよ

に危険な害獣が侵入した時の対処の難しさ（鳥獣保護法と

うに、減便状況に追い込まれている。こうした「島嶼（離島）」

の関わり）を表していると言える。

の苦境解消・改善を目指して、北海道庁からは「道内離島

人間に対する危機管理とは異なるが、国指定天売島鳥獣

で「抗原検査」提案

鈴木知事 5 町長へ」（2020.7.7 報道）

保護区、天売島特別保護地区に指定されている天売島にお

という働きかけがあったようである。ただし、続報はなく、

いては、「オロロン鳥の現在地 中 野良猫対策

提案だけで収束した可能性もあり、それ以後「島嶼（離島）
」

営巣に

効果」
（2018.7.4 報道）も隔絶された空間としての「島嶼（離
島）」における危機管理の一環と考えることもできるだろう。

に関わる北海道庁からの行政支援活動の報道は見られない。
いずれにせよ、こうした「島嶼（離島）」外部との交流

こうした「島嶼（離島）
」の物理的環境は、前述したよ

を限定し、一時的にせよ「原則入島禁止」とする対策を取

うに今般の COVID-19 のような特効薬やワクチンのない感

ると、今度は移動手段などとは別の副次的問題が誘発され

染症の爆発的拡大に対しては「他地域との隔絶性による防

ることになる。「外部との隔絶期間」に、島内で必要な工

御の優位さ」を示し得るが、自給自足が不能であれば、い

事等があっても、島内業者だけでは対応ができない事例も

つまでも人的・物的交流を行わずにはいられない。そして、 多い。そのため「入島が解禁」されると、数多くの島外の
一度でも感染症の侵入を許せば、医療インフラの質と量の

工事業者等が一気に入島するため、地域の宿泊施設のキャ

問題から「離島」全体が危機に瀕することになりかねない。 パシティを超える混雑ぶりとなる。次章で述べるように、
「島留学」による高等学校定員の充足を計り、そのこと

筆者が調査継続のために奥尻島へ再度訪島しようとして果

で「島嶼（離島）」における高等学校の存続を図ろうとし

たせなかったのは、まさにこの現象による影響であった。

ている場合、他地域からの入学生をいつまでも入島させな
いわけにはいかない。利尻島のような比較的人口規模の大
きめの「島嶼（離島）
」の場合は、島内で入学定員をある
程度まで充足可能であるため、
「職業の魅力
届け

利尻高生に

札幌・6 専門学校初オンライン説明会」
（2020.6.6 報道）

のような取り組みも行えるのだろう。

５．町議会議事録調査の結果
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羽幌町町議会議事録調査について

筆者が、北海道内の 5 つの「有人島嶼（離島）」の内で
最も着目しているのは、昭和 23（1948）年に村立として

翻って、積極的に「島留学」を推し進めながら、高等

開校され、昭和 54（1979）年に天売高等学校に統廃合さ

学校の存続と活性化を図ってきた「奥尻高等学校」のよ

れたと説明されることの多い焼尻高等学校である。（注 : 天

うな事例では「奥尻高で入学式

売高等学校の沿革を確認しても焼尻高等学校との統合とい

道内公立高で唯一延期」

（2020.6.2 報道）
、「やっと奥尻高生に

2 か月遅れの入学式

う記録や記述は確認できない。単に焼尻高等学校が廃校さ

島留学生も感激」
（2020.6.2 報道）という状況に追い込まれ

れ、以後の焼尻島出身の高校進学者も受け入れてきたとい

ざるを得なくなる。

う方が正しいかもしれない。追加調査して明らかにしたい。）

先に、
「島嶼（離島）
」は島全体が「運命共同体としての

戦後、「高等学校設置基準（昭和 23 年文部省令 1 号）
」が

カプセル」とでもいうような発想に立った行動統制と管

制定されたのは昭和 23（1948）年 1 月である。北海道教育

理運営を厳格化せざるを得なくなると述べたが、今回の

委員会が発足したのは同年 11 月であり、同委員会が「新

COVID-19 禍に際して「奥尻高野球部出場辞退

学制実施のための学校再配置計画の基本方針」と「高等学

大会

道内独自

感染リスク考慮」
（2020.6.14 報道）という英断があっ

た。以下、記事（北海道新聞 2020.6.14

16 版 第 2 社会 28）

校整備統合計画実施要領」を決定したのが昭和 24（1949）
年である。そして、昭和 25（1950）年度からの完全実施
を想定していたのである。

から部分引用する。
「同町内で感染者は出ていないが、医療体制が十分でな

筆者が、焼尻高等学校に着目しているのは、敗戦直後の

い離島に感染が広がるリスクを考慮した。
」
「大会に出場し

混乱期にあって、大変に厳しい経済状況の中、北海道教育
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委員会が設置される以前の段階にもかかわらず、小さな離

詳細な議事録の記録転載は次回の報告に廻し、議事録を閲

島に村立として新制高等学校を設置しようとする意図はい

覧した中で確認できた事柄の概要について言及する。

かなるものであったのかを探る必要があると考えているか

今回実施できた調査では、奥尻町議会事務局の厚意によ

らである。それは、焼尻高等学校の成立背景と経緯を明ら

り「へき地教育振興法」が成立した昭和 29（1954）年以

かにすることで、「島嶼（離島）における高等学校の果た

前から、昭和 40 年代半ばまでの期間の議事録を閲覧した

す意義」を検討する際の重要な観点を提供してくれると考

が、島への滞在時間との関係から、追加調査をせざるを得

えられるからである。

ず、昭和 40 年代半ばから奥尻高等学校開校の昭和 50（1975）

焼尻村は、その後の合併により羽幌町に編入されている

年までの記事録閲覧・調査確認と、平成 28（2016）年度

ため、当時の村議会議事録は羽幌町に移管されていると予

からの北海道奥尻高等学校町立移管の経緯は追加調査で行

想された。そこで、令和 2（2020）年 2 月に羽幌町町議会

う予定であったが、現時点では前述のように 1 回の調査し

事務局に町議会議事録の閲覧について事前承諾を得る連絡

か実施できていない。

をした際に、昭和 23（1948）年当時の焼尻村議会議事録

第 1 報告においては、
「奥尻島についての、へき地教育

の閲覧可能性について打診した。その結果、非公式ではあ

振興法、離島振興法、有人国境離島地域の保全及び特定有

るものの事務局員の方から「当時の村議会議事録の所在が

人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法

分からない」という回答を得ることになった。

による交付金がどのように使われているのかを明確にした

その後、COVID-19 感染爆発禍による混乱があり。調査

いと考えている。へき地教育振興法による交付金と、離島

を中断せざるを得ない状況に陥った。焼尻村と同様に、過

振興法による交付金の使い分け区分については、国会でも

去の天売村の村議会議事録も羽幌町に合併された時点で移

その曖昧さが取り上げられたことがある。町議会において

管されていると予想されるので、状況が改善され次第、調

も、具体的にどのような審議が成されたのか議事録で確認

査を再開したいと考えている。

しつつ、合わせて予算編成を担当する国土交通省北海道局

5-2

奥尻町町議会議事録調査報告（中間報告として）

での取材も並行して行いたいと考えている。」と述べたが、

平成 31（2019）年 2 月の予備的訪島調査（奥尻高等学校

実際の議事録を確認すると、議会審議に際して参照された

への取材を基にして、令和 2（2020）年 2 月に第 1 回目の

であろう「予算書」の類や関連資料などは一切添付されて

奥尻町議会事務局での町議会議事録の調査を行った。当初、

おらず、議会内での発言内容のみが文章として残されてい

2/17-19 の 2 泊 3 日で調査を実施する予定であったが、天候

るに過ぎなかった。そのため、予算額の使い分けの実態な

不順で移動手段のフェリーが 2 日間欠航したため、実際に

どについては確認が不能であることが明らかになった。
特に、50 年前や 60 年前の予算資料は行政文書保持期間

は 2/19-21 の 2 泊 3 日で実施している。このように、
「離島」
の場合は移動手段が限定されると同時に、運航自体が天候

との関係で残されている可能性はなく、議会議事録に綴じ

に大きく左右されたりするため、日常生活における移動計

込まれていなければ確認することが困難であることが判明

画なども不確実なものとならざるを得ないという「離島の

した。少なくとも、奥尻島に関してはそのような状況にあ

厳しい生活環境」を改めて認識させられることになった。

ることが判明した。第 1 回目の調査で、議会内での発言記

第 2 回目の調査活動として予定していた日程は、前述し
たように島内での宿泊先確保が困難であったため訪島を断

録を約 20 年間分閲覧し、以下のことが確認できている。
①

へき地教育振興法や離島振興法などの法律名は散見さ

念せざるを得ず、その後は再び COVID-19 感染爆発禍の影

れるが、「役立っている」という以上の言及はなく、ま

響により訪島すること自体への懸念と逡巡があって調査が

た予算上の使い分けなどについては一切触れられていな

実行できていない状況にある。

い。少なくとも今回調査した期間内でのそうした発言や
説明は皆無であり、各種予算額も言及されることなかった。

そもそも、訪島して奥尻町議会議事録を閲覧することで
調査しようとしたのは、昭和 50（1975）年に奥尻高等学

②

限時法である「離島振興法」の改正要望発言（継続希
望）も散見されるが、踏み込んだ発言は確認できない。

校が開校された経緯と、平成 28（2016）年に道立から町
立に移管された経緯についてであった。奥尻高等学校は、

③

奥尻町の場合、昭和 30 年代の中心議題は「高等学校

北海道所属の５つの「有人島嶼（離島）
」に存在した 5 つ

開校」よりも、島内のインフラ整備が喫緊の課題であっ

の高等学校の中で 4 番目に開校されたものである。

た。現在は島の周回道路が完備されているが、それ以前
は円滑な島内移動も困難な状況であったようである。

奥尻島は、昭和 35（1960）年の 7908 人をピークに人口
減に転じているが、奥尻高等学校が開校した昭和 50（1975）

④

昭和 50 年代まで、島内には青森県三沢市駐留米軍の

年当時は 6000 人を少し下回る規模で 、利尻島よりは少な

分遣隊も駐屯していたが議事録には一切登場しない。ま

いけれども焼尻島や天売島よりもはるかに島民人口規模が

た、陸上自衛隊も駐屯しているが、議事録の数カ所に土

大きかった。それにもかかわらず、どうして高等学校の開

木機械（ブルドーザ）の借用協力に関する部分で触れら

校が大幅に遅れたのか、その背景と経緯を明らかにしたい

れているだけである。先に、「奥尻基地 60 人減検討

と考えていた。

防衛局

4）

現時点では、調査作業の途中であるため、日付を含めた

道

町は維持を要望」（2018.2.16 報道）の報道事例

を示したが、人口減・過疎化に悩む「離島」にとっては、
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有人島嶼における学校の存在意義と存続政策に関する調査研究⑵

こうした駐屯している人員の価値は今も昔も変わるもの

2015/02/

ではないが、当時は議会で言及されることはなかった。

%E5%90%88%E5%90%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E7

高等学校開校に関する議会内での議論は、昭和 30 年

%A0%94%E7%A9%B6%E5%85%A8%E9%81%93%E9%

代はほとんど確認できず、昭和 40 年代に入ってから散

9B%86%E4%BC%9A%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E5%9

⑤

見されるようになるが具体性に乏しい状態であった。

B%A3%E4%BD%93%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf

昭和 40 年代半ばになると、唐突に高校開校の議論が確

3）内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 海洋政策 > 国境離島

認できるようになるが、どうも奥尻町の行政中枢の人々が

WEB ページ > 有人国境離島 > 国境離島グルメフェア

水面下での調査・調整を試みていたことが伺われる応答記

https://www8.cao.go.jp/ocean/kokkyouritou/yuujin/

録が確認できる。また、当初案では南茅部漁業高校のよう

h29gourmet.html

な水産系高等学校の開校も模索していたようであるが、水

4）奥尻町人口ビジョン

平成 28 年 3 月

奥尻町

産系高等学校にする場合は生徒募集の不調さが懸念されて

https://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/files/

おり、開校の際の学科設定方針で色々な可能性の模索と検

00003000/00003007/20160325132055.pdf

p.1。

討を進めていることが伺われる応答記録が確認できている。
この応答記録において、予算レベルでの質疑応答は確認で

引用文献（引用部分は文中で表示）

きていない。追加調査の段階で確認できる可能性を否定し

１．阿部二郎「有人島嶼における学校の存在意義と存続政

ないが、万事が大まかな質疑応答に終始している。あくま

策に関する調査研究（1）」
『へき地教育研究 第 74 号』
（北

で筆者の推測に過ぎないが、生活空間が狭く、近しい人間

海道教育大学学校・地域教育研究支援センターへき地教

関係で構築されている「島嶼（離島）
」社会であるが故の「以

育研究支援部門

2019）

心伝心」的な感覚、もしくは「議会外での非公式議論」も

２．山崎長吉『北海道教育史』（北海道新聞社

含めて「阿吽の呼吸で物事を進めていく」という状況があっ

３．山崎長吉『北海道教育史昭和編』（北海道新聞社昭和

昭和 52 年）

56 年）

たのかもしれない。

４．山崎長吉『北海道戦後教育史』（新北海道教育新報社
昭和 55 年）

６．おわりに

５．北海道立教育研究所『北海道教育史 昭和 33 年～58 年

民主主義国家の地方自治体における公的記録として、最

資料編第二巻学校教育』（北海道教育研究所平成 8 年）

も重要な議会記事録でも、自治体の合併による編入と公文

６．北海道合同教研研究推進委員会編『1993 北海道の教

書の移管、70 年という時間経過によって、所在が確認で

育

きなくなることもあるということが確認できた。

実行委員会 1993）

また、議事録記録者によって記載方法や内容記録の詳細

教育実践の集約と理論化』
（合同教研研究全道集会

７．北海道新聞 2020.6.14

16 版第 2 社会 28 面

度がかなり異るということも確認できた。同じ議事録でも、
国会の衆・参議院議事録とは記録精度の面で大きく異なる

参考文献

という状況をつぶさに確認することができた。同時に、議

１．佐々木貴文、濵田武士『漁業と国境』（みすず書房

会内での発言を議事録で確認する事で、発言者の「思い」
のような感情に触れることができ、発言の背景について理
解を深める際の助けになることも実感できた。COVID-19
の感染爆発禍のため調査を中断せざるを得なかったが、引
き続き議事録調査と「予算編成担当の国土交通省北海道局

2020）
２．北海道立教育研究所『北海道教育史
年

平成

7 年）
』
３．北海道立教育研究所『北海道教育史
年

での取材」も進めたいと考えている。

昭和 33 年～58

資料編第四巻社会教育』（北海道教育研究所

昭和 33 年～58

記述編第一巻教育行財政』（北海道教育研究所

平

成 18 年）
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４．’76 合同教研研究収録編集委員会『’76 北海道の教育』
（’76

辞

議事録調査に際して、奥尻町議会事務局
羽幌町議会事務局

杉野

紺谷吉伸氏、

浩氏には大変お世話になった。

合同教育研究会全道集会の成功をめざす実行委員会1977）
５．北海道合同教研研究推進委員会編『北海道の教育 ’87
教育実践の集約と理論化』（北海道合同教育研究集会実

この場をお借りして厚くお礼を申し上げたい。

行委員会

1987）

６．北海道合同教研研究推進委員会編『1992 北海道の教

注
1）佐々木貴文「第 10 章

明治日本の遠洋漁業開発と人材育

成」
、伊藤康宏、片岡千賀之、小岩信竹、中居裕『帝国日
本本の漁業と漁業政策』
（北斗書房

2016） pp.279-301。

2）合同教育研究全道集会加盟団体実行委員会一覧。
http://goken-hokkaido.jp/wp/wp-content/uploads/

育教育実践の集約と理論化』（北海道合同教研研究推進
委員会 1992）
７．北海道合同教研研究推進委員会編『1995 北海道の教
育教育実践の集約と理論化』）合同教研研究全道集会実
行委員会 1995）
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概

要

2020（令和 2）年、北海道七飯町大沼地区に道南初の小・中一貫義務教育学校である大沼岳陽学校が設立された。1 中学校と、
複式授業を実施していた 3 小学校 1 分校の統廃合だった。同地区における学校統廃合は、以前から奨励されてきたが、地
域の人々の反対が強かったため実施には至らなかった。そのような状況下にあって実現された学校統廃合の特徴を明らか
にすることが、本稿の目的である。大沼地区における学校統廃合の契機や背景にあった制度、そして新しく設立された大
沼岳陽学校で実施される教育内容および教育活動を整理し、それらをとして、同地区における学校統廃合の特徴を明らか
にするものである。

海道恵山町を事例に―」3 と、森田宏の「学校統廃合問題の

はじめに

構造的研究（1）―富良野市東山地区学校統廃合問題が問

いくさがわ

北海道七飯町立軍 川小学校、大沼小学校、東大沼小学
校、そして大沼中学校は、2020（令和 2）年 3 月 31 日に統

うものは何か－」4 等がある。
若林は、学校統廃合の過程について次のように述べている。

合し、同年 4 月 1 日から道南地域で初めての、小・中一貫

1956 年に制定された「新市町村建設促進法」及び同年に

義務教育学校、大沼岳陽学校として開校した。統廃合され

施行された中央教育審議会答申「学校統合の基本方針と基準」

た各小学校は、それまで複式授業を実施していた学校であ

に基づく文部省次官通達「公立小・中学校の統合方策につ

る。北海道の学校統廃合は、近年急速にすすめられている。

いて」5 によって、市町村の合併と学校統廃合が同時期に推

文部科学省が 2018（平成 30）年度に廃校の発生数とその

進されてきた。しかし、学校統廃合については学校経費の

活用状況等を把握することを目的として実施した「廃校施

合理化や市町村の一体化に力が入れられており、教育水準

設等活用状況実態調査」によると、2002（平成 14）年度

の向上は「二の次」であった 6。そして 1970（昭和 45）年

から 2017（平成 29）年度における「公立学校の都道府県

の「過疎地域対策緊急措置法」制定によって、小・中学校

1

別廃校発生数」 は計 7,583 校で、そのうち北海道の廃校数

の学校統合に、さらに拍車がかかった 7、と。

は 760 校であり、全国で最も多い。次点の東京都は 303 校

丹間は、北海道恵山町の学校統廃合計画撤回過程に注目

であった。本稿が対象とする小学校のように複式授業を実

した。学校統廃合に関する行政側と住民による話し合いが

施する小規模学校の多い北海道においては、今後も学校統

まとまらないため、行政側は学校統廃合計画を強行しよう

廃合がすすめられ、小・中一貫の義務教育学校が設立され

とした。これに対し住民側は、代替案を提示したが、行政

ていくことが予想される。本稿は、大沼岳陽学校への統合

側はこれを棄却したため住民による「条例改廃請求」が

過程、特に小学校の統廃合がどのようにすすめられたのか

行われた。この「条例改廃請求」によって、学校統廃合は

を軍川小学校に残された資料をもとに検討する。そして新

撤回された。このような統廃合過程を明らかにした丹間は、

たに設立された大沼岳陽学校の教育内容、および教育活動

住民と行政による地域づくりは、両者が計画を繰り返し提

について整理し、それらをとおして、同地区における学校

示し合いながら、
「協働」関係を構築していくことが求め

統廃合の特徴を明らかにすることを目的としている。

られると述べている 7。森田は、北海道富良野市東山地区

学校統廃合に関する代表的な研究に、若林敬子の『学校

における学校統廃合を対象に分析した。ここでは、住民が

統廃合の社会学的研究』2 がある。また、北海道を対象にし

教員とともに統廃合について考え、要望を提示した。その

た学校統廃合に関する先行研究には、丹間康仁の「学校統

ような住民と教員の要望が教育行政に反映されていったこ

廃合の計画撤回過程にみる住民と行政の協働への契機―北

とが明らかにされている 8。
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戦後、学校統廃合は、学校教育の問題解決を目的とする

設置された 13。これが、現在の大沼小学校である。同年 10

というよりも、市町村合併や地方の過疎化措置に伴って促

月、私立大沼学校が公立の大沼特別教授場となり、1908（明

進されてきた。そのため、子どもの教育についての視点は、

治 41）年には大沼尋常小学校となった。1929（昭和 4）年

「二の次」だったといえる。丹間の研究は、学校統廃合に

には、大沼尋常高等小学校となる。そして 1941（昭和 16）

おいては、行政サイドの意向だけでなく、むしろ学校と共

年、大沼国民学校となった 14。1909（明治 42）年、七飯村

にあった地域の人びとの意向が重要であることを指摘して

の宇、銚子口に軍川尋常小学校雨鱒川分教場が設置された

いる。そして森田の研究は、学校の統廃合にあたっては、

15

住民だけでなく教員が加わることによって、子どもたちの

雨鱒川分教場は軍川尋常高等小学校銚子口分教場と改称す

教育に向けた視点、要望についても考慮される可能性を示

るが、1941（昭和 16）年に独立し、銚子口国民学校となっ

唆したといえる。それらの先行研究の成果をふまえ、本稿

た 16。1947（昭和 22）年に 6・3 制が実施されたことによっ

では大沼地区における小学校の統廃合過程がどのようにす

て、軍川国民学校は軍川小学校 17、大沼国民学校は大沼小

すめられたのか、その契機と背景となった制度の内容、統

学校、銚子口国民学校は銚子口小学校となった。1955（昭

廃合に対する住民の考えを明らかにする。そして教員が計

和 30）年、銚子口小学校は東大沼小学校と改称し 18、大沼

。これが現在の東大沼小学校である。1931（昭和 6）年、

画した統合後の教育方針や、教育内容および活動を整理し、 小学校鈴蘭谷分校が 2009（平成 21）年に設置された。
同地区における学校統廃合の特徴を明らかにする。

軍川小学校は 1980（昭和 55）年に開校 100 周年を迎えた。
同校は、村総代を勤めていた松本幸右衛門が林八郎兵衛等

Ⅰ

と協力して、部落民を勧誘し寄付金を募って創立されてい

七飯町における教育方針と教育計画

る 19。青年団がまき切りの手伝い、石垣づくりを行い、学
校行事に必要な費用を地域の人々が寄付することで、軍川

１．七飯町大沼地区について
七飯町は北海道渡島半島の南部に位置し、函館市から約

小学校を支えた。軍川小学校 100 周年を記念して、
『創立

16㎞の距離にあり、216.75㎢（2014 年 10 月 1 日基準国土地

百周年記念誌いくさがわ』が 1980（昭和 55）年に発行さ

理院測定公表値）の面積を有する町である 9。北は宿野辺

れている。そこには同校を戦前に卒業した人々の懐古談が

川を境に森町、北東は雨鱒川を境に鹿部町、南東は横津岳

あり、それによると大正時代は手作りの深靴やつまご、下

の山頂より蒜沢川を境に函館市、平野部の西側は北斗市に

駄を履いて通学したとあり、校内では草履を履いていた

隣接している。七飯町は大沼トンネルを境に北部と南部に

が、中には裸足の子どももいたと記されている。昼食には

別れており、北部に位置するのが大沼地区である。大沼地

自宅で作ったおにぎりを持参し、冬期には手作りの外とう

区には、標高 1,131 ｍの活火山である駒ヶ岳と大沼・小沼・

を着て登校していたとある 20。吹雪のような悪天候の際に

蓴菜沼を擁する大沼国定公園があり、公園入口には市街地

は、馬に乗ったり馬にそりをつけたりして通学したともあ

が形成されている。市街地に接続する平坦地には水田地帯、

り、皆勤賞や精勤賞をもらうことを目標に学校を休まない

山麓一帯には酪農・畑作地帯が広がっている。

よう努めていたとの記述もあった。また、校庭が狭かった

七飯町には、軍川小学校、大沼小学校、東大沼小学校、
峠下小学校、藤城小学校、七飯小学校、大中山小学校、大

ため保護者は運動会を石垣の上で見学し、子どもたちを応
援していたという 21。

沼小学校鈴蘭谷分校の 7 小学校 1 分校があった。統廃合が

2019（令和元）年 11 月に行われた軍川小学校の閉校式

実施される小学校は、軍川小学校、大沼小学校、東大沼

では、児童の「呼びかけ」が行われた。その内容は、かつ

小学校、大沼小学校鈴蘭谷分校である。この 3 校 1 分校

てのグラウンドが現在の軍川振興会館前にあったこと、新

に、大沼中学校を加えた 4 校 1 分校が統廃合の対象となった。 しくグラウンドを作る際には地域の人々が馬を出して土を
2019 年 4 月 1 日現在において、軍川小学校には教職員数 8 名、 何度も踏み固めたことなど、軍川小学校と地域の人々が共
児童数 18 名、大沼小学校には教職員数 10 名、児童数 54 名、

にあった歴史が語られた。毎年秋に同校で行われていた感

東大沼小学校には教職員数 5 名、児童数 7 名がおり、それ

謝祭では、児童自ら育てた作物でポテトサラダを作ったり、

ぞれが小規模校だった。

地域の人々も参加して餅付きを行ったりしていた。軍川小
学校は、開校当初から現在に至るまで地域の人々に支えら
れ、地域と共に歩んできた学校なのである。おそらく、大

２．小学校の設立
軍川小学校は、1880（明治 13）年に軍川変則小学校と
して開校する 10。1889（明治 22）年に軍川簡易小学校と

沼小学校、東大沼小学校も同様に地域の人々と共にあった
学校なのであろう。

なり、1890（明治 23）年 9 月 1 日には軍川尋常小学校とな
る。1929（昭和 4）年、軍川尋常小学校は高等科を併置
し、軍川尋常高等小学校となった。そして 1941（昭和 16）

３．小学校の統廃合過程
七飯町教育委員会は「平成 31 年度七飯町教育行政方針」

年、軍川尋常高等小学校は、軍川国民学校と改称された 11。 に、「学校教育にあっては、児童生徒にとって安全な『行
1902（明治 35）年、軍川村と七飯村が合併し、七飯村と

きたい学校』、保護者にとっては安全な『通わせたい学校』
、

なる 12。1904（明治 37）年６月、七飯村に私立大沼学校が

教職員にとっては『働き甲斐のある学校』を方針として掲
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げ、「学ぶ喜びを共感できる学校づくり」22 を推進すること
を宣言した。それまで実施されていた七飯町の「第 1 次七
23

2020

たのである 29。
ところで、北海道における学校統廃合の手引きにしたがっ

飯町教育振興基本計画」 が、2016（平成 28）年末で終了

て七飯町教育委員会は地域の人々に参加してもらう「勉強

した。七飯町教育委員会は、2016（平成 28）年度を初年

会」を開催している 30。その「勉強会」の中で、大沼中学

度として、2020（令和 2）年までの 5 年間を期間とする「第

校の生徒数が減少していることに伴い、大沼中学校も七飯

2 次七飯町教育振興基本計画」を策定した。この計画に基

中学校に統合すべきではないかという意見が地域住民から

づいて取り組む主要な課題は、①「開かれた教育行政の推

出されたという。しかし、大沼中学校も統合すると、西大

進」②「幼児教育の充実」③「学校教育の充実」である。

沼も同学区に加わって、広範囲となり、スクールバスを使

③の「学校教育の充実」の中には、学校経営の充実、基礎・

用しても、統合先までには往復約 2 時間も費やしてしまう。

基本の確実な定着に向けた指導の充実等が記述されており、 そのため、大沼中学校と七飯中学校を統合するという計画
その１つに教育環境の整備・充実があった。
「第 2 次七飯

は白紙に戻された。

町教育振興基本計画」には、
「教育施設の安全性・快適性
確保のため、校舎の耐震化や危険校舎の改築等はもとより」
、
早い段階で校舎の「維持補修に努め長寿命化」24 を達成す

Ⅱ

ることも予定されていた。しかし 2018（平成 30）年の七
飯町教育行政方針には、
「大沼地区では児童生徒数の減少

大沼岳陽学校への統合に向けての人々と子ど
もたちの実情

１．統合に向けての子どもたちの準備

により教育活動に支障が生じています。学校の統廃合や義

表 1 は、軍川小学校の児童に実施したアンケートをまと

務教育学校の設置等あらゆる可能性を検討し、児童生徒に

めたものである 31。大沼岳陽学校の開設に向けて、児童が

25

とって望ましい教育環境を実現する取組を推進します」

楽しみにしていること、不安に思っていること、欲しいも

と、示された。つまりこの時点で、大沼地区の学校統廃合

の等のアンケート調査が行われた。多くの新しい友だちと

の可能性が文書をもって示されたことになる。2019（平成

一緒に学習したり、遊んだりすることへの期待と共に、見

31）年には「大沼地区に新設する義務教育学校については」
、 知らぬ大勢の子どもたちと過ごすことへの不安が吐露され
地域や PTA の代表により結成された大沼地区義務教育学

ている。それは教員に対しても同様である。そして小・中

校開設準備委員会」によって「来年４月開校に向けた準備

一貫の新しい学校体制という、中学生と共に学校生活を送

26

を進めます」 、となった。
「第 2 次七飯町教育振興基本計画」

ることへの期待と不安があることもわかる。また、遠距離

を推進する途中で、校舎の「維持補修に努め」る「長寿命

通学になることへの不安や、人数が増えることによって教

化」から学校統廃合へと方針が変わり、2018 年（平成 30）

員との距離が、これまでよりも離れてしまうのではないか

年度から大沼地区の統廃合計画がすすめられることになっ

といった不安も記述されていた。
そのような子どもたちの不安への緩和策が、同地区で計

たのである。
大沼岳陽学校は、道南初の小・中一貫義務教育学校とし

画的に実施された「小小連携」学習だった。統合までの約

て 2020（令和 2）年 4 月から開校した。大沼中学校を改修

１年半という期間に実施された、児童がスムーズに新しい

し、そこを校舎として使用することになった。教育委員会

学校生活に入ることができるよう配慮された活動である。

が文書で明示する以前から、実は、同地区の学校統廃合は

大沼小学校に、2019（平成 31）年 4 月から軍川小学校と東

奨励されてきた。しかし地域の人々の反対によって、統廃

大沼小学校の児童がスクールバスで訪れ、一緒に同じ授業

合は実現されなかったという経緯がある。Ⅰの２の（２）

を受けた。授業を担当する教員も、子どもたちにとっては

で記述したように、地域の人々に支えられ、地域と一体と

統合後に一緒になる他校の教員である。筆者は、
「小小連携」

なった学校運営が為されてきたからであり、人々にとって

学習の国語と英語の授業を参観した。国語では、グループ

統廃合が進められることは、地域の中心にあった学校が失

学習を用いて児童同士が交流する時間が多く確保されてお

われることを意味したからであろう。校舎の「長寿命化」

り、各グループには、各学校の児童が均等に配置されてい

から統廃合に一変した背景には、2018（平成 30）年の北

た。英語の授業では、ゲーム形式の活動が行われ、授業の

海道胆振東部地震があった。大沼小学校と軍川小学校の体

ゲームをとおして児童同士が楽しくコミュニケーションを

育館が耐震構造の基準を満たしていなかったことが明らか

図ることができるよう工夫されていた。また、他校の児童

になり、それが契機となって統廃合をすすめようとする動

をよく知るために、大沼小学校では教室の扉付近に、軍川

きが出てきたのである 27。七飯町教育委員会は当初、学校

小学校と東大沼小学校の児童および教員の写真と自己紹介

統廃合を進めていくにあたっては地域の人々の合意のもと

文が書かれたものが貼られていた。統廃合前に、統合予定

に、その方向性を決定していくとしていた。しかし北海道

の校舎で具体的な授業を一緒に受けることで、子どもたち

胆振東部地震以降、今後も地震が起きる可能性を考慮し、
「災

の不安を和らげ、スムーズに統合をすすめようとした教員

害時のリスクから子どもたちの命を守ることを優先する」28

の配慮は、大沼地区の学校統廃合過程における特徴といえる。

という方針が全面に出された。
「子どもの命を守る」こと
が標榜され、これを機に統廃合は急速にすすめられていっ
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あり、外国人観光客が多く訪れる。そのため、学校全体で「英

２．地域の人々の意識と教育要求
大沼岳陽学校開設準備委員会によって実施された「〈新

語教育」に力を入れることで、教育のグローバル化と地域

しい学校づくりに向けたアンケート〉集約結果」32 によると、

産業に対応できる人材の育成を目指そうとしたと思われる。

保護者が同学校に希望している内容は「楽しく安全に通え

表２は、各学年における「英語教育」の目標である。同校

る学校」だった。「新しい学校とどのようにかかわるか」では、

での実施が予定された「英語教育全体計画案」には、1 年

「行事の手伝い」や「学校の環境整備の手伝い」が多かった。 生から「英語教育」を導入し 35、9 年間で目指す児童生徒
「その他の意見」では「U ターンや新規移住者がいなければ」
、 の姿を「相手の気持ちに寄り添いながら、英語で豊かに伝
「いつか廃校問題が起きるため、他の学校と異なる特色を持っ

え合うことができる児童生徒」36 と表現している。
「英語教育」

た学校にしなければならない」
、
「妥協や無難な結論などの

を重視する方針のもとで、他教科とも関連させながらすす

新しい取り組みなしでは再び廃校問題が起きるため意義の

めていこうとするカリキュラムが見て取れる（表３参照）
。

ある議論を開設準備委員会に求める」という意見も見られ

例えば、算数、図画工作、体育の教科において、学習内容

た。しかし、「統廃合に対する反対意見が多いのに行うのか、

や教材、教具を英語で表現させるなど、英語に慣れ親しむ

現生徒たちの意見も聞くべき」といった統廃合に批判的な

ように計画されていた。

意見も多く見られた。

特色ある学習の 2 つめは、大沼の地域学習である。大沼

依然として、学校統廃合に反対する人々が多くいたこと

地区の小・中学校が統合されるにあたり、同地区の歴史や

がわかる。しかし、行事や学校環境の整備を手伝うことに

地理、役割、人、慣行、農業について深く学ぶことを目的

よって、大沼岳陽学校と関わりたいという保護者の回答も

とした「大沼学」37 を、総合的な学習の時間に実施するこ

多かった。これまで人々が各小学校に学校整備や行事の手

とになっている。
「大沼学」は、1・2 年生の段階では生活科、

伝い等で関わってきたように、新しい大沼岳陽学校にも同

3 年から 9 年生までは総合的な学習の時間で行われる。総

じ方法で関わっていこうとする様子が看取できる。各学校

合的な学習の時間の目標は、
「①探求活動を通して、課題

区の人びとは、これまで別の学校区だったため、お互いに

解決に必要な知識、技能を身につけ様々な角度から考える

ほとんど関わることはなかったが、今後は大沼岳陽学校の

力を養う（知識・技能）、②大沼の歴史、地理、産業、観

整備や行事の手伝いをとおして同じ学校区になった人々の

光などについて自ら課題を見つけ、発達段階に応じて粘り

新たな結びつきが予想される。

強く追求することができるようにする（思考力・判断力・

「その他の意見」にあった、
「U ターンや新規移住者がい

表現力）
、③大沼の特性を生かした主体的・探求的な学習

なければ再び廃校問題が起こってしまう」という意見は、

を通して、地元の良さを知り、発信する力を身につける（学

人びとにとって切実な問題といえる。U ターンや新規移住

びに向かう力・人間性）」38 とされている。総合的な学習の

者を増やす施策、すなわち一般行政のあり方や地域産業の

時間に育てたい力は、見つける力として「自己の生き方・

活性状況が学校の存在を左右すると指摘されたのである。

実践力」39 となっている。この育てたい力について、学年

学校統廃合を実施しても、人口が減少すれば、再び学校の

毎にまとめたのが表４である。表４から、大沼岳陽学校で

存在そのものが脅かされる。統合された学校を永続させる

は、５・６・７年生を１つのまとまりとしてとらえること

ためには、地域の活性化にも配慮した施策を講じる必要が

で、いわゆる小学校から中学校への移行段階で問題とされ

あるという、統廃合後の学校と地域の将来を見据えた意見

ている校種間の「段差」を克服しようとする工夫がみられ

が出されたといえる。大沼地区を活性化させ、発展させて

る。これは、小・中一貫の義務教育学校だからこそ可能な、

いくための要素の一つは、この地域の主産業でもある大沼

校種間「段差」を克服するためのカリキュラム上の工夫と

国定公園を対象にした観光業の充実だった。

いえるだろう。
総合的な学習の時間（1・2 年生は生活科）で学ぶ主な

Ⅲ

大沼岳陽学校の教育方針と地域の人々および
子どもたちの実情

学習内容は大きく 5 つの領域に分けられる。
「テーマ学習」、
「地域学習」、「ボランティア」、「国際理解」、「情報モラル」
である 40。このうちの「テーマ学習」、「地域学習」
、
「ボラ
ンティア」の 3 領域が「大沼学」として扱われ、55 時間分

１．大沼岳陽学校の「英語教育」と「大沼学」
小・中一貫の義務教育学校として開校した大沼岳陽学校
の校訓は、「世界に輝け！」であり、教育目標は「創る

の指導時数が目安とされている。
「テーマ学習」が 34 時間、
「地域学習」が 13 時間、
「ボランティア」が 8 時間である。「国

思いやる」33 であった。小学校段階の 1 年生から 6

際理解」の指導時数は 5 時間、
「情報モラル」は 10 時間となっ

年生までを前期課程、中学校段階の 7 年生から 9 年生まで

ている 41。表５は学年毎の主な学習内容を整理したもので

を後期課程としている。前期課程の修了時には卒業式を実

ある。大沼をテーマとする学習の他に「地域学習」として

施せず、修了式を行い、修了証書を子どもたちに授与する

地域の祭典等への参加が促され、大沼湖畔清掃等のボラン

ことになっている 34。

ティア活動も予定されている。大沼を主軸においた地域社

鍛える

大沼岳陽学校の特色である学習の 1 つに、
「英語教育」
がある。大沼地区には駒ヶ岳や大沼国定公園等の観光地が

会の理解、そこへの参入、貢献という学習プログラムが見
えてくる。
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表４

総合的な学習の時間に育てたい力
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各学年で学ぶ主な学習内容

－ 34 －

№75

2020

北海道七飯町大沼地区の学校統廃合

そして、
「英語教育」をもう一つの柱として位置づける

こ会」に限らず、
「次に繋げるために」5 年生から 9 年生で

ことで、大沼地区の将来的な観光産業のあり方へとつなげ、

組織される「代表委員会」および「児童生徒総会」にも参

地元で活躍できる人材の育成も目指されていると考えられ

加させるように計画されていた 44。学校種による「段差」（6

るのである。先行研究にあった、丹間のいうような行政と

年生から 7 年生）への対応だけでなく、小学校の中学年から、

人々との「協働」関係がどれほど構築されていたかはわか

中学校段階の生徒と組織する活動へスムーズに移行できる

らないが、若林のいう経費削減や一般行政を優先させただ

よう、2 重の工夫がなされているのも、大沼岳陽学校の特

けの学校統廃合ではない学校統廃合の姿を、ここに見いだ

筆すべき特徴であろう。

すことができる。統廃合後の学校存続に関わる地域の活性

七飯町教育委員会は、広報誌である「大沼岳陽学校情報

化という人びとの要望を、教員が教育内容に取り入れ反映
させるという、あらたな学校統廃合の姿の輪郭が見えてく
るのではないだろうか。

表６

児童生徒会に関する決定事項

２．大沼岳陽学校の教育活動
次に、「英語教育」と「大沼学」以外の、大沼岳陽学校
における、現時点で決定している子どもたちの生活指導や
児童生徒会組織、そして行事等の特徴を整理してみたい。
生活指導は、校内指導と校外指導の二つに分けられている 42。
生活指導の内容は概ね他の学校と同じであるが、登下校は
スクールバスを利用するため、児童生徒がスムーズに乗る
ことができるように添乗指導を行うとされている 43。
全校集会は、月に 1 回、体育館で行うことが決定している。
児童生徒会組織と児童生徒会行事、それぞれの内容を表６
に示した。児童生徒会の組織図（案）は図１のとおりであ
る。1 年生から 4 年生までと、5 年生から 9 年生までをそれ
ぞれひとまとまりにしている。
「大沼学」という学習にお
いては、5，6 年生と 7 年生を一つのまとまりとしていたが、
児童生徒会組織においては、5 年生と 6 年生を、７年生か
ら 9 年生と同じまとまりで活動させるように組織されている。
また、4 年生については、1 年生から 3 年生が所属する「沼っ

図１

大沼岳陽学校児童生徒会組織図案
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No.1」45 において、大沼岳陽学校の教育内容として決定し

８

森田前掲論文、４頁。

た事項と、今後、決定しなければならない事項を公表して

９

七飯町「町のすがた」。

いる。教育目標や学校運営協議会組織についてと、特色あ

http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail_

る教育活動として「英語教育」および「大沼学」のことを

sp/00000231.html（2020 年 1 月 15 日閲覧）。

掲示し強調している。大沼岳陽学校の運営および教育活動

10

北海道七飯町『七飯町史続刊』2001 年、768 頁。

状況を教育行政側がそのように公示したことは、この学校

11

同前。

統廃合が、地域の人々の要望を統合後の学校カリキュラム

12 七飯町立軍川小学校『創立百年記念誌いくさがわ』
1980 年、15 頁。

に反映させ、人びとの合意を得ながらすすめられたことの
13

証左であろう。

14

前掲『七飯町史続刊』768 頁。
七飯町立大沼小学校開校百周年記念協賛会事業部『開
校百年記念誌大沼学校』2004 年、31 頁。

おわりに

15

前掲『七飯町史続刊』769 頁。

北海道渡島半島の南部、大沼地区の学校統廃合は、これ

16

同前 772 頁。

まで地域の人々に反対されてきたが、北海道胆振東部地震

17

もたちの身を守る必要性に迫られたのが理由であった。し

七飯町立軍川小学校『創立百年記念誌いくさがわ』
1980 年、15 頁。

を契機に急速にすすめられた。それは自然災害から、子ど
18

七飯町教育委員会「七飯町立東大沼小学校（概要）
」
。

かし、学校統廃合が急速にすすんだ理由はそれだけではなく、

http://www.town.nanae.hokkaido.jp/education/

統合後の学校で実施される教育に人びとが期待を寄せたか

detail/00001053.html（2019 年 10 月 30 日閲覧）
。

らであったと思われる。それは、将来的な地域の活性化を

19

前掲『創立百年記念誌いくさがわ』17 頁。

望む人びとの要望が、
「英語教育」と「大沼学」という教

20

同前、41 頁。

育内容に反映されたからである。したがって大沼地区にお

21

同前、44 頁。

ける学校統廃合は、先行研究で指摘された形態とは異なっ

22

七飯町教育委員会「平成 31 年度七飯町教育行政方針」

た学校統廃合であったといえる。地域の活性化を要望する

2019 年。

人々の意見を教員が受けとめ、それを統合後の学校の教育

http://www.town.nanae.hokkaido.jp/education/d
etail/00006836.html（2019 年 10 月 29 日閲覧）。

内容や活動に反映させるという特徴を有していたのである。
設立された大沼岳陽学校では、
「英語教育」や「大沼学」

23

七飯町教育委員会「七飯町教育振興基本計画」2012 年。

をとおして、そして児童生徒会組織の活動をとおして学校

http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/

種の「段差」に配慮した二重の工夫がなされていた。その

files/00001200/00001213/docs_1.pdf?184491386（2019
年 10 月 29 日閲覧）。

ような教育内容や活動が、子どもたちにどのような教育環
境や効果をもたらすのか、学校区の拡大によってどのよう

24

七飯町教育委員会「第 2 次七飯町教育振興基本計画」

な地域がつくられ、学校が地域の将来とどのようにつながっ

2016 年。

ていくのかを追究していくことが、今後の課題である。

http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/
files/00004100/00004118/docs_1.pdf?548460578（2019
年 10 月 29 日閲覧）。

註
１ 文部科学省「平成 30 年度廃校施設等活用状況実態調。

２
３

25

査の結果について」2019 年。

2018 年

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/03/__

http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/fil

icsFiles/afieldfile/2019/03/15/1414296_1_1.pdf（2019

es/00006100/00006126/20180516183344.pdf（2019 年

年 10 月 26 日閲覧）
。

10 月 29 日閲覧）。

若林敬子『学校統廃合の社会学的研究』御茶の水書房、

26

七飯町教育委員会「平成 31 年度七飯町教育行政方針」

1999 年。

2019 年。

丹間康仁「学校統廃合の計画撤回過程にみる住民と行

http://www.town.nanae.hokkaido.jp/education/
detail/00006836.html（2019 年 10 月 29 日閲覧）
。

政の協働への契機―北海道恵山町を事例に―」『日本
学習社会学会年報』第 7 号、日本学習社会学会、2011 年。
４

七飯町教育委員会「平成 30 年度七飯町教育行政方針」

27

取りによる（2019 年 10 月 29 日）。

森田宏「学校統廃合問題の構造的研究（1）―富良野
市東山地区学校統廃合問題が問うものは何か－」
『旭

七飯町立大沼小学校校長、小笠原英緒氏からの聞き

28 「大沼地区の小・中学校の在り方について PTA 説明会」
2019 年（七飯町立軍川小学校所蔵）。

川実践教育研究』第 2 号、北海道教育大学、1988 年。
５

若林前掲書、8 頁。

29

同前。

６

同前、44 頁、65 頁。

30

同前。

７

丹間前掲論文、５頁。

31

軍川小学校「新しい学校づくりアンケート」2019 年。
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es/00006600/00006661/No.2%20besshi.pdf（2019 年 11
月 25 日閲覧）
。

33 「令和 2 年度七飯町立大沼岳陽学校グランドデザイン」
2019 年（東大沼小学校教諭 澤田仁志氏所有）
。
34 「大沼地区の小・中学校の在り方について PTA 説明会」
2019 年（七飯町立軍川小学校所蔵）
。
35

七飯町立大沼岳陽学校「英語教育全体計画案」2019
年（東大沼小学校教諭澤田仁志氏所有）
。

36

同前。

37

七飯町立大沼岳陽学校「大沼学全体計画案」2019 年（東
大沼小学校教諭 澤田仁志氏所有）
。

38

同前。

39

同前。

40

同前。

41

同前。

42

大沼岳陽学校「生徒指導部で決まったこと」2019 年（東
大沼小学校教諭 澤田仁志氏所有）
。

43

同前。

44

大沼岳陽学校開設準備委員会「
〈新しい学校づくりに
向けたアンケート〉集約結果」
。
http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/fil
es/00006600/00006661/No.2%20besshi.pdf（2019 年 11
月 25 日閲覧）
。

