
平成30年度 国立教育政策研究所 教育課程研究指定校事業

伊江小学校 校長 比嘉 悟

研究主題：ふるさとに学び、将来をたくましく豊かに生き抜く子供の育成
～地域の教育力と連動した教育課程の編成、学び合いを通して～

平成31年2月8日(金） 沖縄県 伊江村立伊江小学校 へき地教育



伊江村・伊江小の概要

島建ちの教育

研究内容

具体的な研究活動

研究の成果と課題





夕日とロマンのフラワーアイランド

伊江村の紹介
2018年12月末現在 総人口 4,593人



太平洋戦争・沖縄戦における激戦地のひとつである。

伊江島の面積の35％を占める米軍基地



キク栽培 葉タバコ

サトウキビ ラッキョウ



美しい海



民泊事業

釣り体験 農業体験 畜産体験 琉装体験

三線体験 民芸体験 ぶくぶく茶体験 乗馬体験



伊江島には豊富な教育資源がある

・豊かな自然
・農業を中心とした活発な産業
・戦争、平和をくぐり抜けてきた島
・国指定無形文化財に指定されている伝統芸能
・教育に対して熱心な島の人たち
・各区の子ども会の活動
・密接な人間関係



伊江小学校の紹介



１年生 ２３名
２年生 １２名
３年生 ２８名
４年生 ９名
５年生 １２名
６年生 １４名

児童数 ９８名

幼稚園児 １１名

今年度、１３８周年を迎えました。



伊江村教育振興計画

趣旨・目的

伊江村の子どもたちの多くは、高等学校進学と同時に家庭の
もとを離れて一人で生活をはじめることになります。この「島建
ち」を迎えるまでに、子どもたち一人一人が自立し社会のなか
で生活していく力を育むことは、伊江村の教育の大きな目標で
あり課題でもあります。この生きる力の育成には、学校・家庭・
地域・行政が連携しながら島ぐるみで取り組んでいくことが必要
です。

『島建ち編』

島建ちの教育アクションプランの策定



伊江村の子どもたちは、保護
者・地域の愛情につつまれ、
サポートされ育っている。

だから、子どもたちは島の大
人を尊敬し、島が大好きな子

どもたちが多い。

校門をくぐる前から「育ってい
る子どもたち」に対し、学校は

何をするのか。
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島建ちの教育をさらに充
実させるためにはどうし
たらいいのだろう？

島建ちの教育アクションプラン(伊江村教育委員会）

• 0才から15才までの子どもたちの育ちを、豊かに支えるためのプログラム

伊江村地域連携グッジョブ協議会（伊江村型就業意識向上支援事業）

• 伊江村型キャリア教育の確立を目指す。



島建ちの教育
地域と連動した教育づくりの課題

• たてのつながり（保幼小中の連携）は課題があるも
のの、それぞれの持ち場で教育課程が充実してい
る。

• よこのつながりは、活動は豊富にあるが、「子どもに
どのような力をつけたいか。」というビジョンが共有
化されていない。

• 地域の様々な場面で、それぞれの「想い・方針」で
教育活動が行われている。

• 子どもの自立よりも､親の愛情が優先される場合が
多々ある。



平成30年度 伊江小学校経営ビジョン

学校教育目標（資質能力）
ふるさとに学び、将来をたくましく豊かに生き抜く子どもの育成

【
め
ざ
す
子
ど
も
像
】

チャレンジしてやり抜く子 （強く）

学び合い、自分で考え表現する子 (正しく）

笑顔いっぱい、チームワークを発揮する子(朗らかに）

みんなの合い
言葉

チャレンジ！
学び！
笑顔！
いっぱいの
学校

授業改善

•主体的・対話
的で深い学
びを目指した
授業改善を
図る。

集団づくり

•生徒指導の三つのポイ
ントを基本とし、キャリ
ア教育の視点を踏まえ
た学級づくり、学校づく
りを推進する。

チーム学校

•職場の同僚性
を高め、学び合
う教師集団の
構築を図る。

地域の中の学校

•｢みなで子育て」を合い
言葉に、保護者、地域
とともにある学校づくり、
授業づくりを図る。



学校運営協議会の立ちあげ

・まずは、校長の学校経営ビジョンを理解してもら
う、共有してもらう。
・学校運営に対して指導助言をいただく。
・学校運営費の管理、執行機関としての位置付け
・学校と地域をつなぐ機関としての位置付け



