
１.はじめに

岬町立深日小学校(以下：深日小)は平成29年度、児

童数96人の小規模校で、全学年が１クラスである。年々

児童数が減少傾向にあり、１クラスの児童数も、１年

生は11人、２年生は17人、３年生は６人と少ない。

表１は、平成22年度から平成29年度までの深日小の

児童数の推移を示したものである。平成29年度は平成

22年度比で約60％も児童数が減少している。このよう

に短期間で急激に児童数が減少し、さらなる児童数の

減少が見込まれるなかで、これまでの深日小の学校の

あり方や学校づくり自体を根本的に見直す必要性に迫

られている。

平成28年度、深日小は大阪府教育庁による「子ども

体力づくりサポート事業」の指定を受けることとなっ

た。これは、全国の小学５年生を対象に実施されてい

る体力測定の調査結果をもとに、体力の向上に指導・
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表１.深日小児童数の推移 (平成22年度～29年度)

96人108人120人147人177人187人213人231人児童数

平成29年平成28年平成27年平成26年平成25年平成24年平成23年平成22年年 度
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深日小学校は、平成28年度、大阪府より「子ども体力づくりサポート事業」として、児童の体力向上と教職員の

指導技術の向上のため、岬町教育委員会および和歌山大学教育学部保健体育教室の指導・助言を得る機会を得た。

１学期に行われた体力測定の講習を皮切りに、授業でのサポートやサーキットトレーニングの考案といった体力向

上に向けた取り組みを行い、児童の体力測定の結果は２年間で大きく改善された。また、運動会での協力や小学生

の大学見学などの連携を通して、小学校と大学がつながりを深めることができた。こうした小大連携を軸に学校の

活性化、特色づくりを目指し、さまざまな取り組みを計画的に進めている。特に小大連携や平成29年度より大阪府

の小学校で導入されたアクティブ・スクール実践校としての取り組みを通して、学校、家庭、地域、大学の連携が

強くなり、小規模校として特徴的なカリキュラム・マネジメントの確立につながっている。
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助言が必要と判断された学校に対して行われるもので、