45

大沼岳陽学校開設準備委員会「大沼岳陽学校情報 No1」
。
http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/
files/00006600/00006661/joho%20No1%201.10.01.pdf
（2019 年 11 月 20 日閲覧）
。
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三重大学

Introducing compressed curriculum of English to multi-grade classes
in the southern part of Mie
Eri ONO, Hitoshi SUSONO, Maki HAGINO, Kazuyoshi ENOMOTO
Mie University

概

要

三重県南部地域は過疎化が進み、複式学級率が 34％である。この地域の教育支援が、筆者らが所属する三重大学東紀
州サテライト東紀州教育学舎によって 2017 年 9 月から本格的に始まった。地域の第一の要望は、小学校複式学級における
外国語活動において、
「児童みんなが一緒に楽しんで学べて、確かな学力をつけることができる指導法や指導内容を提案
して欲しい」ということであった。支援活動をより効果的・効率的にするために、インストラクショナル・デザインの
ADDIE モデルに沿って進めた。本研究は、2017 年 9 月から 2020 年 3 月までの支援活動の詳細や結果をまとめた実践研究
論文である。

１．はじめに

２．A（Analysis）第一段階「分析」

複式学級とは、
「他の学年の児童と合わせて16人までの

2017年９月より、地域の教育関係者や教員に聞き取り調

時は、これをもって１学級を編成する」ことであり（文部

査を実施した。その中で支援要請が多かったのが小学校複

科学省, 2000）
、三重県南部の５市町（紀北町、尾鷲市、熊

式学級における「外国語活動」であった。この地域では、

野市、御浜町、紀宝町）にある小学校180学級のうち34%

ほとんどの複式学級で外国語活動は「A・B 年度方式」で

が複式学級である（2017年度）
（三重県, 2017）
。過疎化が

指導されていた。この方式は「同教科同単元同内容程度」

進むこの地域には高等教育機関がなく、最寄りの高等教育

や「２本案」とも呼ばれ、２学年の内容をＡ年度とＢ年度

機関である三重大学から最南端の紀宝町までは約140kmで、

の２年間に配分し、いずれの年度においても両学年に同時

自動車道や鉄道を使って３時間程度かかる。この地域の教

に同じ内容を同じ目標のもとに同程度指導する（島根県教

育を支援する目的で、「国立大学法人機能強化促進費」の

育委員会, 2019）。例えば 2015年度は 第５～６学年で Hi,

助成を受けて、三重大学東紀州サテライト東紀州教育学舎

Friends! ⑴ を、2016 年 度 は、Hi, Friends! ⑵ を 補 助 教 材

が設置され、2017 年 9 月より著者らによる教育支援活動

として使用して指導することである。外国語の指導におけ

が始まった。

る「A・B 年度方式」の長所は、より多くの人数で学べる

教育支援活動を始めるにあたり、活動をより効果的・

ため、コミュニケーション活動が重要である外国語の学習

効率的にするためインストラクショナル・デザインの

では、ペア活動等を通してより多くのパートナーと練習を

ADDIEモデルに沿って進めることにした。インストラク

することができ、多様な見方や考え方に出会うことができ

ショナル・デザインとは、教育を中心とした学びの「効果・

る。また、教員にとっては、２学年分の教材研究をしなく

効率・魅力」の向上を目指した手法のことで、その１つの

てよいため負担が少ないことである。

ADDIEモデルとは、学びが効果的かどうか確かめるために、

しかし、系統的な内容の指導は不可能で、第６学年の学

最初に目標を明確に設定していくことと、徐々に繰り返し

習内容（例：I can …）を、第５学年の内容（例：自己紹

改善してくことを重視したモデルである（鈴木, 2016）。

介、My name is …）の前に学習することがあるため、児
童にとっては負担が非常に大きく、小学校の段階で「英語
は分からない」
、
「英語は嫌い」になってしまう可能性がある。
さらに、下学年の児童に対して上学年の児童との能力差や
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経験差が埋められないままに授業が展開された場合に、目

に時間をかけて丁寧に指導できるように配慮することとし

標の達成が難しいと考えられる。さらに、複式学級の第５

た。

学年でＢ年度（第６学年の学習内容）を学んだ児童が、第

２つ目の短所「系統性を考慮した年間指導計画を作成す

６学年時で他校の単式学級に転出した場合、第５学年の学

る」ことについては、著者らのうち３名が中学校英語科の

習内容を全く学習する機会がない、という事例も報告され

教員免許があるため、この短所については問題ではなかっ

ていた。

た。３つ目の短所「下学年児童や人数が多い学年への指導

三重県南部地域の複式学級では、ほとんどの教科で指導

時間が多くなること」については、単式学級でも児童の習

内容や指導方法（
「わたり」や「ずらし」
）を工夫して「学

熟度に応じた指導をするために、担任が具体的な手立てを

年別指導」が行われているが、外国語の学習に関しては「「わ

考えることが求められる。よって、完全一本化案でも習熟

たり」や「ずらし」や「A・B 年度方式」ではなく、児童

度に応じた学習目標を年間指導計画で明示することや、週

がみんなで楽しみながら、
「確かな学力」を身に付けるこ

に一回来校するALTの活用等で、この短所を補うことが

とができる指導方法や指導内容を提案して欲しい。
」とい

できると考えた。

うのが、地域の教育関係者や教員の要望であった。こうし
た地域の実情やニーズを踏まえて、指導方法や指導内容を
設計することになった。

４．D（Development）第三段階「開発」
地域のニーズである「「わたり」や「ずらし」や「A・B
年度方式」ではなく、児童がみんなで楽しみながら、
「確

３．D（Design）第二段階「設計」

かな学力」を身に付けることができる指導方法や指導内容

複式学級の指導には、さまざまな指導方法があるが、そ

を提案して欲しい」ことを実現するために、設計段階で「完

の中で地域のニーズを反映しているのは「同単元同内容異

全一本案」で指導することに決め、欠点を補うための手立

程度」の指導である。これは「完全一本案」と呼ばれ、２

てを考えた。第三段階では、具体的に「完全一本案」の年

学年分の学習指導要領に示された内容を圧縮して１年間で

間指導計画を開発した。著者らが開発した「完全一本案」

学習できるよう単元を構成し、異程度で２年間繰り返し指

の指導案は、三重県南部地域では「圧縮版」と呼ばれ、そ

導することで、「くりかえし案」とも呼ばれる。この案に

の特徴は以下の３点である。

よって指導する長所は、①両学年の単元や内容を同じくし、

特徴①（時短の工夫その１）：１つ目は、「圧縮版」の

同じ雰囲気で学習しながらも、学年差に応じた指導が可能

欠点の1つである時間的余裕のなさについては、時短のた

になる、②上学年の児童が１年目に目標に到達できていな

めにICTを活用した。例えば、補助教材「We Can! ⑴」の

い場合には、実態に応じて２年目に下学年の児童と共にも

Unit 5 “She can run fast. He can jump high.”の 単 元

う一度学習することができる、③学級編成の変動に対処す

では、「canを使った表現」に慣れ親しむためにNHK for

ることができる、④教材研究を系統的発展的に行うことが

school の「エイゴビート」の「第九回：スケートができるよ」

できること等である。その一方で、①圧縮により時間的な

の３分30秒ほどの動画を児童に見せるように提案した。従

余裕がなくなること、②系統性を考慮した年間指導計画を

来の指導法では、担任が考えたスキット（寸劇）をALT

作成する必要があること、③下学年児童や人数が多い学年

と一緒にして「canを使った表現」の導入とすることが多かっ

への指導時間が多くなること等がある（島根県教育委員会,

た。しかし動画で学習することは、児童にとってはより短

2019）
。この３つの短所を、何らかの形で補うことができ

時間で表現に慣れ親しむことができ、指導者にとってもス

れば「完全一本化案」は可能であると考え、以下のような

キットを準備する時間を省略することができる。
動画がない場合には、著者らが動画を作成し公開した。

形で補うことにした。
まず、１つ目の短所である「時間的余裕がなくなること」

例えば、「We Can!⑴」のUnit 5では、「canを使った表現」

に関しては、２つのアプローチを考えた。１つ目は、既存

と「he/sheを使った表現」と慣れ親しむことになっている。

のICTを積極的に活用することで、時短で指導することを

he/sheの表現慣れ親しむための適切な動画がなかったため、

目指した。ICTについては、三重県南部地域の小学校の教

著者らが動画を作成し、YouTubeにアップロードして三

室には、テレビモニター、インターネット、指導用パソコ

重県南部地域の教員に限定公開した。

ン（ない場合は、担当教員が私物パソコンを使用）が揃っ

学習に動画を活用することは時短以外にも、児童のより

ている場合が多かった。２つ目のアプローチは、補助教材

深い学びにつながると考えられる。アメリカのメイヤー

「We Can!」で扱われる700程度の語彙を分析し、聞いたと

によって提唱されている「認知的マルチメディア・ラー

きに理解できる「受容語彙」より、話すときに使うことが

ニ ン グ 理 論」で は、
「人 は 言 葉（words）だ け よ り 言 葉

できる「発信語彙」に時間をかけて丁寧に指導することで

と絵（pictures）の両面からより深く学ぶ（People learn

ある。「受容語彙」と「発信語彙」についてはリストのよ

more deeply from words and pictures than from words

うなものがないため、著者らが補助教材の活動を分析し、

alone.）。」と考えられている（Mayer, 2009）。デジタル世

発信的活動（例：発表、やりとり）で扱われる語彙を中心

代の児童にとって、動画（pictures）
、字幕（words）
、音
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声（sound）に触れることで、多感覚（視覚・聴覚）を刺
激してより深く学ぶことができると考えられる。
特徴②（時短の工夫その２）：２つ目の時短の工夫は、

2020

６．E（Evaluation）第五段階「評価」
第五段階は「評価」では何を評価するのか？であるが、

新出語彙を「受容語彙」
、
「発信語彙」に分けて、話す時に

地域の要望「「わたり」や「ずらし」や「A・B 年度方式」

使える「発信語彙」を優先的に時間をかけて指導するよう

ではなく、児童がみんなで楽しみながら、「確かな学力」

に提案した。語彙を学ぶことに優先順位を付ける際に参照

を身に付けることができる指導方法や指導内容を提案して

にしたルールは、
“seven plus, or minus two”である。こ

欲しい。
」という要望を考え、①児童がみんなで楽しんで

れは人間が短期記憶できる情報数は、一般に５～９の間で、

学習できているかどうか、②確かな学力が身に付いている

７を中心として±２の範囲であるということである（Miller,

か」を評価することにした。

1956）
。例えば「We Can! ⑴」のUnit ５のp37では「canに

①については、外国語（英語）学習について児童の意識

関連した語彙」が15出てくる（①sing well、②cook well、

調査をすることにした。②については、何をもって「確か

③ swim、④ jump high、⑤ run fast、⑥ play soccer、⑦

な学力」とするかであるが、文部科学省の「平成26・27

play basketball、⑧play volleyball、⑨play kendama、⑩

年度英語教育強化地域拠点事業～島根県の例～」では、島

play table tennis、⑪play the piano、⑫ride unicycle、⑬

根県雲南市の複式学級での外国語活動の新しい取組みの研

play the recorder、⑭do kendo、⑮do judo）
。こ れ ら を

究において、取組み前半期と後半期の児童が英検Jr.ブロ

すべて１時間に学習するのは、７±２というルールでは

ンズ（児童英語の民間検定）の点数を比較して取組みの効

不可能である。よって、圧縮版では①～⑩の語彙を学習

果を検証している（文部科学省, 2015）
。本研究では、英

す る よ う に 指 導 し た。③swim、⑥play soccer、⑦play

検Jr.のサンプル版（インターネットで無料公開）に加え、

basketballは外来語として使われていることを考えると、

独自の聞き取りテストと書き取りテストを準備した。聞き

上記３語は新出ではないと考えられるため、児童にとって

取りテストは、第５～６学年で学習する単元の「聞く活動」

実質の新出語彙は７となる。⑪～⑮の語彙に関しては「受

を参考に独自で問題を作成した。書くテストは、児童がア

容語彙」とし、「聞いた時に理解できる」ことができる程

ルファベット大文字・小文字を正しい順番で正しく書くこ

度の指導を提案した。

とができているかを測定する独自テストを作成した。

特徴③（系統的な指導）
：２つ目の特徴は配当時数の工

①意識アンケートと、②確かな学力を測る3種類のテス

夫である。文部科学省が公開している「年間指導計画例」
（単

トは、三重県南部地域の第５～６学年複式学級A（児童数５）

式学級用）を基に、単式の配当時数が４の単元の場合、
「圧

と、第６学年単式学級B（児童数29）に協力を仰ぎ、Aと

縮版」では圧縮時数２とし、単元によって圧縮時数２では

Bの結果を比較した。調査の結果、書き取りテスト以外の

指導できないと考えられる場合には、圧縮時数３とした。

３種のテストやアンケートで複式Aが単式Bより平均点が

その一方で、圧縮時数２よりさらに時短で指導できると考

少し高いことが明らかとなり、複式学級で圧縮版年間指導

えられる場合は、圧縮時数1.5とした。

計画に沿って学習した児童の方が、単式学級で通常の年間

また、年間指導計画に加え、指導案（第５～６学年50時

指導計画に沿って学習した児童よりも、聞く力や英語に対

間分）も開発した。三重県南部地域にとって「圧縮版」で

する意識が高いと言えた。（表１）（大野・須曽野・萩野・

指導することは初めてのことで、年間指導計画だけでは現

榎本, 2019）。

場の教員が混乱することが予測された。指導案は、従来含
まれる内容以外に「指導者のセリフ」まで詳細に記載し、

表１

複式Aと単式Bの平均点（2018年度）

また担任がALTをうまく活用して指導しやすいように「日・
英」の二か国語表記にした。

５．I（Implementation）第四段階「実施」
第３段階で開発された「圧縮版年間指導計画」と、50時
間分の指導案は、三重大学Moodleにアップロードされ三
重県南部地域の教員に限定公開され、2018年４月から2019
年３月まで地域の第５～６学年の多くの複式学級で活用さ
れた。さらに、「ICTを活用した圧縮の授業がイメージで

しかし、この調査には問題点が３つ挙げられた１つめは

きない」等の学校には、著者らが出前授業を行って見本を

テストの妥当性である。著者らは、本研究では「確かな学力」

見せたり、教員研修を行って「ICTを活用した圧縮版の授

は、「学習した内容が定着しているか」と捉えていたので、

業」の進め方を説明した。2018年度に著者らが行った出前

テストは既習の表現や語彙の定着を測るものが妥当である

授業は91回（受講した児童数1082）
、教員研修17回（受講

と考えていた。英検Jr.ブロンズでは、未習の表現や語彙

した教員数245）である。

が多く出てきたため、
「実力テスト」の要素が強いと感じた。
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また、英検Jr.について複数の児童が、
「知らない英語が出

「聞き取りテスト」、「書き取りテスト」を、「聞き取りクイ

てきて不安。
」
、
「難しかった。
」と感想を述べていた。本研

ズ」、「書き取りクイズ」とした。2019年度に実施した教員

究の趣旨から考えると、
「既習の表現の定着率」を測るた

への聞き取り調査や、X教育委員会との打ち合わせで、「テ

めに著者らによって開発された聞き取りテストが妥当と考

スト」とするよりも「クイズ」として「学習のふりかえり

えられ、英検Jr.の結果は参考程度に扱うことが望ましい

活動」の一環で実施した方がよいと判断されたからである。

と考えた。

2019年度末に、Ｘ教育委員会管内のすべての複式学級第

２つ目の問題は信頼性である、英検Jr.は専門機関によっ

５～６学年30名と、すべての単式学級第６学年82名の児童

て開発されたテストで、信頼性が高いと考えられる。前述

に、２種類のクイズ（聞き取り・書き取り）と、英語学習

の、島根県の例でも英検Jr.が効果の検証をする際に用い

に対する意識調査を行った。聞き取りクイズ、書き取りク

られていた。その一方で、妥当性が高いと考えられる著者

イズともに、第５～６学年の学習内容のふりかえりで、補

らが開発したテストは、信頼性は確立されていない。また、

助教材We Can! ⑴と⑵で出てくる既習表現を使って、独

信頼性を確立するための専門知識や財源も持ち合わせてい

自のクイズを作成した。

ない。妥当性はないが信頼性のある英検Jr.の併用について、

聞き取りクイズ（12点満点）においては複式学級第５～
６学年の平均点がやや高いものの、統計的に有意差はなかっ

今後、考えていく必要がある。
３つ目の問題は、サンプルサイズが小さいことである。

た。書き取りクイズ（12点満点）においては、単式学級第

複式学級Aの児童数は５名であるため、複式学級Aと単式

６学年の平均がやや高いものの、こちらも統計的に有意差

学級Bの特徴を比較する記述統計学となり、今回の結果か

は見られなかった。また、英語学習に対する意識調査につ

ら地域の複式・単式学級でも同じような現象があると推測

いても、大きな差は見られなかった。

することができない。今回のテストの結果は、あくまで複

2019年度にＸ教育委員会管内で行ったクイズとアンケー

式学級Aと単式学級Bの特徴の比較にとどまる。今後、サ

ト結果を総合的に判断して、
「圧縮版年間指導計画」に沿っ

ンプルサイズを大きくして、推測統計ができるようにする

て学習した児童と、通常の年間指導計画に沿って学習をし

必要がある。

た児童を比較した場合、
「聞くこと」と「書くこと」にお

2017年９月から2018年3月まで、ADDIEモデルに沿って、

いては統計的な差は見られず、複式学級の児童は単式学級

三重県南部地域において教育支援活動を行った。支援活動

の児童と同程度の学力を身に付けることができていると考

の中心となったのが「圧縮版年間指導計画」であるが、小

えられる（表２）。この結果は、2018年度に行った調査結

学校外国語における「圧縮版年間指導計画」の学習効果は、

果と同じ傾向にある。単式学級の児童に比べて、複式学級

まだ研究が進んでいない。本段階Evaluation（評価）を形

の児童は聞き取りでは平均点が高いが、書き取りでは低い。

成的評価とし、2019年度も本研究を続けることにした。

よって複式学級では、
「書くこと」の活動を少し増やす必
要があると考えられる。

７．２年目の支援活動（2019年度）

表２

Ｘ教育委員会管内の結果（2019年度）

2019年度は、前年度の形成的評価の結果を踏まえて、第
四段階Implementation「実施」から始めた。前年度に開
発された「圧縮版年間指導計画」や50時間分の指導案は、
必要な加筆修正がされ、三重大学Moodleにアップロード
され三重県南部地域の教員に限定公開された。また、前年
度に引き続き、出前授業や教員研修も行った。そうした支
援活動の結果、2019年度には三重県南部地域のほとんどの
複式学級における外国語の指導には「圧縮版年間指導計画」
が利用された。2019年度に著者らが行った出前授業は50
回（受講した児童数407）
、教員研修16回（受講した教員数
212）である。
第五段階Evaluation「評価」であるが、地域のX教育委
員会が協力してくれることになった。評価方法であるが、
X管内すべての①複式学級第５～６学年と、②単式学級第

８．３年目以降の支援活動（2020年度）

６学年に、
「聞き取りクイズ」
、
「書き取りクイズ」
、
「アン

2020年に「新学習指導要領」が全面実施となり、東紀州

ケート」を行った。前年度から変更した点は、英検Jr.を

地域の第５～６学年．は「One World Smiles」
（教育出版）

使わないことである。
「評価」が必要なのは「確かな学力」

を教科書として使っている。新しい教科書に合わせて、著

であって「実力」ではないため、既習表現以外の内容を多

者らは圧縮版年間指導計画を作成し、地域の教員に限定公

く含む英検Jr.は本研究には妥当でないと判断した。また、

開している。
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2020

今年度は、圧縮版年間指導計画に、簡易な指導案（70時間分）

https://www.pref.mie.lg.jp/common/07/

を付けることにした。前年度からの変更点は、指導案が簡

ci600013488.htm（参照日2020.6.7）

易になったこと、日・英の２か国語表記から日本語のみの

文部科学省（2019）学校基本調査－令和元年度結果の概要－

表記になったことである。前年度までの指導案は、担任の

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/

セリフまで書いた詳細なものであったが、２年間で各担任

chousa01/kihon/kekka/k_detail/1419591_00001.

が圧縮版で指導する力を付けたと考えられることと、簡易

htm（参照日 2020.06.29）

な指導案で全体像を見たいという要望に応えて簡易なもの

文部科学省（2015）平成26・27年度英語教育強化地域拠点

を作成した。２か国語表記のものを作成するかどうかにつ

事業～島根県の例～

いては、担任やALTに聞き取り調査をして、作成するか

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

を決める予定である。

chukyo/chukyo3/058/siryo/__icsFiles/afieldfi
le/2015/12/08/1365071_6_2.pdf

2020年度は、COVID-19の影響で授業数を確保すること

（参照日 2018.07.07）

さえ難しく、前年度のようなクイズやアンケート調査協力
が厳しくなると考えられる。しかし、X教育委員会管内だ
けではなく、残り４つの市町の１校でも多くの学校に協力

文部科学省（2000）今後の学級編成及び教員定数改善に関

してもらい、「圧縮版年間指導計画」が「確かな学力」を

する意見

保証できているのか、研究を続けていく予定である。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/

全国には4,549の複式学級があり（文部科学省, 2019年）、
One World Smilesで外国語を学習している第５～６学年
の複式学級が複数あると考えられる。そうした学級での指
導の参考のために、著者らが開発した第５～６学年圧縮版
年間指導計画の一部（第５学年の最初）を掲載する（表３）
。
また、著者らは第５～６学年に加え、第３～４学年の圧縮
版年間指導計画を開発し、2018年度より地域の教員へ限定
公開をしている。第３～４学年については、全国で共通の
補助教材「Let's Try!」が活用されているため、これにつ
いては全国の第３～４学年の複式学級で活用することが可
能である。その一部（第３学年の最初）も併せて掲載する
（表４）
。
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研修参加や情報を共有して下さった三重県教育委員会、
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表３

One World Smiles ５圧縮版年間指導計画（見本）
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Let'S Try!⑴圧縮版年間指導計画（見本）
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複式学級における学年別指導による音楽の授業の検討
―へき地校における異題材指導の実践を通して―
芳賀

均

・

大野

紗依

（北海道教育大学旭川校）

The Consideration of the Music Class in Each Grade Teaching of Combined Class:
Through Practice of Teaching Different Units at the Schools in Remote Areas
Hitoshi HAGA and Sayori OHNO
（Hokkaido University of Education Asahikawa Campus）

概

要

複式学級における学年別指導による授業に際し、音楽科は、異なる教材を同時に学習すると、他の楽曲の音が聞こえて
くるという点に難しさがある。例えば、片方の学年が『春の小川』のレコード（CD）を聴いているときに、もう片方の
学年が元気に『まきばの朝』を歌うといった状況は、音楽科の常識としてはあり得ない。しかし、学校の統廃合を含め、
児童の転出入を考慮して、歌唱共通教材等に未習の内容が生じることを防止する観点で、異内容で行われる状況もある。
本実践では、複式学級や複式学級の音楽科指導に関する経緯や現状把握から先行研究の調査、授業方法の具体的提案まで
総合的に含まれる山口亮介氏の先行研究を参照しながら、児童の自律的な学習を促す上で有効な方法として、異内容によ
る授業設計をしたいと考えた。実践の結果、他学年の学習が自学年の学習にとって妨げになっていないこと、他学年の学
習に関心をもつ様子が見て取れること、さらに、自律的に学習している様子が見て取れること、他学年に対する表現に喜
びを感じていることが分かった。これらのことから、自律的で豊かな活動が実現されたと考えられ、ひいては個性化教育
にもつながる可能性をもった学習であることが示唆された。

ると、学習上不利なようにも思えるが、必要に応じて必要

１．はじめに～問題の所在

な知識を獲得していくという側面をもつため、断片的な知

複式学級とは、２つ以上の学年の児童生徒を１つの学級

識の習得ではないと考えることができ、資質・能力を育む
上でマイナスであったとはいえない面がある 4）。なお、上・

1）

に編制している学級をいう 。
筆者（芳賀）がへき地の複式校に勤務していた平成 10
2）

下学年の教科書の内容を交互等の形で組み合わせてＡ・Ｂ

年代の勤務校の教育課程は、同内容指導 を主に、学年別

年度の教育課程をつくる方法もあり、筆者の勤務校におけ

指導 3）は算数と低学年の国語で行うような形であった。漢

る音楽科は、その形であった。

字の学習を進める２年生と、まだ文字を習っていない１年

本稿で話題にする音楽科は、異なる教材を同時に学習す

生とが混在する低学年の国語や、足し算を習っていないと

ると、他の楽曲の音が聞こえてくるという点に難しさがあ

掛け算ができないといった学習の順序性が無視できない算

り、例えば、片方の学年が『春の小川』のレコード（CD）

数では学年別指導が行われていたとしても、それ以外の教

を聴いているときに、もう片方の学年が元気に『まきばの朝』

科では同内容指導で行うことは可能であった。筆者の勤務

を歌うといった状況は、音楽科の常識としてはあり得ない。

地では「Ａ・Ｂ年度方式」と呼ばれていたが、例えばＡ年

しかし、学校の統廃合を含め、児童の転出入を考慮した

度は下学年、Ｂ年度は上学年の教科書を使用するという形

際に、歌唱共通教材等に未習の内容が生じることを防止す

で行われていた。教科書については、下学年進級時に２箇

る観点で、異内容で行われる状況もある 5）。

学年分が同時に支給される。国語では、上学年の教科書を

しかし筆者は、むしろ積極的に、児童の自律的な学習を

使用する年度には、下学年生は時間のやりくりをして下学

促す上で有効な方法として、異内容による授業設計をした

年で習得すべき漢字の学習をしながら上学年の教科書教材

いと考えた。これは、ひいては個性化教育にもつながる可

に挑んだ。高学年の社会科では、日本地理が未習である下

能性をもった学習であると考えられる。そのことを踏まえ

学年生が日本史の学習に取り組む形になるため、国語にお

ると、音楽と、音楽と比べて比較的音を出すことが少ない

ける漢字の学習のように、必要に応じて日本地理等の内容

図画工作とを組み合わせることが現実的な方策の一つであ

を身に付けていくということをしていた。これらは一見す

るところではあるが、敢えて、ここでは、音楽科同士で組
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都道府県によって、その数には大きな差がある。北海道
に関しては、以下のようである。

２．先行研究
複式学級における音楽科の授業に関する先行研究につい
て、
「CiNii」および「Google Scholar」において検索した（検
索日：2019.5.11。検索ワード：音楽、複式授業、複式学校、
小規模校、へき地、僻地、複式、異単元、異題材、異教材）。
筆者の目論む異内容指導に関わるものを探したところ、以
下の３点が該当した。決して多いとはいえない。

全学級数

複式学級数（割合）

12037 学級

628 校（5.2％）

以上のような状況であり、複式学級は決して特殊な環境
ではないといえる。
児童の転出入を考慮した際に、未習の内容（特に歌唱共
通教材）が生じることを防止する観点で、異内容で行われ
ることを考えれば、学年別指導の方法を検討しておくこと

○佐々木加奈「複式学級における学び合いを取り入れた音
楽授業についての研究―教材の選択と指導方法の工夫に
6）

が重要であり、そのこと自体を目的にすることにも十分に
意義があると考えられる。

着目して―」 （実習後のレポート様の文書）
：２学年で

一方、筆者は、〈はじめに〉で触れたように、むしろ、

同一教材を扱う場合は、各学年に応じた目標と共通のね

積極的に、自律的な学習を可能とする有効な方法として、

らいを設定する。学年により技能獲得のための練習段階

異内容による授業設計をしたいと考えた。学習中以外の楽

が異なるリコーダーや、発達段階に対応させて所属学年

曲が聞こえてくるという、タブーにも打ち勝つ自律性を育

の教科書を用いた旋律づくりの活動は異なる教材を扱う。 むことで、一斉授業内における個に応じた指導等、ひいて
○広藤孝「へき地における音楽教育について―奈良県吉野

は個性化教育にもつながる可能性をもっていると考えられ、

郡大塔村小学校を対象として―」7）：同題材で、場合によっ

そうした形態の学習が、より主体的・対話的で深い学びを

ては各学年に応じた異教材を使用。

実現する可能性をもつからである。それは、へき地・小規

○山口亮介「複式学級における音楽科指導の課題解消への

模校を対象とした学習に限らず、また、音楽科に留まらず、

実践研究―反転学習と類似教材での共通導入・共通終末

指導法全般の改善につながると考えられる。この点に本実

の設定について―」8）：
（次段落以降に後述する）

践の意義があるといえる。

これらのうち、３点目に挙げた山口氏の論文は、複式学

は存在する。しかし、全ての教師がそうであるとはいえず、

なお、特定の「型」によらなくとも授業をこなせる教師
級や複式学級の音楽科指導に関する経緯・現状把握から先

例えば北海道においては、「わたり・ずらし」という授業

行研究の調査、授業方法の具体的提案まで総合的に含まれ

方法によって一人の教員が２箇学年の指導を行う際の効果

る労作である。本稿では、この山口氏の論文を参照しなが

を高めることが、へき地・複式学級における学習指導に関

ら、論を進める。

する大学の授業でも指導される 9）。こうした「型」は、学
習規律の確立という観点からも必要なことといえる。複式
の授業に戸惑いを覚える教師に対しても一定のモデルを提

３．研究の目的・意義

示するために、本研究で授業の構成および実践に取り組む

文部科学省の学校基本調査（H30）によると、全国の小

ことには意義があると考える。

学校の複式学級に関する状況は以下のようである。
小学校全体の数

複式学級のある
学校（割合）

複式学級のみの
学校（割合）

19892 校

1938 校（9.7％）

380 校（1.9％）

４．授業の構成
先述の山口氏による先行研究の実践は、同じ題材で、可
能な限り類似する教材で行ったものである。指導過程にお

※「複式学級のある学校」には「複式学級のみの学校」
を含まず
※参考までに、複式学級のある中学校は 126/10270 で
1.2％、複式学級のみの中学校は 41/10270 で 0.3％であ
る

いては、共通導入と共通終末を設定している。また、反転

全国の小学校には、複式学級が 4527 学級あり、全学級

導による音楽の授業の、題材や教材の組合せの可能性を拡

数（273647 学級）のうち 1.6％が複式学級である。
全学級数

複式学級数（割合）

273647 学級

4527 学級（1.7％）

学習を取り入れて不都合を回避した活動としている。実践
的、実用的で優れた構成であり、多くの教育現場で十分に
実現できる授業方法である。
筆者は、その実践を参考に、複式学級における学年別指
げたいと考える。山口氏の先行研究を参考に、異題材や異
教材の組合せ、すなわち、異内容で授業を構成することを
試みる。
山口氏は、学年別指導と年度別指導のそれぞれの長所と
短所を整理した。短所に関して、学年別は、同教室におけ
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る異なる分野の指導の困難さ等を挙げている。一方、年度

教室に異なる音楽があることで生じる困難さ」に焦点を当

別は教師がカリキュラムを再編する力の必要性（上学年カ

てて、以下の２つのタイプによる、異内容指導を試みる。

リキュラムが下学年にとって難しいことや、初めて経験す

○表現領域の「歌唱」と「音楽づくり」との異なる分野
の組合せ（次節【指導案１】）

る楽器の導入時の指導、同学年に１名しかいないと合奏自
体が成立しない）、児童の転出入に伴う教科書の内容（特

○歌唱分野における異なる教材（楽曲）の組合せ（次節
【指導案２】）

に歌唱共通教材）の未習問題が挙げられている。また、
「同
じ教室に異なる音楽があることで生じる困難さ」を挙げ、
聴きたい音量で聴くことができないため、静かな環境でじっ

その際、先述の「共通導入」と「共通終末」を組み込む。
〈３〉でふれた「わたり・ずらし」を基底とする北海道の

くりと対象の音楽を聴くことができないことや、器楽では

授業方法の指導過程としては教本 10）の中に見られないが、

楽器の音量を調整しながら学習を進めることが困難である

筆者も教育現場における実践において、その有効性を感じ

という背景を指摘している。

ていたことによる。これは学級全員（上下学年が一緒）で

それらを踏まえた上で山口氏は、先述の学年別指導を行っ

行う、いわば「同時直接指導」である。

た。そこでは、反転学習による実践を試みている。両学年
ともに「日本と世界の音楽に親しもう」という題材として、 ５．複式学級における学年別指導による音楽科の
授業の実践
下学年（５年生）では「声によるアジアの音楽」
、上学年（６
年生）では「楽器によるアジアの音楽」の鑑賞の授業を構

（１）学年別異題材：Ｅ町立Ｏ小学校（１・２学年複式）

成した。画期的で現実的、かつ効果的な指導モデルである。
筆者は、以上のことを踏まえた上で、敢えて先述の「同じ

【指導案１】学年別異題材指導の学習指導案
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（２）学年別異教材：Ｎ町立Ｎ小学校（４・５学年複式）

上掲の（１）
・
（２）の授業とも、学習指導案通りに展開
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【指導案２】学年別異教材指導の学習指導案

○→それはなぜですか（原文ママ）

した。筆者（芳賀）は教育現場における複式指導の経験を

「がんばったから。」「しゅうちゅうしてたから。」「がん

有するが、さながら算数等の学年別指導と全く変わらない

ばったから」
「じぶんのべんきょうにしゅう中していたから」

印象を受けた。このことは、
「同じ教室に異なる音楽があ
ることで生じる困難さ」を常識として認識していた筆者に
とって極めて意外であり、衝撃であった。

「しゅうちゅうしていたしがんばっていたから。」
Ｎ町立Ｎ小学校４・５学年児童

回答

４Ａ

０

４Ｂ

０

４Ｃ

０

４Ｄ

０

４Ｅ

０

４Ｆ

０

５Ｇ

０

５Ｈ

０

５Ｉ

０

５Ｊ

０

５Ｋ

０

５Ｌ

０

５Ｍ

０

平均

０

６．アンケート結果について
実践後の、児童に対するアンケート調査の結果を、以下
に列記する。その際、２つの実践について、設問ごとに横
断的に検討することとする。
（１）他の学年の音や活動がじゃまにになりましたか
（じゃまにならなかった＝０⇔ 10 ＝じゃまになった）
Ｅ町立Ｏ小学校１・２学年児童

回答

１Ａ

０

１Ｂ

０

１Ｃ

０

２Ｄ

０

２Ｅ

０

平均

０
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○→それはなぜですか（原文ママ）

○→それはなぜですか（原文ママ）

「音楽にしゅうちゅうしてたから」
「集中してふけたから。
」

「曲作りが楽しそうだから」「おもしろそうだったから。
」

「音楽にしゅうちゅうしていたから。
」「集中してたから」
「自

「音楽が楽しそう」
「他の曲をひけた」
「私もひいてみたく

分の曲に集中していたから。
」
「集中してたから」
「しゅうちゅ

て楽しそうだったから。
」
「他の曲をひいてたから」「先生

うできたから。」
「別の方向をむいて目も合わなかった」
「準

のせつめいで興味をもった。」「音楽が聞こえたりしていた

中していたから。
」
「集中してやっていたから。
」
「自分の学

から。」「４年生のピロロロの音がいろいろな音が、かなで

年の音に集中していたから他の学年の音があまり聞えなかっ

たから」「ピュロピュロが楽しそうだったから」「ピロロロ

たから」
「自分のに、しゅう中できていたから」
「集中でき

ロというのが楽しそうだったから」
「いい曲がながれてい

たから」

たから」「他の学年の曲がとても良かったから」
○→興味をもったのは、いつですか？

以上の結果より、児童にとって他学年の活動が学習の妨

「始まったとき、終わりの発表のとき」「終わりの発表の

げになっていない（邪魔になっていない）ことが分かった。

とき」「始まったとき」「終わりの発表のとき」「終わりの

日頃から複式の授業に慣れていることも要因ではないかと

発表のとき」
「終わりの発表のとき」
「始まったとき（始まっ

推察する。

たすぐ）
」
「先生が自分の学年にいないとき」
「終わりの発
表のとき」「始まったとき、先生が自分の学年にいるとき、
終わりの発表のとき」「始まったとき、先生が自分の学年

（２）他の学年の学習内容に興味をもちましたか

にいるとき、先生が自分の学年にいないとき、終わりの発

（興味をもたなかった＝０⇔ 10 ＝興味をもった）
Ｅ町立Ｏ小学校１・２学年児童

回答

１Ａ

１０

１Ｂ

１０

１Ｃ

１０

２Ｄ

２

２Ｅ

０

平均

6.4

表のとき」
「先生が自分の学年にいないとき、終わりの発
表のとき」「始まったとき」
以上の結果より、他の学年の学習に関心をもった様子が
見て取れる。前問と合わせると、他学年の活動は、自分の
学習の妨げにはなっていない上に、関心をもつ対象になっ
ていることが分かった。また、同時直接指導の効果も読み
取れる。

○→それはなぜですか（原文ママ）
「がっきがあったから。
」
「おとがきになったから。」「お

（３）集中して学習に取り組めましたか
（取り組めなかった＝０⇔ 10 ＝取り組めた）

とがしたから」
「しゅう中していたから」
「きょ年もやった
から。
」

Ｅ町立Ｏ小学校１・２学年児童

回答

１Ａ

７

１Ｂ

10

１Ｃ

10

２Ｄ

10

２Ｅ

10
9.40

○→興味をもったのは、いつですか？
「始まったとき」
「先生が自分の学年にいないとき」「先
生が自分の学年にいるとき」
「先生が自分の学年にいない
とき」
「先生が自分の学年にいないとき」
Ｎ町立Ｎ小学校４・５学年児童

回答

４Ａ

10

平均

４Ｂ

10

４Ｃ

10

○→それはなぜですか（原文ママ）

４Ｄ

10

いてことばをかくのをがんばったから。」「おどりがたのし

４Ｅ

10

かったから」「じぶんのべんきょうをしないとだめだから」

４Ｆ

10

５Ｇ

10

５Ｈ

10

５Ｉ

10

５Ｊ

６

５Ｋ

10

５Ｌ

「おんぷをよむのをがんばったから。
」「シーディーをき

「ぜんぜん村まつりの音が聞こえなかったから。」
Ｎ町立Ｎ小学校４・５学年児童

回答

４Ａ

10

４Ｂ

10

４Ｃ

10

４Ｄ

10

10

４Ｅ

10

５Ｍ

10

４Ｆ

10

平均

9.69

５Ｇ

10
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５Ｉ

10

５Ｊ

10

５Ｋ

10

５Ｌ

10

５Ｍ

10

平均

10
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（５）他の学年に発表を聴いてもらって、どう思いましたか
（原文ママ）
○Ｅ町立Ｏ小学校１・２学年児童
「たのしかった。」「うれしかった。」「うれしかった」
「た
のしかった」「うれしかったしたのしかったしおもしろかっ
た。
」
○Ｎ町立Ｎ小学校４・５学年児童
「うれしかった。」「おもしろそうと思った。」「うれしく
思いました。」「うれしかった」「自分の曲も、工夫したと

○→それはなぜですか（原文ママ）
「楽しいから」
「とんびで楽しくふけたから。
」
「楽しかっ

ころを聞いてもらってうれしかった。
」
「うれしかった」「う

たから」
「とんびをえんそうしたから」
「楽しかったから。」
「と

れしかった」
「うれしかった」
「
（未記入）
」
「きんちょうした」

んびをえんそうしていたから」
「すごく楽しかったこと」
「曲

「きんちょうしたけど、みんなちゃんと聞いてくれてうれ

を作るときアトバイスをもらって集中できた。
」
「こもりう

しかった。」「うれしい」「とてもじょうずだと思った。
」

たの自分で作れることに集中していたから。
」
「しんけんに
やっていたから」「音楽を聞いているときに他の学年の音
があまり聞えなかったから」
「自分の学習に夢中だったから」

以上の記述から、他者に対する「表現の喜び」がうかが
える。（４）と同様、異学年同士の関わりによってもたら
されたものと考えられる。なお、これは、異なる分野「歌

「とても楽しかったから」

唱」
「音楽づくり」の成果発表を同時演奏で行うことで合
以上の結果から、自分の学習内容に集中して、自律的に

奏に仕上げるために指揮をする、異なる教材のもつ教材性

学習している様子が見て取れる。なお、楽しさも一つの要

に関する解説をする、といった、教師の指導を伴う「同時

因となっている可能性があることが分かる。

直接指導」による効果ではないかと推察する。

（４）他の学年もいたことで、良かったことはありますか

（６）楽しかった活動はどの部分ですか（原文ママ）
○Ｅ町立Ｏ小学校１・２学年児童

（原文ママ）

「はっぴょう」「はっぴょうしたこと。」「かしをかいた」

○Ｅ町立Ｏ小学校１・２学年児童
「とくにない」「さいごに２ねんせいといっしょにはっぴょ
うできたから。
」
「さいごにはっぴょうしたこと あわせる
のがたのしかった」「さいごに一年生の村まつりのおどり

「はっぴょうをするぶ分」「さいごにあわせたぶ分。
」
○Ｎ町立Ｎ小学校４・５学年児童
「発表のとき」「自分で強弱つけてふく部分」「とんびの

にあわせれたこと。
」

ピヨローンの部分」
「とんびをえんそうした時」
「『ピンヨ

○Ｎ町立Ｎ小学校４・５学年児童

ロー』の所を自分で作ってリレーした所。
」
「発表のとき」
「発

「さびしくないから」
「５年生のえんそうが聞けたから。」

表していること。
」
「作曲した活動」
「自分で作れることが

「５年生のえんそうをきけてよかった。
」
「発表の時他の曲

楽しかったから。
」
「作曲したとき」
「こもりうたの音をか

も聞けて楽しかったから」
「他の曲もきける」
「他の学年の

えて発表したこと」
「発表する活動が楽しかった。
」
「曲を作っ

音楽が聞けた。
」
「発表したときにおたがいの学習したこと

たこと」

を聞けたから」「ピロロロの音で使いわけていてきれいな
音がでていたから。
」
「ちがう曲を同時にきけた。
」
「・他の

各自の学習課題に意欲的に取り組んだ様子が見て取れる。

学年の発表を聞けた・去年のふり返りができた」
「最後の

なお、（４）・（５）と関連する「発表」等の部分を挙げた

発表でいい音がきけたから」
「他の学年と一都に勉強でき

児童が 50% 存在したことから、「同時直接指導」の部分に

て良かった。
」

一定のよさがあることを推察する。

以上の記述から、
「他の学年との表現活動の喜び」や「他

（７）先生が他の学年を教えている間、どんな気分でしたか
（原文ママ）

学年の学習に対する関心」
「学級全員で活動することの充
実感」がうかがえる。同学年同士・同教材で発表し合うこ
とも、伝わりあうという表現の喜びを感じることはあるが、

○Ｅ町立Ｏ小学校１・２学年児童
「わからないからこまった」「３にんでがんばってたから

こうした異なる楽曲や活動に取り組む異学年を相手に表現

だいじょうぶだった。
」
「きてほしいとおもった」「きてほ

する行為は、本時の学習内容を知らない人を対象とした発

しいと思った」「考えている気分（注：教師の訊き取り結

表会にも似て、思いや意図、鑑賞の楽しみが強まったよう

果＝「自分の勉強に集中していた」との意味）」

な印象を受ける。

○Ｎ町立Ｎ小学校４・５学年児童
「早くやりたいな」「練習して上手になりたい気分」
「先
生がたいへんそうに見えた。
」
「とにかく練習する」「先生
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が来る前にできるようになりたい気分でした。
」
「とにかく

2020

た。
」

練習しようと思った。
」
「とくにない」
「とくにきにならなかっ
た」「きにならなっかった。
」
「集中していたからふつうだっ

学習を振り返った感想として、各学年それぞれの学習内

た」「きにならなかった」
「とくに気にならない」
「練習し

容に関する記述が多く、異内容指導であったものの、学習

ようと思った。
」

内容が損なわれることなく行われた様子がうかがえる。

以上の記述から、間接指導時に教師が自学年にいなくて
も、自分の取り組むべき活動に集中していた様子がうかが
える。なお、困り感をもつ児童はいるものの、１・２学年
児童の記述のみであり、複式の授業の経験度による差もあ
るように推察する。

７．本研究のまとめ
（１）２つの実践からの考察
複式学級は決して特殊な環境ではない。そうした環境に
おいて、音楽科の授業は同内容指導で行われることが圧倒
的に多い。それは、
「同じ教室に異なる音楽があることで
生じる困難さ」が音楽科の常識として横たわっているから

（８）他の学年もいたことで、困ったことはありますか
（原文ママ）

である。

○Ｅ町立Ｏ小学校１・２学年児童

しかし、学校の統廃合等、転出入の際に発生する問題（特

「おとがきになった。
」
「おとがきになった。
」
「うしさん

に歌唱共通教材等の未習問題）を考慮したときに、それを

がきになった」
「とくにない」
「なんのがっきをつかえばい

防止する観点で、学年別・異内容指導の方法を検討してお

いのかこまった。
」

くことが重要である。

○Ｎ町立Ｎ小学校４・５学年児童
「（未記入）
」
「ない」
「ない」
「ない」
「ありません

それらのことを踏まえて実践を行い、授業に関する児童
ぎゃ

くにいてくれてうれしかったです！」
「ない」
「ない」
「あ
りません」
「きにならなかった。」
「なし」
「ない」
「ない」
「ない」

に対するアンケート調査を行った。
その結果、他学年の活動が自学年の学習の妨げになって
いない（邪魔になっていない）ことが分かった。
しかも、他の学年の学習に関心をもちつつ自分の学習に

以上のように、他学年の教材や音が気になったという記

集中していた。

述は１・２学年児童のみであり、複式の授業の経験度によ

さらに、自分の学習内容に集中して、自律的に学習して

る差もあるように推察する。なお、
「
（１）他の学年の音や

いる様子が見て取れた。なお、その際には楽しさも一つの

活動がじゃまにになりましたか」に対する回答が全員「じゃ

要因となっている可能性があることが分かった。

まにならなかった」
（平均値＝０）であったことから、活

また、他学年に対して表現を行ったことに喜びを、他学

動の妨げには全くなっていないといってもよさそうである。 年の演奏を鑑賞したことに楽しみを感じている様子がうか
がえた。
（９）自由に、今日の感想をお書きください（原文ママ）

以上のことから、本実践（複式学級における学年別指導
による音楽科の授業）において、自律的で豊かな活動が実

○Ｅ町立Ｏ小学校１・２学年児童
「おんぷをよむのがむずかしかった。
」
「おんぷをかくの

現されたと考えられる。
「同じ教室に異なる音楽があるこ

がたのしかったです。
」
「おどりがたのしかった」
「一年生

とで生じる困難さ」を常識として認識していた筆者にとっ

とリズムをあわせるのがたのしかったです。先生がいなく

て極めて意外であり、衝撃であった。

てもれんしゅうがたのしかったです。
」
「はが先生が教えて
くれた音楽はとてもたのしかったしおもしろかったです。」 （２）今後の展望
○Ｎ町立Ｎ小学校４・５学年児童

『豊かな心を育むへき地・小規模校教育少子化時代の学

「リコーダーで曲をひく時が一番楽しかった。
」
「後ろの

校の可能性』に以下のような記述 11）がある。

所をあけないで高くふけるふき方が覚えれた。
」
「今日とん
びをふえでひけてうれしかったです」
「とても楽しかった」
「とても楽しい音楽の授業になったしまた６年生になる前

へき地・小規模校の指導内容・方法の発想はへき地・
小規模校の中に留まるものではなく、地域連携や少人数

またやりたいです。
」
「今日はとても楽しかったです！！」
「最

指導が求められる現代的・政策的な課題が生起する中で、

初はじしんはなかったけどはが先生のおかげでやるきがで

都市部の大規模校にも広げることができる。へき地・小

た」
「作曲や子もり歌を練習しているときも楽しかった。
」
「こ

規模校の教育方法は、客観的には、日本全体の新しい教

ういう体験が楽しかったから、もう一度やりたい。」「３つ

育指導観と指導方法を作る実験開発学校の役割を果たし

の子もり歌をきけてよかった」
「他の歌でも音をかえて演

ている。現代の子どもの生活環境からすれば、都市化の

奏したいと思った。
」
「こもりうたでいいえんそうを作るの

マイナス環境の側面が大きくなり、その結果へき地教育

が大変だったけど、できてひいたらいいえんそうができた。」

の積極的な可能性が存在している。そのためにも、単に

「自分で曲を作ったのは、初めてだったからとても楽しかっ

へき地・小規模校を財政効率の悪い統廃合の対象として

－ 53 －

芳

賀

均・大

野

紗

依

とらえるのではなく、日本全体の新しい教育の開発学校

９）前掲書 1）、p.20.

