
へき地
学校
の級

主題
番号

本校の研究主題 研究のねらい（特に重点をおくところ）

1 1
（１）
（２）

豊かな心をもち、よりよく生きようと
する児童の育成
－道徳的実践力を高める総合単
元的な道徳学習を通して－

○少人数であることを生かし、児童一人一人の特性を
生かした指導計画や評価計画を作成するとともに、児
童一人一人のきめ細かな理解に基づいた全教職員に
よる指導を通して、道徳的価値の自覚を深める。
○学習過程における児童一人一人の気付きや異学年
の子ども同士のかかわりを生かして、学年を越えて互
いに学び合う態度をはぐくむ。
○保護者や地域と連携し、地域素材や地域人材の活
用による指導を行うなど、地域の特性を生かした学習
を進めることにより、道徳的な実践力を高める。

2 準 （２）

ふるさと八瀬を愛し，生き生きと学
ぶ子どもの育成
－地域素材の活用と少人数・複式
学級の特性を踏まえた指導の工
夫を通して－

○授業づくりの工夫（国語科，生活科，総合的な学習
の時間を中心に）
　・少人数・複式学級における単元（活動）計画の作成
　・個々の学習活動を充実させるための学習過程の工
夫
　・学習意欲を高めるための体験活動や教材の開発
○日常的な活動や行事などの実践

3 2 （２）

自らの考えや思いを伝え合い，豊
かに表現できる子の育成
―国語科「話すこと・聞くこと」の学
習を中心として―

○複式学級や極少人数の利点を生かした「話すこと・
聞くこと」の学習活動の展開と工夫改善
○個に応じて適切に評価・指導・助言をするための具
体的な方策
○「伝え合う」ことの楽しさや成就感を体得できる場の
設定

4 1 （３）

心豊かで粘り強く取り組む島っ子
の育成
－地域連携と小中連携を生かした
取り組みを通して－

　豊かな自然に囲まれた本地域の児童・生徒は，大勢で何
かしようとするときの計画性や自主性，社会性やコミュニ
ケーション力，自己表現力等の不足が感じられる。そこで，
へき地という特色ある教育条件の下，教育活動に，地域の
人とのふれあい，地域行事を含めた地域素材を生かした活
動，異学年や異校種交流，積極的な地域外との交流学習を
積極的に取り入れ，児童生徒に自主性や社会性，協調性
や表現力などの生きる力を身につけさせようと考えた。
　また，本校は平成１８年度より篠島中学校と同じ敷地内に
移転し，小中連携した教育活動を推進するには好条件がそ
ろった。そこで，豊かな自然や文化・伝統，人情味あふれる
島のよさを子どもたちに再認識させるとともに，小学校から
中学校の９年間を見通した教育を進めることで，島への愛
着をもち，島の未来に貢献する心豊かで何事にも積極的に
取り組める島っ子の育成をねらいとした。

5 1 （１）

ふるさとに誇りを持ち，自ら考え，
豊かに表現できる児童をめざして
－複式学級を生かした魅力ある授
業の創造－

○児童の表現する力を高める国語科複式授業の改善
○へき地，小規模，複式学級のよさをいかした教育課
程の編成
○地域の学習素材を活用した環境学習の展開

6 1 （２）

曽爾のよさを生かし、心豊かに生
き生きと活動する子どもの育成
－表現力の高まりを目指して－

子どもの表現力の高まりを目指す

7 1
（１）
（２）

自分の考えを持ち意欲的に活動
する児童の育成
～複式学級における国語科「読む
こと」の指導を中心として～

○国語科（物語文や説明文等）の中で、ワークシートを
生かした効果的な複式指導のあり方
○児童が意欲的に活動し、確かな力(読む力)をつける
ことができる個に応じた指導のあり方

8 2 （２）

一人一人が生き生きと活動する平
谷っ子の育成
－学ぶ意欲・考える力を高める指
導法の工夫 －

○学力の定着を図る。
  ・読み，書き，計算の基礎的な学力を習得させる。
  ・個に応じた指導のための教育方法を工夫し，教材
開発を行う。
○体力の向上と健康の保持増進を図る。

南知多町立篠島小学校

篠山市立後川小学校

曽爾村立曽爾小学校

有田川町立久野原小学校

那賀町立平谷小学校

和歌山県

学校名

徳島県

奈良県

松前町立館浜小学校

気仙沼市立月立小学校

高萩市立君田小学校

へき地教育研究指定校事業（平成１８・１９年度）研究主題

北海道

兵庫県

愛知県

茨城県

宮城県

都道府県名
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都道府県名

9 準
（１）
（２）

主体的に学び、豊かに表現する子
どもの育成
－伝え合う力（国語科を通して）－

○少人数複式学級の特性を踏まえた学習形態の工夫
により特に伝え合う力を育成する。
○地域との交流を生かしたふるさと教育を推進する。

10 4 （３）

意欲的に学習活動に取り組む児
童生徒の育成

　へき地，離島，小中併設校という本校の教育環境
を，特色として生かして，小中９カ年の教育計画を見通
した，小中教職員が協働した学習指導を様々に工夫し
て行い，児童生徒の学習意欲を高めると共に学力の
向上を目指す。