大阪府下では17市町の18の小学校(平成28年度)がサポ

ート事業の対象となった 。この事業のねらいは、体力

測定の結果から全国の結果と比較して子どもの体力に

課題があるとされる大阪府が、児童に対して「小学校

の教員だけでなくプロスポーツ団体の指導者や体育専

門大学の教授、学生に学校に来てもらい、準備運動の

方法から遊びの要素も取り入れて体力について学ぶ」

こと、教職員は「それぞれの学校の授業を他校の先生

にも参観してもらい、指導方法を学ぶ」ことにあると

している 。この事業の指導団体として、和歌山大学教

育学部本山貢教授と同大学の保健体育教室が中心とな

り、岬町教育委員会と学校が連携して３・４年生を中

心に体力向上に向けたプログラムを実践していくこと

なった。また、平成29年度から府内各自治体から１校

以上、計120校を対象に、アクティブ・スクール実践校

に指定され、岬町からは深日小が対象となった。

アクティブ・スクールとは、対象校に目的加配され

た教員を中心に、①学力の分析・検証・向上に向けた

取り組みを推進・発信すること、②「学校活性化計画」

を策定して、アンケート調査やテスト等の結果を分析

し、前年度の参考値をもとに目標値を設定する。それ

に向けて進捗状況を確認しながら計画的かつ組織的に

進めること、③小学校の教員が国語と算数を中心に、

活用問題を先に考え、それに向けてどのような授業展

開、授業改善をしていくのかを推進すること、の３点

が求められている。このように深日小は、体力と学力

の向上を両輪とした学校づくりという課題に正対した

ことで、あらためてカリキュラム・マネジメントの必

要性に迫られることになった。

２.学習指導要領の改訂に伴う対応

次期学習指導要領は、小学校は平成32年度、中学校

は平成33年度が完全実施となる。改定の基本的な考え

方として以下の３つが重要視されている。①教育基本

法、学校教育法などをふまえ、子どもたちが将来を切

り拓くための資質・能力を一層確実にするために、そ

れらの能力は何かを社会と共有し、連携する「社会に

開かれた教育課程」を重視すること、②現行学習指導

要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解

の質をさらに高め、確かな学力を育成すること、③道

徳教育の充実や体験活動の重視、保健・体育に関する

指導の充実により豊かな心や健やかな体を育成するこ

とである。

①で求められる資質・能力とは、今後の変化の激し

い社会で、「正解のない問題」に対し、今ある知識や情

報を活用して問題を解決する力や修正可能な納得解や

最適解を作る力が求められ、そのために主体的で対話

的な学びの質や深まりを育んでいくことにある。そし

て教師には、授業改善と活性化、またその指標として

①児童が問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過

程が実現できているか、②他者との協働や外界との相

互作用を通じて、自らの考えを広げ深める対話的な学

びの過程が実現できているか、③子ども自身が見通し

を持って積極的に取り組むとともに、学習活動をふり

返って次につなげる、主体的な学びの過程が実現でき

ているかどうかが希求されている。

こうした改訂は小学校・体育科の目標および内容に

も反映され、「体育の見方・考え方」として、「するこ

と」だけでなく、「見ること」、「支えること」、「知るこ

と」などを自分の適性等に応じて、多様な関わり方に

ついて考えることや、他者に伝える力を養うこと、仲

間の考えや取り組みを認めたりすることの重要性が示

されている 。さらに、運動が苦手な児童や意欲的でな

い児童への配慮の例、ICT機器を活用して自己やグル

ープの課題を見つける例など、例示を盛り込みながら

示している。これらの体育科指導要領改訂の趣旨は、

総説において示されているように、「カリキュラム・マ

ネジメント及び主体的・対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善を推進する観点」をもとにして、「自身の

学びや変容を自覚できる場面」、「グループなどで対話

する場面」、「子どもが考える場面」、「教員が考える場

面」の４場面の設定が指摘されている 。そのため、今

後の学校づくりには、学校全体として、教育課程に基

づく教育活動の質を向上させ、学習効果の最大化を図

るカリキュラム・マネジメントの確立が必要である。

３.体力測定の結果を活かした体力向上に向けた実践

岬町教育委員会は、平成28年５月19日に多奈川小学

校で町内３小学校の教職員を集めて、和歌山大学から

体力測定の指導のポイントや注意事項についての講習

を行った。その際の留意点をふまえて、各校でスポー

ツテストが実施された。これまで町内の３小学校では、

全学年での実施、５年生だけが実施するパターンなど

各学校の裁量に任されていが、これを契機として、全

小学校が全学年で実施することとなった。

こうした経緯を経て、深日小学校では、５月24日に

全校児童が参加するスポーツテストが実施された。し

かし、シャトルランなど一部種目に対して、低学年で

実施することに対する慎重論もあり、すべての児童が

全種目を経験するには至らなかった。平成29年度は全

校児童が実施した。

図１、図２は、体力測定における３年間の５年生男

女別の総合評価の変化を示している(Ａが最も高く、Ｅ

が最も低いという評価である)。５年男子の場合、平成

27年度では、Ａ・Ｂ評価とも０％であったが、平成29

年度にはＡ・Ｂ評価あわせて45％を超え、Ａ・Ｂ・Ｃ

評価合わせると80％以上の数値を示している。５年女

子は平成27年、28年ともＡ評価の女子はおらず、Ｂ評

価が大きく上昇する結果であったが、平成29年度では、
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実に90％以上の女子児童がＡ・Ｂ評価を獲得したこと