として情報を発信する必要がある。

10）前掲書 1）。
11）川前あゆみ・玉井康之・二宮信一編著『豊かな心を育

上掲の文献には、かつて「へき地教育」の用語の含意す
るものは、都市部に比して遅れた側面を引き上げる取り組

むへき地・小規模校教育少子化時代の学校の可能性』学
事出版、2019、pp.19 － 20.

みという意味で用いる傾向が強かったが、へき地の学校環
境を積極的に生かしたへき地・小規模校がもつ可能性を捉え、 ［附記１］
へき地のパラダイム転換を図るべきことが主張されている。

本稿は，日本音楽教育学会第 50 回東京大会（令和元年

へき地・小規模校教育は、異学年活動を通じて、個に応じ

10 月 20 日，東京藝術大学）における発表（芳賀均・大野

た指導や自立的（本稿では「自律的」を用いた）な活動、リー

紗依「複式学級における学年別指導による音楽の授業―へ

ダーシップを育む場面が実現されやすい環境にある。

き地・複式校における異単元指導の試み―）の内容を再構

本稿に述べたような挑戦が、へき地教育のパラダイム転
換、また音楽科においては地域の音楽文化の向上や児童を
取り巻く音楽的環境の充実につながることを期待して，こ

成してまとめたものである。
［附記２］
本研究は，令和元年度北海道教育大学へき地・小規模校
教育研究センター「へき地・小規模校教育に関する実践研

うした試みが広く実践されることが望まれる。

究（個人調査研究費）」の適用を受けた。
［附記３］

註
１）北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター『へ

本稿の〈２〉を大野が、それ以外を芳賀が担当した。作

き地・複式学級における学習指導の手引』平成 31 年３月、

稿においては、〈３〉・〈５〉・〈６〉の作表を大野が、それ

p.79.

以外を芳賀が担当した。

２）１単位時間の指導過程において、上・下学年に対し同
単元（題材・教材）を指導していくとき、取り扱う教材
が上下学年とも同一である場合の指導をいう。同上書、
同ページ。
３）上・下学年の児童生徒に対して、学年ごとの教科書あ
るいは指導事項に沿った教材を指導する指導法式をいう。
同上書、p.77.
４）必要感をもつことを「関心」と置き換えると、それを
学習の入り口として、
「それに支えられながら調べたり、
探したりするのに必要な学習能力が『思考・判断』であり、
その成果として身に付けるのが『技能』であり『知識・
理解』である」（高浦勝義『絶対評価とルーブリックの
理論と実際』黎明書房、2004、p.99.）といった形に沿っ
ていると考えられる。知識の習得から開始したり、知識
の習得そのものを目的とする学習と異なり、問題解決の
過程と重なる、学力を育てる展開であるといえる。
５）山口亮介「複式学級における音楽科指導の課題解消へ
の実践研究―反転学習と類似教材での共通導入・共通終
末の設定について―」
『長崎大学教育学部教育実践研究
紀要』17、長崎大学、2018、pp.102.
６）佐々木加奈「複式学級における学び合いを取り入れた
音楽授業についての研究―教材の選択と指導方法の工夫
に着目して―」
https://naruto.repo.nii.ac.jp/?action=repository_
action_common_download&item_id=22530&item_
no=1&attribute_id=4&file_no=1［R2.1.29.14:31 閲覧］
７）広藤孝「へき地における音楽教育について―奈良県吉
野郡大塔村小学校を対象として―」
『奈良教育大学教育
研究所紀要』７、奈良教育大学、1971、pp.231 － 240.
８）前掲書 4）
、pp.101 － 110.
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誠

（網走市立西が丘小学校）

Toward the daily use of “Problem Solving Learning”of a Mathematics Lesson in a Combined Class.
Makoto ENDOU
（Nishigaoka Elementary school Abashiri, Hokkaido）

概

要

問題解決の授業の実践は，単式，複式学級を問わず重要であり，今後もより一層の充実が求められる。しかし，複式学級では，
少人数であることや学習過程のずらし，教師のわたりがあることから，問題解決の授業の実践に難しさを感じる先生は少
なくない。そこで，算数の授業において，一般的な問題解決の授業と学習過程をずらした複式の授業を比較し，課題を見
出すとともに，学年別指導の両学年とも問題解決の授業を日常的に実践するための手立てとして，①両学年とも問題提示
から始まる学習過程，②子ども自ら課題設定できる「問題」の工夫，③同時間接指導の充実，④観点を絞った意見交流を
提案する。

１．はじめに

３．
「わたり・ずらし」を用いた算数の複式授業

現在の勤務校において複式学級を担任した当初，毎日の算
数の授業を実践するにあたり，複式学級の授業の進め方の１

（１）一般的な「わたり・ずらし」
複式学級の指導方法の１つとして，学習過程の「ずらし」

つである「わたり，ずらし」を意識して授業計画を立てよう

と，教師の「わたり」が挙げられる。

と試みた。しかし，問題解決の授業で学年別指導を行おうと

教師が直接的に指導する「直接指導」と，教師が指示を与

すると，計画通りに授業が進まないことや，子どもが困惑し

え子どもが自主的に学習を進める「間接指導」を交互に取

てしまう場面が多々見られた。その原因として，自分自身の

り入るために，学習過程に意図的な差を生み（ずらし）
，

複式授業へ経験不足も当然あるが，単式学級で取り組んでき

２つの学年間を教師が移動（わたり）しながら指導する授

た問題解決の授業を，複式学級の授業にそのまま取り入れよ

業である。

うとしていたことが挙げられる。そこで，これまでに自分が
実践してきた算数の授業をもう一度振り返り，自分なりに複
式学級の算数の授業の在り方を検討することにした。

２．研究の目的と方法
（１）研究の目的
本稿では，学習過程のずらしを取り入れた算数の学年別
指導の在り方を再考し，複式学級における「問題解決の授
業」の日常的な実践に向けた，授業改善の手立てのいくつ
かを提案したい。
（２）研究の方法
学習過程のずらしを取り入れた算数の学年別指導の在り
方については，先行研究等の文献にあたって考察する。ま
た，複式学級における「問題解決の授業」を日常的に実践
する手立てについては，授業研究から考察する。
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（２）
「わたり・ずらし」の授業への４つの不安
学習過程を「ずらし」ながら行った，自分の実践や，本
校でこれまでに行われてきた複式授業の実践で明らかになっ

誠

４．問題解決の授業の日常化に向けた手立て
問題解決の授業に対する誤解として，相馬氏（2011）は「特

た不安を整理したい。

別な準備をしなければできない，大変な授業であるかのよ

①終末段階で「まとめ」すらできないことも

うな誤解もある。また，普段の授業ではできないが研究授

学習過程の「ずらし」を取り入れた場合，
〔表１〕で示

業だからこそ挑戦するというものでもない。（中略）
『問題

した上学年の学習活動のように，一方の学年は授業の終末

解決の授業』は日常的におこなわれており，『特別な授業』

段階で集団解決や学習のまとめを行い，そこで終了となる。

ではない」と述べている。これは単式学級でも，複式学級

計画通りに授業が展開されれば問題はないが，どこかの段

でもあてはまることであろう。

階で予定より多くの時間を費やす事態になれば，授業の残

ここでは，３．（２）で示した「わたり・ずらし」の算数

り時間に余裕はない。そのため，集団解決の途中で時間切

の授業に対して抱いた不安を克服し，問題解決の授業を日

れとなり，課題が未解決のまま授業が終了してしまい，習

常的に実践するための手立てを提案したい。

熟や応用ばかりか本時のまとめまでもが，次時へ持ち越さ
れることになる。その一方で，計画した範囲までなんとか

（１）両学年とも問題提示から始まる学習過程

終了させようとするあまり，解決が不十分なまままとめに

学習過程をずらすことなく，両学年とも問題提示から授

進んだり，教師が一方的にまとめたりする事態になること

業を始める。一斉に両学年に問題提示することは困難であ

も往々にしてありうる。どちらの場合も，本時の目標が十

るため，問題の提示方法に工夫を加えたりしながら導入場

分に達成された授業とは言い難い。

面を進める。どちらの学年も問題提示から授業を始めるた

②子どもの実態把握が不十分になってしまう

め，その後の展開も一般的な問題解決の授業と同様になり，

一方の学年が個人思考している段階では，教師はもう一
方の学年を直接指導していることが多くなる。その場合，
間接指導中の子どもに対する十分な机間指導は難しい。複

終末において習熟や応用を扱う時間的な余裕が生まれる。
①問題の提示方法の工夫
片方の学年には，問題が記載された資料を黒板に掲示し，

式学級では少人数であるため，子どもから出される考えに

子どもだけで，ノートへの記録から課題設定までを行わせ

限りがあり，充実した集団解決にするためには，どの考え

る。この間接指導の間に，もう一方の学年には，直接指導

をどの順序で取り上げるか，教師が十分に構想を練ること

を行い，問題を板書したり子どもとやり取りをしながら課

が求められる。しかし，間接指導中だったために，子ども

題を設定したりする。どちらの学年に対して間接，直接指

の思考の把握や指名計画などの構想が十分でないまま集団

導を行うかは，問題の難易度や，本時の学習が単元のどの

解決を直接指導することになり，子どもの対話的な学びの

辺りに位置付けられているかなどを総合的に判断しながら，

達成が難しくなる。

選択することになる。また，一方の学年は，子どもだけで

③「見通し」によって多様性が制限される

課題設定までを進めることになるので，〔表２〕のように，

個人思考や子ども同士による意見交流の場面は，主に間

導入場面の基本的な流れをできるだけ統一し，特に，直接

接指導になるため，本時のねらいや教師が意図した学習活

指導の際に，教師がそのモデルを示すことが重要になる。

動通りに展開されるとは限らない。そこで，本校では直接
指導中に「見通し」と呼ばれる活動が設定され，解決に向
けた考え方や手順を具体的に指示したり，交流し合ったり
することがある。確かにこの手立てがあれば，多くの子ど
もの個人思考が，本時のねらいから逸脱する心配は少ない
が，子どもが課題意識を持ち，解決や発見を楽しむような
主体的な学びとして，本当に成立しているのかについては
疑問が残る。
④次時の授業計画が難しい
授業計画を立案する際，子どもの実態や既習内容の定着
具合を考慮することが一般的である。学習過程をずらした
場合，片方の学年は，本時のまとめの後に授業が終了し，
翌時間に習熟や応用場面を行うことになる。そのため，学
習内容がどの程度定着しているのか，教師が十分に確かめ
られない場合があり，子どもの実態に応じた適切な授業計
画の立案に，不都合が生じる場合がある。

表２

順

導入場面の基本的な流れ

主な学習活動

①

問題をノートに記入する。

②

問題の答えを予想し，全体で交流し合う。

③

予想の正誤を確かめるために必要なことを考
える。

④

必要に応じて，短時間の試行錯誤の場面を設
定する。

⑤

課題を全体で設定する。

※直接指導では，教師が学習を進める。
※間接指導では，学習リーダー（間接指導中に学習
を進める役割を担う子ども）が進める。
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決定問題のタイプ

②教師の細かいわたり
掲示物を用いた問題提示では，問題を黒板に貼るだけで
全てが完結するわけではない。質問を受けたり，簡単な説
明を加えたりする時間が必要になる。そこで，もう一方の
学年には，本時の問題にかかわる資料などを提示し，吟味
させるなど，〔表３〕で示すように学年間を細かくわたって，

・「～はいくつか」など（求答タイプ）
・「～はどれか」など（選択タイプ）
・「～は正しいか」など（正誤タイプ）
・「～はどんなことがいえるか」など（発見タイプ）

できるだけ隙間時間が発生しないように配慮する。
この中の，特に選択タイプや正誤タイプの決定問題を用
表３

いれば，子どもは「こっちが正解」や「これは間違い」な

問題提示から始まる導入の例

どと直感（直観）で答えを予想することができる。容易に
予想することができるので，だれもが学習に参加できる。
また，この予想の正誤を確かめるために必要な考えや方法
こそが本時のねらいに直結した内容であり，これらを言語
化したものが本時の課題と言える。
②問われていることが端的な問題にする
教材のあり方について盛山氏は「やたらと複雑な条件に
して，子どもが問題を理解にしにくかったり，（中略）い
くつものステップを踏まなければならなかったりするのは，
良い教材とは言えない（2012）」としている。間接指導中
であれば，教師から得られる支援に限りがあるだけでなく，
支援を求めるということは，もう一方の学年の直接指導を
中断させることになる。問題を決定問題の形にして，予想
は立てやすくなったとしても，その問題を把握するのが困
難になっては，その効果は薄くなってしまう。

（２）
「問題」を工夫し子どもだけで課題を設定させる
一方の学年の導入段階を間接指導にするためには，子ど

③前時までの学習を意識しやすい

もだけで問題把握から課題設定まで取り組むことが不可欠

課題設定時に教師とのやり取りが期待できない間接指導

になる。「こうすればできる！算数科はじめての問題解決

時であれば，子どもにとって最もよりどころとなるのは既

の授業（早勢，2017）
」に掲載されている授業例を見ると，

習事項である。
「昨日はこうだったから，この問題はこう

問題提示の後に予想を確認や，教師の適度な問い返しなど

なるかも」
「前はこのやり方でできたから，これもできる

のやりとりを経て，子どもから課題を引き出す授業が多い

はず」といったように考えることが予想されるし，むしろ

ことに気付く。これは，子どもが主体的に課題を作り出す

そうさせたい。そこで，意図的に問題場面や数値を類似さ

有効な手法の１つであることに間違いはないが，主に子ど

せたり，共通した資料を提示したりすることで，前時まで

もだけで学習を進める間接指導では，そのまま取り入れる

の学習を活用することを意識づける。

ことはできない。

④類似した問題を経験させる

そこで，提示する問題の問い方に工夫を加える。この工

問題はシンプルであるに越したことはないが，学習内容

夫によって，子どもの興味や意欲を喚起するだけでなく，

によってはそうならないこともある。しかし，直接指導で

本時のねらいに向けて意図的な焦点化が図られ，過度な「見

あれば，把握することが多少難しい問題であっても，教師

通し」場面や教師とのやりとりを設定せずとも，子どもだ

の適度な支援や誘導によって，子どもが主体となった課題

けでの課題設定が期待できる。日常的に取り組むためにも，

設定につなげられる。直接指導時にこの経験を積ませてお

問題の工夫は間接指導になる学年にだけ施すのではなく，

くことで，子どもだけになる間接指導であっても，対応で

両学年に実施したい。また，問題を工夫する際には，常に

きる幅が広がることが期待できる。

全てを創作するのではなく，教科書の問題の一部にアレン
ジを加えたり，他社の教科書を参考したりするなど，継続

（３） 同時間接指導中に机間指導を行う
上記４．
（１）によって，学習過程に大きなずれが無く

可能な範囲で取り組むことが重要である。

なるため，個人思考もほぼ同じタイミングで行われる。そ
のため，両学年とも間接指導となる「同時間接指導」の状

①予想を取り入れやすい決定問題の形にする
主に間接指導で導入段階を進めるために，
「問題を決定

態になり，教師は「小わたり」を繰り返しながら，どちら

問題の形で与える（相馬，2011）
」
。相馬氏は決定問題の形

の学年にも机間指導や個別対応が可能になる。この同時間

を次のように示している。

接の時間によって，子どもの考えを瞬時に把握するととも
に，その後の集団解決の構想を冷静に練ることができる。
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同時間接指導中では，主に次のような机間指導に取り組
むことになる。

誠
ラクターを用いた。単純な意欲喚起だけでなく，頭文字だ
けでも並びの順序をイメージしやくするためである。前時
でも同じキャラクターを用いてリレーの並び方を求めてい
る。そこで，問題文に前時を想起させる「リレーの順番と

同時間接指導中の机間指導

同じ」という表現を用いて，「図（樹形図）」を用いれば求

・子どもの思考の実態を把握する。

められることに気付かせることをねらっている。

・子ども主体で展開される集団解決の進め方を，学
習リーダーと確認する。

実践例１の本時の問題

・特定の子どもと，あえて大きな声で考え方を交流
し，全体へのヒントにする。
・個別に指導する。

（４）観点を絞った意見交流
個人思考の後には，子ども同士が自由に行き来する意見
交流が行われたり，黒板に向かって集団解決が進められた
りする。その際に，子どもが考えを説明し合うだけの発表
会のようになってしまうことがある。特に，教師からの関
わりが薄い間接指導時に起こりやすいと考えられる。そこ
で，話し合う際には，
「共通点は何か」と「相違点は何か」
の２つの観点で交流し合うことにする。毎時間，出された
考えを比較しながら話し合う経験を積めば，子どもだけで
も，対話的な学びの実践が期待できる。また，解答を説明
するわけではないので，多く子どもが話しやすくなるだけ
でなく，自分とは異なる考えについても意見を述べること
になり，考えが持てなかった子どもでも，解決に参加する
ことが可能になる。

②問題提示から始まる導入と課題設定について
本時の導入では，直接指導は５年，間接指導を６年と設
定した。５年は問題文，表，グラフと注目すべき材料が多

５．実際の授業実践

く，教師からの補足や確認が必要になると想定された。そ

４で提案した４つの手立てを取り入れた授業を，２つの

の一方，６年は前時の学習と提示する問題の関連性が高く，

実践例をもとに具体的に確認したい。実践した学級は５年

既習内容を生かしながら，子どもだけでも想定した学習課

生７名，６年生９名，計16名の高学年複式学級である。

題に到達しやすいと判断したためである。
５年では，直接指導において，教師とのやりとりを経て
本時のねらいの１つである「割合」を見いだし，課題に取

（１）実践例その１

り入れることができた。

・５年「帯グラフと円グラフ」
（教育出版５年）
（本時）割合の学習と帯グラフ円グラフの読み方の学習
を関連づけ，資料を帯グラフや円グラフに表す。
・６年「場合の数」
（教育出版６年）
（本時）全体のうち一部を取り出した場合の並び方を図

想定した５年の課題
割合を求めて，円グラフや帯グラフにかこう。
実際の５年の課題
割合に直して，正しくグラフに表そう。

に整理して調べる。

６年では，一部の子どもが樹形図の必要性に気付き，そ

①問題の工夫について
５年は「正しいですか」の正誤タイプを用いた。予想さ
せると，７名中１名が「正しい」
，６名が「誤り」を選択
した。割合を示す円グラフに，出荷量の数値を表す誤答を
示し，さらに，提示する表は，教科書では示されている割
合の値を記入する欄を伏せることで，あたかも正解のよう
に見えて，割合の必要性を際立たせることをねらっている。

れをきっかけにして，子ども達だけで，ほぼ想定通りの課
題を立てることができた。
想定した６年の課題
図をかいて，決め方が何通りか調べよう。
実際の６年の課題

６年は「同じになるでしょうか」の選択タイプを用いた。
予想させると９名中４名が「同じ」
，５名が「同じになら
ない」を選択した。問題に登場させる４人は，アニメキャ

－ 58 －

樹形図や他の方法を使って，班長副班長を決めよう。

№75

複式学級における算数科「問題解決の授業」の日常化に向けて

2020

（本時）数値０を含めた平均の求め方や，平均を小数で

実際の導入場面

表す場合があることを知る。
・６年「比例と反比例」（教育出版６年）
（本時）反比例の関係から，決まった数を見出したり，
関係の式を表したりする。
①問題の工夫
５年は「どちらが多い」の選択タイプを用いた。予想さ
せると，６名全員が誤答である「イが多い」を選択した。
提示する２つの資料に特徴を持たせることで，その後の展
開が０の取り扱い方に注目するように仕向けた。
６年は「きまりはあるか」の選択タイプを用いた。予想
させると９名全員が，
「ある」を選択する結果になった。
問題文に「表を縦に見ても」としたのは，前時の学習にお
いて，表を横に見ることで反比例の変化の様子を確かめた
ことと，比例の時に表を縦に見てきまりを見つけた経験を
想起させるためである。「縦」「きまり」などの限定的な表
現は，子どもの思考を制限するとも言えるが，もう一方の
学年へ予定外のわたりによって，子どもだけで課題を設定
する場合にも備えて，本時のねらいにより焦点化させるた
めにこの表現を用いた。
実践例２の本時の問題

②同時間接指導中の机間指導について
実際の授業では，両学年ともほぼ同じタイミングで，問
題提示から個人思考へと展開され，授業開始22分過ぎ頃か
前時との関連を意識し，さらに，選択タイプの決定問題
にする問題の工夫を取り入れることで，主に間接指導であっ
た６年においても，過度な「見通し」場面な無くても，子

ら６年では，下の「６年の集団解決の実際」で示したよう
な集団解決が始まった。
Ａの場面で５年は，子ども同士で意見交流をしたり，そ
の結果を板書したりしていたので，６年を直接指導するこ

どもだけで課題を設定することができた。
→３.（２）③の不安への対応
また，問題提示から課題設定の段階を揃ったことにより，

とは可能であったが，あえて同時間接指導を行った。その
理由は２つある。

その後の授業展開も，一般的な問題解決の授業と同様に進み，

１つ目は，「６年生の考えを把握できていた」が挙げら

両学年とも習熟や応用を扱う時間を確保することができた。

れる。集団解決直前の同時間接指導において机間指導した

→３.（２）①，④の不安への対応

際に，数名の６年生が，課題解決に必要な考え方をノート
に記載していたのを確認することができていた。そのため，

（２）実践例その２
・５年「平均」
（教育出版５年）

学習リーダーによる集団解決が不十分な内容で終わったと
しても，指名計画などの構想を教師側も準備できたので，
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遠

藤

まずは子どもによる集団解決に任せてみた。

誠
改めて課題解決に必要な事柄を整理する活動につなげた。

２つ目は，「５年生の困り感を把握できてなかった」と
いうことが挙げられる。この時点で５年の半数が，問題の

２つだけの考え方であったが，比較の観点を取り入れるこ
とで，全体での練り合いが達成できたと考える。

解決に至っておらず，教師は「どこに困っているの」など
と声をかけたり，ノートの記載を見たりして，解決の程度
や，どこで躓いているかなど，その後の構想を練るための
情報を収集する時間が必要であった。
また，Ｂの場面で，教師は５年に対しては，個別指導や
子どもと共に意見交流をしている。また，６年に対しては，
特に学習リーダーへ，課題解決に向けた補足を助言してい
る。同時間接指導をすることで，両学年の学習の進み具合
を把握することができ，必要な指導や支援を即座に施すこ
とができていることがわかる。
→３．
（２）②の不安への対応
６年の集団解決の実際

図１

黒板に掲示された子どもの考え

６．研究のまとめと今後の課題
３節では，
「わたり・ずらし」を取り入れた算数の授業
について振り返った。自身の実践で抱いた４つの不安を説
明したが，決して「わたり・ずらし」を取り入れた学習方
法を否定するものではない。研修を積み重ね，充実した学
習活動を実践する先生も多数いることは，先行研究からも
明らかである。しかし，複式学級の経験が十分でない先生
や，そもそもの経験年数が短い若手の先生にとっては，私
と同様な不安を感じ，特に問題解決の授業の実践に対して，
困り感を抱いている人も多いと予想する。
その解決策の一つとして，４節では４つの手立てを提案
した。これらは，日常化に向けて継続可能な手立てである
と考える。なぜなら，教師の意図に沿った授業を展開する
ための少しの工夫を示したものだからである。これは，教
師主導の一方的な学習を目指すという意味ではない。中島
健三氏（2015）は，算数数学の指導について「教師が適切
な発問や助言を通して仕向け，結果において，どの子ども
も，いかにも自分で考えだしたかのような感激をもつこと
ができるようにする」と述べている。教師の意図を授業中
の随所にはたらかせることが，問題解決の授業では必要で
あり，複式学級においても十分に実現可能であると考える。
本稿で考察してきたことは，複数の学級で実践，検証し
たものではないことを自覚している。今後は，本実践とは
異なる規模や学年において検証し，問題解決の授業の日常

③観点を絞った意見交流について
Ａの場面で学習リーダーは，自ら「共通していることは

化に向けたさらなる手立てを探っていきたい。

ありますか」と問いかけている。日常的にこの観点で集団
解決を進めてきたため，学習リーダーは集団解決を進行し，
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概

要

へき地・小規模の中学校では，美術や技術・家庭などの教科の免許を所持した教員が，近隣の複数校の当該教科を担当
する「巡回指導」が行われている。平成 30 年度及び令和元年度の釧路町では，町立遠矢中学校の美術科担当教員（樋口）が，
同町立別保中学校及び昆布森中学校の美術の指導にあたった。巡回指導は複数校の美術指導を一人で担当するために負担
が大きいが，共通題材を設定して学校間での作品交流を図ったり，カリキュラム・マネジメントを工夫したりすることに
よる効果が確認できた。また，附属学校との共通題材の設定，SNS による情報共有等の大学や附属学校による地域的なサポー
トの試行が，巡回指導の美術指導に関する課題の克服に有効であることが確認できた。

ことができた。

１．研究の背景，目的および方法

本研究ではこうした実践研究の成果を発展させた令和元
年度の樋口による実践をもとに，佐々木及び更科による教

（１）研究の背景と目的
北海道釧路地域（釧路市及び釧路管内町村）では，美術

材研究やカリキュラム・マネジメントの改善のサポート体

の免許を所持する教員が配置されている中学校は，地域全

制の構築を試みる。すなわち，へき地における巡回指導の

体の中学校数の約半数である。配置されていない学校では，

美術科指導及びカリキュラム・マネジメントと，それをサ

「免許外教科担任」制度を使って，美術の免許を所持しな
い教員が美術の指導にあたる，いわゆる「免外」と呼ばれ

ポートする地域的な体制構築の可能性を，１年間の実践研
究から導くことが本研究の目的である。

る実態がある。近年，こうした状況への対応策として，免
許所持者が複数校を移動しながら指導する「巡回指導」が

（２）研究の方法，意義，先行研究
北海道の美術教員の配置と免許外教科担任の問題に言及

行われている。
佐々木・樋口・更科は，北海道釧路町立遠矢中学校，別

した報告には，工藤の発表がある2）。工藤によれば，北海

保中学校及び昆布森中学校（以降，それぞれ遠矢中，別保

道の免許外教科担任は，
「技術」「家庭」「美術」の申請が

中，昆布森中と記述する）の３校の巡回指導に従事する樋

突出して多く，へき地におけるこれらの教科指導に対する

口の平成30年度の実践に基づいて，この特殊な勤務形態を

包括的な支援体制が必要であるという。へき地における美

通した美術教育の可能性と問題点を示した1）。巡回指導は，

術教育の実践に関する先行研究は少なく，へき地の巡回指

その変則的な勤務形態に由来する課題を多く残しているが，

導を扱ったものは前述の佐々木・樋口・更科によるものの

①題材配列をずらしながら各校の年間指導計画を立案する

みである3）。

カリキュラム・マネジメントの手法の効果，②他校の生徒

北海道のへき地における教科指導の困難を解決するため

作品を提示しながら指導にあたることで小規模校のデメリッ

には，工藤の指摘する包括的な支援体制構築についての継

トを解消する学びの在り方，③生徒の主体的な展示活動を

続的な研究が必要となろう。他方，へき地を対象にした継

通した協働的な学びの在り方，についてのメリットを導く

続的な教科教育研究は，なかなか行われていないのが現状
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表１

さて，本研究の方法は，樋口の３校にわたる巡回指導に

区域
釧路市内

よる実践をもとに，巡回指導の課題とその克服のための指
導や教材研究及びカリキュラム・マネジメントの工夫を検
討するものである。基本的には，前年度（平成30年度）の
指導実践を発展させて，カリキュラムの軌道修正を行った
ものである。これを，巡回指導にあたる樋口だけでなく，

釧路管内（釧路市を除く）

本学美術科教育担当の佐々木，本学附属釧路中学校美術教
諭の更科による支援体制の中で行ったことに，本研究の方
法の独自性がある。現段階では限定的な試行段階にあるが，
地域における包括的な支援体制構築のための知見が得られ
た。

２．美術科担当教員の配置と巡回指導
（１）釧路地域の美術科担当教員の配置
釧路地域で美術科を担当している教員には，免許所持者

希

令和元年度の美術科担当教員の配置

設置主体

学校数

配置校数

配置率
（%）

釧 路 市 立

15

11

73.3

国立大学附属

1

1

100.0

私

立

1

1

100.0

釧路市内合計

17

13

76.4

釧 路 町 立

4

4

100.0

標 茶 町 立

4

0

0.0

弟子屈町立

2

0

0.0

白 糠 町 立

3

1

33.3

厚 岸 町 立

3

1

33.3

浜 中 町 立

4

0

0.0

鶴 居 村 立

2

1

50.0

釧路管内合計

22

7

31.8

39

21

53.8

合

の正採用教員という通常想定される教員の他，免許所持者

結

計

で期限付き（臨時採用）教員や時間講師などの場合もある。
免許所持者が美術科を担当することは同じだが，雇用形態
の違いによって，指導の継続性や長期的なカリキュラム・
マネジメントの実施に若干の影響を残すことが考えられる。

（２）巡回指導の難しさと可能性
免許所持者を配置できないために，多くの学校では「免

しかしながら，ここでは雇用形態の違いに関わらず，美術

外」と呼ばれる免許外教科担任による対応を余儀なくされ

の教科を担当している免許所持者を「美術科担当教員」と

ている。この問題を解消するための方策の一つとして，免

呼ぶこととする。

許を所持する教員が複数の学校で指導にあたる「巡回指導」

また，本論において，この美術科担当教員の配置に関し
ては，ある学校に籍を置く教員が他校に出向いて美術科の

が行われるようになった。
令和元年度現在の釧路地域における美術科の巡回指導は，

指導をする巡回指導の場合を含める。つまり，本務校はも

釧路町の筆者（樋口）の他には，釧路市内で１件（１人の

とより，巡回先の学校も美術科担当教員の「配置校」とし

教員が本務校と巡回校１校で指導）の事例がある。

4）

前述のように巡回指導は，教員配置上の困難を解消する

てみなすこととする 。
令和元年度（平成31年度）の釧路地域の中学校における

ためのいわば変則的な措置である。現段階での巡回指導の

美術科担当教員の配置状況を以下にまとめる（表１参照）。

大きな課題の一つは，特殊な勤務形態による担当教員の負

まず，釧路市内の全中学校17校（市立15校，私立１校，

担面であろう。

国立大学法人附属１校）のうち，美術科担当教員の配置校

複数の学校での指導には，複数校分の年間指導計画，評

は13校であるから，市内の約76％の中学校が美術科担当教

価基準の設定，それぞれの生徒や環境に沿った授業準備が

員を何らかの雇用形態で配置している。

必要になる。教科のための予算も異なる場合が多く，教室

釧路管内（釧路振興局）町村に目を向けてみると，中学

内環境の整備や，教員との協力関係の構築なども，異なる

校22校（釧路町４校，標茶町４校，弟子屈町２校，白糠町

条件下で行わなければならない。これらは，担当授業時間

３校，厚岸町３校，浜中町４校，鶴居村２校）のうち，美

数などの数値には現れにくい負担である。

術科担当教員の配置校は７校であり，釧路管内町村の配置

通勤に関する負担も大きい。複数の学校を自家用車で巡
回するため，単なる通勤とは異なる負担が生じる。移動距

率は約32％となる。
釧路市と近隣町村を合わせた釧路地域全体の配置率は
5）

53.8％であり，この数値は前年度とほぼ同じである 。釧

離や所要時間，気象条件など，特に北海道の冬期間の道路
事情を考えると，相当の負担であろう。

路市内と近隣町村の配置率を比較すると，両者には倍以上

担当授業時間数など，数値として示すことができる量的

の違いがある。近隣町村のへき地・小規模における教員配

な負担とともに，数値化しにくい質的な負担については当

置の難しさから，こうした傾向は長く続いており，また早

事者の経験から把握していく必要がある。

急に解決できる見通しもないのが現状である。無論，免許

他方，こうした課題を踏まえた上で，平成30年度の研究

を所持した教員を配置できない状況が常態化することは，

から，筆者（佐々木・樋口・更科）は巡回指導のメリット

教科の免許制度の根幹に関わる重大な問題である。

を次のようにまとめた6）。
①教員の指導上のメリット：一つの学校で用いた指導案や
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生徒の反応をもとに，他校での指導を工夫したり，改善し

表２

令和元年度の３校の生徒数，学級数，教員数等の比較

たりすることができる。
②教材研究及びカリキュラム・マネジメント上のメリット：
複数校の題材の配列をずらしたり，一致させたりしながら

全 校 生 徒 数
学

級

数

立案の手法を導くことができる。

教

員

数*

③少人数を克服する生徒の学習上のメリット：制作した作

免 許 外 教 科

年間指導計画を調整し，より効果的な題材とカリキュラム

品を他校へ巡回させることによって，生徒に参考作品や参
考事例として示すことができる。生徒は他校の作品から刺
激を受けたり，表現の多様さを学んだりすることができる。
④主体的で協働的な教育を展開する上でのメリット：上記

校の生徒に見てもらうことを意識した表現活動や鑑賞活動
が可能になった。

３．実践校の状況とサポート体制

別 保 中

昆布森中

114人

76人

26人

5（特支２） 5（特支２） 3（特支２）
17人
技術・家庭

１年

13人
技

術

11人
技術・家庭

45（1.3）

45（1.3）

45
（1.3）

の ２年

35（1）

35（1）

35
（1）

授業時数** ３年

35（1）

35（1）

35
（1）

150（4.3）

115（3.3）

115
（3.3）

美

術

計

の①～③を生かし，
「制作・展示・対話」を通した協働的
な学習をより円滑に展開させることができる。自校及び他

遠 矢 中

* 教員数には管理職を含んでいるが，時間講師は含んでいない。
** 美術の授業時間数は各学年の年間の総時間数に学級数を乗じた。
（ ）内は，週あたりの単位時間数を示している。
データは，令和２年３月末現在（令和元年度）のものである。

（２）釧路地域の美術教員サポートの試み
筆者（更科）は，釧路地域を含む東北海道（道東）の

（１）釧路町立遠矢，別保，昆布森中学校の美術実践
筆者（樋口）の勤務する遠矢中（本務校）
，別保中及び

美術教員の情報交換のためのSNSとして，
「道東の図工・

昆布森中（巡回校）の状況は，前年度（平成30年度）から

美 術 WEBミ ー テ ィ ン グ ボ ー ド」を 公 開 し た。こ れ は，

大きく変化してはいない（表２参照）
。

Padletという掲示板型の情報共有サービスを利用したもの

生徒たちの美術に対する傾向も同様である。遠矢中では
従来から美術科担当教員が配置されていたので，生徒たち

である。
ミーティングボードへのリンクを提供された参加者は，

の美術への関心や意欲，表現技術，創意工夫する力は総じ

文章や画像を投稿でき，投稿された記事はちょうど壁面に

て高い傾向にある。別保中学校では，造形表現の能力面で

張り付けられたメモのような形で表示される。記事の配置

は遠矢中と大きな差はないものの，自分の表現に自信を持

にはいくつかのパターンがあり，管理者である更科が必要

てない生徒が少なくない。昆布森中は，昆布漁地域の少人

に応じて，視覚的な効果を考えて整理をしている。

数・小規模校であるため，自分以外の多様な生徒の表現に

こうした視覚的な特徴をもつSNSであるため，Padletは

触れる機会が限られるが，生徒１人あたりの作業空間や指

アイデアの整理，トピックスの分類，特定のテーマの提示

導時間は充実している。自身をもって表現できる生徒は少

と議論などに活用されている。
さて，
「道東の図工美術WEBミーティングボード」の参

ないが，主体的・意欲的な学習態度である。
さて，前年度（平成30年度）に，筆者（樋口）が初めて

加者は，釧路地域の図画工作・美術担当の教員や関係者で

巡回による指導の計画を立案するにあたって，考慮した事

構成される釧路造形教育研究会の会員が主となっている。

項は次の通りであった。

これまで，同研究会の事業や附属釧路小学校及び中学校の

①状況に応じて柔軟に対応できる指導計画とする。

研究会などのイベントの周知，研究内容の意見や感想，指

②巡回を生かして，各校での指導の成果を時間差で提供で

導上の課題解決のヒント，授業実践の紹介などに活用され

きるように年間指導計画を工夫する。

ている（図１参照）。

③生徒作品や学習成果を，他校での授業で共有できるよう

SNSの活用は，特に広域に美術教員が点在するような釧

に題材や指導計画を工夫する。

路地域において有効である。距離や時間に拘束されずに，

④各校の要望，生徒の実態や環境に合わせて年間指導計画

情報の共有を図ることができるからである。また，こうし

を工夫する。

たメディアへ参加することに対する心理的な抵抗は比較的

これらを踏まえ，令和元年度では，
「制作・展示・対話」

少ないようである。地域で開催される研究大会に参加した

のプロセスを重視したこれまでの実践研究の成果を生かし7），

り，分科会で発言したりすることよりは抵抗は少ないと考

表現と鑑賞の一体的な指導を意識しつつ，３年間を見通し

えられる。

た美術教育の在り方を具体的に反映させたカリキュラム・
マネジメントを試みた。

本 研 究 に お け る 筆 者（樋 口）の サ ポ ー ト に も，こ の
Padletによる情報共有を活用した。自らの実践をPadletを
通して紹介したり，他者の実践記録をもとに自らの授業に
取り入れたりして，その結果を報告している。
特に，附属釧路中学校における実践授業の情報提供によっ
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て，題材を共有することが可能になった点は特筆に値する。

先行して実施した学校の生徒作品を，次の学校での参考作

より詳細な情報については，直接的なやり取りや，研究授

品としたりするなど，巡回指導であることを最大限に生か

業参観，大学における打合せを要したが，情報を視覚的に

せる指導計画の立案を試みようとした。

相互に提供しあえるミーティングボードというSNSメディ

⑤については，生徒自身による展示を通した空間構成の
機会をできるだけ確保しようとした。実際には授業時間数

アは極めて有効である。
釧路地域における美術教育の研究は，前述の釧路造形教
育研究会が主体となっており，筆者（佐々木，更科）もこ

の関係から十分な時間を確保することは難しいため，少人
数で取り組むことができる学校での実践を中心とした。

れに関与している。釧路地域の図工・美術教員のサポート
は，SNSも含めて，互いが同等の立場に立って情報交換を
したり，指導についての検討をしたりする，いわゆるピア
サポートの形式が定着しつつある。経験豊富なリーダーが

（２）カリキュラム・マネジメントの課題とサポート
前述のような方針のもとに計画した令和元年度の３校の
年間指導計画が表３～５である（表３～５参照）。

高所から後進を指導するのではなく，ベテランも新人も同

表３に示した第１学年の年間指導計画では，45時間の授

じ立場で授業実践や，指導について議論しあえる相互サポー

業時間に13程度の題材を配置した。年度当初の４月及び５

ト体制の構築を徐々に進めている。

月までは３校ともほぼ同じ題材を同じ進度で実施するが，
その後は各校の行事予定や時間割編成の都合，さらに生徒

４．カリキュラム・マネジメントの可能性と課題

数や実態に即して，若干の時間差をおいて題材の実施時期
を設定している。この時間差は，１校での実践結果を他校
での指導に生かせるように意図的に設定している。

（１）３校の年間指導計画の基本方針
遠矢中，別保中，昆布森中の３校における令和元年度の

また，表３に◇で示した題材は筆者（更科）が附属釧路

年間指導計画立案にあたり，以下の基本方針を立てた。

中学校で実践した題材を共有したものである。そのため，

①「制作」
「展示」
「対話」
「鑑賞」を踏まえて題材を設定し，

附属釧路中学校の年間指導計画との調整を踏まえて，時期

年間を通してこれらをバランスよく体験させる。

を設定している。

②１年次は「基礎基本」
，２年次は「作品の作り方」，３年

表３の◆は作品展示・鑑賞及び作品交流を示す。昆布森

次は「自己表現」を中心に指導を行う。

中は少人数なので，授業時間内に展示や鑑賞の機会を多く

③学校の環境，生徒の実態や学校に対する要望を，題材設

取り入れ，校内での異学年での作品交流をした。また，遠

定や指導に生かす。

矢中と別保中は，互いに作品を送り合い，作品を通した交

④３校に共通の題材を設定し，制作過程の紹介や作品など

流を行うようにした。
表４に示した第２学年の年間指導計画では，35時間の授

を通して，生徒が交流できるようにする。

業時数の中に５～８程度の題材を配置した。遠矢中と別保

⑤生徒を展示作業に関わらせる。
①については，前年度のテーマであった「制作・展示・

中の題材配列と時期をほぼ一致させる一方，昆布森中の題

対話」をより一層進め，これに「鑑賞」を加えたものであ

材の配列は，先の２校の真逆に設定した。これは，昆布森

る。制作と鑑賞は対になって初めて意味をもち，展示と対

中での先行実践を，他２校の導入部分に反映させることで，

話はその方法論として位置づけた。作品を作ることで完結

異なる環境の生徒による協働的な学習を目指したためであ

して鑑賞しない行為は制作とは呼べず，また制作体験の実

る。また，遠矢中と別保中は，生徒数や能力・技能などを

感を伴わない鑑賞は本当の理解とはいいがたい。そのため

含めた学習の実態が類似していることから，同時期に同じ

に，展示を通して他者に表現を示し，対話を通して相互に

題材を設定して生徒のアイデアノートや制作途中の作品を

理解するという具体的な方法論を取り入れようとした。

巡回させ，これらを通した交流をしながら作品を完成させ

②については，３年間を見通した学年進行の目安を，筆
者（樋口）と生徒たちが明瞭に把握できるようにするため，

ていくことを目指した。
このほか，３校の題材実施の時期設定については，指導

簡潔な言葉で表した。高等学校での美術の開設・選択状況

に要する材料や道具の確保と搬送の経路，他校の作品を展

によっては，中学校が最後の美術教育の機会になる場合も

示・鑑賞するための時間差などを考慮している。

少なくない。１年次に基礎的な能力を身につけ，２年次に

さて，表４に◆で示した作品展示・鑑賞のうち，３校と

表現の方法論を広げ，最終学年で自己表現について体験的

もわずかな時間差で取り組んだ「本物どっち？」という題

に理解した上で卒業させたいと考えた。

材の３校分の作品の展示を別保中学校で行った。この題材

③については，例えば少人数指導ができる昆布森中では，

も，附属釧路中学校の題材を共有したものである。

授業進度を早くできるため題材数を多く配置したり，展示

年度末にも遠矢中，別保中において３校分の作品交流を

や鑑賞の時間を多くとったりするなど，環境や実態に柔軟

計画したが，新型コロナウイルス感染症の流行の影響で実

に対応することとした。

現することができなかった。

④については，３校に共通の題材を設定し，その実施に
ついては時期をずらして教材の準備の負担を減らしたり，

表５に示した第３学年の年間指導計画では，35時間の授
業時間の中に４題材を配置した。第３学年では生徒がじっ

－ 66 －

№75

へき地の巡回指導による美術指導のための教育実践研究

2020

くりと表現に取り組むことができるように，題材数を減ら

する時間を設けた。作品の感想を「鑑賞カード」に簡潔に

して一つの題材にあてる時間数を多めにした。４題材のう

記述させ，他校の感想を見た振り返り記述をさせた（図３）
。

ち３題材までは共通としたが，それぞれの学校の生徒の実

他校の生徒作品と一緒に自分たちの作品を鑑賞する機会

態や希望を踏まえて，遠矢中には「篆刻」
，昆布森中には「水

は，生徒に刺激を与えた。特に，生徒数の少ない別保中の

墨画」
，別保中には「写真立て」の題材を加えた。

生徒たちの記述には，
「遠矢の人達が，みんな上手くてびっ

なお，表５に◇で示した「紙のランプシェード」という
題材は，附属釧路中学校の題材を共有したものである。
このように，３校分の第１～３学年分の年間指導計画を

くりした。いろいろなモダンテクニックを使えてよかった。
もっと上手になりたいと思った」，「いろいろな人のを見て
自分とは全然ちがう表しかたをしていてすごいと思った。