研究主題：ふるさとに学び、将来をたくましく豊かに生き抜く子供の育成
～地域の教育力と連動した教育課程の編成、学び合いを通して～

研究内容

① 地域の教育力と連動した教育課程の編成の研究

・生活科及び総合的な学習の時間における資質能力の明確化，教科横断的な教育
課程編成を行う。

・生活科及び総合的な学習の時間における各学年のめざす児童像を明らかにする。
・教科横断的な教育課程を編成し，社会に開かれた教育課程の実現をめざす。
・伊江村の教育力･教育資源の活用について，整理，意義付けをする。

② 地域と連動し，協働的に授業づくりを推進する学びのシステムの構築

・学びの授業を核にした地域と一体となった学びのシステムを構築する。
・「主体的・対話的で深い学び」を目指した授業実践のための校内OJTの充実を図る。



学年に応じた資質能力の明確化



教科横断的な学習計画（5年 総合）



探究型学習の構想



教科横断的な学習計画（2年 生活科）



具体的な研究活動
１．地域の教育力と連動した教育課程の編成の研究

① 資質能力の明確化

② 探究的・教科横断的な生活科・総合的な学習の時間の学習計画の作成

③ 地域教育資源を生かした教科横断的な教育課程の編成

事例１
伝統芸能(成年踊り）継承活動

・５年生になると、各字の公民館で踊りの師
匠から、踊りを習い、学習発表会で披露する。

【子どもたちの学び】

・伊江村の伝統文化に直接触れる機会となる。

・伊江村や村の大人に対する尊敬の念が芽
生える。
・大人のサポートに感謝する心が育まれる。

・人前で披露し､賞賛される中で自己肯定感が
高まる。【身につけさせたい力】

・伊江島の文化にふれ、文化継承に関わる人々の願いを理解する。
・踊りに込められた意味や願いを理解し､表現する。
・自分と伊江島の関わりを考えながら、自分が貢献できることを発見する。



• 総合的な学習の時間を活用した農業体験活動

植え付け

栽培

収穫商品化

販売

・地域、保護者の協力を得ながら
・子どもができることは､子どもにさせる
・キャリア発達の視点で取り組む。
・収入は､子どもたち自身の活動に還元する。
→ 「伊江っ子基金」口座の開設