になる。また、男女ともＡ・Ｂ評価の児童が増加して

いるだけでなく、Ｄ・Ｅ評価の児童が減少傾向にある

ことにも注目したい。これだけの劇的な変化は、体力

測定の正しい計測方法が教職員に再確認されただけで

なく、教職員や児童がスポーツテストへ取り組む意欲

や意識の変化がみられたことである。

これまでの深日小は体力測定の該当学年である５年

生だけが行ってきたが、全校児童が参加するようにな

ってから、体育の授業時間を合わせて高学年と低学年

で教えあいが行われるようになった。また、練習の際

にも教職員が低学年の児童でもわかりやすいかけ声を

見つけるなど、創意工夫と活気が生まれるようになっ

た。また、和歌山大学の学生ボランティアが、毎週１

回定期的にサポートに来てくれることで、シャトルラ

ンなど児童が苦手とする種目で積極的に参加するよう

になっていった。

近年では出版業者などが、体力測定の結果を児童に

もわかりやすく示すことができるソフトを提供してい

ることもあり、児童ごとに目標値が明確になり、児童

らが意欲の向上や結果を見直す機会にもなった。また、

学校側も体力測定の結果から分析を行い、授業改善に

つなげるだけでなく、体育科の成績の評価の一部とし

ても取り入れたり、参観日に保護者にも子どもたちと

一緒に体験してもらうなど、教職員、児童、家庭、地

域も含めた意識の変化を促していった。こうした２年

間の取り組みが、大阪府のみならず、全国平均をも大

きく上回る結果となった。

４.大学を介在にした小規模校ならではの運動会づく

りに向けた取り組み

体力測定での取り組みから体力の向上に向けて教員

や児童の意識も徐々に変化し、学校全体で児童の体力

づくりに向けて様々な取り組みが実施された。例えば、

セレッソ大阪によるサッカーコーチの派遣事業やリオ

オリンピック７人制ラグビーの元ヘッドコーチの招聘

など、児童が外部の人たちとつながり、体を動かすこ

とに興味を持つきっかけづくりが動き始めた 。その

なかで、和歌山大学教育学部の学生と運動会をともに

作り上げていく試みがなされた。

10月に実施された運動会では、和歌山大学教育学部

保健体育教室の学生が約20名参加した。この際、学生

が単なるボランティアや運動会の手伝いとして位置づ

けるのではなく、保健体育専攻の学生として体育の素

晴らしさを児童や地域の住民に伝えること、また、過

疎化による児童数の減少が競技数や時間にも影響し、

年々寂しくなっていく運動会をどのように盛り上げて

いくのかをテーマとした話し合いを行うなどの取り組

みを行った。

大学側は運動会運営の担当者を２名付け、学校側の

体育主任と連携して協議し、新種目や大学のデモンス

トレーションを企画した。新種目となった「借り人競

争」では学生が児童や地域の人とともに参加し、世代

間を越えた交流の種目を目指した。また、学生は２チ

ームに分かれ、それぞれのチームの応援合戦や綱引き

には率先して加わった。また、昼食の休憩時間には、

学生が主体となってデモンストレーションを進行し、

児童や地元の中学生、保護者などと一緒に50メートル

走を競争する企画をした。特にこの企画は、陸上部な

どの運動部に所属する学生と真剣勝負するということ

もあり、学生の身体能力の高さを児童や地域の人たち

が知る機会となった(写真１、２、３)。

児童も学生との交流を楽しむだけで無く、学生から

正しい綱引きの体勢を教わったことで、劣勢だったチ

ームが逆転勝ちを収める一幕もあった。学生にとって

は部分的にではあるが運動会の計画や実施にかかわり

つつ、児童と触れ合える貴重な機会となった。深日小

学校にとっても、小学校と大学が連携することで地域

と学校がより深い結びつきを持つ機会となった 。

小大連携による体力づくりを基礎とした豊かな心と健やかな体を育成するためのカリキュラムマネジメントの確立を目指して

図１ 深日小学校３年間の総合評価(５年生男子)

(参考に全国と大阪を上記に示す)

図２ 深日小学校３年間の総合評価(５年生女子)

(参考に全国と大阪を上記に示す)
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過疎地では、学校の運動会が地域のつながりを深め