立案するためには，かなりの労力を要する。第１～３学年

みんなのいろいろな工夫を見れて良かった」など，生徒数

の学習内容の系統性を踏まえつつ，３校分の生徒や学習環

の多い遠矢中の作品の多様性や技術に対する強い関心が現

境の実態に合わせて関連性を持たせる必要があるからであ

れていた（図４～７参照）。

る。前述の通り，学校によって教材購入のための予算が異
なることもあるため，３校で同じ教材を準備することが可
能とは限らない。また，定期試験を求められる学校では，

（２）昆布森中における生徒による展示と鑑賞
昆布森中では，少人数のため学習環境を広く使うことが

試験１回分が授業１回分とみなされるため，指導に当てら

でき，時間をかけた個別指導を行うことが可能である。同

れる時間が異なってくる。学校行事や様々な事情で，計画

じ題材でも他校に比較して比較的少ない制作時間ですむの

変更を求められることは全教科に言えることだが，３校分

で，その分を展示や鑑賞の時間にあてることができる。令

の関係を踏まえて年間指導計画を立案しているので，１校

和元年度は，「わたしの四季」（１年），「生活を彩るデザ

の変化が他校に影響してしまう。

イン」（１年），「Feel Box」
（２年）の題材において，生徒

このような状況で，各学年に１題材ずつ附属釧路中学校
との共有題材を設定できたことは，かなりの負担軽減であっ

に作品の展示作業を体験させ，さらに自分の作品紹介をし
ながらの鑑賞活動を実践した。

た。今回の共有題材は，附属釧路中学校で先行実施したも

展示にあたっては，作品を鑑賞するための展示であるこ

のを，遠矢中，昆布森中，別保中の実態や年間指導計画に

とを強く意識させ，床からの高さ，作品どうしの距離など

合わせて調整したものである。Padletや直接の打合せを通

を考えさせた。生徒たちには，隣接する作品との色合いや

して，題材研究や実践で得られたノウハウを地域の教員が

バランスなど，壁面全体を意識しながら展示する様子がう

共有できることが確認された。

かがえた。こうした活動は，第１学年が８人，第２学年が
８人という少人数だから円滑に実施することができる（図
８～10参照）。

５．授業実践と生徒の反応

展示後の鑑賞活動においても，それぞれの生徒が壁面に
展示された自分の作品について積極的に話し，意見を交換

（１）巡回による作品交流
前年度（平成30年度）の取り組みを通して，３校に共通

することができた。また，校舎内に展示された作品群は，

題材を設定することの効果を確認していた。令和元年度で

他の学年や教員を含めたコミュニケーションのきっかけと

は，他校との交流を踏まえた以下の共通題材を各学年に意

なった。美術の作品は表現物であり，表現物が人間のコミュ

図的に配置した。ただし，③～⑤については，新型コロナ

ニケーションを媒介ことはむしろ当然であるが，授業を通

ウイルス感染症の影響によって未実施である。

して生徒はそのことに気づいた。

①「わたしの四季」
（１年）
②「本物どっち？」
（２年）
③「心でとらえたイメージ

（３）遠矢中における生徒による展示と鑑賞
他方，遠矢中では人数が多いため，これまでは教員や美

Feel Box」
（２年）

④「写真立て」
（２年）

術部の生徒たちで展示作業を行うことが多かった。令和元

⑤「墨の生み出す豊かな世界」
（１年）

年度では，生徒全員に展示活動を体験させ，作品を「他者

「わたしの四季」は，第１学年を対象とした絵画及びデ
ザインの題材である。六角形の枠内を色彩構成するととも

にどのように魅力的に見せるか」を意識させた上で，鑑賞
活動を行いたいと考えた。

に，自分なりの季節感を表現するための工夫や描写等を加

「紙のランプシェード」（３年）という題材では，44人の

える，発展的な平面構成の題材である。既習内容の平面構

生徒を６グループに分けて展示作業を行った。１階のホー

成の学習内容や，モダンテクニックなどを，季節感という

ルに机を設置し，作品の配置や採光，キャプションなどの

イメージの表現に応用することを主なねらいとしている（図

設置を行ったが，やはり人数が多いと指導が行き届かず，

２参照）
。

生徒一人ひとりに展示の意味を考えさせるには困難があっ

完成した図形を切り取ってスチレンボードに貼り，裏面

た。ただし，この展示は，小学校６年生の中学校体験登校

にマグネットをつけて黒板に掲示した。他校の生徒作品を

日に合わせたものであるため，来校する小学生という鑑賞

黒板に示し，自分たちの作品と見比べたり，話し合ったり

者を意識させて行った（図11，12参照）。
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「本物どっち？」
（２年）という題材は，拾ってきた石とそっ

ことにもなっていた。すなわち，作品の展示は，生徒の学

くりなものを粘土によって作る，というものである。形は

習状況とともに美術科におけるカリキュラム・マネジメン

もとより，色つやまで似せて本物と見分けがつかないほど

トを可視化することにもなったと言える。このことを通し

にそっくりに仕上げる。この展示については，生徒34人を

て，学校全体で推進するカリキュラム・マネジメントの共

６グループに分けて，完成した作品を屋外の自然の中に紛

通理解をいかに図っていくか，そのあり方についての示唆

れ込ませるように展示し，写真を撮影して記録するという

が得られた。
遠矢中，昆布森中，別保中の美術が巡回指導を前提とし

形をとった（図13，14参照）
。
本物の石とそっくりに仕上げた粘土作品を校庭の草むら

たカリキュラムであることと，その具体的な方法や生徒の

などにおいた様子を互いに鑑賞して話し合いながら，その

学習状況や学習成果が生徒や教員に理解されれば，生徒や

場の状況を撮影し，さらに撮影した写真について感想を述

学校の実態についての情報共有が円滑になる。勤務日や成

べ合うなどの様子が見られた。表現と展示と鑑賞が一体に

績評価などの日程に関しても，見通しをもって計画を立て

なるような動的な活動であったため，人数が若干多くても

られるようになった。
学校ごとの生徒の気質や生徒数の違い，教室環境や設備

対応することができた。

状況の違いもより詳しく把握できていたため，令和元年度
では，カリキュラムはほぼ同じであっても，授業のスタイ

（４）釧路町４校合同美術展
筆者（樋口）が指導した遠矢中，昆布森中，別保中の３

ルや指導の仕方を使い分けた。例えば，少人数の昆布森中

校に釧路町立富原中学校を加えた町内全４校の生徒作品展

では個別指導によって教師が手をかけ過ぎないように配慮

を開催した（図15～20参照）
。

し，反対に人数の多い遠矢中では全体への指示を明確にし，

これは例年実施しているもので，令和２年度は令和２年

グループ活動を多く取り入れて時間を短縮したり，個別指

２月１日から２月９日の期間に，釧路町内の公民館で開催

導の時間の確保を行ったりした。美術室がない別保中では，

された。美術の授業において制作された生徒作品320点が

学習内容によって教室や技術室を使い分け，学習活動の区

展示された。

切りを明確にして複数の場所での指導を行うなどの工夫を

この展示については，遠矢中と富原中学校の美術担当教

取り入れた（図21参照）。

員及び美術部の生徒が休日に行った。したがって，すべて

さて，巡回指導を前提とした美術のカリキュラム・マネ

の生徒が展示作業に関わったわけではないが，出品作品は

ジメントにあたっては，附属釧路中学校の実践事例の提供

ほぼ全生徒のものと言える。展示会場が遠矢中の校区にあ

がきわめて有効であった。各学年に１題材ずつ附属釧路中

るため，他の生徒が展示を見るためには困難が予想される。

学校との共有題材を設定し，先行実践の情報を踏まえ，遠

しかし，町内に点在する各中学校の実践の成果を発表す

矢中，昆布森中，別保中の学校や生徒の実態に即して適宜

る場を設けることには意義がある。校内展示からより客観
的に自分の作品を鑑賞することができると同時に作品の相

修正し，実践することができた。
巡回指導において新しい題材を取り入れることは，状況
の異なる複数校での実践となるため，教師の立場としては

互交流が可能になるからである。

心理的な抵抗がある。同じ地域で先行して実践された題材
やそのノウハウを共有できることは，大きなサポートである。

５．まとめと課題

Padletは，情報共有のSNSとしてよく機能していた。大学
及び附属学校による美術題材や指導，各種研修などの情報

（１）令和元年度の実践から
本研究は，前年度（平成30年度）の筆者（樋口）による
巡回指導の初年度における実践を踏まえ，これを発展させ

共有は，へき地においていわば孤立状態にある美術科担当
教員にとって有効であることが確認できた。

てへき地の巡回指導におけるカリキュラム・マネジメント
の工夫や教材研究を行いつつ，地域的サポートあり方と可

（２）課題と発展
これまで述べてきたように，地域的なサポートを踏まえ

能性を検討するものであった。
巡回指導２年目の実践開始に当たって気が付いたことは，

たカリキュラム・マネジメントや教材研究は，「制作」
「展

前年度の取り組みによって，展示に対する意識が教員や生

示」「対話」「鑑賞」という活動を通して，巡回指導の美術

徒に定着していたことである。したがって，令和元年度の

教育に一定の可能性の示したといえる。

巡回指導による生徒作品の展示は，各学校ともに日常的な

他方，巡回指導の課題は，やはりその変則的な勤務形態
にある。まず，教員の帰属感の問題がある。巡回指導を成

ものとして受け入れられた。
校内での展示は，当初は生徒同士の鑑賞を促すために実

立させるためには，各校の教員の理解と協力が不可欠である。

施したが，展示された作品を介した生徒と教員とのコミュ

本務校での校務分掌，学校行事，学年業務などについては，

ニケーションを促すことにもつながっていた。さらに，美

巡回指導であることから一定程度軽減されている。しかし，

術という教科に対する教員の理解を促し，巡回指導を踏ま

本務校での勤務は週に３日，２校の巡回校での勤務はそれ

えたカリキュラム・マネジメントを間接的に教員に伝える

ぞれ１日であるので，教員との関わりが希薄になりがちで
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ある。巡回校はもとより，本務校に対する帰属意識をもつ
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巡回指導をしながら学級担任となったり，校務分掌におい

本研究の遂行にあたり，釧路町立遠矢中学校，別保中学

てキャリアアップを図ったりすることは，現状では相当難

校，昆布森中学校の校長先生はじめ，教職員の皆様，生徒

しいであろう。変則的な勤務による負担を受け入れたまま，

の皆様の多大な協力を得ています。ここにあらためて感謝

長期間にわたって巡回指導を担当する教員がどれほどいる

の意を表します。

のかは不明である。
巡回指導は，へき地における免許外担任の問題の解消策
として取り入れられたが，その可能性と課題は未知数である。
担当教員の教材研究やカリキュラム・マネジメント，指導
方法の研究に関しては，へき地における教員の地域的なサ
ポート体制を拡充することによって，課題を克服できる可
能性がある。しかし，変則的な勤務形態による就労上の問
題は，巡回指導担当教員が解決できる範囲を超えた課題で
ある。実態調査に基づいた行政的な対応が必要とされよう。
注
１）佐々木宰・樋口理沙・更科結希，「へき地の巡回指導
を利用した美術教育の実践研究：北海道釧路町の３校
の中学校における事例」
，
『へき地教育研究』
，第74号，
2020，pp.19-33．
２）工藤雅人，「北海道における美術教員数の変容等から
見る美術教育の課題」
，
『第41回美術科教育学会北海道大
会研究発表概要集』
，美術科教育学会，2019，p.83，及
び同大会における研究発表配布資料。
３）佐々木宰・樋口理沙，「へき地校の美術教育における
表現活動と鑑賞活動の一体化に関する実践研究：少人数
を生かした制作・展示・対話」
，
『へき地教育研究』
，第72号，
2018，pp.87-95．
４）この用語の使い方は，教育行政における定義とは異な
るだろうが，本論では免許所持者が美術科の指導にあたっ
ている，もしくはあたっていない学校の状況に焦点をあ
てるため，便宜的に「配置」
，
「配置校」という用語を用
いる。
５）前掲１）によれば，平成30年度は52.5％である。
６）前掲１）
７）前掲３）及び前掲１）
参考文献
・免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会
議，「免許外教科担任制度の在り方に関する調査研究協
力者会議報告書」
，2018．
・更科結希，
「
『表現』と『鑑賞』の一体化を図る中学校美
術の題材の研究：美術館と連携した『Answer Art』の
実践を通して」
，美術科教育学会誌『美術教育学』
，第41号，
2020，167-179．
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令和元年度（平成31年度） 遠矢中・昆布森中・別保中の美術（１年）年間指導計画
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表４

令和元年度（平成31年度） 遠矢中・昆布森中・別保中の美術（２年）年間指導計画
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令和元年度（平成31年度） 遠矢中・昆布森中・別保中の美術（３年）年間指導計画
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表６

令和元年度の展示計画（２月27日以降は新型コロナウイルス感染症による臨時休校のため未実施）
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Padletによる道東の図工・美術WEBミーティングボード

図２ 「わたしの四季」のワークシート

図３ 「わたしの四季」遠矢中での鑑賞

図４ 「わたしの四季」遠矢中での３校の作品鑑賞

グループ活動

図５ 「わたしの四季」別保中での３校の作品鑑賞
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図６ 「わたしの四季」別保中での３校の作品鑑賞

図７ 「わたしの四季」別保中での３校の作品鑑賞

図８ 「わたしの四季」昆布森中での展示図

図９ 「わたしの四季」昆布森中での鑑賞

図10 「生活を彩るデザイン」昆布森中１年による展示

図11 「紙のランプシェード」（３年）遠矢中での展示
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図13 「本物どっち？」（２年）遠矢中での展示・鑑賞

図14 「本物どっち？」遠矢中での展示・鑑賞

図16

科

図15

釧路町４校合同美術展の展示

図17

釧路町４校合同美術展の展示作業
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図18

釧路町４校合同美術展の展示

図20

釧路町４校合同美術展の展示

図19

図21
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釧路町４校合同美術展の展示

別保中の授業風景（技術室での指導）
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へき地・極小規模校における教育課程の再編成
―総合的な学習の時間の見直しを事例として―
深

1

見

智

一1

2

森

健一郎 2

（ 鶴居村立幌呂小学校） （ 北海道教育大学釧路校）

Reorganization of Curriculum on Small Schools in Rural Areas
: A case study of Revision of Integrated Learning
FUKAMI Tomokazu1 and MORI Kenichiro2
（1 Tsurui Hororo Elementary school）
2

（ Hokkaido University of Education Kushiro Campus）

概

要

本稿は，筆者の勤務校における，教育課程の編成，とりわけ，「総合的な学習の時間」の実践について述べたものである。
「総合的な学習の時間」に関わる一連の取組のうち，特に，学年毎の探究課題の内容や系統性，外部機関との連携の仕方
に課題が見られた。この課題を解決するために，課題の系統性を再確認し，主たる体験活動を明確にした。このプロセス
を勤務校の教育課程の見直しのプロセスと捉えることで，さらに，学級担任の負担や PDCA サイクルの実質化にも目を
向けることができた。これにより，教育課程の各種全体計画の全般的な見直しにもつなげることができた。へき地・極小
規模校の限られた教職員数で，各種全体計画を作成・改善していくためには，運営の工夫が必要なことはもちろんである
が，状況に応じてトップダウンとボトムアップのどちらでも動けるような体制づくりが求められる。

資源を積極的に教育活動に取り入れてきた。へき地小規模

１．はじめに

校の学級担任はほとんどが教科担任制ではなく，教科指導

今日，学校教育には，様々な教科・領域に渡る学習内容

や生活指導の多くを一人で担っている。困難さはあるもの

について，児童や各学校の実態に応じた効果的な学校のカ

の，教科同士の学習内容の関連性を生かしたり，児童の様

リキュラムを作成し，それを発展的に更新していく教育課

子を見て興味・関心の高さや日常の生活との関わりなどに

程の編成が重要である（田村

気づきそれに基づいた指導をしたりと，様々な視点で児童

2014）
。

本来，教育課程の見直しは，
「学校経営のプロセスの中
で絶えず検討され，評価，改善されている」はずだが（山

の成長を促す学級経営をおこなうことができる。
2015（平成 27）年に文部科学省が策定した「公立小学

2018），筆者の勤務校においては，教育課程の編成，

校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引～少子化

とりわけ，総合的な学習の時間に３点の課題が存在した。

に対応した活力ある学校づくりに向けて」では，学校が小

第一に，３～６年生でおこなう総合的な学習の時間の探究

規模の場合，
「教職員一人当たりの校務負担や行事に関わ

課題の設定，第二に，平成 31 年度から完全に実施される

る負担が重い」ことが指摘されている。実際，へき地小規

学習指導要領への対応，第三に，学校の教育課程を見直す

模校が多い北海道では，かねてから小規模校の比率が高い

学校の仕組みづくり，であった。

傾向にあったが，近年，中心市街地の人口減少が進む都市

崎

本稿では，筆者が 2018 年から 2020 年にかけて，教務主

部においても学校の小規模化が進行している。加えて，複

任としてどのような取組をおこなったかを報告することで， 式学級になるほど児童数は減少しないものの，複数学級に
へき地・極小規模校における教育課程再編成の課題検討の

なるほどの増加も見込まれない単学級の小学校と複式学級

基礎資料としたい。

を有する小学校を合わせると，学校数に対して６割を占め
る。なおかつ，距離的な制約があることから，統廃合で「適
正」な学校・学級規模を維持することも難しい。深見（2013）

２．先行研究と本稿の構成

は，北海道東部地域の小規模小学校の学級担任への調査か

（１）へき地小規模校における学校経営と教育課程編成
これまでも，へき地小規模校は，地域とともにある学校

ら，単学級担任として困難に感じる業務として，『学校行

として，地域の人材・自然環境・歴史などの既にある教育

事への取り組み』，『学年打ち合わせなど学級について相談
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する場がないこと』
，
『授業の準備』であったことを報告し

教職員（道費負担職員）は 11 名である。本校では，かね

ている。小規模校ゆえの課題があることを前提に，学校や

てより総合的な学習の時間に力を入れており，地域の持つ

地域の特性に応じた意図的・計画的な教育活動をおこなう

潜在的な機能を刺激したり引き出したりすることで，地域

ために，カリキュラム・マネジメントが重要といえる。

力を生かした教育活動をおこなってきた（滝川 2005）。こ
れまで，中核となっているタンチョウや田植えに関する学
習活動「幌呂で育つ」のほかに，学年ごとに「地域の○○

（２）学級担任がおこなうカリキュラム・マネジメント
社会に開かれた教育課程を実現するためのカリキュラム・

自慢（年度によって異なる）
」の活動が年間指導計画に位
置付けられてきた。

マネジメントの視点として，
・ 教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科

教育課程の再編成を実施するにあたっては，管理職と教

等横断的な視点で組み立てていくこと（カリキュラム・

育課程全般に関わる課題点の確認をした。校長からは，①

デザイン）
，

教育課程を年度ごとに「実質化」していくためには，教育

・ 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていく

課程を見直すための機会と時間を確保していくこと，②児
童数が今後減少することに伴う教職員数の減少に対応する

こと（PDCA サイクルの確立）
，
・ 教育課程の実現に必要な人的又は物的な体制を確保す

とともに，教職員の異動があっても教育課程の見直しが継

るとともにその改善を図っていくこと（内外リソースの

続的な取組となっていくための組織づくりも必要であると

活用）
，

いう方向性が示された。それを受けて，筆者が教務主任と

これら３つが挙げられている（無藤 2017，田村 2017）。

しての具体的な実践を報告する。

しかしながら，学校でおこなわれている教育活動のうち，
各教科の学習は，教科書や教師用指導書に頼った指導が見
られ，学校独自のカリキュラム開発やその必要性に対する

３．実際の取組

教師側の意識が低いという実態もある。その要因として， （１）総合的な学習の時間の探究課題
教師が積極的に関与してカリキュラムを開発，編成，実施， ①課題点
評価するという発想がきわめて乏しかったことが指摘され
ている（山口満 2001）
。教師側の意識に課題がある点につ
いては，業務内容の多忙化も一因と考えられる。

ア）探究課題の設定
改訂前の全体計画では，総合的な学習の共通テーマとして，
「地域」というテーマが設定され，「歴史，文化，自然，生活，

カリキュラム・マネジメントにおける教師の役割を論じ

産業，仕事等」という項目があった（表１）。第３・４学

たものとしては，諏訪・田中・畑中（2018）
，田中（2017）， 年と第５・６学年の違いは，第５・６学年にキャリア教育
内山・玉井（2016）などが挙げられる。諏訪・田中・畑中

の要素が入っていることであり，その他は，いずれの学年

（2018）は，管理職及びミドルリーダーへのインタビュー

も共通であった。個々のテーマに問題はないものの，どの

調査から，学校－保護者－地域との様々な連携・協力は「社

学年でどのテーマを取り上げるかという具体的な記載はな

会に開かれた教育課程」そのものであり決して真新しいも

かった。

のではないが，教職員全体の理解を深めるためには，まだ

表２で示した探究課題は，学級担任が年度末に作成した

馴染みが薄く今後の課題であることを指摘している。田中

総合的な学習の時間の報告書に記載されていたテーマを一

（2017）では，カリキュラム・マネジメントは，教師にとっ

覧にしたものの一部である１）。これによれば，キャリア教育，

て「高度なスキル・アップに挑戦する機会」であり，その

タンチョウ，自然自慢，木，椎茸，釧路湿原，鶴居村の食，

ためには教師が「自校のカリキュラムのもつ長所と短所に

自信をもって伝える等のテーマで学習がおこなわれていた

ついて資料をもとに指摘できること」
，
「事後にカリキュラ

ことが分かる。ここで課題となるのは，学校の全体計画の

ム評価をおこないやすいように教師が目標を具体的に設定

中で学年間のテーマ設定に系統性や一貫性がないというこ

する力」などが必要であり，そのためには「実生活と何ら

とである。一例として，平成 28 年度に３年生だった児童は，

かの回路をもっている『社会に開かれた教員』がふさわし
い」としている。内山・玉井（2016）は，社会に開かれた

表１

教育課程を編成する一環としての「地域を探求する学習活
動」と，教科・領域との有機的な結合を図るカリキュラム・
マネジメントの重要性を指摘し，発達段階を踏まえた小学
校の実践事例を紹介・分析している。

鶴居村立幌呂小学校の総合的な学習の時間の探究課
題（平成 30 年度版 総合的な学習の時間の全体計
画より抜粋）
中学年

地域

（３）実践例として取り上げた学校の詳細
鶴居村立幌呂小学校（以下，本校）は，通常学級が３学
級（すべての学級が複式学級）
，特別支援学級が３学級で
構成され，全校児童が 20 名弱の小規模校（へき地２級）で，
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地域の歴史や文化，自
然，生活，産業，仕事
等を調べる活動を通し
て，人や社会，自然に
関わり，地域社会への
理解と愛着を持つ。

高学年
地域の歴史や文化，自然，
生活，産業，仕事等を調
べる活動を通して，人や
社会，自然に関わり，地
域社会への理解と愛着を
持ち，これからの自分の
生き方を考える。
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表２

をおこなったり，地域住民に講師に来て頂いたりすること

総合的な学習の時間の探究課題一覧

が多くある。本校の総合的な学習の時間の学習でも，地域

第３・４学年

第５・６学年

平成24年度

※

キャリア教育

平成25年度

タンチョウ

キャリア教育

平成26年度

自然自慢（食）

※

平成27年度

※

タンチョウ

平成28年度

自然自慢（木）

しいたけ

平成29年度

幌小レストラン

タンチョウ，釧路湿原

平成30年度
令和元年度

の様々な施設を見学したり，外部講師として，特別天然記
念物タンチョウの学習には地元のＮＰＯ法人の方，地元の
牛乳を活用した調理実習ではチーズ工房の経営者に依頼し
たりする等の活動がみられた。しかし，学年ごとの探究課
題が担任に任されている部分が多かったこともあり，学習

釧路湿原，調べ隊 自信をもって伝えよう
鶴居村，食べ隊

2020

鶴居の特産品，釧路の魚

※は，報告書のデータを見つけることができなかったこと
を表す。
「幌呂の自然自慢（木というテーマに限定）
」→「開店！幌

を進めるために体験活動や講師の選定が先になり，児童の
４年間の学習の系統性がないがしろにされている側面があっ
たことも反省として挙げられた。また，授業を進める担任
が個人的に依頼しており，学級担任が異動したり変わった
りすると，関係が途切れてしまうという状況もみられてい
た。総合的な学習の人材バンクのようなファイルも準備さ
れていたが，記録化されていない期間が長く，実質的に活

小レストラン（鶴居村の特産物を生かしたレシピづくり）」

用することが難しい状況がみられた。

→「タンチョウ，釧路湿原（自然）
」→「自信をもって伝

②改善の方策

えよう（地域の歴史）
」という内容で４年間のカリキュラ

ア）探究課題の系統性

ムが構成されていた。大きなテーマでいえば，
「自然→食

基本的な方針として，「地域の実態，児童の実態を踏まえ，

→自然→歴史」といえるが，学級担任によって取り上げる

年度ごとの探究課題を設定する。年間１テーマでの取組を

テーマに大きな差があり，担任のテーマ選定により学習内

基本とする」とした。それを受けて，学校課題は「地域を

容が大きく変わっていたということができる。

愛し，地域の未来を考える幌呂小学校の子ども」とし，探

積極的な見方をすると，児童が探究したい課題を年度ご

究課題を「自然」と「食」という構成で，４年間のなかで

とに設定することが可能であり，実際に指導にあたる学級

２回ずつそれぞれの課題を学習するということにした。第

担任の意向を反映しやすい，学級担任の裁量が大きく個性

３・４学年では，学校周辺の地域や鶴居村での体験活動を

を発揮しやすいと評価することができる。一方で，児童の

もとに，体験により得られた気付きをもとに自らの興味・

意欲や担任の意向が反映されやすいということは，学校と

関心に応じた課題追究を計画した。第５・６学年では，第

して４年間で学ばせたい目標，内容，方法が明確になって

３・４学年での学習をもとに，学校の周辺地域や鶴居村か

いないという課題が存在することを表している。また，担

ら範囲を広げた。具体的には，北海道東部地域（釧路地方）

任が学習課題を設定することの負担が大きく，いわば「学

に目を向けたり，体験だけではなく，これまでの経験をも

級担任任せ」とも言うことができる。実際，総合的な学習

とに深く調べたり，ふるさと鶴居村の良さを発信したりす

の時間は，他の教科の学習と異なり，教科用図書がないこ

る活動を多く設定した。

とにより，指導がしにくいと感じる教員も多いことが指摘

イ）第３・４学年の探究課題

されている。本校でも，着任したばかりの教員が，学校の

第３・４学年では，「鶴居の自然とそれを守る人々」
「鶴

教育課程や地域の事情に精通していない場合，取り上げる

居の食とそれに関わる人々」を探究課題として設定した。

テーマを選定することに困難を感じていたということもあっ

第３学年から学習する社会科では、第１・２学年でおこ

たようである。さらに，教員の指導力の差が表れやすくなり，

なった生活科のまちたんけんをもとに，身近な地域につい

第３・４学年と第５・６学年で同一テーマを探究課題とし

て学習することになっている。つまり、学校周辺の地域か

ている場合に，下学年のほうがより深い課題追究をおこなっ

ら，居住している市町村，都道府県，世界へと学年が上が

ているという逆転現象もみられていた。児童からも，年度

るにつれて学習の範囲が広がる構造になっている。これを

当初に教員からテーマが発表される際に，学年間のテーマ

踏まえつつ、第３・４学年の総合的な学習の時間の探究課

の重なりについての意見が時折出され，
「〇年生の時にやっ

題としては，学校周辺の地域（幌呂地区）や鶴居村に学ぶ

たことがある」という声も聞かれたとのことである。同一

範囲を限定し，
「自然」と「食」という切り口で地域の良

のテーマであっても，探究方法等の学習過程が学年段階に

さに気づくことができる学習を目指した。

よって異なることを児童に説明することでそのような課題

「自然」の探究課題を扱う第３学年では，国立公園であ

はクリアされる可能性はあるものの，これらすべては，学

る釧路湿原での体験活動を季節ごとに４回設定した。ラム

級担任が計画を立てにくい，授業をしにくい全体計画であっ

サール条約で保護されている世界的に有名な湿地が近くに

たことに起因するといえる。

ありながらも，意図しなければ意識することなく，通過す

イ）外部機関との連携

る一風景に過ぎないというのが児童の実態であることを踏

小学校においては，総合的な学習の時間，生活科や社会

まえた設定である。体験活動は，湿原の湿地に長靴を履い

科で地域について学習する際，学校の周辺地域で体験活動

て埋まることを体験したり，ウォークラリーを通して動植
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物を発見したり，外来種の駆除やクロスカントリーを体験

「自然」の探究課題を扱う第５学年では，第３学年で体

したりする。これにより，自らが住んでいる地域にどのよ

験した学習を派生する形とした。主たる体験活動として，

うな動植物がいるのか，どのような四季の移り変わりがあ

外来生物（ウチダザリガニ）の駆除による自然環境保護を

るのか，その自然を守るためにどのような人々が関わって

観光の目玉としている釧路市阿寒湖地域の見学や，釧路湿

いるのかということを児童が考えることを目的としている。 原や湖の環境を体験する標茶町のエコツーリズム体験，日
学習成果については，釧路湿原にある恩根内ビジターセン

本野鳥の会がおこなっているタンチョウへの給餌活動など

ター（環境省釧路自然保護事務所）で，体験活動の講師を

を組み込んだ。探究の過程においては，自らが興味関心を

してくださる環境省の職員の方に発表することを活動のゴー

持った地域を選択し，メールやオンライン会議システムを

ルとし，調べたことを発信する目的意識を高められるよう

通してインタビューしたり，調査を深めたりすることを付

にしている。

け加えている。

「食」の探究課題を扱う第４学年では，学校の身の回り

第６学年においては，内陸地に所在し海がない本村と比

にある山菜や学校の農園で収穫できる野菜，鶴居村の特産

較する対象として，沿岸部の市町村についての学習をする

品を活用した調理体験を主たる体験活動とした。本校の周

機会を設けるために，観光名所としても知られる釧路市の

りには，クレソン，ふき，わらび，行者にんにく等，季節

和商市場の見学を実施している。４年生の社会科で水産加

ごとに山菜がたくさん採れ，村外から多くの方が山菜採り

工場の見学をしていることをもとに，水産加工品が観光客

に来られている。その一方で，家族と山菜取りなどをおこ

の土産品になったり，飲食店で提供されたりすることで観

なったことも実際に食べたこともないという児童がほとん

光・サービス業へと関わりがあることに気づける機会とし

どであるという実態もある。そこで，季節ごとの山菜採り

ている。加えて，観光客の来訪の拠点となる釧路駅や釧路

体験やそれを生かした商品づくりに携わっている方へのイ

空港，道の駅等を実際に見る学習を設定した。これは，釧

ンタビュー，販売店への見学を体験活動として設定している。

路管内の観光の活性化に向けて，自分たちでできることを

また，社会科の学習とも関連して，本村の基幹産業である

考えたり，自分たちの町の魅力を発信したりする意欲付け

酪農の牧場見学やインタビュー，乳製品の調理実習もおこ

をねらいとしている。第 6 学年段階では，産業の学習を終

なうことで，特産品を生かしたまちづくりがなされている

えており，生活圏域以外の来訪者の増加が，地域経済の活

ことに児童が気づくことも目的としている。さらに，本村

性化につながることにも気付かせたいと考え，設定した。

は北海道東部地域の中でも比較的温暖な気候を生かして野

本村も含め，近年，国内や国外からの観光客が増加す

菜が栽培されており，野菜の直売所が多くあるのが特徴で

る傾向にあり，地域の魅力的な観光資源を理解すること

あるが，学校の農園で収穫した野菜を使ったレシピづくり

は，地域を学び，地域への愛着や誇りを育むことにつなが

をおこなう。レシピを地域の地産地消ショップ「つるぼー

る。第５・６学年のいずれにおいても観光という題材を通

の家」で展示するという活動を通して，学習した内容を発

して学ぶことを通じて，地域への愛着や誇りだけではなく，

信する機会を多くの方に知って頂く機会を設定し，第５・

「観光への興味・関心」
「課題解決能力」
「地域への参画意識」

６学年の「観光」の学習にもつながっていくことができる

が高められ，総合的な学習の時間に育成したい資質・能力

ようにした。

を育成することができると考える。

ウ）第５・６学年の探究課題

エ）主たる「体験活動」の明確化

第５・６学年でも，
「自然」と「食」という探究課題を

それぞれの学年で「主となる体験活動」を明確にした。

学習することとし，
「釧路の自然保護と観光産業」
「釧路の

そうすることで，すべての児童が共通の体験活動を４年間

食と観光産業」を探究課題として設定した。鶴居村から

で実施することになり，本校の総合的な学習の時間の重点

釧路管内（鶴居村を含む北海道東部の複数の市町村）に学

目標である「体験活動をもとに」おこなう探究的な学習に

習対象が広がっていることが第３・４学年との違いである。 学年ごとの系統性と学校全体としての一貫性をもたせた３）。
第３・４学年では，発達段階に合わせて，体験活動や自然

この点は，教職員が感じていた児童の実態把握をもとに改

や食に関わる人々の思いを通して学ぶ学習過程にしていた

善を図ったものである。へき地・小規模校の児童は，様々

が，第５・６学年では，鶴居村の良さだけではなく，釧路

な自然体験をしているように思われがちである。しかし実

管内の魅力の発信を体験活動の最終目的とした。高学年段

際には，鶴居村や幌呂地区の特徴ともいえる酪農やタンチョ

階では，
「教科の学習による定型的な知」と，
「教科の学習

ウなどについて，児童が知っていそうで知らないことが多

で育成された資質・能力と総合的な学習の時間による状況

かったり，経験していそうでしていないということが実態

的な知」を相互還流させることができる課題設定が重要で

としてあったのである。

ある。このことから，本村だけではなくエリアとしての広

オ）改訂にあたってのプロセス

い視野を持つとともに，街の魅力が「観光」という産業と

改訂にあたっては，令和２年度の新カリキュラム完成に

大きく関わっていることにも広がっていけるようなステッ

向けて，令和元年度は，
「食」と「自然」をテーマにする

プアップした学習内容（体験活動）とし，第３・４学年と

ことに決定し，令和元年度末までにより詳細な年間指導計

の差別化を図った。

画を作成した。実際の学習指導に当たる学級担任の意向を
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踏まえることが重要であると考え，急激な改訂はおこなわ
ず，２か年で変更していくこととし，教職員の理解を得や

みを策定した。
さらに，本校の重点目標には，「『豊かな心』の育成」が
位置づけられており，特に，「ふるさと学習の充実」
「ふる

すくした。
テーマの決定にあたっては，教務主任から一方的に原案

さとへの愛着の醸成」が今年度の取組事項として挙げられ

を提示するのではなく，ア）本校の過去５年間分の総合的

ていた。これらの重点目標を考慮した結果，総合的な学習

な学習の時間の取組を提示したうえで，イ）総合的な学習

で育成を目指す資質・能力については４年間の系統性を考

の時間の指導にあたる中学年や高学年の学級担任の意向を

えて２学年ずつ設定することが妥当であると考えた。

確認するよう配慮した。ア）については，過去の学習テー

なお，複式学級を有する小学校の場合，総合的な学習

マを提示することで，学級担任がイメージしやすく，児童

は A/B 年度方式で学習することがあるが，この方式の場

がどのような学びを経てきたのかということも理解したう

合，本校では次のような学習パターンが生まれることになる。

えで判断してもらえるようにした。イ）に関わっては，総

どちらのパターンから学習したとしても，第３・４学年で

合的な学習の時間が各教科等間の指導内容相互の関連を図

「鶴居村の食と自然」という一つのテーマが完結し，第５・

る中核であり，実際に児童の学習指導に当たる学級担任の

６学年で「釧路地方の食と自然」というもう一つのテーマ

意向を可能な限り反映した。

が完結するように学習テーマを設定し，４年間ですべての
学習テーマを履修することができるようにした。これによ
り，探究課題は毎年異なるものの，学級担任が児童の学年

（２）新学習指導要領への対応

に応じてどのような指導が必要であるかを明確にした。

①課題点
令和２（2020）年度から平成 29 年改訂の新学習指導要
領が完全実施されることとなっていたが，告示後の移行措

表３

置期間中の準備が十分であったとはいえなかった。今般の
改訂では，第５・６学年での外国語科の完全実施に伴う時

複式学級で学習する場合の系統性

パターン１で学ぶ児童 パターン２で学ぶ児童
第３学年

自然

食

こなってきた特別天然記念物タンチョウの保護活動（給餌

第４学年

食

自然

活動）等を含めて，本校の総合的な学習の時間における重

第５学年

自然

食

第６学年

食

自然

数の調整，プログラミング教育の実施，本校でこれまでお

点目標を実現するにふさわしい探究課題（テーマ）の設定，
すなわちカリキュラムの再編成が必要であった。加えて，
探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力
の設定もされていない状況であった。さらに，これまでの

（３）教育課程の見直しのプロセス

総合的な学習の時間の単元配当表（時数を含む）が，長年

①課題点

更新されていない状態になっており，実態にそぐわないこ

ア）学級担任の負担

とから活用されていないということも明らかになった。

これまで，本校においては，学級担任が年度当初に総合
的な学習の時間の年間指導計画を構想し，年度末に報告書

②改善の方策
まず，総合的な学習の時間の重点目標を，新学習指導要

を作成する作業をおこなっていた。これは学級担任のみに

領の３観点に合わせて見直し，以下の３点とした。

よる作業で，過去に実践されたものがデータとして保存さ

ア）
【知識及び技能】体験活動をもとに，探究的な学習の

れてはいたものの，それぞれの学級担任が独自に計画をし，

過程において，問題の解決に必要な知識及び技能を身に

２月に実施される職員会議で報告していた。なお，１月に

付け，課題に関わる概念を形成し，探究的な学習のよさ

実施される地域参観日という全校の学校行事において，総

を理解するようにする。

合的な学習の時間の学習成果が発表されており，教職員は

イ）
【思考力，判断力，表現力等】自分たちが住んでいる

それを参観することで各学年の学習内容を知ることはでき

地域における実社会や実生活の中から問いを見いだし，

た。表２で示したとおり，すべてが保存されていたわけで

自分で課題を立て，情報を集め，整理・分析して，まと

はなかった。

め・表現することができるようにする。

イ）PDCA サイクル

ウ）【学びに向かう力，人間性等】 探究的な学習に主体的・

総合的な学習の時間の計画を検討する場が設定されてお

協働的に取り組むとともに，互いの良さを生かしながら，

らず，計画自体が文書化されていないこともあった。また，

積極的に社会に参画しようとする態度を養う。

教務部の提案で年度末の職員会議で報告書を提案すること

教科横断的な視点をもって指導にあたれるようにするた

はあったものの，他の教職員から改善の必要性についての

めに，全体計画のなかの指導方法・指導体制の項目に，「児

意見が出ることがほとんどなかったことなど，年度ごとの

童の興味・関心，地域素材・人材活用を明確にした学年ご

計画・見直しが十分であるとはいえなかった。PDCA サイ

との年間指導計画を策定する」という規定をつくったうえ

クルが機能していない結果として，学級担任の裁量が過度

で，教科横断的なつながりを意識した年間指導計画の枠組

に大きく，学校の教育課程として年度間の系統性や一貫性
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時間を含め，各学校で策定することが求められている各種

が十分とはいえない状況であった２）。
実際，筆者自身も，本校の総合的な学習の時間の年間指

の全体計画に，
「児童の実態や指導上の課題」という項目

導計画に対する意識が高かったとは決していえず，平成

を新たに設定した。そして，担当者の起案をもとに，すべ

29 年度に第 3・４学年担任となり，本校で初めて総合的な

ての教職員でその項目について話し合い，全体計画の見直

学習の時間の指導にあたった経験を経て，年間指導計画の

しを年に４回設定することで，全体計画が形骸化してしま

見直しの必要性を認識した。平成 30 年度から，校務分掌

わないような仕組みづくりをおこなった。なお，各種の全

が教務部となり，カリキュラムの見直しが必要であること

体計画の作成は，教務部が主担当となり，教務主任である

について問題提起をし，第 3・4 学年担任と第５・６学年

筆者が中心となって分担して取り組んだが，
「児童の実態

担任とともに，年度末に見直しをすることを提案し，令和

や指導上の課題」の部分については，関係する校務分掌の

元年度末に改訂された全体計画を策定した。

担当者や学年の学級担任に分担を依頼した。そうすること

②改善の方策

で，すべての教職員が少なからず全体計画の作成に関わる

ア）教育課程編成委員会の設置

こととなり，教務主任の負担軽減を図るとともに，今年度

教育課程の再編成にあたり，校長の方針を受けて，校内

からおこなわれることになる定期的な見直しを多くの教職

の特別委員会として「教育課程編成委員会」を組織するこ

員が意識するのに効果的であると考えた。定期的な見直し

ととなり，筆者は教務主任として委員会の目的，活動内容， のサイクルは，教育課程編成委員会から示された原案をも
とに，教務部の年間運営計画のなかに位置づけた。

構成員の原案を起案した。
教育課程編成委員会は，学校経営の方針をもとに，各教

これらの取組にあたっては，総合的な学習の時間など教

科等の年間指導計画の見直しだけではなく，校務分掌の視

育課程の一部を変えるだけではなく，それと連動して，計

点からの業務の見直し，年間の授業日数の明確化，日課表

画→実施→評価→改善を組織的かつ継続的に実施すること

の見直し，その他教育課程の全体の調整をおこなうこととし，

ができるようにしたいという校長の意向があった。筆者は，

その調整を教務主任が担うこととなった。具体的な編成作

それを「フルモデルチェンジ」と捉え，この機会に大きく

業は，校務分掌の担当業務や担任する学級等を考慮したう

変えなければ，あと数年間は進化がない状態のまま維持さ

えですべての教職員で分担し，11 月から開始した。重点

れていくことになると考え，具現化するための策を講じて

的な作業内容として，各種全体計画を新学習指導要領に対

いたところである。筆者以外の教職員からも，そのような

応した新しい様式に変更すること，その際に，本校として

校長のリーダーシップに共感が得られていたのは，校長の

の課題（児童及び教師の指導上の課題）を明確にした。

先見の明がある。近い将来に，教職員数の減少が見込まれ，

総合的な学習の時間は，教務主任が原案を作成し，その

教務主任が通常学級の担任をすることが予想される。この

後，全体計画について学級担任を含む全教職員で共通理解

予想のもと，これまでの教務主任の業務を教頭に，教頭の

を図る形をとった。そうすることで，作業を円滑に進める

業務の一部を校長に移管して，校内の体制を構築していく

とともに，学校の教育課程全体のなかでの総合的な学習の

必要があるとことを校長が常日頃から教職員に説明してい

時間の位置づけ，４年間の系統性を明確にした全体計画の

た。それにより，今おこなっている教育課程編成委員会の

作成ができるようにした。

設置や各種全体計画の見直し作業に多くの教職員が理解を

教育課程編成委員会の設置にあたっては，新たな組織を

示し，積極的に協力をしている様子が見られた。

設置するだけではなく，校務全般をゼロベースで見直すと
いう目的をもった校長のリーダーシップがもととなってい
る。本実践では，校長の方針を受け，総合的な学習の時間
の全体計画にとどまらず，それを見直すための校内委員会

４．今後の課題
本実践を実施したうえでの課題を２点あげておきたい。

の設置，見直す視点の提示，作業時間の確保のための日程

第一に，小規模校ならではの校内体制の課題である。へ

調整などを教務主任が担当した。ただ作業として教職員に

き地・極小規模校は，限られた教職員数で，10 以上にも

課すということではなく，そのための検討の機会の設定や

わたる各種全体計画を作成，改善していくことが求められる。

作業時間の確保などをしたたうえで実施することで，教職

業務の推進の中心となる教務主任４）も，学級数が多い学

員が過度の負担なくおこなえたと考える。特に，年度の途

校とは異なり，担任業務をしながら教務主任業務にあたら

中ではあったが，いわゆる「余剰時数」の再検討をし，授

なくてはならない５）。複式学級の担任である場合は，２学

業時数を適切に管理し，放課後の教育課程の編成作業や会

年分の授業準備をする必要があることや，校務分掌の一人

議等に充てることができる時間を確保した。また，教育課

当たりの仕事量が多いという事情もある。

程の編成にあたる通常学級担任の職務負担軽減のために，

第二に，取組の進め方についてである。今回は，校長の

通知表の電子化をしたり，通知表発行に伴う様々な業務を

リーダーシップが効果的に発揮され，一般教職員にもその

教務主任等が請け負ったりする等の措置も講じた。

必要性が十分理解されたうえでの取組となったが，トップ

イ）教育課程の各種全体計画の全般的な見直し

ダウン・ボトムアップのいずれかだけでは効率的に進める

各種の全体計画の見直しにあたっては，総合的な学習の

ことはできなかったといえる。
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時系列で改善の過程を分析することは本稿ではできなかっ