事例２ 地域と連動したふるさとキャリア教育の展開

【身につけさせたい力】
（低学年） ・自ら作物を育てる活動を通して、農業

への興味・関心を高める。
（中学年） ・伊江島の農業をささえる人々の工夫や

努力を理解し、自ら進んで関わろうとす
る態度を育てる。

(高学年） ・自ら農場計画を立て、探究的な学びを
通して、主体的な態度を育てる。



具体的な研究活動
２．地域と連動した学びのシステムの構築

① 地域人材を活用した授業実践

② 「主体的・対話的で深い学び」を目指した教育実践

事例３ 平和学習の取組

平和講演会 フィールドワーク型学習

平和学習 伊江小プログラム(案） 実施期間 6月第4週 ～ ７月第１週

学年 目的 内容 場所 講師 備考

１年
・伊江島で戦争があったこと
を知ろう。

・伊江島の戦争の概
要 ・映像資料や戦争時
の物を通して学ぶ。

ハニクスホール 村教委(玉栄さん）
バス移動
２時間扱い

２年
・伊江島には戦争があった跡
が残っていることを知ろう。

・芳魂之塔や戦死された
方々の碑を見学する。

芳魂之塔、公益質屋跡 学級担任
徒歩
２時間扱い

３年
・激しい戦争を逃げ延びた
人々の苦難を学ぼう。

・ガジュマルの木に隠れて
いた日本兵や筏で島を脱出
した話を聞く。

ニーバンガジュマル
筏で脱出

宮城孝雄さん
(比嘉正明さん）

バス移動(２カ所）
２時間扱い

４年
・伊江島での戦闘の様子を知
ろう。

・城山周辺の戦跡巡り、解
説を聞く。

公益質屋跡、日本兵墓標、地
下基地跡、黒田操子の碑、城
山頂上からの伊江島の戦争
説明

内間亀吉さん
徒歩
２時間扱い

５年
・伊江島の基地と戦争の関係
を学ぼう。

・基地関係の場所を巡り、
解説を聞く。

アーニーパイルの碑、米軍・
LCT爆発事故、団結道場、現
在の米軍基地

内間常善さん
バス移動
２時間扱い

６年
・伊江島の戦いの悲惨さを受
けとめ、平和を願う気持ちを
高めよう。

・集団自決の話を聞
く。 ・戦後の平和運動の
話を聞く。

芳魂之塔
ユナパチク壕(西江上)
ぬちどぅ宝の家

学級担任
並里千枝子さん
謝花悦子さん

バス移動
２時間扱い

【身につけさせたい力】
（低学年） ・伊江島で戦争があったことを知

り、戦争や平和について興味関
心を高める。

（中学年） ・戦争の悲惨さと人々の苦労につ
いて学び、平和への願いを高める。

(高学年） ・現在の伊江島と世の中について
探究的に学び、平和な未来をつく
るために、どのように行動したらよ
いのか自ら考える。



6学年 平和学習

戦争体験者から伊江島の戦争
や米軍基地について学ぶ

沖縄平和記念資料館 平和の礎での
学習活動

6年生は、伊江島の戦争と基地について、

探究的な学習を展開した。体験者から話を
聞いたり、資料を通して、沖縄戦、伊江島の
戦いがどのようなものだったかを学び、その
成果を平和劇として学習発表会で披露した。



授業を構想するとき

１ 単元の内容を吟味し、活用できる地域素材はないかどうか考える。
・例年世話になっている方 ・新たな地域人材の発掘
→ 校長は、学校運営協議会等を通して情報の収集、依頼に務める。

２ 単元の活動を通して、子どもにどのような力をつけるのかを明確にする。

３ 活動後、表現の場を設けたりふり返りを行う。

主体的・対話的で深い学びの授業改善（校内研テーマ）

仮説 単元を通した言語活動の充実を図り、地域と連動した授業づくりを構想する
ことで、本校の目指す資質・能力の育成が図れるであろう。

→ 職場の同僚性を高め、学び合い、支え合う教師集団を構築
→ 校内研を中核とした授業研究会(リフレクション）、公開授業・互見授業の充実
→ 子どもの学びを支える保護者や地域の方々の授業参加の推進
→ 「共に子育て」を合い言葉に、学校、保護者、地域が協働して学び合い、支え

合う活動の推進



主体的･対話的で深い学びを目指しています！※ 保護者説明会資料より

・お互いに聴き合い、学び合うスタイルで授業
・子どもが夢中になる課題の設定
・専門家を招聘しての授業研究会
・教師同士、授業を見せ合い、高め合う雰囲気
・保護者の授業参観から授業参加へ

※ 子どもがどのように学んでいるか、お友だち
とどのように関わりながら学んでいるか、を観て
ください。



地域人材・外部講師の活用状況 平成30年度（1月末現在）

地域人材 外部講師 主な活動内容

人数 授業数 人数 授業数 ・エイサー指導 ・伝統芸能
指導 ・方言指導 ・劇指
導 ・農業体験 ・地下ダム
学習 ・ゴミ処理センター ・
ミニディ ・牛セリ ・環境教
育 ・ムーチーづくり ・キャ
リア教育 ・平和学習 ・職
場体験 ・保健関係 ・水難
事故防止 ・交通安全指
導 ・将棋教室 ・音楽鑑
賞 ・授業研究 ・コーチン
グ学習 ・ジョブシャドウイン
グ ・離島体験 ・読書実演
会 等

1年 ２４人 ６回 ５人 ３回

2年 ２０人 １０回 ４人 ２回

3年 ５１人 １８回 ５人 ５回

4年 １５人 １５回 ６人 ３回

5年 ２５人 １５回 ６人 ２５回

6年 １１人 ２５回 ６人 ９回



児童用アンケート結果（平成３０年度12月）４段階評価

１ 全く思わない ２ そう思わない ３ そう思う ４ とてもそう思う ※ 数値は３と４の評価割合

質 問 項 目 ％

① いじめやケンカがなく学校へ安心して行っている。 92
② 先生や友達の話を最後までしっかり聴いている。 96
③ 先生はよくほめたり、はげましてくれる。 96
④ 授業でのペアやグループでの学び合いは楽しい。 97
⑤ 遠足や運動会、学習発表会などの学校行事は楽しみである。 98
⑥ 総合的な学習(3～6年)や生活科(1～2年)の勉強は楽しみである。 94
⑦ 学級会や話し合いでよく自分の意見を言ったり発表したりする。 87
⑧ 先生や友だち、学級でと大人になったときや将来のことについてよく話をする。 80
⑨ お父さんやお母さん、地域の人たちと一緒に学習や作業をすることがある。 88
⑩ 自分のことが好きである。 84
⑪ 仲の良いお友達がいる。 100
⑫ いろいろなことにチャレンジしてがんばっている。 94
⑬ 伊江島が好きである。 94
⑭ 伊江島の人からいろいろなことを学んでいる。 94
⑮ 伊江島のことをもっと知りたい。 89
⑯ 自分は伊江島のために役立っている。 81