る行事として住民に親しまれているが、少子高齢化に

よって従来どおりの運営が難しくなってきている 。

横山 、佐野・松本ら は、運動会に大学生が参加した

り、地域住民が積極的にかかわることで運動会が活性

化し、地域と学校とのつながりが強くなったと報告し

ている。今後、深日小では小規模校としての運動会の

あり方を学校、大学、地域とともに検討していきたい

と考えている。

11月から12月半ばにかけて、３・４年生を中心に、

計７回の体づくりに関する授業づくりを保健体育教室

が中心となって実施した。単元をマット運動として、

そのためにバランス感覚、体幹、筋力を鍛えるメニュ

ーを取り入れたサーキットトレーニングを３・４年生

の担任、体育主任、教育委員会、和歌山大学とで協議

し、小学校の教員が継続して、毎時間の導入として行

えるものを考案した。また、大学側からバランスボー

ルを貸与され、児童は道具を使って、楽しみながら体

幹トレーニングを行い、ペア活動を通して相手の体の

動きを知るということもできた。こうした活動は体育

を専門としてこなかった教員にとって、知見を広げる

だけでなく、児童も主体的に協働しながら活動する体

育を経験する場となった(写真４、５)。

大学生が授業づくりの支援に学校に滞在する時間が

増えたことで、学校側も児童の体力向上に向けて児童

会が中心となって20分休憩の時間に全校児童で「バナ

ナおに」を大学生と一緒に行った。また、それに呼応

する形で学生側が企画して、同じ時間帯に全校児童と

「手つなぎおに」を実施した。こうした相互交流の機

会が、徐々に広がり、昼休みにドッヂボールをしたり

する風景が次第に醸成されていった(写真６)。
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写真２ 学生主催の50メートル走

写真３ 学生と地域の交流種目（借り人競争)

写真４ サーキットトレーニング

写真５ バランスボールによる授業づくり

写真６ 全校児童と学生の外遊び

写真１ 学生が応援団に参加し綱引きに声援を送る
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５.小大連携を生かした取り組みの発展