の改訂は２度おこなわれてきたが，総合的な学習の時間

た。学校規模に関わらず，教育課程の再編成には大きな時

の全体計画を見直す必要のある学校は，少なからず存在

を機に「フ

していると思われる。おそらく，全体計画が現行の学習

ルモデルチェンジ」をおこない，小さな見直しや点検をシ

指導要領に十分に対応しておらず，形骸化している学校

ステム化する「マイナーチェンジ」を組み合わせていくこ

もあるだろう。その要因の一つに，教員の異動サイクル

とで，改善が継続されより良い教育課程になっていくと考

も関係していると思われる。総合的な学習の時間の全体

えられる。

計画を理解するには，単に全体計画を見るだけではなく，

間と労力がかかるので，学習指導要領改訂

６）

学校を取り巻く地域の環境や学校行事，各教科等の学習
内容等を横断的に理解している必要がある。そのために

註
１）報告書には，学校で定められた書式に従って，学習テー

は，年単位での時間が必要となるが，へき地校では異動

マ，評価の視点，月別の学習内容が記載されていた。

サイクルが４～５年程度と短く，学校全体の教育活動の

２）令和２年度からの新カリキュラム実施に合わせて，外

様子がようやく理解できたころには，異動対象となり転

部機関との窓口を教務部（必要に応じて教頭）とするこ

出するという問題があると予想しており，教育課程の再

とにした。年度末から年度初めにかけて，協力を依頼す

編成を進めるうえでの校内体制の在り方の一部として別

る機関等に連絡をとり，依頼内容を説明するのは教務主

途検証が必要である。

任がおこなった。実施にあたっての詳細な打ち合わせは，
学習を指導する学級担任が，授業実施にあたっての具体

附記

的な打ち合わせをおこなうだけで済むように，負担軽減

本稿は，第２筆者の森の指導のもと，第１筆者の深見が

を図った。実施後の礼状の作成は，今年度及び来年度に

執筆した。本研究は，JSPS 科研費 20H00732 の助成を受け

限っては教務主任が担当し，ある程度蓄積された段階に

た成果の一部である。

なったときには，各学級担任が担当した。これにより，
学級担任の負担軽減を図るとともに，担任が変わっても
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釧路管内の普通学級担任へのアンケート結果の考察－」

要因として考えられる。また，学校全体として計画や反

北海道教育大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

省の審議が十分ではなく，曖昧な状況が容認されるよう

研究紀要第 3 号，59-74

な教育課程のブラックボックス化も要因として考えられ

無藤隆（2017）
「学校や教員の問題意識を喚起することで
カリキュラム・マネジメントは実現する」教育技術

る。ただ，いずれも筆者の憶測の域を出ないものである。

2017 年 12 月号，16-19

４）本実践においては，教務主任が推進役となり取り組ん
だが，今後，教職員定数が減った際に，大きな見直しが

田村学（2017）「教科や単元，体験と言語，暮らしをつな

必要になった場合は，今回実施したような形で見直しを

ぐことで深い学びを可能とするカリキュラム・マネジ
メント」教育技術 2017 年 11 月号，14-21

実施することは困難である。今回，総合的な学習の時間
の全体計画は，他の全体計画に比べて大がかりな見直し

山口満（2001）「カリキュラム開発の理論と方法」山口満
編「現代カリキュラム研究」学文社

や調整が必要であったことから，教務主任である筆者が

諏訪英広・田中真秀・畑中大路（2018）「『社会に開かれた

担当した。
５）学級業務と並行した教務主任の業務の在り方や校務分

教育課程』の理念の実現に向けたコミュニティ・スクー

掌の在り方の検討は，本稿ではおこなうことはできなかっ

ルにおけるカリキュラム・マネジメントの検討－ Y 小

た。一般的に，管理職を含めたすべての教職員が教育課

学校を事例として－」兵庫教育大学研究紀要第 52 巻．
161-171

程編成に関わり，話し合えるような日常的な環境づくり
が必要であると考える。また，学校内だけで完結しよう

田中統治（2017）
「カリキュラム・マネジメント力のある教師」

とするのではなく，へき地校同士のネットワーク化によ

教育展望第 63 巻８号，11-16

り，分担が可能であるものは分担するなどの仕組みづく

内山隆・玉井康之（2016）「実践

動－社会に開かれた教育課程を創る」東洋館出版社

りが充実していくことも求められるが，自校のみででき
るわけではないことから，市町村教委レベルでの取り組

地域を探求する学習活

滝川敦善（2005）
「へき地における地域学習と教師のコーディ
ネート能力－「幌呂じまんをさがせ」の実践から－」

みは必要と考える。
６）総合的な学習の時間が導入されて以降，学習指導要領
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タイにおける小規模校の管理の工夫と遠隔教育DLTVの充実化政策
―小規模校化する教育環境改善の一環にみるタイの教育政策の教訓―
川

前

あゆみ

小

野

豪

大

（北海道教育大学釧路校） （北海道教育大学釧路校非常勤講師）

Ingenious Management of Small Schools and Enrichment of Distance Education in Thailand:
Lessons from the Policies for Upgrading Educational Environment in Downsizing Schools
（Ayumi KAWAMAE, Hokkaido University of Education）
（Takehiro ONO, Part-time Lecturer, Hokkaido University of Education）

はじめに
１．タイの教育制度にみる教員養成の特徴と学校統廃合政策の特徴
（1）タイの教育制度と近年の教育政策の特徴
（2）タイの教育制度にみる教員養成の特徴と学校統廃合政策の観点
（3）タイにおける学校統廃合施策の動向
２．タイの小規模校化による教育の問題点と地域格差を是正する施策としての DLTV の導入
（1）教育の地域格差の是正を目指した DLTV の導入
（2）小規模校の教育改善を目指した DLTV による番組の充実化
（3）DLTV による学習機会の充実と交通アクセスが困難な地域への教員研修支援の工夫
３．タイの授業スタイルと学校運営方式にみる日本の小規模校教育実践への応用
（1）少子高齢社会に対応した学校の小規模化による必要な教師の配置の工夫
（2）タイで今後も存続する小規模校の教育活動の充実と教員養成への期待

おわりに
【概要】
本研究の課題は、少子高齢化が急速に進行することによる学校の小規模化と小規模校化による教育の改善課題に資する
ために、タイの小規模校における遠隔教育の実践から日本への応用の視座をとらえていくことである。世界中がコロナ禍
の只中にある 2020 年現在、世界中の学校が長期間休校となり、子どもの学習環境・学習の機会が様変わりしている状況
にある。一般的にこれまでの遠隔教育は、指導者と学習者の物理的な距離が離れていることによる学習方法として考えら
れてもきたが、日常的に子どもが安全に安心して学習ができる環境づくりとしての遠隔教育が改めて注目され始めている。
本研究では、遠隔教育の推進を国家プロジェクトとして取組むタイの実践に着目し、教育環境改善の一環としての取組か
ら日本への応用の可能性と今後の研究課題を示した。
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めにはそれまで以上に教育の充実が国内の地域を問わず必

世界的に見てもタイは小規模校教育の充実を目指した遠

要とされたことにある。

隔教育の実践知は高く、タイの遠隔教育の充実化政策に学

ここでは、タイの教育制度と学校統廃合政策の特徴から

ぶ意義は大きい。本稿では、学校の小規模校化が急速に

タイが抱える教育環境の地域間格差是正を目指す小規模校

進行する日本とタイを取り上げ、タイ王国（Kingdom of

の遠隔教育の取組を取り上げていく。また、タイ国内にお

Thailand、以下本稿では、タイ）と日本の学校の小規模

いても急速な少子高齢社会に入り、少子化問題も顕著にな

化を取り巻く背景からその類似性を抽出するとともに、教

りつつある。タイは日本よりも広大な国土（1.4 倍）を有し、

育の改善課題に向けたタイの取組を考察し、日本のへき地・

第一次産業を主たる生業とする農村や山岳地帯に暮らす少

小規模校教育実践への応用化を図ることを課題とする。

数民族も多い。タイの人口は 2017 年現在 6,619 万人、出生

日本の義務教育段階における小学校と中学校の学校統廃

率は 2016 年現在で 1.48 と日本の 1.44（2016 年）とほぼ同

合においては、第二次ベビーブームのピークを境として子

率と言われている（注 3）。ASEAN 諸国の中ではインドネ

、ベト
ども人口の激減によりその施策が何度も打ち出されてきた。 シア（2 億 6,679 万人）、フィリピン（1 億 651 万人）
2000 年代の「平成の大合併」と言われた市町村自治体の

ナム（9,649 万人）に次いで 4 番目に人口が多い。国内は中

合併は同時に学校の統廃合も加速化させ、現在では１自治

部タイ、北タイ、東北タイ、南タイにエリア区分され、バ

体に公立小学校１校、公立中学校１校となった地域も増

ンコクを中心とする１都 76 県で構成されている。タイ国

加している。特に北海道は広域性の中で 14 行政区（管内）

内は、1 つの県内に「郡」が置かれ全国に 878 郡ある（2016

があり 179 自治体を有している（2020 年 10 月現在）。人口

年）。その「郡」内には「区」があり全国に 7,255 区ある。

減少社会が進む中で、同一自治体内では通学区域の広域化

さらには、
「区」内に「村」単位の集落が平均 10 村集まっ

が進み、これ以上の学校統廃合は進められない状況に置か

て 1 つの区を成しており、全国に 74,965 村ある（2016 年）
。

れている市町村も少なくない。そのような状況の中、最近

これらの村の集落に学校があり、地域にある学校は学び場

では小規模校が少人数でも多様なかかわりと学び合う学習

として地域と密接な関係にある。

の機会を充実させる一つの手立てとしてバーチャル教室な

一方で、タイは 2018 年に世界銀行から学校統廃合の必

どの遠隔教育の整備が 2019 年より新たに始動した。へき

要性に関する提言を受け、小規模校（全校児童生徒が 120

地性の高い北海道内では、特に遠隔教育の充実を目指し遠

名以下）を統合する方針を打ち出した（注 4）。2019 年 6 月

隔システムを使った学校間をつなぐ集合学習や道徳の授業、

10 日現在、全基礎教育学校（日本の小学校、中学校、高

教員研修、市町村内の研修会議への応用と、学校（地域）

等学校）は合計で 29,871 校、そのうち生徒数 120 名以下の

に居ながらリアルな教育環境の改善に取り組み始めている。 小規模校は 15,158 校となり、割合は 50.74% となっている（注
一方、タイの遠隔教育は国家プロジェクト（注 1）とし

5）。タイ教育省の統計では、国内の学校約 30,000 校のうち、

て 1990 年代以降、日本よりも進んできた。国が主導して

14,000 校が統廃合の対象であることを報じている（注 6）。

実践的に取り組んできた実績を誇っており、この取組は日

さらに、政府は、30,000 校を 17,700 校にする目標値を示し、

本にとって大いに参考になる。この点でタイと日本の少子

小規模校を大規模校に統合し、スクールバスで児童生徒を

高齢社会における学校の小規模化の類似性から日本の今後

通学させる方針を打ち出した（注 7）
。他方では、離島や

の小規模校教育への応用について考察していく。

山岳地帯など地理的に学校が必要だと考えられる少なくと
も 2,700 校の小規模校の統廃合は今後の課題としている。

１．タイの教育制度にみる教員養成の特徴と学校
統廃合政策の特徴

これまでもタイでは、小規模校化による複式学級の学習
指導（Multigrade Teaching MGT）の改善を目指すために、
2008 年には国内 14 の小学校に MGT をパイロット校として
導入し同年全国規模で 800 校へと拡大させ、教育の改善を

（１）タイの教育制度と近年の教育政策の特徴
ここでは、タイの教育制度を踏まえた上で近年の教育政

はかってきた。しかし、その後の小規模校の教育改善を目

策の特徴と重点政策を取り上げたい。タイの教育制度は、

指す施策として MGT の解消を目指す政策転換を行っている。

日本と同様に 6 年間の初等教育、3 年間の前期中等教育、3

その最大の理由には、教員不足を解消する目的にあり、ま

年間の後期中等教育、4 年間の高等教育の修業期間を採用

た複式指導による教師の指導力不足を解消する政策背景が

している（注 2）
。義務教育期間は 1990 年に 6 年から 9 年間

あった。複式指導による教育効果も検証されてきたが（注 8）、

に延長することが閣議決定され、1999 年の国家教育法に

それ以上に国家プロジェクトとしての Distance Learning

より、初等教育と前期中等教育が義務教育とされ、加えて

Television（以下、DLTV）による遠隔教育の充実に期待

2009 年度より就学前教育 3 年間も含めて 12 年間が無償と

したところがある。

なっている。さらにタイでは、1990 年代から遠隔教育が

ここでは、以下の 2 つの視点に着目して、近年におけ

検討されてきた。それは、隣接国との共生や首都バンコク

るタイの地域間格差を是正する小規模校の管理の工夫と

への一都集中による人口移動、東南アジアにおけるタイの

DLTV システムを用いた遠隔教育についてとらえていく。
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このようにタイにも小規模校に通う子どもがたくさんいる

算の 20％を維持しており、2017 年度の教育予算は児童生

ことを鑑み、タイの教育実践から小規模校化する日本のへ

徒一人当たり 700 バーツが年間支給され、年間総予算は 5,387

き地教育への応用の視座を整理していくこととする。

億 4,900 万バーツ（1 タイバーツ THB ＝約 3.4 円〔2020 年 7
月 22 日時点〕）である。

（2）タイの教育制度にみる教員養成の特徴と学校統廃合政

このように、タイ政府は総予算の 20％前後を教育予算

策の観点

に充てつつも、世界銀行から子ども人口の減少に見合う学

1999 年に国家教育法が成立したタイの教育制度は、多

校規模の違いによる教育格差を是正する必要性の提言を受

面的な教育改革を進めてきた。その１つは、義務教育期間

け、急速にその学校統廃合の施策の検討と実施に着手して

が初等教育の 6 年間から前期中等教育 3 年間も含めて 9 年

いる現状にある。そこで本稿では、近年の学校統廃合の

間に延長されたことである。就学前教育も含めて 12 年間

動向についても概観する。タイは、小学校では 1 学級当た

の無償教育を制度化している。さらに教育行政の地方分権

り 18-19 名、小規模校では 1 教師当たり 13 名程度の児童生

化といった制度的なスケールや、小学校英語教育指導の教

徒の配置をしており、世界的に見ても人数だけでみると恵

育内容の高度化、授業方法の質的高度化を教員養成改革も

まれた教育環境を有している。その教育現場では、小規模

含めて進めてきた。一面的には、日本と同じような経路を

校ほど教師が不足している実態も指摘されている。それは、

辿っているようにも見えるが、日本と異なるのは、国が主

国土面積が広い中で、教員の配置が公平にはされていない

導的に教育改革を行ってきた歴史を有していることである。 ことによる。子どもたちにとっては、どんな地域でもどん
先行研究では堀内は、2004 年度から教員養成課程が 4 年か

な学校でも教育の保障は公正にされるべきではあるが、で

ら 5 年に変更されたことによる教職の専門職化について論

はなぜ偏りがあるのかを、次にとらえる。

究している（注 9）
。その改革の主眼は「専門職」として
の教職の高度化を図るものとして教師が位置付けられたこ

（3）タイにおける学校統廃合施策の動向
タイ教育省によれば、タイでは毎年小規模学校が増加

とである。
タイの教員養成制度は 1945 年に制定され、その後 1980

している。2015 年から 2019 年の 5 年間をみても、基礎教

年まで 5 度にわたる改定がなされている。1970 年代の人口

育学校全体が 30,816 校から 29,871 校と 945 校減じているが、

増加による教師不足を補うために増設された大学養成機関

小規模校の割合は 50.55％から 1.9 ポイント増加し 50.74％、

における優秀な人材育成の困難さが指摘され、2004 年度

15,158 校ある。その理由としては、少子化や人口減少化、

から 5 年間の養成機関として高等教育における教育改革が

都市圏の中・大規模校への転校、などが挙げられている。

示されている。修業年限を 5 年間に移行するに当たり、教

さらに、同教育省の統計資料によれば、2019 年度の全

職希望者に対するインセンティブとして初任給の引き上げ、 校児童生徒数別の学校数は、タイの小規模校と称される人
奨学金制度の活用による卒業後の教員採用の保証等を政策

数は「120 名まで」を示し、全校生徒数「0 名」が 305 校

化するとされた。しかし、総じてそれらの施策は地域間格

（1.02％）、「1-20 名」までが 812 校（2.72％）、「21-40 名」が

差によって必ずしも優秀な教員確保にはつながらないとす

2,164 校（7.24％）、
「41-60 名」が 3,445 校（11.53％）、
「61-80

る評価も指摘され長くは続かなかったという。また、堀内は、

名」が 3,431 校（11.49％）、
「81-100 名」が 2,813 校（9.42）％、

1980 年に制定された国立学校教員法により教員養成の量

「101-120 名」が 2,188 校（7.32％）となっており、これらが

的生産には応えたものの教員養成機関の質的高度化が伴わ

統合の対象とされている。ちなみに、全校生徒数で多いの

なかった問題点を指摘している（注 10）
。他方、同時に教

は、「121-200 名」までの学校が 6,828 校（22.86％）である。

員給与水準の低さから優秀な人材確保には至らず、教職志

小規模校の学校種別でみると、小学校の 14,111 校（69.15％）

望者の学力水準の低さも問題視されていた。これらのこと

であり、中・高等学校は 182 校（7.72％）と圧倒的に小学

が後の学校の小規模化に対応した教師の学習指導力の低下

校の小規模校が多い。

にも影響を与えたことが近年の教育政策の施策にも現され

そこで課題となるのが、小規模校は一般に質が低く、効

ることになった。しかし、この教員養成の修業年限も論議

率がよくないとする評価である。そのような小規模校に対

の末に、2019 年から再び 4 年制に戻っている（注 11）。

する管理運営上のガイドラインが必要とされ、教員が学校

タイの高校生の学力は OECD の 2015 年調査結果により

や指導を管理できるように人材育成することも重要とさ

国際的にはやや低位にあることが判明し、かつ都市部と地

れている。このガイドラインの 1 つには、2017 年に打ち出

方の学校の地域間格差があること、大学附属学校やサイエ

された「家の近くのよい学校」（日本語は筆者訳）がある

ンス・スクール等とそれ以外の学校間の格差が大きいこと

（注 13）。その運営ガイドラインには、小規模校の統合管理、
人事管理、学務管理、財務管理（備品・土地・建物・場所・

をタイ教育省は憂慮している。
タイの 2016 年就学率は、就学前教育 74.8％、初等教育
102.7％、前期中等教育 96.8％、後期中等教育 78.6％、高等

その他の資産管理）
、統合の際の登下校管理とあり、日本
の一般的な学校管理と同義といえる。

教育（大学の学部等）49.1％となっている（注 12）。タイ

具体的な学校の管理業務は、現状の小規模校の体制では

の教育予算は、財政状況が厳しくなりつつある近年も総予

不可能であるということがわかってきた。教員の困難性
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は、１）本来業務である学習指導だけでもそれなりの業務

時点）では 15 チャンネル、就学前教育から初等教育、前

量である、２）管理業務を担当できる人材の不足あるいは

期中等教育、後期中等教育まで、各学年各教科で番組が構

力量不足、３）設備や機材などの不足、４）そうした状況

成されて放送・受信することができるまでに整備されてい

に関わらず、行政関係の書類のやりとりや打ち合わせの業

る。小規模校化が進む中で、少ない教員数でも対応できる

務量は変わらない、といった 4 点にまとめられる。もちろん、 遠隔教育の充実と教師の指導力を補完する補助的な教材と
コミュニティが学校管理に参加してくれるという長所もあ

もなっている。

るが、教師の困難性をすべて解決することにはならない。

その中では、バンコク中心部から 1 時間程度の距離にあ

運営ガイドラインの概要は、小規模校を市街地の中心校

るサムット・ソンクラーム県の複式学校においても DLTV

と共にネットワークを組んで小規模校の教育の質を改善し

学習による授業を実践していた（写真１）
（写真２）
（写真３）。

ていくことを目的としたものであり、小規模校に通学する

その視察校のインタビュー（注 15）では、複式学級の担

児童生徒の学力向上を目指し、また財政面の効率化を戦略

任教師が「それぞれの学年がビデオ教材を見て学習し、私

計画の中心に据えていることに特徴がある。他方、社会的・

は巡回して機械操作や解説をしている。ビデオがあれば２

文化的側面から、小規模校には強いコミュニティを有する

学年同時に授業ができて便利だと感じている」と語っていた。

ところが多いとされている。保護者たちの職業は農業が中

また、視察校の校長は「DLTV の使い方が大切である。繰

心であり、地元の伝統的な知恵を利用しつつ、多様な文化

り返し見ることができるので、生徒の理解度に合わせて単

的違いも融合しながら小規模校に対して伝統的に協力する

元の復習や重点の確認などにも役に立つ教材である」とし

姿勢があることも鑑み、スクールバスなどで通える近隣の

て、DLTV の有効活用の必要性と可能性を語っていた。小

コミュニティにある学校へ通学できる学校統廃合政策を重

規模校の少ない教職員で協力し合う学校づくりは、日本の

視している。スクールバスによる登下校管理を例にすると、 目指す学校観と同様である。現に、各教室には様々な装飾
支援日数は年間 200 日以下、支援額は学校までの通学距離

や掲示物があり、それも「担当する教員だけではなく、各

に応じて異なり 1 人 1 日 10 バーツから 20 バーツを支給する

教員がアイデアを出し合って、クリスマス、子どもの日な

としている。

ど、行事にちなんだ展示を行っている。教室では様々な教
科の学習項目を生徒が振り返ることができるよう工夫して

２．タイの小規模校化における教育の問題点と地
域格差を是正する施策としての DLTV の導入

いるが、これも各教員で分担している。自分の専門科目（得
意科目）以外でも、教員間で協力している」と、寺院の敷
地内にある学校が今でも地域の中心とした学びの場として
位置づいていた。

（1）教育の地域格差の是正を目指した DLTV の導入
タイでは、1990 年以降、DLTV を用いた遠隔授業が国

他方では、
「通信システム上の問題であるが、インター

家政策として取り組まれてきた。当時は、衛星放送を用い

ネット回線の不具合で突然ビデオに頼れなくなり、教員が

た遠隔放送であったが、通信技術の発達により、ある程度

困惑することも多々ある。使い勝手がよい一方で、通信事

必要な時に必要な場所で番組を視聴することができる点

情は不安定というジレンマがある」と校長は指摘し、その

では、その有機的な歴史に学ぶことは日本にとっても大変

点、「DLTV は教育省から外付けハードディスクの無料配

重要な取組と言える。ここでは、これらの取組が、学校統

布を受けて、オフラインで使用することもできる。主にイ

廃合とどのように関連付けられていくのかに注視した。教

ンターネット回線へアクセスできないへき地の小学校を想

師の人数が少なくても DLTV を活用すれば児童生徒は自

定したサービスである」として、インターネット回線が未

学自習することができ、あるいは補助教員がいれば個別

整備の地域でもそれを補完する手立てがあることを指摘し

指導に補助教材として活用することが出来る点で、教師の

てくれた。

指導にかかる負担を助ける役割を果たしている。大作らの
調査によれば、小学校では 2002 年からインターネットに

（3）DLTV による学習機会の充実と交通アクセスが困難な

よる教育支援プログラムが開始され、その 2002 年当時は 6

地域への教員研修支援の工夫

チャンネルで放送され衛星放送を補完する役割として導入

DLTV を活用するためには、視聴に必要な機器がどの地

されたことが述べられている（注 14）
。さらに、大作らは

域にも揃っていなければならないが、ハード面でいうなら

DLTV を活用した小学校のプログラムについて「地方の

ば、どの地域でも行き渡っている状況には至っていないと

教員不足を補うためとし、山間部や辺地部に教員が赴任し

いう。そのため、教育省は、小規模校の管理について前述

たがらない、特にタイ国北部の国境沿いにある山岳民族の

した財政面からも支援体制を強化していくとした。その中

村落などには、この傾向が強い」ことも要因としている。

では、特に財政面で政府が公立の小規模校に対して生徒数
に応じて補助金を支給し、それを元に運営計画を立てられ

（2）小規模校の教育改善を目指した DLTV による番組の充

る。生徒が少なくなれば配分額も下がることになり、小規

実化

模校への影響は大きい。管理業務だけでなく、指導や学習

タイの DLTV を活用した授業支援は、現在（2020 年 7 月

の技術的改善に充てる必要もあり、また公共料金も増加傾
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向にあるため、小規模校の資金運営は大変厳しい状況に置
かれている。技術面では、国全体として学校教育に必要な

2020

価していた。
しかし、教育省の 2020 年最新の資料によれば、
「Stand

IT 技術の進歩は著しい反面、それらを導入するために費

Alone」については、へき地性が高く物理的に交通のアク

用を捻出し、学校管理や学習指導に導入することに課題を

セスが悪い場所という意味（孤立的）と、質的に高く小規

抱えていることもある。こうした状況から労務管理も含め

模ながらも平均的教育が出来ているという意味（自立的）

て小規模校の管理を手厚くし、教師は学習指導により専念

の両方がある（注 17）。同時に質的にも厳しい状態にあり、

できるような配慮を戦略計画に位置付けている。また、機

質の整った他校からの支援が受けられないという意味でも

材があったとしても、教師がそうした技術に慣れておらず、 へき地性が高い場所になる。そのため、教員の配置は、例
操作や運用にも困難があるため、教員の研修機会の保障に

えば教員を４名配置するためには生徒数は 80 名必要にな

も様々なプログラムも開発を進めている。

るが、逆に生徒数が減少して 50 名になると、教員数も 4 名

そのことは、実際の小規模校でのインタビューにも伺う
ことができた（注 16）
。校長は、
「一般に長期休暇の時期に、

は維持できない。
学校が 6 学年あるのに教員が 2 名、あるいは 3 名となる

県教育局が研修会を開催している。開催にあたって、学校

と、その教員だけで指導をやりくりするか、足りない分の

側がどの教員にどんな研修が必要かというニーズを県教育

非常勤教員を雇うか、などの方法がとられている。それぞ

局に上げ、県教育局はその情報を元に研修を企画すること

れの学年・学級をどのように編制するかについては、以

になっている。ニーズの中には、タイ語専攻だった教員が

前は地域の教育アドバイザーが助言していたという。教員

算数の指導力を強化したいということもある。県教育局は

不足により複式学級になってしまう場合は、2017 年前ま

それぞれの研修に最適な講師を見つける努力をしている」

で、その学校の教材費として年間 20,000 バーツ（約 68,000

とした。さらに、「テレビやインターネットを活用したオ

円）が支給されていた。統計上はこのような状況下におい

ンライン研修も実施されており、きちんと修了証も発行さ

て、タイは全体的には教員数は足りているという。1 学級

れる。教科指導法に関しては様々な学年、教科の講座が用

当たりの割合としては教員 1 名当たりの児童数は小学校で

意されている。DLTV は生徒のみならず、教員向けの研修

18-19 名程度、小規模校に至っては 13 名程度配置されてい

プログラムにも活用されている」としている。もちろん対

ることになる。しかし、統計上は教員が充足されていても

面での研修もあり、それについては「対面研修は、教員が

実際上の問題は教員の配置で、例えばへき地の小規模校に

学校を不在にする時間を極力減らすため、長期休暇や土日

派遣されても 1 年経つと、交通事情もよくなり、より利便

祝日で実施される。バンコクまで行く必要はなく、地元の

性の高い地域に家族と一緒に転校していく子どももいるた

サムット・ソンクラーム県の中心地で受講することができ

め、結果的に小規模校で教員 1 名当たりが担当する生徒数

る」と語っていた。このような教員研修システムも、日本

が少しずつ減少している。

の広域性にある教育行政の施策と類似していることがイン
タビューからも明らかである。

（2）タイで今後も存続する小規模校の教育活動の充実と小
規模校を支援する教員養成への期待
実際にタイでは小規模校数について、これ以上は少なく

3. タイの授業スタイルと学校運営方式にみる日
本の小規模校教育実践への応用

はならないという見解もある。人口減少によって子どもの

（1）少子高齢社会に対応した学校の小規模化による必要な

ので、それを強制的に統合しないスタンスを行政は保持し

数も少なくなるが、小規模校は村にはなくてはならないも

教師の配置の工夫

ている。それはコミュニティにおいては、寺の機能とも密

既述したように、タイ国内の小規模校は現在 15,158 校あ

接に結びついたものもあるためである。しかし、区（村が

り、小学校のカテゴリーにある「行政区認定校」には様々

いくつか集まったタンボンという行政単位で、村＞区＞郡）

な規模が指定されているが、小規模校は 1,430 校ある。各

にひとつは中心的な機能を担う学校（行政区認定校）があ

校は資金的にサポートされ、環境整備された施設もあり、

り、ここに人材や教材のリソースを集中させることで将来

周辺校のモデルとして地域の学校評議会が推薦する学校と

的に統合できるような流れは想定している。5 年後にはそ

評されている。「行政区認定校」は、様々な教育事業の実

のような学校統合の動きがさらに顕著になることが想定さ

施請負校としての依頼が多いという。現在の政策では、こ

れている。統合は政府が指示していくというよりも、現状

の複式学級編制の解消を目指した小規模校の統廃合が進め

に応じて基礎教育委員会が調査をし、そのデータをコミュ

られているが、他方で教育省は、次のような見解も有して

ニティの人たちと共に共有しながら将来の地域社会のあり

いる。複式教育の必要性に関して 2 つの問題があり、必要

方を決めていくスタンスがあった。

なところに教員を配置できない状況、もう 1 つは、生徒数

次に、タイの教員人事は、一般的には地域（県）教育局

の不足である。他方で、規模が少人数の学級は子どもの社

ごとに行われ、へき地の小規模校には新卒教師が配置され、

会性を発達させるにはとてもよく、グループで活動するこ

4 年間勤務するのが一般的とされている。本人が希望すれ

となど、子どもの主体性を育てることができる点は高く評

ば勤務年数の延長もできるが異動を申し出ることができる
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運用システムがある。県では教員応募者の成績を見ながら、 ンフラの整備、コンピュータ配備といった物理的な環境整
小規模校の状況も考慮して配置することが可能となっている。 備が必要であり、へき地性が高い地域ほど十分ではない中
もうひとつ特長的なのは、その地域の出身者を養成してそ

で、タイでは遠隔教育を国家政策に位置づけながら既に四

の地域に戻す方法である。これは高等教育委員会の管轄

半世紀もの間、国内の学校で普及を進めてきた。すべての

で「Equitable Education Fund」という独自の奨学金を運

学校が自由自在に扱えているわけではないが、現在までの

用している。教育省と国内 10 か所の教員養成大学が将来、

到達点としては、教師の指導技術を補強する取組につながり、

教員が必要とされる地域と時期を計画した上で、奨学金を

また、1 人の教師にかかる負担の軽減化、少ない教職員の

出す学生を決めて幼稚園と小学校を担当できる教員養成を

事務作業の効率化、さらに教員研修内容の質保証や、児童

担っている。一般に地方の学生は質の高い教育を受ける機

生徒が学びたいときに学べる学習環境の充実に寄与してい

会に恵まれていないので、このプログラムは彼らにとって

る取組があった。

も魅力的とされている。また、学生にとって生まれ育った

今後、日本も教育法制度や教育予算といったハード面が

地域に貢献するという喜びも得られることから、2 年前か

タイとは異なるにしても、日本の子どもたちがどんな地域

らこのプログラムが始まった。

でもどんな学校規模でもどんなに少人数になったとして

そして、同様の話は筆者らが訪問したタイの教員養成大

も、より豊かな学習の質の向上を目指す遠隔教育の充実に

学の一つであるスアンドゥーシット・ラジャパット大学の

は多くの学ぶべき観点があると言える。その教育効果の具

A 教授からも伺うことができた。

体については別稿で改めて詳論していくが、日本の学校の

A 教授は、「政府はタイの教育改善について、都会の人

小規模化に伴う応用の視座を示していると言えよう。タイ

をへき地に送るのではなく、へき地の人が教育を受けた後、 での遠隔教育の実践にはどのような教育効果があり、学校
またその地域に戻って仕事をするプログラムを考えた。バ

統廃合政策の中でも小規模校のより豊かな学びの保障に

ンコク出身の人がへき地に居を構えて住みつく必要もなく、

DLTV がどう寄与しているのか、今後の課題としたい。

またへき地の人がバンコクなどの都会での学業が終わった
ら自分の出身地に戻ることができる」ということである。 【謝辞】
そして、それを実現する「移動する教師（クルー・クアン

本研究を遂行するにあたり、とりわけ複式教育や遠隔教

ティー、クルーは教員、クアンティーは移動するの意）
」
、

育を研究されているマヒドン大学イノベティブラーニング

と「地域を愛する教師（クルー・ラック・ティン、クルー

研究所のカジョンサック准教授から多くの示唆をいただき

は教員、ラックは愛する、ティンは地域の意）
」といった

ました。さらに対象国のタイでは多くの関係機関の方々に

プログラムが実施されているということである。さらに、
「12

多大なご協力をいただきました。筆者らの視察訪問につい

年間（小、中、高）で養われる郷土愛、文化、生活様式な

ても細部にわたり訪問調整にご配慮いただきました。ここ

どをそのまま大切にしながら、その地域の子が将来も地域

に改めて感謝申し上げます。

に就職できることがお互いにとってスムーズであると考え
るようになった」と評価している。これらの取組は、日本
の教員養成においても一部採り入れられている「地域枠採
用」と類似し、どちらの国の教員養成も、へき地地域へ定

【附記】
本研究は、2019 年度本学へき地・小規模校教育研究セ
ンターの研究助成を受けて実施した。

着する教員養成という意味では目指す目標は一致している。
それは、どんな地域でもどんな学校規模でも、置かれた状

【注】

況の中で豊かな学びを創出していく教師教育への期待である。 （注 1）DLTV は、1995 年 12 月 5 日にラマ 9 世（前国王）主
導の王室プロジェクトの一環としてスタートした（12
月 5 日は前国王の誕生日）。

おわりに －次代の新しい授業スタイルの定式化と
日本における応用の視座－

（注 2）バ ン コ ク 日 本 人 商 工 会 議 所『タ イ 国 経 済 概 況

以上のように、タイにおける学校統廃合政策の動向と

（注 3）一般財団法人自治体国際化協会シンガポール事務

DLTV の導入並びに取組、タイの教員養成について、現

所『CLAIR REPORT No.476』一般財団法人 自治体国

地への複式校や小規模校への視察と教育省、教員養成大学

2018/2019 年版』バンコク日本人商工会議所 , 2019 年 4 月 .

際化協会 , 2019 年 11 月 .
（注 4）タイ教育省基礎教育委員会（OBEC）政策計画局

への関係者への調査からとらえ考察してきた。
折しも世界中がコロナ禍の只中にある現在、学校が長く
休校している状況も続き、学校に登校しなくても学べる学

『

（小規模学校の管理）
』2020 年

2 月 5 日資料提供 .

習環境の整備が俄かに各国で整備されている途上にある。 （注 5）タイ教育省基礎教育委員会（OBEC）政策計画局
また、一斉授業や対面授業とは異なる新たな授業スタイル
として遠隔教育にも注目が集まっている。本稿でも触れて
きたように、遠隔教育にはまずはインターネット回線やイ

『

（小規模学校の管理計画）
』

2019 年発行，2020 年 6 月資料提供 .
（注 6）「Merge small schools, urges World Bank
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ABSTRACT

ク中心部から 1 時間程度の距離にある複式学校においても

Ingenious Management of Small Schools and Enrichment

DLTV 学習による授業を実践していた（写真１）
（写真２）

of Distance Education in Thailand:

（写真３）
。

Lessons from the Policies for Upgrading Educational

訪問日：2019 年 12 月 23 日

Environment in Downsizing Schools

バーン・コンティー・ナイ寺小学校
（サムット・ソンクラーム県バーン・コンティー郡バーン・
コンティー地区）

Ayumi KAWAMAE, Hokkaido University of Education
Takehiro ONO, Part-time Lecturer, Hokkaido University
of Education

This study indicates applicable viewpoints from distance
education practices in the small schools of Thailand to
contribute to upgrading the educational environment
in downsizing schools due to declining birthrates and
aging population in Japan. In the current educational
situation under the Covid-19 pandemic in 2020, most of
the schools in the world were shut down and shifted
drastically to provide alternative learning environment
and opportunities. Conventional distance education
【写真１：タイの小学校中学年における複式学級のDLTVを
活用した学年別指導の様子，左側に４年生６人，
右側に３年生２人】

focuses on challenges of physical distance between
teachers and learners; however, it needs to be shifted to
ensure a safe and secure learning environment on a daily
basis. By reviewing the Thai experiences including the
national distance education project, this paper discusses
applicable viewpoints to the Japanese challenges to
the upgrading current educational environment and
mentions for needs of a further study.
Keywords：
Distance Education in Thailand, Distance Learning
Television (DLTV), Multigrade Class, Multigrade
Teaching (MGT), Ingenious Management of Small
Schools in Thailand

【写真２：タイの小学校高学年における複式学級のDLTVを
活用した間接指導の様子，６年生３人】

【写真３：タイの小学校高学年における複式学級のDLTVを
活用した学年別指導の様子，５年生１人】
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（アラスカ大学アンカレッジ校）

Rural education as a human right
Lessons learned from the history of Alaska Native education
Taiyo Itoh
（University of Alaska Anchorage）

概

要

雄大な自然が広がる米国のアラスカ州では、へき地教育がアラスカ先住民族の人権運動と共に発展してきた歴史がある。
豊かな文化と独自の言語を持つアラスカ先住民族は、北の大地で 1 万年以上の間生き続けてきた。18 世紀末にアラスカが
ロシアの植民地となった時、アラスカ先住民族は初めて学校教育を受けることになった。1867 年にアラスカが米国の手に渡っ
た後、アラスカ先住民族はへき地の住民として扱われることになり、厳しい同化教育や人種差別による学校隔離などの不
当な扱いを受けた。1960 年代に米国内で活発化した人権運動と 1970 年代に州内で始まったへき地教育運動により、アラ
スカ先住民族の子供はへき地で初等・中等教育を受けることができるようになった。また、1990 年代にはアラスカ大学
主導で大規模なへき地教育改革が開始され、へき地の学校で文化に応じた教育が行われるようになった。このようなアラ
スカ先住民族教育史から示唆されるのは、居住地域における学校の存在、地方分散型の教育行政制度、および相乗効果を
生み出す学校と地域の関係性が、へき地教育に欠かせない三要件だということである。アラスカ先住民族の経験した苦し
みと悲しみは、へき地教育を人権として捉えることの重要性を物語っている。

雑な歴史がある。本論文の目的は、へき地教育が重要な役

１．はじめに：アラスカの地理的特徴

割を果たしてきたアラスカ先住民族教育史の簡潔な叙述と、

アラスカは、米国内で最大・最北の州である。東はカナ

それを通したへき地教育の必要条件や価値の再考である。

ダとのまっすぐな国境によって区切られており、西はベー
リング海に臨んでいる。南は環太平洋火山帯の一部をなし、
北には白夜と極夜を繰り返す北極圏が広がっている。内陸
部には、気温の年較差が70度以上という厳しい気候の中、

２．アラスカ先住民族教育史
２．１．有史以前のアラスカ先住民族教育

タイガの間に北米大陸最高峰のデナリ山がそびえ立つ。約

アレウト・クリンケット・アサバスカン・ユピック・イ

170万㎢もある州の面積の60％以上が国立公園であり、雄

ヌピアックなどの先住民族は、アラスカの広大な土地で1

大な自然が国内外の観光客を惹きつける。州の主な産業は、

万年以上の間生き続けてきた。彼らは、異なる言語を話す

豊かな自然資源を利用した林業や漁業、そして北部で発見

が互いに似た文化を持つため、アラスカ先住民族（Alaska

された油田の開発である。

Natives）とひとくくりに呼ばれている。厳しい自然環境

州都は南東部に位置するジュノーだが、最も人口が多い

の中で、アラスカ先住民族は漁・狩猟・採集をして生き延

のは南中央部のアンカレッジであり、内陸部のフェアバン

びてきた。生活のあらゆる面において、アラスカ先住民族

クスも大学街として賑わいを見せる。これら3都市とその

は自然とすべての生き物に宿る精霊を尊ぶという世界観を

周辺地域を除くほとんどの土地がいわゆるへき地であり、

大切にしてきた（Kawagley, 1995）。

へき地に行くためには長時間の車移動や小型・中型飛行機

アラスカ先住民族の伝統的な教育は、主に次の三つの方

の利用が必要となる。アラスカの人口密度は米国内の最低

法で行われる。第一に、子供は大人を注意深く観察するこ

を記録し続けており、１人/㎢を超えたことが今までにない。

とで技能を習得する。例えば、狩りについては、大人が実

また、へき地の住人のほとんどがアラスカ先住民族である。

際にやってみせることで、言葉による説明なしで子供に作

アラスカでは、18世紀末の植民地化以降、アラスカ先住

法を学ばせる。第二に、子供は古老から口承物語を聞くこ

民族の人権運動とへき地教育が共に発展してきたという複

とで文化や歴史、生き延びる知恵を得る。古老が語りをす
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る間に他者の発言は一切許されず、子供は物語に集中して

国だが、購入直後には米国の他地域からわざわざアラスカ

自らそれを暗唱できるまでになることが求められる。第三に、

に渡る者は非常に少なかった。南東アラスカの大きな島に

子供は自然環境の観察を重ねることによって帰納的に学習

位置するシトカが事実上の首都となり、ほとんどの白人入

する。例えば、アラスカ先住民族の狩人たちは天気を読む

植者はシトカに住居した。自治政府は存在しなかったため、

ことができるが、それは自然環境の観察を幼い頃から重ね

米軍による統治が17年間続き、この間には公教育が提供さ

てきたためである（R. Barnhardt & Kawagley, 2010）。

れなかった。1877年には、長老派教会の宣教師がアラスカ

このようなアラスカ先住民族の伝統的な教育方法が実践

先住民族向けの学校を南アラスカに開いた。宣教師の一人

されることは、現在では稀である。それは、列強諸国によ

であるシェルドン・ジャクソン（Sheldon Jackson）はア

る植民と開拓によって、アラスカ先住民族の生活が激変し

ラスカ先住民族教育に特に熱心であったが、アラスカ先住

たからである。自足自給の生活を営むアラスカ先住民族は

民族は米国社会への同化と改宗なしには幸せになれないと

次第に減っていき、アラスカ先住民族の子供は学校に通う

強く信じていた。そのため、ロシア正教会とは対照的に、

ようになった。しかしながら、このようなアラスカ先住民

長老派教会はアラスカ先住民族の文化と言語を弾圧した

族の伝統的な教育方法と教育哲学は、後に学校教育の中で

（Dauenhauer, 1982）。これに続いて他の教会がアラスカの
各地に学校を開いたが、アラスカ先住民族教育への姿勢は

重要な役割を果たすこととなる。

長老派教会とほぼ同一であった。
1884年に第一次自治法（First Organic Act）が成立し、

２．２．ロシア人入植者による学校教育
大航海時代が終わりに差しかかった1725年、ロシアの

ようやくアラスカに統治者や裁判所など地方自治の基本組

ピョートル大帝（Peter the Great）は、デンマーク人の

織が設置された。第一次自治法は、人種にかかわらずすべ

航海士であるヴィトゥス・ベーリング（Vitus Bering）に、

てのアラスカの子供に学校教育を与える義務が連邦政府に

ロシアと北米が陸続きになっているかどうかを調べるよう

あると規定した。つまり、シトカに住む白人にだけではな

に指示した。ベーリング率いる探検隊は1741年の第二次カ

く、へき地に住むアラスカ先住民族にも教育を提供する

ムチャツカ探検にて、ベーリング海を渡り南アラスカに上

義務が連邦政府に課せられたのである。この義務を遂行

陸することに成功した。そこで、アラスカ先住民族やアラ

するため、連邦内務省教育局（Bureau of Education, U.S.