学校評価 児童アンケートから



学校評価 保護者・教師アンケートから

保護者アンケート結果（平成３０年度12月）４段階評価

１ 全く思わない ２ そう思わない ３ そう思う ４ とてもそう思う ※ 数値は３と４の評価割合 ％

① 学校の教育方針をわかりやすく伝えている 100
② 学校では、特色ある教育活動が行われている 99
③ 学校では、一人ひとりが参加し、学び合う授業づくりに取り組んでいる。 100
④ 地域資源を活用した体験活動に取り組んでいる 100
⑤ 自分の将来に夢や希望が持てる活動に取り組んでいる 94
⑥ 学校は積極的に地域と連携して、教育活動を行っている。 99
⑦ 子ども達は地域の方々と関りながら育っている。 97

教師用アンケート結果（平成３０年度12月）４段階評価 ％
① 授業の工夫・改善を行い、わかりやすい授業を心がけている。 100
② 学校とＰＴＡや地域は連携が図られている。 100
③ 主体的で・対話的で深い学びの授業づくりについて、具体的な方法で実践している。 100
④ つけたい力を明確にして授業や行事等に取り組んでいる。 100
⑤ 地域の教育資源を生かした教育活動、授業づくりを行っている。 92
⑥ 互見授業や積極的な対話を心がけ、同僚性を高めるために努めている。 92
⑦ 本校では、特色ある教育活動が行われている。 100



地域の中の学校づくり
• 児童の地域に対する意識（H30全国学力学習状況調査より）

質問 ※ %は肯定的な回答 伊江小 沖縄県 全国

自分には、良いところがあると思いますか。 ９２．３％ ８１．８％ ８４．０％

５年生までに受けた授業や課外活動で地域のことを
調べたり、地域の人と関わったりする機会があったと
思いますか。

７７．０％ ７０．６％ ７４．４％

今住んでいる地域の行事に参加していますか。 ８４．７％ ４７．０％ ６２．７％

地域や社会をよくするために何をすべきかを考えるこ
とがありますか。

５３．９％ ４９．６％ ４９．９％

地域社会などでボランティア活動に参加したことがあ
りますか。

８４．６％ ６３．８％ ６２．６％

地域の大人に勉強やスポーツを教えてもらったり、一
緒に遊んだりすることがありますか。

７７．０％ ４６．１％ ４１．６％



研究の成果
○ 学校運営協議会を設置したことにより，学校経営ビジョンの共有

化と地域と連動した教育課程の編成を推進することができた。
○ 新たに資質能力に係る学校目標を設定し，生活科や総合学習

の時間において，「子供にどのような力を付けるか」「地域の教育
資源をどう活用するか」という視点で授業を構想することができた。

○ 農業体験活動に係る探究的な学習指導計画及び教科横断的な
カリキュラムマネジメントの作成に取り組むことができた。

○ 校内研において「主体的･対話的で深い学びを追求する教育実
践」をテーマに授業研究を推進し，子供自身が地域から学ぶ行動
主体として成長し，学んだことを地域関係者や保護者へ表現･報
告する中で，自己肯定感を高めることができた。

○ 学校評価アンケートから，子供たちが地域と密接につながってい
ることが明確になった。

○ 学校･地域連携ホームページを開設し，学校経営ビジョンの共有
化を図り，学校の教育活動や地域連携の様子等を発信すること
ができた。



● コミュニティスクールの本格的な導入。そのための村
教育委員会及び村内3校との計画的な連携，調整が
必要となる。

● 「地域の中の学校づくり」ビジョンを教職員･保護者・
地域関係者と共に確認し，意見交換する場を設定し，
ビジョンの共有化を図っていくこと。

● 総合的な学習の時間を核とした探究的な授業実践
の展開と，カリキュラムマネジメントに基づく教科横断
的な学習計画を実施し，その成果と課題を明確にして
いくこと。

● 地域教育資源を整理しつつ，教育課程への位置づけ
をきめ細かく行っていくこと。

● 先進地域との双方向的な学び合いの環境を整えること。

課題



｢みんなの伊江小」
で検索すると､すぐ
に見つかります!
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