11 4 （１）

一人ひとりの子どもが国語科の学
習に喜んで取り組み，確かで豊か
な表現力をつける複式指導法の
研究

　本校は，本年度は３・４年生と５・６年生の２学級が複
式である。分校は，本年度も完全複式である。また，分
校は，平成２０年度本校に統合されることになってい
る。
　本校・分校とも，児童の表現力を高めるために，本
校・分校間で研究授業及び授業研究についての交流
を通して，相互に学びあう中で，効果的な国語科の複
式指導法について研究を深めている。
　本年度も，物語文・説明文の他，作文単元や言語事
項について，ガイド学習や直接・間接指導の在り方，
ワークシート等教材の作成と効果的な使用方法につい
て研究を深め，一人ひとりの児童の言語に関する基礎
的・基本的な力と確かで豊かな表現力を身につけさせ
たい。

12 4 （２）

確かな学力を身につけさせるため
の学習指導の工夫
－ 基礎的・基本的事項の確かな
定着を目指して －

　確かな学力を身につけさせる学習指導の工夫。本県
学力向上主要施策「夢・にぬふぁ星プランⅡ」を踏まえ
た指導の充実。学校，家庭，地域の連携を通した基本
的生活習慣の形成。竹富町立小浜小中学校

いの町立下八川小学校

福岡市立小呂小学校

対馬市立豆酘小学校
対馬市立豆酘小学校瀬分校含む

福岡県

高知県

沖縄県

長崎県
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No. 学校名
へき地

学校の級
主題
番号

学校における研究主題

1 1 北海道 浦幌町立上浦幌小学校 2 （３） 「地域のよさを生かし，豊かな自然環境から学び，人間性豊かに生き生きと活動する子ど
もの育成」
～ 地域や学校間の連携を生かした取組を通して ～

2 3 岩手県 盛岡市立藪川中学校 3 （３） 極小規模校における生徒の社会性育成の在り方
～近隣小中学校や地域との連携はどの程度まで可能か～

3 4 宮城県 女川町立女川第四小学校 1 （２） 確かな学力を身に付けた島っ子の育成
～学習カルテ等の活用と，自分の思いや考えを表現し伝え合う力をはぐくむ授業づくりを
通して～

4 26 京都府 宇治市立笠取第二小学校 準 （２）
（３）

ふるさとに誇りを持ち，豊かに表現し，主体的に学習する児童の育成
～へき地・小規模校の特性を積極的に生かし，豊かな表現力と社会性を育み，たくましい
実践力のある児童の育成（「国語科」・「総合的な学習の時間」・「生活科」を中心として）
～

5 28 兵庫県 上郡町立梨ヶ原小学校 準 （２）
（３）

『思考を深め、豊かな表現と学習意欲の向上へとつなぐ学びの創造』
～へき地・過小規模の特性を生かした言語活動を通して～

6 30 和歌山県 北山村立北山小学校 3 （３） 地域の中で，自ら考え，主体的に判断し，意欲的に活動・表現できる児童の育成

7 34 広島県 大竹市立栗谷小学校 2 （２） 自ら学び確かな学力をつける複式授業の創造
～相互交流コミュニケーションを基盤とする読解力の育成～

8 36 徳島県 美波町立伊座利小学校 2 （１）
（２）

子ども一人一人の自己実現をめざした教育活動の創造
～豊かな心と元気な体　やる気いっぱい　輝く伊座利っ子～

9 40 福岡県 福岡市立小呂小学校 4 （３） 未来に輝き たくましく生きる児童・生徒の育成

へき地教育研究指定校事業(平成２０・２１年度)研究主題

都道府県名

9 40 福岡県 福岡市立小呂小学校 4 （３） 未来に輝き，たくましく生きる児童 生徒の育成
 ～少人数を活かした学習指導法～

10 41 佐賀県 佐賀市立北山小学校 1 （２） 「ふるさとに学び合い，豊かな人間力を育む小中一貫教育の実践」
（人間力＝自立した一人の人間として力強く生きていく力）

11 47 沖縄県 久米島町立仲里小学校 3 （２） 確かな学力を身につけた児童の育成を目指して
－学ぶ意欲・表現力を育てる指導方法の工夫・改善－
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