スカの豊かな動物資源を目の当たりにすることになる。こ

Department of the Interior）は、ジャクソンを教育総代

の探検がきっかけとなり、1784年にロシアのグレゴリー・

理人に任命した。ジャクソンは、広大なアラスカのへき地

シェリコフ（Gregory Shelikov）は主にラッコの毛皮を求

の集落に学校を設立する費用の高さを指摘し、すでにへき

めて南アラスカに植民地を建てた。シェリコフは露米会社

地で学校教育を始めている各教会に連邦政府から支援金を

（Russian American Company）という毛皮勅許会社を創

支払う形で第一次自治法の教育義務を果たすことを提案し

立し、奴隷にしたアラスカ先住民族のアレウト族にラッコ

た。政教分離の原則に反するような彼の提案を、連邦政府

を狩るよう命じた。

は費用削減のために受け入れた。その結果、連邦内務省教

露米会社はアレウト族に簡単なロシア語の読み書きや航

育局のへき地学校の大多数が、教会によって運営されるこ

海の技術について体系的に教えた。これがアラスカに設立

と と な っ た（Darnell & Hoëm, 1996; Dauenhauer, 1982）
。

された最初の学校ということになるが、その目的はアレウ

これらの学校の目的は米国社会への同化と改宗であり、宣

ト族を露米会社で働かせるための訓練という実に利己的な

教師たちは英語のみを用いた厳格な教育をアラスカ先住民

ものであった（Darnell & Hoem, 1996）
。同時期に、ロシ

族に対して施した。

ア正教会の宣教師たちも南アラスカに学校を建て、教育を

1896年、経済的に停滞していたアラスカに大きな転機が

通したアレウト族の改宗を試みた。宣教師の一人である聖

訪れる。アラスカの国境近くにあるカナダのクロンダイク

イノケンティ（St. Innocent）は、文字を持たないアラス

地方で、大量の金が発見されたのである。このニュースが

カ先住民族言語のためにアルファベット表記を開発し、ア

報道されるやいなや、多くの白人が一攫千金を狙いクロン

ラスカ先住民族言語とロシア語の二言語教育を学校で実施

ダイクに殺到した。これがいわゆるゴールドラッシュの始

した。露米会社とは対照的に、ロシア正教会はアラスカ先

まりである。1898年にアラスカ西部のノームの砂浜で金が

住民族の言語と文化を尊重しながら改宗に向けた教育を行っ

発見されると、アラスカの各地に金を求める人々が押し寄

た（Dauenhauer, 1982）
。ロシア正教会の設置した学校は、

せた。フェアバンクスなどの新たな町が坑夫たちによって

アラスカがロシアから売却された後もしばらく存続するこ

作られ、白人の人口は6倍にまで膨らんだ。ゴールドラッシュ

ととなった。

によってアラスカは経済的に発展したが、人の出入りが増
えたことで思わぬ悲劇がもたらされた。1900年、アラスカ
西部に住むアラスカ先住民族の間でインフルエンザと麻疹

２．３．米国の二重学校教育制度
1867年、クリミア戦争で疲弊しアラスカを他国の侵略か

が同時に大流行し、各集落で人口の25～40%が死亡した（Great

ら守ることができないと判断したロシアは、アラスカを米

Deaths）
。各教会はこの機を逃さず、家族や親戚の死を嘆く

国に売却した。アラスカという広大な土地を手に入れた米

アラスカ先住民族の改宗を試みた。宣教師たちは、孤児院
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や学校でアラスカ先住民族の言葉を話した生徒の口を石鹸

内務省教育局の学校では、アラスカ先住民族教育を改善す

で洗うなどの体罰を加えたが、深い悲しみの中にいたアラ

るための取り組みが少しずつ始まった。1920年代初期に

スカ先住民族がこのような同化教育に反抗することはなかっ

は、いくつかの学校で先住民族の踊りや狩りのカリキュラ

た。疫病の大流行と教会による同化教育は、アラスカ先住

ムが導入された。1928年には、連邦内務省がアメリカの先

民族の文化と言語を絶滅近くまで追いやり、トラウマの世

住民族の生活状況に関するメリアム・レポート（Meriam

代間連鎖を生み出す原因となった（Napoleon, 1991）
。

Report）という文書を公開し、先住民族のために学校教

ゴールドラッシュによる急激な白人人口増加を受け、連

育制度の体系化が重要だということを強調した（Meriam,

邦政府は1905年にネルソン法（Nelson Act）を制定し、白

1928）
。その結果、連邦内務省教育局に代わって、他州の

人の町に住む子供が通う学校を建設するための予算をアラ

先住民族の教育に長年携わってきた連邦政府のインディア

スカの自治政府に与えた。このような学校はネルソン法学

ン事務局（Bureau of Indian Affairs）が、1931年よりアラ

校と呼ばれ、白人または「文明化された生活を営む」混血

スカ先住民族の教育の責務を担うことになった。1934年に

の子供のみが受け入れられた。つまり、純血のアラスカ先

インディアン事務局長に任命されたジョン・コリア―（John

住民族の子供や、アラスカ先住民族の言葉を話したり伝統

Collier）は、同化政策の廃止や学校教育における先住民族

的な狩猟をしたりする者は、ネルソン法学校に通うことが

文化の重要性を訴えた。しかしながら、数年後に世界大戦

許されず、連邦内務省教育局が運営する学校に引き続き通

が勃発し、コリア―によって始められつつあった変革が日

う以外の選択肢がなかった。結果、へき地のアラスカ先住

の目を見ることはなかった。

民族は連邦内務省教育局の学校に、都市部に住む白人と少

この時期、インディアン事務局の運営する寄宿学校が新

数の混血のアラスカ先住民族はアラスカ自治政府が運営す

たな問題として浮上した。19世紀後半、インディアン事務

るネルソン法学校に通うという、二重の学校教育制度が誕

局は米国社会への同化と職業訓練を主な目的とする先住民

生した（C. Barnhardt, 2001）
。

族向けの寄宿型中等教育学校を米国内で運営し始めた。当
時のアラスカには教会の運営する学校以外にアラスカ先住
民族のための中等教育機関が存在しなかったので、優秀

２．４． 人種差別と同化政策
1912年 に 連 邦 議 会 で 第 二 次 自 治 法（Second Organic

なアラスカ先住民族の生徒は州外の寄宿学校に送られた。

Act）が成立し、アラスカは準州としてより強固な自治基

1920年代にはインディアン事務局が３つの寄宿型初等・中

盤を手に入れたが、この時点では未だすべての人種の子供

等教育学校をアラスカ州内に建て、さらに1947年には大規

の学校教育の義務は連邦政府にあるとされていた。しかし、

模なエッジカム山高校（Mt. Edgecumbe High School）を

1917年の第二次自治法改定時にアラスカ準州政府は連邦

シトカに建てた。これにより、地元で学校教育を受けられ

政府と交渉し、白人または「文明化された生活を営む」混

ないアラスカ先住民族の子供は、原則的にアラスカ準州内

血の子供の学校教育の義務を準州政府が果たすこととなっ

の寄宿学校に送られることとなった。アラスカ先住民族の

た。この新たな教育義務を果たすため、アラスカ準州教育

高校入学者の数は特に多く、準州内の寄宿学校だけでは受

部（Alaska Territorial Department of Education）が設置

け入れが不可能であったため、アラスカ先住民族の中学校

された。へき地のアラスカ先住民族への教育義務は連邦内

卒業生の多くがオレゴン州やオクラホマ州の寄宿学校に送

務省教育局にあるままとなったので、二重の学校教育制度

られた。インディアン事務局の運営する寄宿学校では、厳

は引き続き維持された。

しい同化教育が実施された。大半の寄宿学校では先住民族

準州教育部は、都市部にある学校だけではなく、へき地

の言葉を話すことが禁止されており、体罰や性的暴力がし

にある白人中心の集落の学校も運営していた。準州教育部

ばしば横行した。このような寄宿学校での教育は、教会に

の運営するへき地の学校では混血の生徒の割合が比較的

よる同化教育と同様に、アラスカ先住民族の文化や言語の

高かったが、学校内でアラスカ先住民族文化を尊重する

喪失とトラウマの世代間連鎖の原因になった（Napoleon,

様子は見られず、むしろ人種差別的な教育をしていた。例

1991）
。エッジカム山高校を含むいくつかの寄宿学校の評

えば、1929年に２人の混血の少女たちがケチカン公立学

判は良かったが、それでも地元を離れて異なる言語で教育

校（Ketchikan Public School）から追い出され、代わりに

を受けるということには心理的な障壁が伴うため、アラス

連邦内務省教育局の学校に通うように命じられた。彼女た

カ先住民族の生徒がアイデンティティの崩壊を経験したり

ちはこれを人種差別だとして教育委員会を相手に訴訟を起

自殺をしてしまったりする例も少なくなかった（Hirshberg,

こし、クリンケット族の弁護士であるウィリアム・ポール

2008）。

（William Paul）に弁護を依頼した。結果は原告側の勝訴

このように準州教育部とインディアン事務局の学校がそ

に終わり、混血の生徒は文明化された生活を営んでいれば

れぞれの課題を抱える中で、二重の学校教育制度は相変わ

準州教育部のどの学校にも行くことができるという判決が

らず維持された。両者ともインディアン事務局の学校を準

出た。それでもなお、こじつけの理由で混血の生徒の入学

州教育部に移管することに積極的であったが、準州の予算

を拒否する準州教育部の学校が存在した（Cole, 1992）。

不足により移管についての議論は難航した。また、根本的

一方で、宣教師たちによる同化教育が蔓延していた連邦

な問題として、
「不潔」なアラスカ先住民族と同じ学校に
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子供を通わせたくないという白人入植者の人種差別があっ

したカリキュラムを開発すること、そして先住民族が学校

た。1943年、隔離的な学校教育に不満をもっていた準州教

教育に積極的に関与できるような体制を作ること、などの

育部長が、準州の司法長官にアラスカ先住民族の学校教育

解決策を提案した（Darnell, 1970）。

の権利についての意見を求めた。司法長官は、
「不潔」と

この時期には、アラスカ先住民族の権利を勝ち取るため

いう固定観念はアラスカ先住民族の子供を準州教育部の学

の運動も盛んになった。その中でも特に注目されたのは、

校で受け入れ拒否する理由として不十分であり、他の子供

土地の権利問題である。米国がアラスカを購入して以降、

と同じように身なりを整えているアラスカ先住民族の子供

アラスカ先住民族は狩猟や採集のための土地利用を制限さ

は準州教育部の学校に入学できるはずである、という意見

れてきた。また、1954年にはフェアバンクス付近の９つの

を表明した。彼の意見は準州政府にまで届き、ついには準

アラスカ先住民族の集落を埋め立ててダムを建設する計画

州教育部の運営する学校にアラスカ先住民族の子供が入学

が、1958年には州北西部に位置するアラスカ先住民族の集

することが許可されることとなった。これは、米国最高裁

落の近くで原子爆弾の実験を行う計画が立ち上げられたが、

判所で人種の違いに基づく分離教育が違憲であると判断さ

いずれもアラスカ先住民族の猛反対により中止された。こ

れる11年前のことであり、当時としては大変先進的な出来

のような問題にしびれを切らしたアラスカ先住民族は、1

事であった。この司法長官よる判断と連邦政府から準州に

万年以上前から住み続けてきた神聖な土地を守るべく、す

支給された数々の資金援助により、インディアン事務局の

べての民族間で結託してアラスカ先住民族同盟（Alaska

運営する約150校の小学校と寄宿学校の準州政府への移管が、

Federation of Natives）を1966年に結成した。同年の州議

1940年代より徐々に開始された（Case & Voluck, 2012）。

会選挙では、８人のアラスカ先住民族が議席を獲得し、州

また、アラスカ先住民族の教育の権利が保障されたこと

議会で未開地区会合（Bush Caucus）を組んだ。アラスカ

は、ポール率いるアラスカ先住民族組合（Alaska Native

先住民族同盟と未開地区会合は、土地の権利問題の解決に

Brotherhood）の尽力により1945年に準州議会で成立した

向けて、ロビー活動や根回しを行った。その結果、1971

反差別法（Anti-Discrimination Act）と相まって、後の人

年 に ア ラ ス カ 先 住 権 益 措 置 法（ANCSA; Alaska Native

権運動に繋がっていくこととなった。

Claims Settlement Act）が成立し、アラスカの土地の権
利が実はアラスカ先住民族に属していたということが正式
に認められた（Haycox, 2006）。この法律により、4400万エー

２．５．人権運動
第二次世界大戦では、アラスカは日本の進撃を阻みたい

カーの土地がアラスカ先住民族の所有となり、残りの土地

米国にとって戦略的に重要な地であり、多くの米国人兵士

を州・連邦政府に譲渡する代わりに９億6250万ドルがアラ

がアラスカに滞在した。戦後、一定数の兵士がアラスカに

スカ先住民族に支払われた。この補償金は、各地域に新設

留まることを選び、都市部の人口が膨れ上がった。1955

された12のアラスカ先住民族会社と200以上の村会社の資

年にはアラスカの政治家や有識者たちが州憲法を書き上

本金として分配された。これらの会社はアラスカ先住民族

げ、1959年に連邦政府からの承認を受けてアラスカは米国

自身により運営される営利会社であり、すべてのアラスカ

の49番目の州となった。州憲法には、州政府は州内のすべ

先住民族はいずれかひとつのアラスカ先住民族会社と村会

ての子供に教育の機会を与えること、そして公立学校は宗

社の株主となることで利益を享受する、という仕組みである。

教団体の影響を受けないようにすることなどが含まれた。

土地の権利を手に入れた上に営利会社の運営をすること

1960年代半ば以降10年間は、全米で人権運動が盛んになっ

になったアラスカ先住民族は、ビジネスや自然資源管理に

た。リンドン・ジョンソン（Lyndon Johnson）大統領は

ついて学ぶ必要があった。言い換えれば、アラスカ先住民

1964年から偉大な社会（Great Society）と呼ばれる政策

族にとっての中等・高等教育の重要性が増したということ

を開始し、人種差別の撤廃や社会階級による貧困との戦い

である（Jennings, 2004）。ところが、当時へき地には高校

（War on Poverty）を目標とした。教育においては、初等・

がほとんどなかったため、大半のアラスカ先住民族は地元

中等教育法（Elementary and Secondary Education Act）

から遠く離れた寄宿学校に行かなければならなかった。ま

が1965年に成立、1967年に改正され、先住民族の文化や言

た、当時大学に進学するアラスカ先住民族はごく少数であっ

語を尊重する教育を行うための資金が学校に支給される

たため、アラスカ大学をはじめとするアラスカの高等教育

こととなった。1968年には市民権法（Civil Right Act）に

機関はアラスカ先住民族の受け入れ態勢を直ちに整えるこ

より先住民族の人権が初めて全米で保証された。このよう

とが求められた。このようにANCSAの成立後にアラスカ

な社会情勢が圧力となり、インディアン事務局は寄宿学校

先住民族の教育需要が急激に高まったことで、へき地教育

における同化教育が先住民族の子供達にもたらした悪影響

推進への動きが本格化していった。

を公に認めた。また、連邦議会上院はケネディ・レポー
ト（Kennedy Report）と呼ばれる文書を公開し、先住民

２．６．へき地教育運動

族教育の悲惨な現状をありのままに伝えた（U.S. Senate,

1963年の自治区法（Borough Act）により州内に９つの

1969）。インディアン事務局は、先住民族が教育を地元で

自治区が作られ、アラスカは他州に見られるような分散型

受けられるようにすること、先住民族の文化と言語に配慮

の統治体制を手に入れた。自治区内にある学校での教育は
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その自治区の裁量に任されることになり、各自治区に教育

ていたインディアン事務局から州への学校の移管も1986年

委員会と教育長が置かれた。一方で、自治区は主に都市部

に完了し、へき地の初等・中等教育はようやくアラスカ先

に作られたため、ほとんどのへき地の学校は自治区に属

住民族の手に渡ったのである。

することはなかった。そのため、1970年に州政府はへき

他方、高等教育をめぐる状況は、ANCSAの成立後に目

地の学校をアラスカ州運営学校システム（ASOSS; Alaska

覚ましい変化を遂げた。ANCSA成立以前には、ごく少

State-Operated School System）という組織の傘下に置く

数のアラスカ先住民族が、アラスカ都市部にあるアラス

こととした。ASOSSはアラスカ先住民族向けの教育政策

カ大学や米国西海岸の大学に通い学士号を取得していた。

を一律に実施できるという点で優れていたものの、広大

1953年の州立法により、へき地のハブ集落にアラスカ大

なアラスカのへき地に点在する学校を単一の組織が監督

学が運営するコミュニティカレッジが建てられたため、ア

することには限界があった。また、ASOSSはへき地のア

ラスカ先住民族はハブ集落で大学の授業を取ることもでき

ラスカ先住民族の学校教育への関与を困難なものとした

た。1971年に成立したANCSAにより貨幣経済に足を踏み
入れたアラスカ先住民族は、コミュニティカレッジでビジ

（Getches, 1977）
。
このような状況の中、へき地の高校に関する問題が議論

ネスや自然資源管理の実用的な知識を得たり、職業訓練を

され始めた。1972年、へき地のアラスカ先住民族の集落に

受けたりすることを望んだ（Alaska Native Foundation,

高校がないことについて、アラスカ法律事務所がASOSS

1974）。しかしながら、アラスカ大学は聞く耳を持たず、

を相手に訴訟を起こした。この集合代表訴訟は、ユピッ

コミュニティカレッジで学術的な授業科目や趣味のための

クの集落出身の高校生の名前を取ってモリー・フーチ訴

クラスばかりを開講し続けた（Bigjim, 1985）。これをきっ

訟（Molly Hootch case）またはトベルック対リンド訴訟

かけに、アラスカ先住民族の間でアラスカ大学に対する反

（Tobeluk v. Lind case）と呼ばれている。争点となったの

発が起こり、コミュニティカレッジでの教育にへき地のア

は、寄宿型中等教育学校での同化教育が州憲法で保障され

ラスカ先住民族が関与すべきだという風潮が生まれた。

た公教育を受ける権利を満たしているかということであっ

その後、アラスカ先住民族の高等教育に関して二つの象

た。また、白人中心の小規模集落には高校があるにもかか

徴的な出来事が起きた。まず、1975年にアラスカ先住民

わらずアラスカ先住民族の中規模集落には高校がないとい

族同盟や未開地区会合がアラスカ大学に働きかけた結果、

うことから、人種差別の問題としても議論される予定だった。

大学内にへき地教育部門（Division of Rural Educational

ところが、裁判を避けたい州の司法長官と統治者は法廷審

Affairs）が設立された。ANCSA成立後のアラスカ先住民

議が始まる前に原告側と協議し、へき地のアラスカ先住民

族の教育需要に応えることを目的としたこの部門の責任者

族の集落に高校を設置することが同意審決された（Cotton,

には、クリンケット族の教育者として長年活動をしてきた

1984）。これにより120校以上の高校がへき地のアラスカ

イレーン・エイブラハム（Elaine Abraham）が任命され

先住民族の集落に建てられ、ほとんどのアラスカ先住民族

た。ところが、彼女は人種差別的な理由から一年足らずで

が地元を去らずに高校までの教育を終えることができるよ

解雇され、へき地教育部門も閉鎖されてしまった。次に、

うになった。

1980年に二人のアラスカ先住民族の州議員がチュクチコミュ

この訴訟は、教育行政の在り方にも変化をもたらした。

ニティカレッジ（CCC; Chukchi Community College）を

州政府との法廷外協議の場で、アラスカ先住民族は教育行

アラスカ大学から独立させようとした。彼らは、アラスカ

政を地方分散化すべきだという強い希望を伝えていた。こ

大学の年間予算案からCCCに配当されている金額を引き、

れに対応する形で、1975年にASOSSに代わって21の地方

その金額を学区の年間予算案に追加することで、学区が

教育登校地域（REAAs; Regional Educational Attendance

CCCを運営できるようにすることを試みた。しかしながら、

Areas）と呼ばれる学区がへき地に作られ、それぞれの

州の統治者は大学の年間予算案を承認しつつ、学区の年間

REAAは地元選出の教育委員と教育長主導で独自の教員

予算案にCCCの配当金を追加することに対して拒否権を

雇用やカリキュラム開発を行うという制度が誕生した。ま

発動した。その結果、CCCにはその年の州予算が全く配

た、REAA内の各集落は地域学校委員会を設置し、教育委

当されず、一年間にわたるキャンパスの閉鎖を余儀なくさ

員会に意見を表明できるようになった。こうして、へき地

れた。

のアラスカ先住民族の意向が反映されやすい地方分散型の

これらの出来事を通して、アラスカ大学とアラスカ先住

教育行政制度が誕生したのである。加えて、1972年の先

民族の間の緊張感が徐々に高まっていった。アラスカ先住

住民族教育法（Indian Education Act）により先住民族教

民族のこうした動きを統制するために、アラスカ大学の総

育を改善するための包括的な枠組みが整い、1975年の先

長はすべてのコミュニティカレッジを都市部の大学校の管

住民族自治・教育補助法（Indian Self-Determination and

轄下に置くという大学再編計画を、1986年に突然発表した。

Education Assistance Act）は連邦政府が先住民族と直接

この強引な再編計画には、アラスカ先住民族だけではなく、

契約を結び教育や健康の改善に取り組むことを可能とした。

都市に住む白人やアラスカ大学フェアバンクス校の学長も

これらの連邦法はアラスカ先住民族の学校教育への関与を

反対を表明した。それにもかかわらず、1987年にこの再編

さらに強固なものとした。1940年代以降に断続的に行われ

計画は実行され、すべてのコミュニティカレッジはアラス
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教育の質が向上するとともに、地域活性化や先住民族文化

ト校のいずれかに吸収合併された（Jennings, 2004）。アラ

の継承といった効果も見られた。

スカ先住民族にとって、コミュニティカレッジの運営権を

しかし、課題も残った。アラスカ州外からの教員の多さ

得られなかったことは、一連のへき地教育運動の中でも大

とアラスカ先住民族の教員の少なさは、20世紀後半にしば

変失望的な出来事であった。

しば指摘されていた。この状況を改善するために、へき地
での教育実習の実施や教職志望のアラスカ先住民族への奨
学金支給などの努力がなされた。それにもかかわらず、21

２．７．へき地教育改革
へき地教育運動により、ほとんどのアラスカ先住民族の

世紀に入ってもなお、約7割の公立学校教員がアラスカ州

生徒が地元で高校までの義務教育を受けることができるよ

外から雇われており、州認定教員のうちのアラスカ先住民

うになり、地域のアラスカ先住民族が学校教育の意思決定

族の割合は５%未満に留まっている。その上、へき地の教

に関与することができる体制が整った。しかしながら、こ

員の離職率は毎年20％を超えている（Leary et al., 2014）
。

れですべての問題が解決したわけではなった。1970年代か

このような事情を踏まえ、へき地の学区では、地域のアラ

ら1980年代にかけて、アラスカのへき地の生徒の統一テス

スカ先住民族が新教員の採用過程に関わり、採用が決まっ

トの成績は、全米で最も低い水準となってしまった。また、

た新教員のオリエンテーションも地域ぐるみで行うことが

カリキュラムの中でのアラスカ先住民族文化の扱いも表面

多い。また、州の教員免許を得るには、アラスカと多文化

的なものに留まり、生徒の文化的アイデンティティの形成

教育・異文化コミュニケーションに関する州政府承認済み

を促すような教育を行うことができていなかった。その結

の大学の授業を各３単位分受けなければならない。このよ

果、アラスカ先住民族の生徒の多くが、アラスカ先住民族

うにして、州外からへき地に派遣される教員がきちんとア

文化と西洋文化という異なる二つの世界の間で心理的な葛

ラスカ先住民族の文化や歴史についての知識を持つことを

藤を経験した。ノーススロープ自治区の市長であるエベン・

保証する取り組みが現在まで続いている（DeFeo & Tran,

ホプソン（Eben Hopson）は、
「私たちの学校制度が真に

2019）。

イヌピアックの教育哲学を反映した学校制度になりつつあ
るのか、それとも私たちは都市の白人達の文化を教え続け
る学校制度を『行政的に管轄』しているだけなのかについ
て、私たちはそろそろ考え始めなければならない」
（Hopson,
1977, p. 4）と指摘している。

３．まとめ：人権としてのへき地教育
アラスカ先住民族教育史から、へき地教育に欠かせない
三つの要件を考えることができる。一つ目の要件は、当然

このような問題を克服すべく、アラスカ大学は連邦政府

であるが居住地域内に学校があることである。へき地出身

やアラスカ先住民族連合から予算を確保し、1990年代よ

の生徒が地域外の学校に進学すると、地域文化の喪失やカ

り大規模なへき地学校改革を開始した。具体的には、卓

ルチャーショックを経験する可能性が高い。もちろん生徒

越 へ の 前 進（AOTE; Alaska Onward to Excellence）、質

が遠方の学校への進学を希望する場合もあるが、重要なこ

高き学校構想（AQSI; Alaska Quality Schools Initiative）、

とは居住地域で学校教育を受けるという選択肢が用意され

へ き 地 体 系 化 構 想（AKRSI; Alaska Rural Systemic

ているということである。二つ目の要件は、教育行政が地

Initiative）と い う３種 類 の 学 校 改 革 が 実 施 さ れ た。

方分散型であるということである。標準カリキュラムの内

AOTEでは学校と地域が信頼関係を築いた上で協同で学

容や自治区の学校運営指針は、へき地の子供の実態にそぐ

校改革にあたり、AQSIでは標準カリキュラムの制定やア

わないことが多い。そのため、地域住民が学校教育の意思

カウンタビリティの保証を通して生徒の学習能力の向上を

決定に関与し、地域に適した教育を行うようにする必要が

目指した。AKRSIはアラスカ先住民族の土着知識体系と

ある。三つ目の要件は、学校と地域の間に相乗効果を生み

へき地の公教育の統合により相乗効果を生み出すことを目

出すような関係性を築くことである。教育行政が地方分散

的とし、10年間にわたり多種多様なプロジェクトを実施し

型であっても、外部から雇われた地域の事をよく知らない

た（Kushman & Barnhardt, 1999）
。例 え ば、1998年 に は

教員が授業を行うだけでは、教育の質は上がらない。へき

文化に応じる学校のためのアラスカスタンダート（Alaska

地教育の真価を発揮するには、学校教育の中で教員が積極

Standards for Culturally Responsive Schools）が ア ラ ス

的に地域の文化や人的・自然資源を利用する、地域住民が

カ先住民族の教育者たちによって作成され、生徒の文化的

学校を地域のコミュニティセンターと見なしその運営に参

幸福感を向上するために学校や地域がすべきことについて

加する、という双方向の関係性が必須である。

のガイドラインが提供された（Alaska Native Knowledge

ところで、アラスカ先住民族教育史全体を通して見えて

Network, 1998）
。また、アラスカ先住民族の土着知識体系

くるのは、アラスカ先住民族にとってへき地教育は所与の

についての刊行物やカリキュラムなどをアラスカ先住民族

ものではなく、人権として勝ち取られてきたものだという

知識ネットワーク（Alaska Native Knowledge Network）

ことである。一般にへき地住民のための寄宿学校を都市部

というウェブサイトに公開し、学校や地域で使用できるよ

に建てるほうが安く手間も省けるので、アラスカの広大な

うにした。これら３つの学校改革により、へき地での学校

へき地に点在する集落のひとつひとつに学校を建てるとい
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う州の判断は極めて異例であった。そのような判断がなさ

upon education of rural Alaska Natives. Center

れたのは、州憲法や連邦法がアラスカ先住民族の教育を受

for Northern Educational Research.

ける権利を保障しているからなのである。つまり、現在ほ

Haycox, S.（2006）.Alaska: An American colony.
University of Washington Press.

とんどのアラスカ先住民族の子供が地元で高校までの義務
教育を受けられるのは、過去の人権運動とへき地教育運動

Hirshberg, D.（2008）.“It was bad or it was good": Alaska

の賜物なのである。へき地の子供がへき地で教育を受けら

Natives in past boarding schools. Journal of

れることが人権であるという事実は、少子化が進む先進国

American Indian Education, 47
（3）,5-30.

や学校教育を創始した開発途上国におけるへき地教育の在

Hopson, E.（1977）.Inupiaq education. In R. Barnhardt
（Ed.）,Cross-cultural issues in Alaskan education

り方について、重要な示唆を与えるだろう。

（pp. 3-6）.Center for Cross-Cultural Studies,
University of Alaska Fairbanks.
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概

要

2021 年度より，新中学校学習指導要領が完全実施される。このため，本研究においては小規模校におけるよりよい体
育授業づくりを目的として，その特色を生かしたバドミントン単元の授業開発を行うものである。新学習指導要領におい
ては「①知識及び技能」
，
「②思考力・判断力・表現力等」，「③学びに向かう力・人間性等」という３つの力が求められて
いる。結果として，これらの力を育成する学習指導計画案の作成と授業実践を実施することができた。その授業づくりの
ポイントは，少人数であるという特色を生かした「①知識及び技能」の丁寧な指導，またバドミントンを題材としたペア
やチームによる「②思考力・判断力・表現力等」の育成，そして合同体育による「③学びに向かう力・人間性等」の育成
であった。小規模校は少人数であるため，学習指導の成否が見えやすく，評価も還元しやすい。今後は，新しく求められ
るこれら３つの力の育成を念頭に置いた体育授業づくりが重要である。

Abstract
The new Junior High School Course of Study (Health and Physical Education）will be fully implemented from 2021.
For this reason, this study is aimed at developing badminton classes/unit that take advantage of their characteristics
in order to create better physical education classes at small-scale schools. The new Course of Study requires three
abilities: (i) Knowledge and Skills, (ii) Thinking, Judgment and Expression Skills, and (iii) Ability to Learn and Human
Nature. As a result, in this study, the class development of the badminton unit utilizing the characteristics was carried
out for the purpose of better physical education class making in the small-scale school. The key point of the class
creation is the polite instruction of“(i) Knowledge and Skills”,because they are small in number, and the development
of“(ii) Thinking, Judgment and Expression Skills”by pairs and teams based on badminton, in addition it was the
cultivation of“( ⅲ ) Ability to Learn and Human Nature”through joint physical education by all grades. Because smallscale schools are small, the effectof the learnig instruction is easier to understand, and the evaluation is easier to be
reduced. In the future, it will be important to create physical education classes with these new three required skills in
mind.
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校である旭川市立嵐山小中学校のＳ校長に評価していただ

はじめに

き（外部評価），改善を行った｡ 改善後の実践指導案に基

児童生徒に関わる一定の人数基準を満たさない場合に認

づき，６時間単元のバドミントン授業を実施した｡ 実践授

定される小規模校は，その環境や特色が様々であり，それ

業の成果と課題については，Ｓ校長に５時間分の授業を参

ぞれに特徴を有している。小規模校とは，学校教育法施行

観していただくことができたため，授業後評価コメントを

規則第 41 条を参考にして，一般的に「11 学級以下の小中

いただいた｡ 最終的には，このコメントを基に検討を行い，

5）

学校のことを指す」とされている 。つまり，小学校では

さらに改善された第三次学習指導計画案（以下，モデル指

どの学年も平均２学級以上，中学校では同様に４学級以上

導案と略）を考案 ･ 作成した｡

でなければ，この小規模校に当てはまる。

なお，後述するが，事前指導案と実践指導案はほぼ同様

憲法第 26 条に定められているように，
「すべて国民は，
法律の定めるところにより，その能力に応じて，ひとしく

であることから事前指導案については，紙幅の関係上，割
愛する。

教育を受ける権利を有する」とあるものの，日本全国どの小・
中学校においても「平等の教育を受ける」などとは示され
てはいない。同様に，教育基本法や学校教育法（施行規則）

２）研究対象
本研究において対象とされた授業は，嵐山中学校により

においても「男女の平等」という言葉は記述されてはいる

配当されたバドミントン単元の１～３学年の合同授業（６

が，
「平等の教育」という内容は示されてはいない。したがっ

単位時間）であった｡ 対象の生徒は１年生男子１名，２年

て，各学校の実態を反映した学校教育方針により，それぞ

生男子２名，女子２名，３年生男子１名，合計６名であっ

れが特色ある教育を実施しているものと推察される。

た｡ 授業の実践期間は 2019 年８月 27 日から同 10 月１日ま

では，どのような教育が特色ある教育と言えるのであろ
うか。反語的に言えば，小規模校だからこそ可能な実りあ

での合計６時間であり，詳細な日程は下記表１の通りであっ
た｡

る授業とは，いったいどのような授業であろうか。
これについて考える際，学習指導要領の改訂を見通さな
ければならない。なぜなら，小規模校であれ，学校教育法

表１

授業実施日と出席数

施行規則上に定められる学校である以上，日本では一般的

月/日

生徒数

第１回

8/27

6

第２回

8/29

5

第３回

9/2

5

第４回

9/3

4

第５回

9/5

4

第６回

10/1

4

に学習指導要領の法的拘束力を受けることになるからであ
る。つまり，新学習指導要領に基づき，小規模校としての
利点が優位となる単元種目の開発が求められることになる。
なお，今回本稿で取り上げるバドミントン単元の授業開
発に関する研究は，中学校新「学習指導要領および同解説
「要領」および「解説」と略す」）
（
「保健体育編」2）,3），以下，
は周知されてはいるものの，2021 年が完全実施年となる
こともあり，現在のところまだ皆無の状況である。

１．研究目的
小規模校におけるよりよい体育授業づくりを目的として，
新「中学校学習指導要領」に基づいたバドミントン単元の
授業開発を行うため，作成した単元計画に基づく授業実践
と指導者側からの評価を行う。

３．事前指導案の構想
１）新「学習指導要領」について

２．研究手順及び方法

現行の「要領」から新「要領」への改訂の経緯として，
「今
の子供たちやこれから誕生する子供たちが，成人して社会

１）研究手順・方法
このバドミントン単元の授業を実施するため，前出の新

で活躍する頃には，我が国は厳しい挑戦の時代を迎えてい

「解説」に基づき第一次学習指導計画案（以下，事前指導

ると予想される。生産年齢人口の減少，グローバル化の進

案）を考案 ･ 作成し検討を行った｡ 次に，表出した課題に

展や絶え間ない技術革新等により，社会構造や雇用環境は

ついて検討を行い，第二次学習指導計画案（以下，実践指

大きく，また急速に変化しており，予測が困難な時代となっ

導案と略）を考案 ･ 作成した｡ この実践指導案を研究協力

ている。4）」という背景や予測が示されている。その主な
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改訂の要点として，「①育成を目指す資質 ･ 能力の明確化」
，

2020

について

「②主体的 ･ 対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善（ア

さらに，
「各学校においては，教科等の目標や内容を見

クティブ・ラーニングの視点に立った授業改善）の推進，
「③

通し，特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力，情報

各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進」が挙

活用能力，問題発見・解決能力等）や現代的な諸課題に対

げられている｡ これらは，具体的に次のような内容となっ

応して求められる資質・能力（情報モラルを含む。以下同じ。）

ている｡

の育成のためには，教科等横断的な学習を充実することや，

①「育成を目指す資質 ･ 能力の明確化」について

「主体的・対話的で 深い学び」の実現に向けた授業改善を，

4）

同上書 では，これまで示されていた「生きる力」をよ
り具体化するため，教育活動全体を通して育成を目指す資

単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して行うこと」
が示されている。

質 ･ 能力が，ア「何を理解しているか，何ができるか（生

これらの実現のため，
「生徒や学校，地域の実態を適切

きて働く「知識・技能」の習得）
」
，イ「理解していること

に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等

･ できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思

を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の

考力 ･ 判断力 ･ 表現力等」の育成）
」
，ウ「どのように社会

実施状況を評価してその改善を図っていくこと，教育課程

･ 世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びを人生や社

の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにそ

会に生かそうとする「学びに向かう力 ･ 人間性等」の涵養）
」

の改善を図っていくことなどを通して，教育課程に基づき

の三つの柱に再整理された｡

組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図って

②「主体的 ･ 対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

いくこと（カリキュラム・マネジメント）」が新たに示さ

の推進

れた｡

また，
「主体的 ･ 対話的で深い学び」の実現に向けた授
業改善のため，留意すべき以下の６点が示されている｡ 具
体的には，
ア

以上の「要領」改訂の基本的な考え方から，保健体育に

義務教育段階はこれまで地道に取り組まれ蓄積されて
きた実践を否定し，全く異なる指導方法を導入しなけれ
ばならないととらえる必要はない

イ

おいてはこれまでの授業づくりに関する考え方が整理される。
その１つ目は，現行の「要領」では４つのうちの１つの
単独の観点である「技能」が，新「要領」では「①知識及

授業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく， び技能」という「知識」と組み合わされた観点になるとい
児童生徒に目指す資質 ･ 能力を育むために「主体的な学

うことである。そして，この力は「生きて働く（使える）力」

び」
，
「対話的な学び」
，
「深い学び」の視点で，授業改善

として育成されなければならない。したがって，例えばバ

を進める

スケットボールでのショートという技術の練習は，使える

ウ

各教科において通常行われている学習活動の質を向上
させることを主眼とする

エ

力としてゲームで発揮されるように指導しなければならな
いし，また評価も練習して使える力が身についたかどうか

１回１回の授業で全ての学びが実現されるものではな
く，単元や題材など内容や時間のまとまりの中で，学習

ゲームで見定めなければならないであろう。
２つ目は，「②思考力・判断力・表現力等」の観点である。

を見通し振り返る場面をどこに設定するか，グループな

これは，「理解していること ･ できることを，どのように

どで対話する場面をどこに設定するか，児童生徒が考え

使うのか」に関連する内容である。これまでのような「基

る場面と教員が教える場面をどのように組み立てている

本技術→発展技術→応用技術」といった一般化された技術

かを考え，実現を図っていく

練習を何度も積み重ねるパターン化した指導というよりも，

オ

カ

２）体育分野の考え方

深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせること

ゲームを前提として想定する中で，さまざまに変化するゲー

が重要になること。各教科等の「見方・考え方」は，
「ど

ム場面（いわゆる未知の状況）にも対応できる技能の育成

のような視点で物事を捉え，どのような考え方で思考し

が求められているということである。単独の技能の完成を

ていくのか」というその教科等ならではの物事を捉える

個々に積み上げる指導を繰り返すというよりは，身につけ

視点や考え方である。各教科等を学ぶ本質的な意義の中

た基礎的な技能をもって変化するゲーム場面で「どのよう

核をなすものであり，教科等の学習と社会をつなぐもの

に使うのか」という「思考力・判断力」の育成である。こ

であることから，児童生徒が学習や人生において「見方・

のためには，スポーツに関わる「見方・考え方」を働かせ

考え方」を自在に働かせることができるようにすること

ることが重要になる。具体的には，各自の学習を見通し振

にこそ，教師の専門性が発揮されることが求められる

り返る場面や教師やグループ・ペアなどで対話する場面な

基礎的 ･ 基本的な知識及び技能の習得に課題がある場
合には，その確実な習得を図ることを重視する

どを確保・設定し，身体を動けるだけ動かすような授業で
はなく，考えて取り組む授業にしていかなければならない。

③「各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進」

生徒はゲームの勝敗の結果を気にするが，その結果も含め
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た練習過程全体が学習であることに留意しなければならない。 仲間のうまいプレイや技術資料を見るなどしてグループで
３つ目は，
「③学びに向かう力・人間性等」である。こ

話し合うことなどである。目標の設定内容により授業内容

れは，よりよい人生を送るために，生徒が生きていく中で

は異なるが，資料を見ることにより「知識・理解」と「技

どのように学校や他者，あるいは社会の出来事に関わって

能」を関連付けた学習として，あるいはグループで話し合

いくのかに関わる態度の内容である。技能が身についてい

うことにより「思考・判断・表現」と「技能」を関連付け

ても，また自分一人だけでよく考えていても，取り組む練

た学習として展開することができる。このように，単独の

習に積極的・意欲的でなければ，学習を形成する態度とし

観点からだけではなく，また目標を１つに制限するのでは

ては不十分である。学習に取り組むという学びを，その場

なく，最終的に生徒にどのような力を身につけてほしいの

においてもまたその後も生かそうとする学びに「向かう力

かといった教育的視点からの授業づくりの考え方が当初よ

（人間性等）
」の育成が重要である。

り必要である。

４つ目は，上記①～③の関係性についてである。現行の「要

このことは，新「要領」に改訂されても同様である。「①

領」および「解説」が発刊された頃は，観点別学習として

知識及び技能」，「②思考力・判断力・表現力等」，「③学び

「関心・意欲・態度」
，
「思考・判断・表現」
，
「技能」
，
「知識・

に向かう力・人間性等」はそれぞれ単独に設定することも

理解」の４つの観点が個別に焦点化され，授業づくりや評

できると考えられるが，前記新「要領」の趣旨を踏まえる

価が行われていた。例えば，保健体育では，１時間の授業

ならば，新の方が現行よりもさらに綿密にまた有機的に機

や単元後半に連続するゲームの授業の目標が「技能」の１

能することが求められる。

つだけであったり，当然対応する評価も同様の場合もあっ

これは「１人１台端末環境は，もはや令和の時代におけ

た。
「何度練習させてもシュートがうまくならない，個別

る学校の「スタンダード」であり，特別なことではありま

に丁寧に指導しても変わらない」など，
「技能」という１

せん。
」と，GIGA スクール構想を謳う文部科学省の施策

つだけの観点に焦点化しすぎてしまう場合もあった。勿論， の保健体育版になるのかもしれない 6）。
この指導法が全く意味のない指導という訳ではないが，そ
の後，これらを組み合わせた授業構想が広がってきた。

３）新「解説」における学力の考え方

それは，これら４つの観点を有機的に結びつける考えで

これまでの考え方のイメージを端的に図で表現すると，

ある。例えば，新「解説」において想定されているように， 下記図Ａ～Ｃのようになる。学力を観点別に，そして個別

図Ａ

図Ｂ
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に設定するとすれば，図Ａとなる。また，それらに積み上

2020

ツ活動を通して子どもの体力向上を目指している｡

げの関連性をもたせると図Ｂ，あるいは核となる観点をも

研究協力校では，「併置 ･ 小規模 ･ 少人数の利点を活かす

たせると図Ｃの関係図となることも考えられる。新「学習

10 の方策 1）」を打ち出している｡ その具体的な内容として，

指導要領」に基づく授業も，このような考え方でよいので

「①地域に根ざした教育活動」，「②教職員全員が学級担任」
，

あろうか。このことについては，
「10 モデル指導案のまとめ」 「③少人数学級で確かな学力を追求する」，「④質を求めた
問題解決的な学習の追求」，「⑤体験活動の充実」，「⑥言語

において，再度検討を行う。

活動の充実」，「⑦習得 ･ 活用 ･ 探求と複式学級の学び方の
工夫」，「⑧小規模校における社会性の育成」，「⑨全校での

４）球技領域について
本稿において対象とするバドミントンは，球技領域の

リーダー性とフォロワー性の育成」，「⑩児童生徒個々の理

「ネット型」に分類されている。バドミントンはさまざま

解と変容 ･ 願いの共有」が示されている｡ これらの教育的

な教育的価値を有する種目であり，現行および新「要領」

理念に基づき，小規模校ならではのきめ細かい教育活動が

と「解説」においても取り上げられている｡ バドミント

なされている｡

ンはコート上でネットを挟んで相対し，身体やラケットを
操作してシャトルを空いている場所に返球し，一定の得点

６）取り組みの基本的な考え

に早く到達することを競い合うゲームである｡ また，バド

以上の新「要領」および新「解説」の改訂の要点と，研

ミントンは運動強度の高い運動であり，ごく短い休息を挟

究協力校の実態をふまえた上で，６時間単元のバドミント

みながらも，プレイ中はコート内を激しく動き回る種目で

ンの授業実践を行う｡ 特に，新「要領」の内容における目

あることから，持久性や瞬発性の体力を育むことが期待さ

標 ･ 評価の三観点を授業の中でどのように組み込み，見取

れる｡ したがって，これらの特性を持つバドミントンは，

るのかという点が重要である｡ また，「主体的 ･ 対話的で

発育発達期にある中学生の授業において取り扱う種目とし

深い学び」の実現に向けて，学習を見通し振り返る場面や，

て適したものであると言える｡

仲間と対話しながら活動する場面を確保し，授業を充実さ

なお，後述する実践授業には３年生も含まれているが，

せられるような指導を行っていく必要がある｡ 小規模校で

これまでバドミントンの授業を実施していなかったことか

あるという実態のよさを活かし，より一人一人に合わせた

ら，授業における「知識及び技能」の目標は，
「解説」に

授業を考案していくとともに，授業内容の充実を図ってい

示されている下記１～２年の目標に準拠している｡

く｡

（１）
「知識及び技能」
ボールや用具の操作と定位置に戻るなどの動きによって

４．事前指導案の作成と評価
研究協力校の実態を踏まえた上で，新「解説」に則った

空いた場所をめぐる攻防をすること

バドミントン単元の事前指導案を以下に示したいが，目標・

（２）
「思考力 ･ 判断力 ･ 表現力等」
攻防などの自己の課題を発見し，合理的な解決に向けて

学習内容及び評価についてのＳ校長の評価コメントは，事

運動の取り組み方を工夫するとともに，自己や仲間の考え

前指導案の１/ ６時間目の目標「用具や技術の名称を知り，

たことを他者に伝えること

基本的な技能を身に付ける」を「用具や技術の名称を知り，
基本的となる用具の使い方を身に付ける」に修正すること

（３）
「学びに向かう力，人間性等」
球技に積極的に取り組むとともに，フェアなプレイを守

の１点のみであった。

ろうとすること，作戦などについての話し合いに参加しよ

このため，事前指導案と実践指導案はほぼ同様であるこ

うとすること，一人一人の違いに応じたプレイなどを認め

とから，ここでは紙幅の関係上事前指導案を省略し，実践

ようとすること，仲間の学習を援助しようとすることなど

指導案を掲載することとし，授業実践を行った（表２）。また，

や，健康 ･ 安全に気を配ること

Ｓ校長の全時間の評価コメントについては新「学習指導要

これらの内容は，本研究において取り組む学習指導計画

領解説」に照らし合わせ確認を行い（表３），これらすべ
てに対応した後，実践指導案を修正し，実践指導案の構想・

の構想や作成，及び授業実践の基盤となるものである｡

作成を行った。この指導者側からの評価を踏まえ，改善し
た学習指導計画がモデル指導案であるが，これも上述と同

５）研究協力校の実態
研究協力校は，自然に恵まれた農業・酪農地域の小規模
校であり，「稲作体験学習」や「水生生物観察」などの様々
な自然体験活動が充実している学校である｡ また，地域と
の連携も密であり，
「陶芸教室」をはじめとする地域連携，

様に目標・学習内容及び評価についてのコメントはなかっ
たため，省略する。
したがって，実践指導案が最終的な学習指導計画となっ
た。

外部講師の活用にも力を入れている学校でもある｡ さらに，
「放課後クラブ」という取り組みにおいては，様々なスポー
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実践指導案

標

学習内容

評

価

●用具や技術の名称を知り，基本的となる用具の使い ラケットをもってランニング ①知識及び技能
方を身に付ける
１

素振り

○自己の課題を発見し，有効な解決方法を考える

シャトルリフティング

② 思 考 力・判 断 力・表 現 力
等

◎安全に配慮し，仲間と協力して積極的に取り組むと 道具に慣れるためのゲーム ③ 学 び に 向 か う 力・人 間 性
ともに，単元全体の見通しを持つ

学習カードへの記入

等

●用具の操作に慣れ，身体や用具を操作する技能を身 テールヒット
に付ける
２

①知識及び技能

サービス練習

◎自己の課題を発見し，有効な解決方法を考える

ペアごとに設定した回数の ② 思 考 力・判 断 力・表 現 力
ラリー

○安全に配慮し，仲間と協力して積極的に取り組む

等

学習カードへの記入

③ 学 び に 向 か う 力・人 間 性
等

◎ルールを理解し，ラリーを行うための基本的な技能 ラリー練習①（教師→生徒） ①知識及び技能
を身につける
３

●自己の課題の合理的な解決に向けて，運動の取り組 ラリー練習②（生徒同士）
み方を工夫する

② 思 考 力・判 断 力・表 現 力
等

○安全に配慮し，学習や話し合いなどに積極的に参加 話 し 合 い
する

学 習 カ ー ド へ の ③ 学 び に 向 か う 力・人 間 性

記入

等

◎ルールを理解し，ラリーを継続して行う技能を身に 個人練習（現状把握）

①知識及び技能

つける
４

●自己の課題の合理的な解決に向けて，運動の取り組 振 り 返 り
み方を工夫する

ペ ア 練 習（選 択 ② 思 考 力・判 断 力・表 現 力

した練習）

○安全に配慮し，話し合いや仲間の学習の援助などに 話 し 合 い
積極的に参加する

等
学 習 カ ー ド へ の ③ 学 び に 向 か う 力・人 間 性

記入

◎空いた場所を作り出して，攻撃する

等

個人戦（ミニゲーム）

①知識及び技能

●課題を発見し，その解決に向けて運動の取り組み方 自己や仲間の課題に対応し ② 思 考 力・判 断 力・表 現 力
５

を工夫するとともに，自己の考えたことや感じたこ た選択練習

等

とを他者に伝える
○フェアなプレイを守り，仲間のプレイを認めようと 審 判・記 録
する

学 習 カ ー ド へ ③ 学 び に 向 か う 力・人 間 性

の記入

○相手の空いた場所をめぐる攻防を展開する

等

団体戦

①知識及び技能

●課題を発見し，その解決に向けて運動の取り組み方 作 戦 会 議 へ の 参 加
６

自 己 や ② 思 考 力・判 断 力・表 現 力

を工夫するとともに，自己の考えたことや感じたこ ペアの成果と課題を見付け
とを他者に伝える

◎フェアなプレイを守り，互いに助け合いながら仲間 審 判・記 録
を認めようとする
●最もウエイトの大きい評価

等

伝える
学 習 カ ー ド へ ③ 学 び に 向 か う 力・人 間 性

の記入
◎次にウエイトの大きい評価
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評

価

2020

実践指導案についての評価コメント
コ

メ

ン

ト

新学習指導要領との対応

１

課題の提示方法は，どうするのか。

③学びに向かう力・人間性等

２

WS に記入させるタイミングは，どうするか。

②思考力・判断力・表現力等

３種類の「道具になれるためのゲーム」の順番は，適切であるか。

③学びに向かう力・人間性等

１/６ ３

４ 「ペア打ち」において，教師やバドミントン部の生徒を固定した位置に入れて，
ローテーションしていくのはどうか。
１

教師もしくはバドミントン部の生徒で，サービスやストロークの見本を見せ
るのはどうか。

２

WS に個人の課題を書かせた方が，よいのではないか。

①知識及び技能
①知識及び技能
②思考力・判断力・表現力等

。 ①知識及び技能
２/６ ３ 「テールヒット」の解説を入れた方が，よいのではないか（ポイントを示す）
４ 「テールヒット」を行う際三人一組で行う方が，よいのではないか。

③学びに向かう力・人間性等

５ 「サービス」の種類を，明確に記すこと（ポイントを示す）。

①知識及び技能

６ 「サービス練習」においても，三人一組で行う方がよいのではないか。

③学びに向かう力・人間性等

１ 「バドピンポン」の説明を，入れる。

①知識及び技能

３/６ ２

本時の目標に照らし合わせると，
「ミスが少なかったチーム」よりも「返せ ②思考力・判断力・表現力等
たらポイントゲット」の方が適切ではないか。

③学びに向かう力・人間性等

１ 「３点（ミス）交代の簡易ゲーム」ではなく，
「何回ラリーを続けられるか」 ②思考力・判断力・表現力等
４/６

２

の簡易ゲームの方が，目標の「ラリー継続」にふさわしいのではないか。

③学びに向かう力・人間性等

それぞれの活動で，観察のポイントを明確にすること。

②思考力・判断力・表現力等

３ 「アドバイス」を，練習に取り入れる。

②思考力・判断力・表現力等

１ 「ラリーを継続させること」から，
「空いた場所を作り出して攻撃すること」
５/６

に変化することに意識させる必要がある。
２

アドバイスを行う観点を，明確にする。

②思考力・判断力・表現力等

３

サービスの簡易ルールの説明を加える。

①知識及び技能

１

勝ち負けだけではなく，
「より点数を取る」という考え方をさせる工夫をする。 ③学びに向かう力・人間性等

６/６ ２
３

５

②思考力・判断力・表現力等

試合順は，強い順番を決めさせる方がよいのではないか。

③学びに向かう力・人間性等

審判をさせずに，セルフジャッチにする。

③学びに向かう力・人間性等

モデル指導案の構想（授業実践後の改善指導案）

び作成を行った。
モデル指導案は，事前指導案と同様に６時間単元である。

実践指導案についていただいた評価コメントは，各時間

事前指導案全体の検討を踏まえ，目標や指導などについて

の具体的な指導上の留意点に関するものであった。具体例

変更・修正した部分もあるが，基本的に新「学習指導要領

として，１/ ６時間目の「１課題の提示方法は，どうする

解説」に基づいていることに変わりはない。

のか」は，単元最初の時間として単元全体の目標や見通し
に関わる内容であり，また同時に１時間の授業の開始時と
してこの時間の課題把握の場面でもある（註１）
。いずれ

６

モデル指導案の評価

の内容も，新「学習指導要領解説」の内容（①知識及び技

ここでは実践指導案と同様に，紙幅の関係上，評価コメ

能，②思考力・判断力・表現力等，③学びに向かう力・人

ントのみ取り上げる。なお，１/ ６と３/ ６のコメントは

間性等）と関わり合うことから，この結果を基に，さらに

なかった。

改善された授業実践指導案となるモデル指導案の構想およ
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実践授業についての評価コメント
コ

メ

ン

ト

新学習指導要領との対応

1 「テールヒット」の代替名称を考えてみてはどうか。

①知識及び技能

２/６

４/６

2

テールヒットにおいて，コルク部分を打たせるためのアドバイスを工夫すること。②思考力・判断力・表現力等

1

ラリー練習①において，生徒間でアドバイスをし合うのは少し難しいのでは
ないか。

1 「準備するもの」の欄に，大型ディスプレイを加えること。

①知識及び技能

2

②思考力・判断力・表現力等

５/６ 3

指導案上に，自己の課題を記入するための時間を明記すること。
個人戦の対戦表をあらかじめ臨機応変に対応できるような物を作成するべき
であること。

4

対戦表への結果の記入は，審判を担当した生徒に行わせること。

６/６ 1

各試合後に，選手のみならず観察側のコメントを組み込むこと。

７

②思考力・判断力・表現力等

③学びに向かう力・人間性等

②思考力・判断力・表現力等
③学びに向かう力・人間性等
②思考力・判断力・表現力等
③学びに向かう力・人間性等

なお，紙幅の関係上全６時間を記載できないため，表２

モデル指導案の作成

でコメントの多かった第２と第５時間目の時案を事例とし

表４の評価コメントを受け，事前指導案および実践指導

て記載する。全時間の指導案の「１目標」にある●・◎・

案と同様に，新「学習指導要領解説」に照らし合わせ確認

〇の記号は，評価のウエイトを表しており，●が最もウエ

を行い，すべてに対応した後，モデル指導案の構想を行っ

イトが大きく，次いで◎，そして〇の順である。

た。実践指導案により，実際の授業において生徒への指導
ができたが，学習指導計画上は目標・学習内容・評価にコ
メントがなく修正もないことから，表４の結果を踏まえた
実践指導案をモデル指導案とした。
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本時の展開（2/6） ８月 29 日（木） 第５校時（13:25‐14:15）

１）目標
●⑴用具の操作に慣れ，身体や用具を操作する技能を身に付ける（①知識及び技能）｡
◎⑵自己の課題を発見し，有効な解決方法を考える（②思考力 ･ 判断力 ･ 表現力等）｡
〇⑶安全に配慮し，仲間と協力して積極的に取り組む（③学びに向かう力 ･ 人間性等）｡
２）準備するもの
･ ネット（２コート分），ラケット（10本），シャトル（２ダース），ワークシート（以下WSと略す，６枚），ホワイト
ボード（３台）
，課題を記入した模造紙（１枚）
３）本時の展開
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４）評価
●⑴用具の操作に慣れ，身体や用具を操作する技能を身に付けたか（①知識及び技能）｡
◎⑵自己の課題を発見し，有効な解決方法を考えたか（②思考力 ･ 判断力 ･ 表現力等）｡
〇⑶安全に配慮し，仲間と協力して積極的に取り組んだか（③学びに向かう力 ･ 人間性等）｡

５）ワークシート
資料欄（省略）
。
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１ 本時の展開（5/6） ９月５日（木） 第２校時（09:45‐10:35）
１）目標
◎⑴空いた場所をつくりだして攻撃する（①知識及び技能）｡
●⑵課題を発見し，その解決に向けて運動の取り組み方を工夫するとともに，自己の考えたことや感じたことを他者に
伝える（②思考力 ･ 判断力 ･ 表現力等）
｡
〇⑶フェアなプレイを守り，仲間のプレイを認めようとする（③学びに向かう力 ･ 人間性等）｡
２）準備するもの
･ ネット（３コート分）
，
ラケット（10本）
，
シャトル（２ダース），ワークシート（WS：６枚），得点板（２台），ホワイトボー
ド（１台）
，フラフープ（６個）
，課題を記入した模造紙（１枚），大型ディスプレイ（１台）
３）本時の展開

。
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４）評価
◎⑴空いた場所をつくりだして攻撃する（①知識及び技能）｡
●⑵課題を発見し，その解決に向けて運動の取り組み方を工夫するとともに，自己の考えたことや感じたことを他者に
伝える（②思考力 ･ 判断力 ･ 表現力等）
｡
〇⑶フェアなプレイを守り，仲間のプレイを認めようとする（③学びに向かう力 ･ 人間性等）｡
５）ワークシート
資料欄（省略）
。
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するに越したことはないが，常にそのような取り組みにな

モデル指導案のまとめ

るとは限らない。

以上，実践指導案による実際の授業実践を終え，上記の

実際の場面として，
「①知識及び技能」のきっかけや働

最終的なモデル指導案を作成した。次年度以降，この単元

きかけにより課題を考える学習者もいれば，その割合は別

を実施する場合に，このモデル指導案は貴重な参考資料と

にしても，友達と見合ったり・話し合ったり，資料を見る

なると考えられる。

などして，
「②思考力・判断力・表現力等」から「①知識

しかし，この計画案の中で，検討しておかなければなら

及び技能」へ繋げていく学習者もいると考えられるからで

ないことがある。それは，
「３事前指導案の構想」の「３）

ある。それぞれに適した学習パターンが工夫されることが

新「解説」における学力の考え方」で述べた新「学習指導

必要であり，このためには各時間に最少３つのパターンを

要領解説」に基づく学力についての考え方である。この授

想定して授業づくりをしていかなければならない。

業は体育分野の球技領域のバドミントン単元であったため，
理解しやすいところもあったと思われるが，新「学習指導

基本的には，このとらえ方が新「学習指導要領」におい
て求められている３つの力のとらえ方であり，また育成す

要領」において求められている力とは，
「①知識及び技能」， る力であると考えられる。この学習指導パターンが，50
「②思考力・判断力・表現力等」
，
「③学びに向かう力・人

分という１時間の授業の中でスムーズに展開されれば問題

間性等」の３つの柱である。これまでのように１時間の目

はない。しかし，現実的にさまざまな学習者がいることも

標を１つの観点にのみ限定したりするのではなく，各時間

考えなければならないため，このイメージをより実態に近

にこれら３つのウエイトは異なるものの（モデル指導案の

づけて表現したのが，図Ｄ を改良した図Ｅである。

各時間の目標に示したように）
，全ての時間にこの３つの
目標を盛り込むことが望ましく適切であると考えられる。
その理由について，次の図Ｄと図Ｅを使って説明する。
これら３つの力に関連性をもたせると，図Ｄのようなイメー
ジとなる。これらは重複（共通）する要素もあり，互いに
関連し合うというとらえ方である。当然このようなとらえ
方は，現在少しずつではあるが理解され，導入されるよう
になってきているものと思われる。全体的・一般的なイメー
ジとしては，理解されやすい。

図Ｅ

ここでも，図Ｄと同様に，３つの力は変わらない。図Ｅ
の歯車の大きさについては，一番大きなウエイトがある目
標が大きな歯車となり，仮にそれを③とすれば，この③が
回ることによって，①や②に力を伝えることができるとい
うことになる。歯車③のギアの数は多いため，①や②に
力を伝え，ギアを１つ動かすためには，③はギアを２つ動
かさなければならない。しかし，①のギアを１つ動かすと，

図Ｄ

②のギアを１つ動かすことになる。授業はもちろん一番大
きなウエイトの目標を中心に計画・展開されるが，これら

しかし，どのような要素が，例えば「①知識及び技能」

は互いに連動し合うため，学習者がどの歯車やギアに学習

と「②思考力・判断力・表現力等」に共通するのかといっ

のきっかけをつかむのかは，想定通りではないこともある。

た具体的な内容は，各時間の目標や学習者の経験及び資質・

実際には学習者が兼ね備えている歯車やギアの大きさや

能力によって異なるであろう。このため，各時間において

数はさまざまであろうし，また課題内容や運動経験・学習

具体的な関連性をもたせる指導計画が必要とされる。これ

場面などによって，図中の①・②・③は入れ替わることも

が一人ひとりの子どもたち全員に，学習として理解・定着

あるであろう。よりよい授業づくりのために指導者が考え
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ておかなければならない重要なことは，これら３つの力は
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https://www.mext.go.jp/content/1413522_002.pdf,
（2020.4.13現在）．

であるため，授業前半の「課題把握」や「追及活動」では
各自でできる思考（選択）
・判断などがあるため受け入れ

３）文部科学省，中学校学習指導要領解説保健体育編（平
成29年告示），Pp.305.ISBN978-4-8278-1560-3.

られやすいものの，最後の「定着・発展」段階での「振り
返り」ではまとめきれない生徒が出現することも考えられ

４）同上書３），p.1.

る。変化する場面はいろいろと想定されるが，体育授業は

５）文部科学省，学校教育法施行規則第４１条：小学校の

教育であり，３つの力の育成をする授業であることを念頭

学級数は，十二学級以上十八学級以下を標準とする。

に置く必要がある。

ただし，地域の実態その他により特別の事情のあると
きは，この限りでない。https://www.mext.go.jp/b_
menu/hakusho/html/others/detail/1317990.htm.,

おわりに

（2020.4.13現在）．

本研究においては，小規模校の特徴を生かした授業づく

６）文部科学省，「子供たち一人ひとりに個別最適化され，

りを目的として，2021 年度より全国の中学校において完

創造性を育む教育

全実施となる「中学校学習指導要領（保健体育編）」に即

代のスタンダードとしての１人１台端末環境～≪文

したバドミントン単元について検討を行ってきた。その結果，

部科学大臣メッセージ≫」，https://www.mext.go.jp/

少人数の授業であることにより，
「①知識及び技能」につ

content/20191225-mxt_syoto01_000003278_03.pdf.，

いては個々に対応することができた。
「主体的・対話的で
深い学び」として，「②思考力・判断力・表現力等」の観
点から，仲間と協力して取り組むなどコミュニケーション
を深める授業づくりを実施することができた。また，全学
年による合同体育などにより，
「学びに向かう力・人間性
等」についても育成することができたと考えられる。しか
し，一方では，ワークシートの項目内容の作成やその回答
の分析が十分ではなかったこともある。今後，ワークシー
トの内容検討を取り入れることが必要であると考える。
今後，本研究が小規模校におけるバドミントン授業の一つ
のモデルとして，よりよいバドミントン授業づくりに向け
て参考となることを期待したい。
註１

従来，中学校・高等学校の保健体育の１時間分の学
習指導案細案は，
「導入」
・
「展開」
・
「整理（まとめ）
」
など，３段階で構成されることが多かった。これは
各段階で取り組まれる「準備運動」
・
「主運動」・「整
理運動」という運動の区分に連動して用いられてい
る区分段階である。しかし，小学校では「みつける」
・
「たしかめる」
・
「ひろげる」
・
「まとめる」など，学
習のながれを当てはめた４段階を採用している学校
も多い。上川学校体育研究会では，
「課題把握」・「解
決の見通し」
・
「追求活動」
・
「定着発展」という４段
階を採用している。
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ICT環境の実現に向けて～令和時

長崎県のへき地教育の方法を学べる貴重な機会です。ぜひ、
ご参加下さい！
！
主
後

催 国立大学法人北海道教育大学
協力大学 国立大学法人長崎大学
援 北海道教育委員会、全国へき地教育研究連盟、北海道へき地・複式教育研究連盟、長崎県へき地・小規模校教育研究連盟

令和元年度第１回へき地 ・ 小規模校教育推進フォーラム

へき地
へ
き地 ・・小規模校 の
の教師教育 と
と
大 学 ・・ 教 育 委 員 会 の
の役 割
－ 離島型・内陸型へき地の特徴から人材育成のあり方を考える －

本フォーラムでは、離島型へき地の典型としての “長崎県” と内陸型へき地の典型としての “北海道” を比較
しながら、養成・研修・人事などのあり方を検討し、双方の良さを学び合います。

総合司会

北海道教育大学函館校センター員

Ⅰ.

開催挨拶

Ⅱ.

基調報告

北海道教育大学学長

蛇穴

根本

8/28 （水）

直樹

治夫

13:00~17:30

「現代におけるへき地・小規模校教育研究の可能性と今後の課題」
北海道教育大学副学長

Ⅲ.

シンポジウム

玉井

康之

13：50 ～

「長崎と北海道のへき地の人材育成の取り組みと可能性」
《司会》 北海道教育大学釧路校センター員

境 智洋

「離島教育に対応した長崎大学地域教育総合支援センターと
教員養成・研修の役割」

北海道教育大学

事務局 第 1 会議室

札幌市あいの里 5 条 3 丁目 1-3
JR あいの里教育大学前駅下車

参加無料

長崎大学副学長・地域教育総合支援センター長 中村 典生 氏

「離島教育に対応した長崎県教員研修と人事制度の取り組み」

長崎大学教育学研究科教授・前長崎県教育センター所長 長谷川 哲朗 氏

「北海道教育大学の全学的へき地教育の推進と教職意欲向上の取り組み」
北海道教育大学旭川校センター員
北海道教育大学旭川校センター員

坂井 誠亮
芳賀
均

「北海道の広大なへき地を対象にした教員の資質向上策と教員研修制度」
北海道立教育研究所所長 北村 善春 氏

「講

評」

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課

教員養成企画室室長補佐 金 郁夫 氏

Ⅳ．閉 会 挨 拶

北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター副センター長

川前 あゆみ

【 常 設 展 示 】 北海道教育大学のへき地教育実践の映像とポスター

事前にcrc@j.hokkyodai.ac.jpまでお申込みください。
（当日、直接来場も可能です。）
事 前 申 込・お 問 合 せ

北海道教育大学 学務部 地域連携推進室

札幌市北区あいの里５条３丁目１－3

Tel: 011-778-0890 E-mail: crc@j.hokkyodai.ac.jp

令和元年度第１回へき地・小規模校教育推進フォーラム
「へき地・小規模校の教師教育と大学・教育委員会の役割
－離島型・内陸型へき地の特徴から人材育成のあり方を考える－」
日時：2019年８月28日 13：00～17：30
場所：北海道教育大学事務局 第１会議室

【プログラム概要】
令和元年８月28日、北海道教育大学事務局第1会議室において、本学主催の令和元年度第１回へき地・小規模
校教育推進フォーラム「へき地・小規模校の教師教育と大学・教育委員会の役割」（通算17回）が、全国から70
名の参加者を迎えて開催された。開催にあたっては協力大学として国立大学法人長崎大学様、また後援には北海
道教育委員会様、全国へき地教育研究連盟様、北海道へき地・複式教育研究連盟様及び長崎県へき地・小規模校
教育研究連盟様のご支援をいただいた。開会にあたり北海道教育大学を代表し、学長代理として本学理事の佐川
正人が挨拶を行った。フォーラムプログラムは以下のとおり進行した。
はじめに基調報告として、本学副学長の玉井康之より「現代におけるへき地・小規模校教育研究の可能性と今
後の課題」と題した報告を行った。
その後、３機関５名のパネリストをお迎えし「長崎と北海道のへき地の人材育成の取り組みと可能性」と題し
たシンポジウムを行った。最初の登壇者では長崎大学副学長・地域教育総合支援センター長である中村典生様よ
り「離島教育に対応した長崎大学地域教育総合支援センターと教員養成・研修の役割」と題したご発表をいただ
いた。続いて、長崎大学教育学研究科教授・前長崎県教育センター所長の長谷川哲朗様より「離島教育に対応し
た長崎県教員研修と人事制度の取り組み」と題したご発表をいただいた。さらに、北海道教育大学旭川校の坂井
誠亮教授並びに芳賀均講師より「北海道教育大学の全学的へき地教育の推進と教職意欲向上の取り組み」と題し
たご発表を行った。最後の登壇者には、北海道立教育研究所所長の北村善春様より「北海道の広大なへき地を対
象にした教員の資質向上策と教員研修制度」と題したご発表をいただいた。
最後に、今回のフォーラムの講評を、文部科学省総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室室長補佐の金
郁夫様からいただいた。
フォーラムは４時間30分にわたり進行され、基調報告並びにシンポジストへの報告を踏まえて参会者との質疑
応答を行った。最後に閉会にあたっては、本学へき地・小規模校教育研究センター副センター長の川前あゆみが
閉会の挨拶を行った。
なお、本シンポジウム報告者の資料は次頁以降に当日のスライドを掲載している。
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令和元年度
第１回へき地・小規模校教育推進フォーラム

離島教育に対応した教員研修と人事制度の取り組み

長崎大 学 長谷川

哲朗

2019/8/28

北海道教育大学フォーラム

1

2019/8/28

北海道教育大学フォーラム

2
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・２１市町
・教育事務所廃止
（平成１８年度）

北海道教育大学フォーラム

2019/8/28

3

学校数・児童生徒数等の推移
小学校

Ｈ１０

Ｈ２０

学校数

４３９

４０６

児童数

１０６３４７

８４９１９

教員数

６２５４

５７７３

中学校

Ｈ１０

Ｈ２０

学校数

２１８

２１２

生徒数

６２０１１

４６００８

教員数

４０７４

３６９１

⾧崎県教委
2019/8/28

３３０
７１２７７ 67.0%
５３７６

Ｈ３０
１８９
３６５０１ 58.9%
３３１４

学校基本調査（国公立計）

北海道教育大学フォーラム
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へき地の学校数・児童生徒数等
小学校

中学校

学 校数

８５

２ ６．２ ％

児童数

６３７１

９．１％

教員数

８６８

１６．４％

学 校数

４８

２ ７．６ ％

生徒数

３２６５

９．５％

教員数

５６５

１８．０％

⾧崎県教委

学校基本調査（公立計）

2019/8/28

北海道教育大学フォーラム

5

2019/8/28

北海道教育大学フォーラム

6

－ 129 －

８９→８８
１７→１４
1594→1474

８９→７８
２５→２３
1712→1564

小学 校
２６ →３０ 年度
単 学級数
複式 学級数
児 童数

４６→３８
１１→１３
957 → 762

７７→７２
２５→１５
1789→1672

北海道教育大学フォーラム

2019/8/28

１２／１９校
８人
４人・１７人

９／１８校
６人
０・７人

7

(小)複式の学校数
(小)複式支援非常勤
(中)非常勤・免外

７／１１校
６人
２人・３人

７／１４校
７人
９人・８人

2019/8/28

□複式の学校数 小７８（４５）中８（４）
□複式支援非常勤講師
７２（２９）人
□免外解消非常勤講師 １１０（２５）人
□免外教科担任発令
９１（５２）人
北海道教育大学フォーラム
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長崎県の広域交流人事（小・中学校）
①全県的な教育水準の維持向上と教育の機会均等の実現
②「主たる勤務地」を拠点とした異動
③地域間異動；ＡＢ間異動３年（ＡＡ間異動は６年）
④採用後１５年までに地域間異動
⑤本人の意向や特殊事情等への配慮

◎人事異動の円滑化
◎年齢等のバランス

A地域
(県北)
B 地域

◎勤務年数の短縮
◎中学校教科間の不均衡

2019/8/28

A地域
(県央)
A地域
(県南)

北海道教育大学フォーラム

9

長崎県の広域交流人事（小・中学校）
１

離島勤務に係る諸手当等
・へき地（特地勤務）手当
・へき地（特地勤務）手当に準ずる手当
・単身赴任手当
・離島へき地に勤務する職員の特別昇給

２

しま部の充足率（主勤地者／全勤務者、令和元年度、小・中学校計）
・五島 67.0% 新上五島 49.4% 壱岐 60.3% 対馬 61.1%

３

初任者の主勤地申請状況（平成30年度採用）
・小学校
しま部１４人／全２２６人
・中学校
しま部 ５人／全 ６０人

４

初任者の配置（平成３０年度）
・小学校
しま部３１人／全２２６人
・中学校
しま部 ９人／全 ６０人

2019/8/28

北海道教育大学フォーラム
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教員採用の取組
「離島教育特別枠採用選考について」
離島における教育の一層の充実のため、地域に根ざし、離島教育
に対する熱意と識見を持った優秀な人材を採用する（小学校）。
・採用から１０年連続して、原則同一離島市町に勤務できる者
・採用予定 ４名

「離島教育プログラムについて」
・長崎県における離島教育の資質を備えた教員の養成
・離島教育推薦枠での入学者及び小学校教育コースの希望者
・内容構成は長崎県教育委員会との協議に基づく。
・「離島と教育」「ICT教育法」「教職とICT活用」「複式教育論」
・附属小学校の複式学級における「教育実習」
・離島の小学校における「学校教育実地体験実習」
・実習校再訪問による「インターンシップ」
北海道教育大学フォーラム

2019/8/28

11

離島教育に係る教員研修
１

初 任者研修等 における地 区研修

・地域教材の開発、史跡等の教育資源の活用
・地域の島おこしグループ等との連携・協働
・初任研と中堅研の合同実施

２

地 区別研修の 実施

・学力向上、いじめ問題、ICT活用等の教育課題に係る研修

３

教 育センター の取組

・出前型講座の実施
年間２０回（平成３０年度実績）
・「免許外教科担任のための授業づくり」
授業づくりの実際、受講者とのネットワーク
・「複式教育研修講座」
複式学級の授業参観、動画視聴、授業づくりの実際
・「離島地区教科指導力向上支援事業」
・遠隔システムを活用した授業研究（第１ステージ教員対象）
2019/8/28

北海道教育大学フォーラム
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北海道教育大学のへき地教育推進と
教職意欲向上の取り組み
ー旭川キャンパスにおけるへき地体験実習の実態についてー

－ 133 －

2020

今年度（令和元年）のへき地校体験実習の希望者（旭川校）

受講者

５６名

希望者数 １０３名
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へき地校体験実習希望者と受講者の推移

２６

27

２８

２９

30

．１
R．

受講者 ４３名

45名

43名

51名

53名

56名

56名

希望者 103名

95名

72名

55名

74名

97名

103名

年度

Ｈ．25

へき地校体験実習希望動機について
① 1年後期に受講した講義（16名）
〇へき地教育論の講義を受講し、そのまま実習に行きたいと思ったので
すが、人数の多さ等で残念しました。しかし、4年になって再び、へき地
校実習に行ける機会があったので、今年度行くことに決めました。
〇田中先生の「へ
へき地教育は、教育の原点」という言葉が印象に残り、自
分の目で実際に学んでみたいと思ったから。
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② へき地の体験がないので知りたい（13名）
〇私は、小・中・高とマンモス校と呼ばれる生徒数の多いところの出身
でした。そのこともあり、へき地教育というものにとても興味がありま
す。実際に、へき地校での教育を体験して、その中でへき地ならで
はの教育、地域性、子どもの特性を学んでみたいです。

③ 先輩から良さを聞いた（10名）
〇先輩から「良
良い経験になる。楽しい。」「絶
絶対に役に立つから行った
方がよい。」とすすめられ、行ってみたいと思いました。

④ 将来に役に立つ（7名）
〇将来、北海道内の学校で教員として働きたいと思っており、北海道
はへき地・小規模校の数が全国で上位にあるため、将
将来へき地校に
配属される可能性が高く、今後に活かすために受講した。

⑤ へき地出身者なので（5名）
〇実習校のリストにあるトマム学校に通っていたことがあり、教師側と
しての経験を積みたい。
〇自
自分自身へき地出身であり、へ
へき地の学校に勤めたいと考えてい
る。
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へき地体験実習の成果（昨年度のアンケートより）
① 課題がわかった
・3年生の実習（本実習）に行く前に、何が不足しているのかよくわかり
ました。
・今後必要なことのためにしなければならないことなど、展望を持つこ
とができた。教師を目指すなら、こ
この体験は宝になると思う。
② 自信になった
・来年の本実習に向けて、良い経験を積むことができ、課題が見つ
かった反面、達成感や自
自信につながることもあった。
・実習を通して、自分にかかわってくださった人への感謝の気持ちを
一層感じることができ、人
人間としても成長することができたと思う。

③ モチベーションを高める
・実習校の先生から、たくさんアドバイスをもらえたので、すべて良い参考に
教 師 に な り た い と い う思 い を 改 め て
なった。子どもと関わることが好きで、教
実感できた。
達成感や喜びを感じることができ、教
教 師 に な り た い とい
・この実習を通して、達
う気持ちが強まりました。今後の学校生活の中で、様
様 々 な壁 が あると 思 い
ますが、その時には、実習での楽しかった思い出を原動力にし、児童や
先生方から教えていただいたことを生かして頑張りたいです。
④ へき地校を知る
・へき地校の特色について考察することができ、連携つながりの深さを体験
することができ、とても貴重な1週間になりました。生徒理解の大切さにつ
いて考え、学ぶよう機会になりました。
へき地校に対するイメージがだいぶ変わったので、この経験を胸に頑張った行
・へ
きたい。
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へき地校体験実習参加学生へのアンケートから
（調査と検討）
北海道教育大学旭川校 へき地教育アドバイザー 田中 和敏
北海道教育大学旭川校 講師 芳賀 均

へき地校体験実習（へき地の学校と子ども、および地域の実
態についての理解を深め、教育課程、指導方法などの特色を1
週間程度現地に住み込み、実地で学ぶ実習。旭川校では、「へ
き地教育論」をはじめとする講義と関連して、主に2年生で参
加する）に
に参加した学生が、へき地に関心をもったり、へき
地に対するイメージが変ったりするかという調査を行った。

へ き 地は ， 生活 上， ま た教 育 上，不 便な こ
とが少なくない地域。
発表者（芳賀）は，へき地をはじめとする
地域におけるアウトリーチによる出前音楽
演奏の活動に継続的に取り組んでいるが，
その活動に参加した学生が，へき地に関心
をもったり，へき地に対するイメージが
変っ たりする 様子 を目の当た りに している 。
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○アンケートの実施（実習校別のグループごとに実施）
実習前）平成30年8月8日～9月7日（へき地校体験実習直前指導時）
①日付：（１回目・実
（２回目・実
実習後）平成30年10月27日（へき地校体験実習事後指導時）
②留意点：「率直に，悩み込まずに記入する」旨の指示を行った上で実施

○アンケート結果の検討
・数値によって回答を得たものについては平均値を、
・自由記述等の，文による回答を得たものについては，類似の内容ごとに分類，または，SCAT※による分析
※SCAT（Steps for Coding and Theorization）は，質的データ分析のための手法の一つ
（大谷尚「4ステップコーディングによる質的データ分析手法SCATの提案−着手しやすく小規模データにも適用可能な理論化の
手続き−」『名古屋大学大学院教育発達科学研究紀要（教育科学）』（第54巻第2号）名古屋大学大学院教育発達科学研究科，
2008年3月，pp.27-44.）

設問③「へき地の人間関係に対する考えを教えてください」（自由記述）

実習後の記述には，
「地域や学校などの繋がりが強い」
「様々な行事に参加している」
「みんなで子どもを見守っている」等，
学校と地域の関係のよさについての内容が見られるようになった。
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設問④「へき地の良さはなんだと思いますか」（自由記述）

学校現場の体験を通して，
「一人一人の発言，発表の場がある」
「丁寧な指導ができる」
「人を思いやりながら生活している」等，
へき地教育の利点に着目した記述が見られるようになった。

設問⑥「へき地に住みたいと思いますか」
（住みたくない=1・どちらかといえば住みたくない=2・どちらかといえば住みたい=3・住みたい=4。

へき地校体験実習によって，
「へき地に住みたい」という気持ちが上昇したといえる。
また，出身地別で見ると，
「へき地以外」の出身者について，特にそのことが明らか。
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設問⑦「もしも住むことになったら何歳代まで住めますか」
（20歳代まで=1・30歳代まで=2・40歳代まで=3・50歳代まで=4・60歳代まで=5・それ以上，一生=6）

へき地校体験実習によって，何歳までへき地に住めるかという意識には，統計的に有意の差は見られなかった。

「へき地」出身者のほうが，「へき地以外」と比べて数
値が大きいことが確認できた。
しかし，

へき地出身者は、自身のへき地での生活経験から，へき地のよさが理解できていることや，へき地に住むことに
抵抗や不安が少ないこと等により，より長く住みたい，住むことができると感じている傾向があると推察する。

設問⑨「もしも，ご自身に［子ども］ができたとして，」
（住みたくない=1・どちらかといえば住みたくない=2・どちらかといえば住みたい=3・住みたい=4）

へき地校体験実習によって，子
子どもができたとして，住みたいか否か，
という意
意識には上昇が見られ，統計的にも有意の差であった。
また，出身地別で見ると，特
特に「へき地以外」の出身者について，そ
のことが明らかとなった。
実習を通して，へき地の実態を知り，良さ等を理解したことや，子どもの成長に関するへき地のよさ等を感じ
た，また，実際のへき地の姿は，実習前にイメージしていたものよりもよかったこと等によると推察する。
なお，これらのことは，へき地出身者にとっては自身の体験から感じていることであり，実習前後の変化が小
さかったと考えられる。
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設問⑩「へき地で（ご自身の）子どもの子育てについて，どう思いますか」
（へき地で育てたくない=1・どちらかといえば育てたくない=2・どちらかといえば育てたい=3・ へき地で育てたい=4）

→設問⑩-2 その回答の理由は何ですか（自由記述）

へき地校体験実習によって，子どもをへき地で育てたいか否か，
という意識には上昇が見られ，統計的にも有意の差であった。
なお，出身地による差異はなかった。

よい学習環境の中で「
「伸び伸びと育てたい」等，へき地のよさに気付き，
へき地での子育てに魅力を感じた者が多いと推察する。

設問⑪「へき地における（ご自身の）子どもの教育について，どのよう
に思いますか」（自由記述）

「一人一人に丁寧に対応ししている」
「人任せにせず，責任感が育つ」等，
少人数のよさを生かした教育によって子どもを育てたいとい
う思いが，実
実習後に増加している。
一方，
「学習に関わる刺激が少ない」「進学するために，地域から離れなく
てはならない」「大人数の環境に出たとき大変」等，
都市部との比較による不安を挙げる者も存在する。

－ 142 －

№75

令和元年度

第１回

へき地・小規模校教育推進フォーラム

「実習を終えた感想」についてのアンケート記述の分析結果
へき地校体験実習に参加した学生に対し，へき地・小規模校教育研究センターによるアンケートが毎年実施され
ている。「実習を終えた感想」（釧路のセンターで集約したもの）をSCATによって分析。

「実習前は不安や心配に駆られていたが，同じ仲間がいることで充実した実習を送る
ことができた」
「へき地実習でしかできない学校教育や教師についての学びが，本実習や今後の人生
や生活へとつながっている」
「実習を通して教師になりたいという思いが強くなり，これから意欲的に学びに取り
組もうという思いは強くなった」
「へき地校体験実習を通して，へき地・小規模校教育への興味・関心が向上した」
→すなわち，
実習前は不安を感じていて，仲間の重要性を感じたことや，へき地実習ならではの学
びが多く，へき地・小規模校教育への興味・関心が向上したこと，教師になりたいと
いう思いや，これからの学びに対する意欲が向上したことが明らかに。

まとめ
・学生が，実習を通してへき地・へき地校のよさや可能性に気付いたり，へき地
教育に対するよいイメージをもつに至ったりしている
・それは特に，へき地以外，すなわち都市の出身者にその傾向が強く現れている
・しかし，生活上の不便さ，受験・進学への不安等を感じている学生もいる
「へき地教育論」をはじめとする，大学の講義を基底として，へき地の教育現場
を体験することによって，へき地の実態をより具体的に感じ，へき地・へき地校の
よさと課題を整理できたことがうかがえる。
しかしながら，へき地・へき地校に対するイメージを大きく改善させたり，へき地校勤
務に対する意欲や使命感の向上を図ることには，依然として課題がある。
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シンポジウム
「長崎と北海道のへき地の人材育成の取り組みと可能性」
【発言テーマ】
「北海道の広大なへき地を対象にした教員の資質向上策と教員研修制度」

日時 令和元年(2019年)８月28日(水) 10:30～12:00
会場 北海道教育大学事務局第１会議室
札幌市北区あいの里５条３丁目１－３

パネラー 北海道立教育研究所長 北村善春
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■教員数は、「管内別（札幌市を含む）」及び「全道（札幌市以外）」については、
平成27年５月１日現在の現員報告における教諭（正規採用者のみ）の数、

全国教員数（H25.10.1現在）
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■「全国教員数」については、平成25年10月１日現在の学校教員統計調査にお
ける本務教員数
■年齢は、「管内別（札幌市を含む）」及び「全道（札幌市以外）」については平成
28年３月31日現在、「全国教員数」については、平成25年10月１日現在の学校
教員統計調査時の年齢を時点更新している。
■単位は人数である。
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※道立学校分は、教職員課データを基に道立教育研究所で作成
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(北海道立教育研究所)

北海道における小学校の児童数別学校数の割合（国立、公立、私立）
41%
37%

（参考）

H19

33%

学校数の割合

15% 16%

H24

H29

児童数（１～6学年）
H19 192,355 (
)
H24 174,688 (▲ 17,667)
H29 155,366 (▲ 36,989)
※括弧はH19との比較

18%

10% 10% 11%

10% 11%

13%

12% 12%
9%

11% 11%

学校数
1,107 ( - )
962 (▲ 145)
851 (▲ 256)

9%
4% 3% 3%

1～49人

50～99人

100～199人

200～299人

300～399人

400～599人

600人以上

児童数

※学校基本調査を基に道立教育研究所で作成7

※H29.5.1現在のへき地級地学校数 361/1054(34.3%)

北海道における中学校の生徒数別学校数の割合（国立、公立、私立）

H19

31%

H24

H29

（参考）

29%

生徒数（１～3学年）
H19 104,523 (
)
H24 93,614 (▲ 10,909)
H29 85,270 (▲ 19,253)
※括弧はH19との比較

27%

学校数の割合

２

第１回

19%

20% 20% 20%

16%

学校数
586 ( - )
553 (▲ 33)
502 (▲ 84)

15%

14%
12%

13%
11%

12%
10%

10%
8%

7%
3%

1～49人

50～99人

100～199人

200～299人

300～399人

400～599人

2%

3%

600人以上

生徒数

※学校基本調査を基に道立教育研究所で作成

※H29.5.1現在のへき地級地学校数 215/591(36.4%)

8
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※学校基本調査を基に道立教育研究所で作成

【道立高校】規模別学校数の割合（全日制、第１学年）
S63

H19

H24

（参考）

H29

中卒者数
S63
92,222 ( - )
H19
53,330 (▲ 38,892)
H24
48,907 (▲ 43,315)
H29
45,689 (▲ 46,533)
※括弧はS63との比較

26%
23%
21%

学 校 数の 割 合

19%

19%

学校数
243 ( - )
226 (▲ 17)
205 (▲ 38)
194 (▲ 49)

23%

19%
18%

16%
14%

13%

14%
13%

13%

11%

11%
9%

7%

7%

11%
10%

9%

8% 8%
6%

5%

12%
9%

8%
5%

5% 5%
3%

2%

0%

１間口

２間口

３間口

４間口

５間口

６間口

７間口

８間口

1%

９～12間口

9

３ 学校教育関連データ等
勤務実態
学校経営の
実態

健康実態

教職員の

行政の施策

意識の実態

学習指導要
領の改訂

北海道立教育研究所研修資料
『「働き方改革」の検討に必要な学校経営データサイクル』
作成 令和元年(２０１９年) ４月/作成者 北村善春(所長)

－ 148 －

学校教育の
実態

教員の退
職・採用

社会の実態

10
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◇北海道の教員の１日当たりの勤務時間

●副校長・教頭
11時間52分
●主幹教諭・教諭 10時間06分

勤務実態
学 校 経 営の
実態

健 康 実態

◇１週間当たりの勤務時間が60時間を超える者
(過 労 死 ラ イン 相 当 )

教職員の

行 政 の施 策

意 識 の 実態

学 習 指導 要
領 の 改訂

学 校 教育 の
実態

教 員 の退
職・採用

●副校長・教頭
64.9%
●主幹教諭・教諭 28.5%
教職員の時間外勤務等に係る実態調査
(Ｈ28道教委)
□調査対象
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校
□調査方法
２期に分けての抽出
□抽出数
86校 4,249名

社 会 の実 態
11

H30年度調査結果(道教委)
□受検率 96.3％(13,097人/13,602人)
勤 務 実態
学 校 経営 の
実態

健康実態

●高ストレス 1,705人(13.0%)
（管理職6.2%・一般職13.5%）
●年代別高ストレス(一部抜粋)

教 職 員の

行 政 の施 策

10代13.3% 20代10.9%
40代14.5% 50代13.5%

30代13.2%
60代 4.7%

意 識 の実 態

道立学校職員ストレスチェック制度(Ｈ28から実施)

学 習 指 導要
領の改訂

学 校 教育 の
実態

教 員 の退
職 ・ 採用

社 会 の実 態

□調査対象 高等学校・特別支援学校・中等教育学校の
全職員
□調査方法 ストレスチェック
□背景
労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が
重要な課題
□趣旨
①職員自身のストレスへの気付き
②対処への支援・職場環境の改善
メンタルヘルス不調の未然防止の一次予防
12
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勤 務 実態
学 校 経営 の
実態

H29年度公立学校教職員の人事行政状況
調 査 結 果 (道 教 委 )

健康実態

□教職員数 920,492人 (H27年度)
920,058人 (H28年度)
920,760人 (H29年度)
教 職 員の

行 政 の施 策

● 病 気 休 職 者 / ( )内 は 精 神 疾 患
309人(0.8%) / (201人) (H27年度)
288人(0.8%) / (180人) (H28年度)
310人(0.8%) / (196人) (H29年度)

意 識 の実 態

学 習 指導 要
領 の 改訂

●育 児休業者( 男性/ 女性)
18人 / 430人 (H27年度)
17人 / 398人 (H28年度)
8人 / 391人 (H29年度)

学 校 教育 の
実態

教員の退
職 ・ 採用

社 会 の 実態

13

年度

退職 者 数
( 前年 度 )

採 用 試験
受検率

登 録 者数

採用 者 数

H2 6

386

6. 4

415

389

H2 7

379

5. 7

469

434

H2 8

405

5. 5

451

425

H2 9

418

4. 4

504

475

H3 0

469

3. 6

573

531

H3 1

496

1. 7

1 , 0 96

967

H32(推計)

490

－

－

450

H33(推計)

535

－

－

－

H34(推計)

533

－

－

－

勤 務 実態
学 校 経営 の
実態

健 康 実態

教 職員 の

行 政 の施 策

意 識 の実 態

学 習 指導 要
領 の改 訂

学 校 教育 の
実態

教員の退職・
採用

※小・中学校教諭

社 会 の実 態
14

－ 150 －

№75

令和元年度

第１回

年度

退職 者 数
( 前年 度 )

採 用 試験
受検率

登 録 者数

採用 者 数

H26

260

7 .1

235

215

2020

へき地・小規模校教育推進フォーラム

勤 務 実態

H27

269

6 .7

260

228

H28

306

4 .3

403

362

H29

281

4 .5

387

354

H30

298

3 .8

428

345

H31

313

3 .2

488

358

H32(推計)

365

-

-

285

H33(推計)

372

-

-

-

H34(推計)

410

-

-

-

学 校 経営 の
実態

健 康 実態

教 職 員の

行 政 の 施策

意 識 の実 態

学 習 指導 要
領の改訂

学 校 教育 の
実態

教 員 の 退 職・
採用

社 会 の 実態

※道立学校教諭分

15

□北海道アクション・プラン(H30～R2)
(H30.3道教委、R1.7一部改訂)
★教員の在校等時間から条例で定める勤務
時間等を減じた時間を、
１か月で45時間以内、１年間で360時間以内
R2年度末までに100%実現目標の指標
●部活動休養日完全実施
平日週１日52日+週末週１日52日
+学校閉庁日９日
●変形労働時間制の活用
●定時退勤日を月２回以上実施
●学校閉庁日を年９回以上実施
具 体 的 な 取組
●部活動休養日
週当たり２日以上(平日１日+週末１日）
●部活動の活動時間
平日２時間程度、学校休業日３時間程度

勤 務 実態
学 校 経営 の
実態

健 康 実態

教 職 員の

行政の 施策

意 識 の実 態

学 習 指導 要
領 の 改訂

学 校 教育 の
実態

□北海道の部活動の在り方に関する方針
( H 3 1 . 1 道 教委 )
教 員 の退
職 ・ 採用

□部活動指導員・サポートスタッフ配置

社 会 の実 態
16
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□教員採用方法の多様化
①障がい者特別選考
②スポーツ・芸術特別選考
③工業・水産特別選考
④社会人特別選考
⑤一般選考(地域枠)
〇日高、宗谷、根室管内に限って勤務
原則、新規採用から４年間は他管内勤務
〇小学校１５名程度
〇中学校(国語・社会・数学・理科及び英語)
各教科２～３名程度
〇地域に根差した教育への意欲・情熱、志望動
機のレポートの事前提出で教養検査(１次検査
) を免 除

勤 務 実態
学 校 経営 の
実態

健 康 実態

教 職 員の

行政の 施策

意 識 の実 態

□検査会場の複数化の促進
道外会場(東京)の設置
学 習 指導 要
領 の 改訂

□採用検査方法の改善

学 校 教育 の
実態

個人面接の複数回実施

※詳細は道教委のWebページ参照
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/s
hochujinji/H32jissiyouryou.pdf

H23

H24

H25

H26

H27

H28

教 員 の退
職 ・ 採用

社 会 の実 態
17

H29

H30

H31

計

小

５

３

４

１

３

５

３

５

４

３３

中

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

３

９

１２

一般選考(地域枠)の実績(採用状況)

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31

計

小

４

３

６

５

５

４

６

５

１

39

中

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

２

３

５

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31

計

小

５

５

４

５

５

５

５

５

４

４３

中

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

２

６

８
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一般選考(地域枠)の実績(口頭説明)

地方教育行政の多様性・専門性に関する研究 報告書４

県費負担教職員制度運用の多様性に関する調査研究
ー「平成の大合併」以降の教職員人事を中心にー
2019(平成31)年３月
研究代表 渡邊恵子
(国立教育政策研究所 教育政策・評価研究部長)
19

□教員育成指標の策定(管理職・一般)
□研修体系の整備
研修計画の策定と更新
□ 広域人 事
〇 ねら い
教職員の全道的な適正配置により、教育課題の
改善に取り組み、もって全道的な教育水準の維
持 向 上 を 図る 。
〇実 施方 法
①年齢の高い管内→年齢の低い管内
中 堅 層 が 異動
②年齢の低い管内→年齢の高い管内
若 手 層 が 異動
③異動範囲や対象教員等は実施要項で規定
□離島に所在する公立小・中学校への人事交流
〇 ねら い
離島所在地の教育活動の一層の活性化を図る。
〇 実 施 方法
①勤務期間は原則３年間とし、継続勤務の希望
がある場合には妨げない。人事交流修了後は、
元の管内・学校種に戻る。
②対象となる離島所在校は実施要項で規定

勤 務 実態
学 校 経営 の
実態

健 康 実態

教 職 員の

行政の 施策

意 識 の実 態

学 習 指導 要
領 の 改訂

学 校 教育 の
実態

教 員 の退
職 ・ 採用

社 会 の実 態
20
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北海道における研修体系(平成31年度「北海道教員研修計画」H31.3北海道教育委員会)
初任段階

ステージ

中堅段階

初任段階
教員研修

養護教諭研修

新任校⾧研修
主幹
教諭

養護教諭
研修

栄養教諭研修

新任 主幹教諭研修

学校 運営研修

〔教諭〕

栄養教諭
研修

学校運営ミドルリーダー養成研修

〔教諭〕

授業改善推進研修

幼稚園中
堅教諭等
資質向上
研修

幼稚園教育
園長等指導者会議

〔園長〕

教育課程の編成・実施、学力向上・体力運動能力の向上、各教科等における授業改善、各教科等指導の実技 に関する研修 など

教育課程

教育
課題
研修

教頭・副校長
経験者研修
新任教頭・
新 任 副 校 長 研修

教頭
副校長

〔教諭〕
新採用
幼稚園
教諭研
修

校長経験者研修

校長

中堅教
諭等資
質向上
研修

（１～５年次）

基本
研修

ベ テラン 段 階

新たな教育
課題

カリキュラム・マネジメント、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善、ＩＣＴを活用した指導
道徳教育、特別支援教育、外国語教育 に関する研修 など

生徒指導

いじめ・不登校等への対応、問題行動等への対応、教育相談、学校安全、ネットトラブル未然防止 に関する研修 など

健康教育

健康教育、学校保健活動、食育、アレルギーへの対応、アナフィラキシーへの対応、性教育、薬物乱用防止教育、
がん教育 に関する研修 など

組織マネジメント

組織マネジメント に関する研修 など

道立教育研究所・特別支援教育センターで実施する研修（学校経営・学校運営、教科等指導、生徒指導、キャリア教育、特別支援教育）

専門
研修

教職員支援機構で実施する研修（学校経営力の育成を目的とする研修、指導者の養成等を目的とする研修）
大学院・教職大学院研修、道研・特セン長期研修、長期社会体験研修 等

自主
研修

道研「フリープラン研修」 特セン「マイプラン研修」 各教育研究所・教育（研修）センター主催の研修 各教育研究団体主催の研修 等

21

校 内 研 修 ・ ＯＪＴ

広域人事の実績(異動状況)
H2 3
※
朱
書
の
管
内
は
、
年
齢
の
低
い
管
内
を
示
し
て
い
る
。

H2 4

H25

※( )内は「離島人事交流」の人数
H2 6

H2 7

H2 8

H29

H3 0

H3 1

計

空知

2

4

4

2

0

2

1

1(1)

0

16

石狩

4

3

4

3

4

2

4

1(1)

2(1)

27

後志

3

2

3

6

5

4

2

1(1)

2(1)

28

胆振

1

4

2

1

2

1

0

1(1)

0

12

日高

3

4

5

2

3

2

3

0

2(1)

24

渡島

3

3

3

3

3

2

1

1

1

20

檜山

2

3

2

2

2

2

1

2

0

16

上川

3

4

4

1

1

4

0

0

3(2)

20

留萌

1

1

2

1

2

1

1

0

0

9

宗谷

3

3

3

2

2

2

2

2

0

19

オホーツ
ク

1

2

4

5

4

2

3

3

2

26

十勝

3

4

3

5

2

3

2

0

1(1)

23

釧路

3

3

3

2

3

3

0

1

1

19

根室

3

4

4

3

3

2

3

1

1(1)

24

計

35

44

46

38

36

32

23

14(4)

15(7)

283
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４ 北海道の義務教育の教員の年齢バランス・学校規模・地域性・学校教育
関連データから見た解決すべき主な課題整理
(1)人事施策の視点
ア
イ

一般選考(地域枠)の検証と一層の充実
広域人事等の検証と一層の充実

(2)養成・採用・育成(研修)の視点
ア

北海道の教育課題や地域性に対応した研修・研究の推進
①道教委(北海道立教育研究所)と大学とで連携した研修の企画・実施
②異なる職層の参加者による研修の企画・実施(管理職とミドルリーダー)
③小規模校間を遠隔でつないだ授業や研修の企画・実施
※高速通信網を活用した教育や研修の研究

イ

高校と大学とで連携した教員志望者を増やす施策の検討
23

北海道の特性を踏まえた研修の今後の展望

本道に適した研修が必要 !!

外部関係者との連携の可能性
(研修・研究)

方法
講師

対象

日程
①広域 性・ 地域性
②主 体性・ 協働性
③今 日的な教 育課題
④地 域連携と 学 校経営
⑤専 門性・ 実践的 指導力
⑥教 員の年齢構 成・ 学校規模

テーマ

24
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【 参 考】

道 研 + 道 教 育 大学
◎研修講座を協働企画・協働運営
◎へき地・小規模教育の現場実態
を踏まえた「授業」「学校経営」の
改善方策の協働研究
◎へき地・小規模教育の有効性を単
式・都市部・中規模以上の学校へ
の活用に関する協働研究

令和元年にスタート！北海道教育大学と連携した
道立教育研究所の研修講座(大学連携講座)

「へき地・小規模教育研修講座」基礎編・発展編

【 参考 】

未来教育を創造する研究・研修構想

北海道立教育研究所
附属情報処理教育センター 研究
附属理科教育センター

□教育政策提言 □教育課題解決

連携

北海道教育大学へき地・
小規模校教育研究センター

成
果
還
元

研 修 を変 え る
授 業 を変 え る

北海道立教育研究所大学連携講座
「へき地・小規模教育研修講座」

学校 経営を 変える
理
想
実
現

教育の価値を見直し普及
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成 果 還元

道内の公立小中学校

へき地・小規模校教育研究センター 活動状況
〈令和２年２月～令和３年１月〉
日

付

活

動

状

況

令和２年
２月12日 へきけんニュース第71号
４月

発行

HUE RISE Resource Series No.1 Brief Introduction to Multi-grade Teaching in Japan
『日本の複式学級における学習指導の手引』英語翻訳版（簡易版）発行

４月６日 へきけんニュース第72号

発行

４月21日 令和２年度第１回へき地教育アドバイザー会議（テレビ会議システム）
出席〔玉井康之

センター長・川前あゆみ

田中和敏

副センター長・加藤雅子

旭川校アドバイザー・吉田亨

札幌校アドバイザー・

釧路校アドバイザー〕

６月１日 へき地・小規模校教育研究センター研修室・アドバイザー室リニューアルオープン
６月９日 へきけんニュース第73号
６月25日

NHK釧路放送局

発行

番組制作ディレクター取材対応

対応者〔川前あゆみ

副センター長・浅利祐一

釧路校キャンパス長〕

６月26日 令和２年度第１回へき地・小規模校教育研究センター会議
出席〔玉井康之

センター長・川前あゆみ

勝本敦洋

副センター長・前田賢次

旭川校センター員・坂井誠亮

楜澤実

釧路校センター員・境智洋

釧路校センター員・森健一郎

石井洋

釧路校センター員・

釧路校センター員・

釧路校センター員・阿部二郎

函館校センター員・小松一保

田中和敏

札幌校センター員・

旭川校センター員・小渕隆司

釧路校センター員・越川茂樹

半澤礼之

開催（テレビ会議システム）

函館校センター員・加藤雅子

旭川校アドバイザー・吉田亨

函館校センター員・
札幌校アドバイザー・

釧路校アドバイザー〕

７月６日 全国へき地教育研究連盟柿崎秀顕会長及び北海道へき地・複式教育研究連盟会長・事務局長来学〔古田統
同席者〔蛇穴治夫

学長、玉井康之

７月７日 へきけんニュース第74号

発行

７月30日 へきけんニュース第75号

発行

８月４日 令和２年度北海道へき地・複式教育研究連盟
出席〔玉井康之

会長・温泉敏

事務局長〕

センター長〕

評議委員会・役員研修会（ホテルライフォート札幌）

センター長〕

８月17日 令和２年度北海道立教育研究所との連携研修講座

講師派遣（札幌駅前サテライト、旭川校、釧路校、函館校、Zoom配信）

「これからのへき地・小規模校教育充実研修【学習指導・学級経営】～小・中学校の円滑な接続を目指した効果的な指導の在り方」
全体講師〔川前あゆみ

副センター長〕

演習講師【札幌駅前サテライト】〔池田考司

札幌校センター員〕

【旭川校】〔勝本敦洋

旭川校センター員〕

【釧路校】〔小渕隆司

釧路校センター員・森健一郎

【函館校】〔阿部二郎

函館校センター員〕

会場受講者〔小学校19名、中学校２名

釧路校センター員〕

計21名〕

８月24日 令和２年度へき地校体験実習〔夏期〕開始
８月28日 へきけんニュース第76号

発行

９月９日 へきけんニュース第77号

発行

９月18日 令和２年度へき地校体験実習〔夏期〕終了
９月24日 岩見沢市立メープル小学校へき地教育の映像撮影収録
対応者〔玉井康之

センター長・中戸川弘

地域連携課長〕

９月25日 占冠村立占冠中央小学校へき地教育の映像撮影収録
対応者〔玉井康之

センター長・中戸川弘

地域連携課長〕

９月28日 令和２年度へき地校体験実習〔秋期〕開始
９月29日 福島県へき地・小規模校教育オンライン研修
講師〔川前あゆみ

副センター長〕
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10月10日

日本教育大学協会研究大会へき地・小規模校分科会報告（愛媛大学：オンライン開催）
報告者〔川前あゆみ

10月13日

副センター長〕

洞爺湖町立洞爺湖温泉小学校公開研究会視察
参加者〔玉井康之

10月26日

センター長・川前あゆみ

副センター長・楜澤実

釧路校センター員・二宮信一

釧路校特任教授〕

北海道教育委員会との連携事業「草の根教育実習」開始
14管内

43校

70名応募

10月28日

へきけんニュース第78号

10月30日

札幌校 へき地校体験実習Ⅰ・Ⅱ報告会

発行

11月１日 「へき地・複式学級における学習指導の手引」の全面改定の着手（３月刊行予定）
11月６日

胆振管内へき地・複式教育研究大会参加
洞爺湖温泉小学校で遠隔双方向教育研修会
来賓〔玉井康之

センター長〕

参加者〔川前あゆみ

副センター長・中戸川弘

地域連携課長・小林佳之

11月11日

へきけんニュース第79号

11月13日

令和２年度へき地校体験実習〔秋期〕終了

11月16日

厚岸町教育委員会教育長とへき地教育等に関する懇談〔酒井裕之
参加者〔玉井康之

地域連携課副課長〕

発行
教育長〕

センター長〕

11月26日

へきけんニュース第80号

12月３日

連続オンラインフォーラム

発行
第18回へき地教育推進フォーラム（Zoom配信）

「新しい学校教育課程とへき地・小規模校に期待する実践」
講師〔石田有記（文部科学省初等中等教育局教育課程課学校教育官）〕
203名参加
12月10日

へきけんニュース第81号

12月10日

釧路校

12月11日

令和２年度第２回へき地教育アドバイザー会議（Zoom配信）

へき地校体験実習Ⅰ報告会

出席〔玉井康之
田中和敏
12月17日

発行

センター長・川前あゆみ

副センター長・加藤雅子

旭川校アドバイザー・吉田亨

連続オンラインフォーラム

札幌校アドバイザー・

釧路校アドバイザー〕

第18回へき地教育推進フォーラム（Zoom配信）

「日本の未来の教育を創造するへき地・小規模校教育の可能性」
シンポジウム発表者〔池野敦（北海道教育委員会

総務政策局長）・伏木久始（信州大学

学術研究院教育学系教授）・

水上丈実（旭川校センター員）・渥美伸彦（旭川校センター員）〕
203名参加
12月17日

釧路校

12月18日

全国共同研究員制度の運営規程の制定と共同研究員の募集

へき地校体験実習Ⅱ・Ⅲ報告会

12月19日

旭川校

12月23日

へきけんニュース第82号

発行

へきけんニュース第83号

発行

へき地校体験実習Ⅰ・Ⅱ報告会

令和３年
１月８日
１月12日

令和２年度北海道立教育研究所との連携研修講座

講師派遣（札幌駅前サテライト、旭川校、釧路校、函館校、Zoom配信）

「これからのへき地・小規模校教育充実研修【学校経営】～学校規模に応じた効果的・効率的な学校経営の在り方」
全体講師〔玉井康之

センター長〕

演習講師【札幌駅前サテライト】〔前田賢次
【旭川校】〔水上丈実
【釧路校】〔川前あゆみ
【函館校】〔小松一保

副センター長〕
函館校センター員〕

会場受講者〔小学校12名、中学校８名
１月22日

へきけんニュース第84号

発行

１月29日

へきけんニュース第85号

発行

札幌校センター員〕

旭川校センター員〕

計20名〕
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○北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター規則
（制
改

正

定

平成30年３月27日平成29年規則第27号）

平成31年４月９日平成31年規則第３号

令和２年４月20日令和２年規則第40号

（趣旨）
第１条

この規則は，国立大学法人北海道教育大学運営規則（平成26年規則第25号）第14条第３項の規定に基づき，

へき地・小規模校教育研究センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
（目的）
第２条

センターは，へき地・小規模校教育の専門的教育及び研究を推進するとともに，他大学や，地域の諸機

関と連携しつつ，学校教育や現職教員の実践的活動への支援を行うことを目的とする。
（業務）
第３条

センターは，前条の目的を達成するために，次の業務を行う。

（1） へき地・小規模校教育に関する調査及び研究に関すること。
（2） へき地・小規模校における教育内容及び教育方法の研究及び開発に関すること。
（3） へき地・小規模校の教育実践に関する連携及び支援に関すること。
（4） 学生のへき地校体験実習の実施及び評価に関すること。
（5） その他目的達成に必要な業務
（構成員）
第４条

センターに，センター長のほか，次に掲げる者を置く。

（1） 副センター長
（2） センター員
（3） へき地教育アドバイザー
２

副センター長は，センター長の推薦により，学長が任命する。

３

副センター長の任期は，２年とし，再任されることができる。ただし，補欠の副センター長の任期は，前任
者の残任期間とする。

４

副センター長の任期の末日は，当該副センター長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

５

センター長は，第１項のほか，特定の事項を調査・研究するため，学内外から共同研究員を委嘱することが
できる。

（職務）
第５条

センター長は，学長の監督の下に，センターの業務を掌理し，所属職員を監督する。

２

副センター長は，センター長を補佐し，センター長に事故があるときは，その職務を代理する。

３

センター員は，センターの業務に従事する。

４

へき地教育アドバイザーは，学生のへき地校体験実習の実施及び評価に関する業務に従事する。

（へき地・小規模校教育研究センター会議）
第６条

センターに，センターの運営に関する必要な事項を審議するため，へき地・小規模校教育研究センター

会議（以下「センター会議」という。）を置く。
（組織）
第７条

センター会議は，次に掲げる者で組織する。

（1） センター長
（2） 副センター長
（3） センター員
（4） へき地教育アドバイザー
２

前項のほか，必要に応じてセンター長が指名する者を加えることができる。

（審議事項）
第８条

センター会議は，次の事項を審議する。

（1） センター運営の基本方針に関する事項
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（2） 中期目標・中期計画の実施に関する事項
（3） へき地・小規模校教育の研究及び地域支援に関する事項
（4） 学生のへき地校体験実習の実施及び評価に関する事項
（5） その他へき地・小規模校教育に関する事項
（会議）
第９条

センター会議は，センター長が招集し，議長となる。

２

センター長は，委員の３分の１以上の要請があった場合は，センター会議を招集しなければならない。

３

センター会議は，委員の３分の２以上が出席しなければ，会議を開くことができない。

４

センター会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決定し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

５

議長が必要と認めたときは，委員以外の者を出席させ，意見を聴くことができる。

（専門委員会）
第10条
２

センター会議に，必要に応じて専門委員会を置くことができる。

専門委員会の組織及び運営については，センター会議が別に定める。

（共同利用運営委員会）
第11条

センターに，センターの共同利用の運営方針に関する事項その他共同利用の実施に関する重要事項を審

議するため，北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター共同利用運営委員会（以下「共同利用運営委
員会」という。
）を置く。
２

共同利用運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。

（事務）
第12条

センターに関する事務は，教育支援部地域連携課及び釧路校室が行う。

（雑則）
第13条

この規則に定めるもののほか，センターの運営に関し必要な事項は，センター会議の議を経て，センター

長が別に定める。
附

則

この規則は，平成30年４月１日から施行する。
附

則（平成31年４月９日平成31年規則第３号）

この規則は，平成31年４月９日から施行し，平成31年４月１日から適用する。
附

則（令和２年４月20日令和２年規則第40号）

この規則は，令和２年10月１日から施行する。

－ 160 －

令和２年度

へき地校体験実習

実習協力校一覧

１．夏期（札幌校・旭川校・釧路校）
名

利尻富士町立鴛泊小学校
へき地級 ４級
宗

猿払村立浅茅野小学校
へき地級 ３級

谷

中頓別町立中頓別小学校
へき地級 ２級
中頓別町立中頓別中学校
へき地級 ２級

空
知

三笠市立岡山小学校
へき地級 なし
三笠市立萱野中学校
へき地級 なし
富良野市立布礼別小学校
へき地級 ２級
富良野市立樹海中学校
へき地級 ３級
富良野市立麓郷小中学校
へき地級 ２級
富良野市立鳥沼小学校
へき地級 １級
富良野市立山部小学校
へき地級 １級

上

幌加内町立幌加内小学校
へき地級 ２級
幌加内町立朱鞠内小学校
へき地級 ４級
幌加内町立幌加内中学校
へき地級 ２級
士別市立上士別小学校
へき地級 １級
士別市立多寄小学校
へき地級 準級
士別市立糸魚小学校
へき地級 １級
士別市立上士別中学校
へき地級 １級

川

美深町立仁宇布小中学校
へき地級 ３級
美深町立美深中学校
へき地級 特級
占冠村立占冠中央小学校
へき地級 ２級
占冠村立占冠中学校
へき地級 ２級
占冠村立トマム学校
へき地級 ３級
南富良野町立南富良野小学校
へき地級 ２級
南富良野町立南富良野西小学校
へき地級 ２級

受講生数
学校規模
計
【（ ）内特支学級数】
８学級⑵
児童数 78名
教職員 17名
４学級⑴
児童数 12名
教職員 12名
９学級⑷
生徒数 60名
教職員 18名
５学級⑵
生徒数 32名
教職員 17名
８学級⑵
児童数 52名
教職員 16名
４学級⑴
生徒数 17名
教職員 15名
５学級⑵
児童数 12名
教職員 ８名
５学級⑵
生徒数 16名
教職員 15名
７学級⑵
児童・生徒数 33名
教職員 16名
６学級⑶
児童数 30名
教職員 16名
６学級⑵
児童数 40名
教職員 13名
７学級⑶
児童数 43名
教職員 17名
４学級⑴
児童数 10名
教職員 ９名
５学級⑵
生徒数 34名
教職員 17名
５学級⑴
児童数 28名
教職員 11名
６学級⑶
児童数 17名
教職員 11名
７学級⑶
児童数 34名
教職員 14名
３学級
生徒数 18名
教職員 12名
６学級⑴
生徒数 23名
教職員 14名
５学級⑵
生徒数 83名
教職員 19名
５学級⑵
児童数 26名
教職員 11名
３学級⑴
生徒数 14名
教職員 10名
５学級⑴
児童・生徒数 ８名
教職員 11名
10学級⑸
児童数 76名
教職員 19名
５学級⑵
児童数 19名
教職員 11名

上段：移動手段、通勤手段
下段：宿泊等

４年

校

２年

支庁

学

2

3

5

（移動）バス・JR・フェリー、（通勤）徒歩または自転車
９月13日
（日）
～９月19日
（土）
旧本泊小学校・自炊

3

3

（移動）
ＪＲ・バス、
（通勤）
徒歩
９月６日
（日）
～９月12日
（土）
教員住宅・自炊

2

2

（移動）
公共交通機関、
（通勤）
徒歩
９月６日
（日）
～９月12日
（土）
宮下会館・自炊

2

2

（移動）
公共交通機関、
（通勤）
徒歩
９月６日
（日）
～９月12日
（土）
旭台会館・自炊

2

2

（移動）
JR・バス、
（通勤）
徒歩
８月23日
（日）
～８月29日
（土）
近隣住宅借用
（今年度限り）

2

2

（移動）
JR・バス、
（通勤）
自家用車
８月23日
（日）
～８月29日
（土）
近隣住宅借用
（今年度限り）

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
８月30日
（日）
～９月12日
（土）
布礼別集落センター・自炊

2

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
自家用車
８月30日
（日）
～９月４日
（金）
勝ちゃん鮨・２食付

2

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
９月13日
（日）
～９月18日
（金）
麓郷集落センター・自炊

2

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
８月30日
（日）
～９月４日
（金）
鳥沼会館・自炊

2

2

（移動）
ＪＲ、
（通勤）
徒歩
８月30日
（日）
～９月４日
（金）
勝っちゃん鮨・２食付

2

2

（移動）
バス、
（通勤）
徒歩
９月６日
（日）
～９月12日
（土）
生涯学習センターあえる・自炊

3

3

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
８月30日
（日）
～９月４日
（金）
朱鞠内コミュニティーセンター・自炊

2

（移動）
バス、
（通勤）
徒歩
９月14日
（月）
～９月19日
（土）
生涯学習センターあえる・自炊

3

3

（移動）
自家用車、
（通勤）
自家用車
８月30日
（日）
～９月５日
（土）
朝日山村研修センター・２食付

2

2

（移動）
JR・バス、
（通勤）
バス
８月30日
（日）
～９月５日
（土）
士別市スポーツ研修所・自炊

2

2

（移動）
JR・バス、
（通勤）
徒歩
８月30日
（日）
～９月５日
（土）
朝日山村研修センター・２食付

3

3

（移動）
自家用車、
（通勤）
自家用車
９月14日
（月）
～９月18日
（金）
朝日山村研修センター・２食付

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
９月13日
（日）
～９月19日
（土）
仁宇布コミュニティーセンター・２食付

2

2

（移動）
JR、
（通勤）
徒歩
８月30日
（日）
～９月５日
（土）
天塩川自然学校・自炊

3

3

（移動）
ＪＲ・バス、
（通勤）
バス
８月30日
（日）
～９月５日
（土）
双民館宿泊棟・自炊

3

3

（移動）
ＪＲ・バス、
（通勤）
バス
８月30日
（日）
～９月５日
（土）
双民館宿泊棟・自炊

2

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
９月７日
（月）
～９月12日
（土）
教員住宅・自炊

1

1

（移動）
JR・バス、
（通勤）
徒歩
９月13日
（日）
～９月19日
（土）
民宿岩本・２食付

3

（移動）
自家用車、
（通勤）
自家用車
９月13日
（日）
～９月18日
（金）
勝っちゃん鮨・２食付

2

1

1

3

1

1

実習期間（移動日含む）

－ 161 －

受講生数
学校規模
計
【（ ）内特支学級数】

名

南富良野町立南富良野中学校
へき地級 ２級
上

中富良野町立旭中小学校
へき地級 準級
中富良野町立西中小学校
へき地級 特級
中富良野町立宇文小学校
へき地級 ２級
名寄市立智恵文小学校
へき地級 １級

川

名寄市立智恵文中学校
へき地級 １級
名寄市立中名寄小学校
へき地級 準級

日高 後志 留萌

東神楽町立忠栄小学校
へき地等級なし
日高町立日高小学校
へき地級 ２級
蘭越町立昆布小学校
へき地級 １級
初山別村立初山別小学校
へき地級 ２級
足寄町立螺湾小学校
へき地級 ３級

十

幕別町糠内小学校
へき地級 ２級

勝

鹿追町立上幌内小学校
へき地級 ２級
豊頃町立大津小学校
へき地級 ３級
中札内村立上札内小学校
へき地級 ２級

釧 路

浜中町立浜中中学校
へき地級 ２級
厚岸町立太田小学校
へき地級 １級
合

計

５学級⑵
生徒数 40名
教職員 14名
４学級
児童数 27名
教職員 ９名
８学級⑷
児童数 23名
教職員 12名
９学級⑶
児童数 11名
教職員 ９名
６学級⑶
児童数 22名
教職員 12名
５学級⑵
生徒数 26名
教職員 16名
４学級⑴
生徒数 19名
教職員 ９名
４学級⑴
生徒数 12名
教職員 ８名
６学級⑵
生徒数 45名
教職員 16名
５学級⑴
児童数 37名
教職員 11名
４学級
児童数 33名
教職員 11名
３学級
児童数 11名
教職員 ７名
６学級⑶
児童数 21名
教職員 12名
６学級⑷
児童数 11名
教職員 10名
３学級
児童数 10名
教職員 ６名
５学級⑵
生徒数 16名
教職員 10名
３学級
生徒数 14名
教職員 12名
７学級⑷
生徒数 19名
教職員 12名

４年

校

２年

支庁

学

実習期間（移動日含む）

上段：移動手段、通勤手段
下段：宿泊等

2

2

（移動）
JR・バス、
（通勤）
徒歩
９月７日
（月）
～９月12日
（土）
民宿岩本・２食付

2

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
自家用車
９月６日
（日）
～９月12日
（土）
西中会館・自炊

3

3

（移動）
ＪＲ、
（通勤）
徒歩
９月６日
（日）
～９月12日
（土）
西中会館・自炊

3

3

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
９月６日
（日）
～９月12日
（土）
教員住宅・自炊

2

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
８月30日
（日）
～９月４日
（金）
名寄市役所智恵文支所・自炊

3

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
８月30日
（日）
～９月４日
（金）
名寄市役所智恵文支所・自炊

2

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
９月６日
（日）
～９月12日
（土）
教員住宅・自炊

3

3

（移動）
自家用車、
（通勤）
徒歩
８月30日
（日）
～９月４日
（金）
忠栄地区公民館・自炊

2

（移動）ＪＲ・バス、（通勤）徒歩または自転車
９月６日
（日）
～９月12日
（土）
国立日高青少年自然の家・２食付

2

（移動）
JR、
（通勤）
スクールバス
８月19日
（水）
～８月27日
（木）
湯の里デスク・自炊

4

（移動）
バス、
（通勤）
徒歩
９月６日
（日）
～９月12日
（土）
教員住宅・自炊

2

2

（移動）
JR・バス・公用車、
（通勤）徒歩
８月23日
（日）
～８月29日
（土）
教員住宅・自炊

3

3

（移動）
JR・公用車、
（通勤）
徒歩
８月30日
（日）
～９月５日
（土）
教職員住宅・自炊

3

3

（移動）JR・公用車、（通勤）スクールバスまたは自転車
８月23日
（日）
～８月29日
（土）
ピュアモルトクラブハウス・自炊

2

2

（移動）
JR・公用車、
（通勤）
徒歩
９月13日
（日）
～９月19日
（土）
教員住宅・自炊

4

4

（移動）
JR・公用車、
（通勤）
徒歩
８月23日
（日）
～８月29日
（土）
上札内交流館・自炊

3

3

（移動）
JR・公用車、
（通勤）
徒歩
８月23日
（日）
～８月29日
（土）
教員住宅・自炊

2

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
自家用車
９月13日
（日）
～９月18日
（金）
青少年自然の家「ネイパル厚岸」・自炊

2

1

2
2
2

2

86 20 106

－ 162 －

令和２年度

へき地校体験実習

実習協力校一覧

２．秋期（釧路校）
受講生数
学校規模
計
【（ ）内特支学級数】

名

標茶町立塘路小中学校
へき地級 １級
標茶町立磯分内小学校
へき地級 １級
釧

標茶町立沼幌小学校
へき地級 ３級
鶴居村立幌呂小学校
へき地級 ２級
鶴居村立下幌呂小学校
へき地級 １級

路

釧路町立昆布森小学校
へき地級 １級
弟子屈町立美留和小学校
へき地級 １級
釧路市立山花小中学校
へき地級 １級
白糠町立茶路小中学校
へき地級 １級
合

４学級⑴
児童・生徒数 12名
教職員 ９名
５学級⑵
児童・生徒数 23名
教職員 ９名
４学級
児童・生徒数 23名
教職員 ９名
６学級⑶
児童・生徒数 16名
教職員 14名
５学級⑵
児童・生徒数 27名
教職員 14名
４学級⑴
児童・生徒数 21名
教職員 ９名
３学級⑴
児童・生徒数 ８名
教職員 ６名
３学級
児童・生徒数 11名
教職員 ９名
５学級⑵
児童・生徒数 17名
教職員 13名

計

４年

校

３年

支庁

学

実習期間（移動日含む）

1

1

（通勤）
自家用車
10月12日
（月）
～10月23日
（金）
宿泊なし

2

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
自家用車
９月27日
（日）
～10月10日
（土）
教員住宅

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
自家用車
10月18日
（日）
～10月31日
（土）
教員住宅

2

2

（移動）
公用車、
（通勤）
徒歩
10月25日
（日）
～11月８日
（日）
村営住宅

2

2

（移動）
自家用車、
（通勤）
自家用車
11月１日
（日）
～11月14日
（土）
村営住宅

3

3

（通勤）
自家用車
10月５日
（月）
～10月16日
（金）
宿泊なし

1

1

（移動）
自家用車、
（通勤）
自家用車
10月12日
（月）
～10月23日
（金）
宿泊なし

2

2

（移動）
公用車、
（通勤）
徒歩
10月４日
（日）
～10月17日
（土）
農業生活センター

1

1

（通勤）
自家用車
10月19日
（月）
～10月30日
（金）
宿泊なし

3

16

2

13

※（ ）は特別支援学級
※令和２年11月20日現在（一部、実習時点での変更あり）

【学年別実習生人数】
夏期
（１週間）
２年生

秋期
（２週間）

86人

３年生

上段：移動手段、通勤手段
下段：宿泊等

計
86人

13人

13人

４年生

20人

3人

23人

合計

106人

16人

122人

－ 163 －

－ 164 －

令和元年度

へき地校体験実習Ⅰ・Ⅱを終えて ～ 受講生アンケート

実習を終えた感想
・大学の講義では学ぶことができない価値ある学びを得ることができた。担当は１年生（単式）であり、できないことは
できるまで繰り返し伝えていくことが大切であることを学んだ。３～６年生（複式）では間接指導の時に自分達で考え、
話し合うことができ、学び方を身につけさせることが小規模校では大切になり、これは小規模校に関わらず大切にすべ
きことであると考えさせられた。授業と休み時間の過ごし方に切り替えがしっかりとつけられる子ども達の様子に刺激
を受けながら、真剣に、そして楽しく実習期間を過ごした。職員の方々、児童の皆さん、そして地域の方々との出会い
に感謝した。
・１週間現場に入ると、児童の様子や特徴、日によって調子が違うこと、人間関係、悩み事が見えてくる。また学級の雰
囲気や先生と児童達の関係も分かってくる。その中で、自分には何ができるか、自分ならどうするかを考えることが一
番勉強になった。自分の力不足も痛感した。
・本当に私たちは手厚く温かく迎え入れていただいて幸せだと感じた。へき地校ならではの関係の親密さ（児童と児童、
児童と教師、教師と教師、学校と地域）の中に私たちもわずかながら入れたのではないかと感じるほど楽しい７日間だっ
た。やはり、百聞は一見に如かず、実際のへき地校を肌身で感じることで、今までの考えやイメージが更新されたと思
う。短い期間だったが、多くの学びを得た実習だった。
・私は小・中・高どの先生になるか、まだ決めていないが、いざ決めるとなったときには必ず思い出し参考とするであろ
う貴重な経験ができた。子どもたちを実際に相手にして複式と単式の授業をするのはどちらも初めての経験だった。そ
の中で、やはり子どもたちを目の前にして授業を進行する難しさを感じた。しかし、それ以上に面白さにも気づくこと
ができ、教員のやりがいや楽しさを実感した。
・その土地で泊まりながら、実習に行くのはとても良い経験で、多くの面で発見があった。座学ではわからない生きた体
験ができ、自分の教員になりたいという思いが強くなった。
・複式授業は、実際に自分がやってみると、指導の難しさやへき地校で働いている先生への敬意がより一層増した。指導
案作りで、書くのに時間がかかっても、教材としてふさわしいか分からず、困っていた時でも、職員の方々は優しく見
守り、最後まで丁寧に指導してくれた。それから、子どもたちも笑顔で迎え入れてくれて、本当に環境も人間もすばら
しかった。
「教育の原点はへき地教育」という言葉に納得した。
・初めての教育実習を終え、教員として働きたいという気持ちが一層強くなったと同時に、今の自分に何が足りないか、
課題を多く見つけられた。今回は小規模校における単式学級の授業見学、教壇実習を行ったが、小規模校に限らず、ど
の学校でも考える必要のあることがわかった。今後大学で講義を受けたり、主免・副免実習を行っていくうえで、今回
の実習から得たものを活かして、様々な事象について考え、体験していきたい。
・へき地教育の在り方や児童との関わりを学び、先生方から手厚いご指導を頂けて、大変有意義な５日間であった。学び
も大きかったが、自分がこれから関わるであろう児童・生徒の姿を見ることができる貴重な機会で、教職への志を高め
ることができた。
・実習を終えてまず、本当に行ってよかったと思うことができた。子どもたちと関わる経験を実際にすることができたこ
と、現場の先生方の意見を直接聞くことで、新たに知識を得ることができ、既存の知識と確認をすることもできた。
・一週間という短い期間であったが、教員という仕事を見つめ直し、子どもたち、そして自分と向き合うことができた。
不安ばかりで始まった実習であったが、児童や先生方、そして地域の方々の温かさに何度も救われ、子どもたちに教え
る喜びも知ることができ、自分にとってとても濃い１週間となった。

－ 165 －

・実習には、心の躍動する経験がつまっていることを切に感じた。座学で頭を動かしたり、自学で調べものをすることで
は得られない学びや喜びがある。児童と向かい合う中で、何ができるのか、という面で理想の教師像を少しずつ明らか
にできたと感じている。
・大学の講義のみでは学びきれないたくさんのことを学ぶことができた。特に子どもたちやへき地教育の素晴らしさに気
づくことができ良かった。先生方の姿を見て、教職への意欲がわいた。
・今振り返ると、夏休みの中で一番充実した濃い一週間だったと感じる。11月に学芸会に行き、12月にもちつき大会に行
くが、次に行くもちつき大会で最後だと思うとすごく寂しく思う。もう一回行きたいとすごく思う。来年の実習への少
しの自信につながった。
・実習を終えて、今まで思っていたへき地のイメージとは違って、とてもへき地に対して、良いイメージ（働きたいなど）
を持つことができた。また、自分が今、小、中学校で悩んでいるので、よく考えさせられた５日間だった。行事に多く
関わることができ、とてもいい経験になった。
・授業実習をたくさんやらせていただいて経験値が上がったし、授業づくりや発問の工夫、子どもたちとの関わり方につ
いて多くのことを学んだ。１週間で自分自身が成長できたと感じる。また、私は緊張しやすい性格のため、皆の前で話
したり、年上の教職員の皆様や地域の方々と話すことは不安があったのだが、少しだけ克服できたように思う。前で話
したり、色々な人と話すことは慣れだと思うので、どんどん挑戦して、緊張や不安を減らしたい。
・実際の現場でその空気を感じられたことが最大の成果だったと思う。しかしながら、
「へき地」の生活、集団生活、地
域の方との関わりなど、学校外での学びも大変多く、教員志望の大学生としてだけでなく、人間として、社会人になる
者として、成長することのできる良い機会だった。
・複式学級を受け持つなかでの教師の工夫であったり、配慮があり、児童の考えを大切にしながら、教師がいない間はリー
ダーが進めるなど、授業を組み立てる難しさを感じた。また、へき地は縦のつながりがとても強いことを実感した。い
い関係を築けていて、縦割り班の活動が多いのもそのためなのかなと思った。
・教師のやりがい、子どもたちの笑顔や喜んでいる姿を見て、学校の温かさを感じることができ、教師になろうという気
持ちが高まった。地域、児童、先生方との関わりを深められ、授業観察だけではなく、教壇実習という貴重な体験もさ
せていただき充実した実習となった。有り難うございました。
・今回の実習を通して、へき地教育の実態を把握することができた。地域とのつながりや環境を生かした教育など、今ま
では味わうことのできないことを体験できた。この経験をもとに、今後の学校生活や進路選択、実習等に生かしていき
たい。
・普段できない合同合宿やへき地での授業観察などができたので、とても勉強になった。教育について学ぶなら、教育フィー
ルド研究で訪問する中規模の学校だけでなく、へき地のことも学べるので良いと感じた。
・５日間の実習はとても有意義なものになった。児童は明るくてすごくアクティブで、いつも笑って走って、感情豊かな
子たちだと思った。職員の先生方はすごく優しくて、５日間という短い期間で工夫などもたくさん教えてくれた。ＰＴ
Ａ会長も偉大な方で、まさかへき地実習で漁船に乗ることになるとはまったく思っていなかった。貴重な体験をさせて
いただいたと感じた。
・授業実践の機会を与えていただき、難しい複式の授業に挑戦できた。不安だったがやってみることが大事だと思った。
（やってみないと気づけないこともたくさんある）。地域の方とも触れ合うことが多かったため、地域を活かした教育を
学ぶことができた。
・５日間実習に行って良かったと感じた。自分のやりたいことが見つかって、大学での学びが机上の空論にならずに済ん
だと思った。もっともっと学びたいと感じた。先生という仕事に限らず、教育という分野に自分も携わりたいと思った。
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『へき地教育研究』編集発行要領
【目

的】

第１条 「へき地教育研究」
（以下「へき研紀要」という）は，北海道教育大学（以下「本学」という）のへき地教育・小
規模校教育に係る理論的・実践的研究及び調査の成果を掲載し，へき地・小規模校教育研究の蓄積を図るとともに，へ
き地・小規模校教育研究の全国的な発展に貢献することを目的とする。あわせて本学へき地・小規模校教育研究センター
の当該年度の研究活動報告等を行う。
２

へき研紀要は，日本教育大学協会へき地・小規模校教育部門及び全国大学へき地・小規模校教育研究会の会員からの
投稿を認めており，全国のへき地教育関係者等のへき地・小規模校教育研究の蓄積と交流を図ることを目的とする。

３

掲載された論文は，原則として電子化し，本学へき地・小規模校教育研究センターウェブサイト等のコンピュータ・
ネットワーク上に公開し，広く読者の研究・教育等のために活用できるようにする。ただし，へき研紀要に投稿しよう
とする者（以下「著者」という）は，特別な理由がある場合に限って，コンピュータ・ネットワーク上での公開を拒む
ことができる。

【発行の時期】
第２条

へき研紀要の発行は，年１回，１月末を原則とする。

【編集委員会】
第３条

へき研紀要を編集するために，センター員で構成する編集委員会を置く。

２

編集委員会は，第１条の目的にそって編集方針を協議し，受理した原稿についてレフリーの審査に基づき採否を審議する。

３

編集委員会は，原稿記載上の注意事項，投稿にあたっての留意事項及び印刷の体裁，その他編集上必要なことを決定する。

４

編集委員会は，特別プロジェクト研究の報告書についての編集も行う。

【投稿者および投稿手続き】
第４条

へき研紀要に投稿できるファーストオーサーは，本学教職員，日本教育大学協会へき地・小規模校教育部門及び

全国大学へき地・小規模校教育研究会の会員及び本学教職員から推薦を受けて編集委員会が適当と認めた者とする。
２

単著またはファーストオーサーとしての投稿件数は，１件とする。ただし，依頼原稿は除く。

３

著者は，６月末までに題目を本学へき地・小規模校教育研究センター事務室に提出するものとする。

４

著者は，次条から第８条に掲げる事項に則り，８月末までに完成原稿を編集委員会へ提出する。

【投稿原稿】
第５条

投稿原稿は，へき地・小規模校教育に係る研究論文（学術論文としての規模を有するもの）
，研究ノートまた教

育実践記録とする。
２

研究論文，研究ノートまた教育実践記録は，次の３つの領域に属するものとし、以下の各領域の関連については例示
を参考にするものとする。

（１）へき地・小規模校教育に関する基礎的・理論的研究
（２）へき地・小規模校教育に関する実践研究（実践報告を含む）
（３）へき地・小規模校教育に関わる地域教育研究
≪テーマの例示≫
◇学習指導・複式指導・少人数学級経営・生徒指導に関する領域
・へき地・小規模校の少人数指導・複式学習指導
・へき地・小規模校の教科教育内容
・へき地・小規模校の総合的な学習・地域探究学習
・へき地・小規模校の社会性を伸ばす学級経営
・へき地・小規模校の生徒指導
・へき地・小規模校の特別支援教育
・へき地・小規模校のＩＣＴを活かした教育活動
◇学校運営・地域連携に関する領域
・へき地・小規模校の学校運営
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・へき地・小規模校の学校-地域連携活動
・へき地・小規模校のカリキュラムマネジメント
・へき地・小規模校の教員研修
◇特別活動に関する領域
・へき地・小規模校の特色ある教育活動
・へき地・小規模校の行事運営
◇その他（へき地・小規模校教育関連分野で編集委員会が認めたもの）
３

投稿原稿は，未発表のもので，かつ内容がオリジナルなものであることとする。ただし，既に口頭発表されているも
のであっても差し支えない。

４ 原稿の枚数は，原則として１篇につき40,000字以内とし，刷り上がり頁数（図・表・写真を含む）は，20頁以内とする。
なお，冒頭に400字程度で概要を記載することとする。
【倫理的配慮】
第６条

著者は，研究・調査対象者の人権，個人情報及びプライバシーに十分配慮することとする。なお，編集委員会が

必要と判断した場合には，著者に対して倫理的配慮の具体の確認及び文言の修正等を依頼する。
【提出方法】
第７条

投稿原稿はMicrosoft Wordで作成し，以下の３点を提出する。

（１）原稿提出用紙（様式１）
（２）Ａ４判でプリントアウトした原稿
（３）ＣＤ等の電子データ：必ずオリジナルを保存し，提出するものには氏名，使用機種名等を明記すること。
【提出様式・形態】
第８条

注をつけ，引用文献等を挙げる場合は，論文内容と最も関係のある学会等が発行する学術雑誌の慣例に従うもの

とする。
２

図・表・写真については以下のとおりとする。

（１）大きさは，完成本に則ってその大きさ（横何字分，縦何行分）を決め，原稿に指定する。字体，行開けなども指定する。
（２）挿入位置は，該当原稿用紙の左側の欄外に，赤字で図１，表１などと指定する。
（３）原稿１点ごとに別紙とし，小さいものは用紙に貼る。
（４）原稿１枚ごとに，右上の角に執筆者名と一連番号を記入する。
（５）引用した場合は，必ず出典を明記する。
（６）図は，そのまま版下に使えるよう作成する。
（７）表は，小数点を縦にそろえるなど特に丁寧に書く。
（８）図・表の折り込みは，原則としてしない。
（９）写真は最小限にする。原版はカラーでも，印刷はモノクロとなる。
（10）図・表・写真（カラー印刷を希望する場合）は，特に費用を要する場合は，執筆者の負担とする。
３

原稿を提出する際には，氏名（ふりがな）
，所属（職名その他を含む）
，連絡先（住所，電話，電子メールなどのうち，
確実なもの）を付記する。

４

原稿及び電子データは，原則として返却しない。

【校
第９条
【別
第10条

正】
校正は，原則として２校まで著者が行うものとし，校正中の原稿の改変・追加は認めない。
刷】
論文別刷は，50部までを無償とし，これを超える部数（50部単位）は，著者の負担とする。
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【問い合わせ】
第11条

へき研紀要に関する問い合わせ先は，以下のとおりとする。
〒085-8580 釧路市城山１丁目15番55号
北海道教育大学

へき地・小規模校教育研究センター

気付

『へき地教育研究』編集委員会
電話番号 （0154）44－3291
FAX番号 （0154）44－3292
電子メールアドレス

附

kus-hekiken@j.hokkyodai.ac.jp

則

この編集発行要領は，平成20年９月29日から施行する。
附

則

この編集発行要領は，平成27年５月24日から施行する。
附

則

この編集発行要領は，平成30年６月15日から施行する。
附

則

この編集発行要領は，平成31年３月７日から施行する。
附

則

この編集発行要領は，令和２年４月１日から施行する。
附

則

この編集発行要領は，令和３年４月１日に施行する。
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