このように体力測定での連携を機に、小学校と大学

の協力関係が深まっていった。そこで、小学校側から

の提案で、キャリア教育の一貫として、教育委員会と

和歌山大学の協力を得て、５年生(20人)が12月に大学

見学を実施した。和歌山大学では例年、夏休み期間中

にオープンキャンパスを開催しており、また近隣の小

学校の校外学習の場としても受け入れている。しかし、

岬町から児童が授業風景や実験の様子を見学すること

は初の試みであった。当日は、実際に授業をしている

大学生の数学や国語、美術の講義、スポーツ実習、ゼ

ミ活動、保健体育教室の心肺機能測定の実験現場、学

部長室や体育館、図書館などの見学、昼食は500円のお

小遣いで学食を自由に選んで食べる経験をした。昼食

後、グループごとに分かれ、大学生数名が中心となっ

て約１時間ほど学内を案内してくれるなど、より児童

と学生が親密になれる機会が持たれた。こうした経験

を児童たちがポスター発表という形にまとめ、校内に

掲示したり、その後町役場のロビーに展示することに

なり、町民にも知ってもらえる機会となった(写真７、

８)。

もともと岬町は大阪府の南端に位置し、経済的、文

化的にも和歌山市内の影響が大きく、本校から車で20

分程度の場所に位置している。しかし、児童にとって

大学の雰囲気を経験できることは少なく、近いけれど

も遠い存在でしかなかった。この経験は児童らにとっ

て非常に貴重な経験となり、保護者をも巻き込んだ学

習意欲の向上という思わぬ形となって現れた。例えば、

毎年12月に深日小で実施される地域と学校がつながる

重要な行事である「深日まつり」がある。この中で、

「子どもの主張」と題し、町長や多くの来賓、保護者

がつめかけた体育館の壇上に上がり自分の夢などを発

表する場があるが、「和歌山大学に行きたい」と題して

発表する児童や「和歌山大学に進学してアナウンサー

になる夢をかなえたい」という児童もいた。また、懇

談では、食卓で大学進学の話題で盛り上がり、実際に

貯金を始める家庭もあった。児童らも自主学習や町が

実施する実力テストに向けて進んで学習する児童が増

えた。特に印象的だったのは、生活習慣が乱れがちだ

った児童が大学見学を機に、自分の夢を叶えるために

明確に進学や進路を考えて、自ら率先して生活習慣を

改善し、学習に取り組む姿勢や意欲までも変えたこと

である。児童らは自分なりの将来の夢や希望、なりた

い職業などの夢を持っている。高学年になった児童が

なぜ勉強がすることが必要で、それらがどのように将

来いかされていくのかを具体的にわかりやすく経験で

きる場として大学や大学生が「あこがれ」として位置

づけられたことは重要なことであり、キャリア教育に

つながった一例であった。

６.カリキュラム・マネジメントの理念に基づく学校

づくり

深日小の取り組みからみた小大連携の成果としては、

以下の３点が挙げられる。①体力測定の結果、その実

施に向けた研修も含め、教員の指導方法や測定につい

ての知見を広げるだけでなく、測定そのものへの取り

組む意識が高まり、子どもの意欲の向上へとつながっ

た。②体力向上を目的とした授業計画が行われ、教員

の体育の授業に対する意識の向上につながった。③大

学生や地域とのかかわりが新しい形として生まれ、連

携が深まったことである。特に、地域と学校、地域と

子どもという二面的なつながりに、単にボランティア

として大学生がかかわるのではなく、計画性を持ち、

組織的に大学生とかかわる形をつくったことで、学校、

大学、地域の三者間で相互がWIN－WINの関係がつ

くれたことが非常に大きい。これは児童にキャリア教

育の場として還元できただけでなく、その後、深日小

学校の教員が、こうした成果をもとに大学の授業でゲ

ストティーチャーとして招かれたり、他市の教職員研

修に呼ばれて講演をすることにつながるなど、教員の

キャリアアップとしても機能するようになった。これ

らは一貫して学校側の管理職と教員が進むべき方向性

を共有した上で、学校、大学、学生、教育委員会の担

当者が緊密に連絡を取り合い、その都度、次の展開に

小大連携による体力づくりを基礎とした豊かな心と健やかな体を育成するためのカリキュラムマネジメントの確立を目指して

写真７ 和歌山大学の授業見学

写真８ 計６つのグループがポスターを作り、

校内と役場のロビーに掲示した
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向けた計画を考案し、協議しながら実施していったこ

とが大きな要因であったと考える。また最も重要な要

因と考えられたことは、当然のことではあるが協議の

中心は教育委員会であり、各方面への調整や積極的な

働きかけがなされて体制強化となり、円滑な意思疎通

のための重要な役割を果たしていたことである。

文部科学省は学習指導要領の理念を実現するために

必要な方策として、カリキュラム・マネジメントの重

要性を強調している。カリキュラム・マネジメントと

は、学校の教育目標の実現に向けて、子どもや地域の

実態を踏まえ、教育課程(カリキュラム)を編成・実施・

評価し、改善を図る一連のサイクルを計画的・組織的

に推進していくことであり、そのための条件づくり・

整備である。またそれは、学校経営の営みにおいて中

核に位置付くものであると指摘している。深日小学校

においてもカリキュラム・マネジメントの確立に向け

特徴のある学校経営を計画し実施している(図３)。具

体的には、カリキュラムのPDCAサイクルの実践とし

て、各学期ごとに「学習評価の充実」、「学習指導の充

実」、「家庭学習」、「学習規律」、「校種間連携」、「府教

育センターとの連携」の６観点において、取り組み内

容や指標、前年度の参考値、今年度の目標値を設定し、

各月ごとの進捗状況を確認できるようにしている。ま

た最近では、学校づくりの特徴的な取り組みとして、

小学校と大学が協力し連携関係をより深めていくこと

でカリキュラム・マネジメントを強化につながってい

る。今後、こうした取り組みを継続的に実施し、分析

や検証を三者間の組織的に行うことで学校経営を益々

進化させていきたいと考えている。

二宮・川前ら は地方の過疎地や僻地では三者間の

つながりが都市部に比べ重要性が高くなると指摘して

いる。深日小学校のように、少子高齢化に歯止めがか

からず、過疎地や僻地と同様な状況にあるなかで三者

間のつながりを重視した学校づくりを模索していく必

要がある。また、大宮・増田 、松本・上野 らは、地

方の大学の魅力の創出と地域への還元という観点から

も、小学校を教員と大学が共同研究する場、地域に根

ざした教育ができる場、地域に還元、発信する場とし

て位置づけることが重要であると指摘している 。教

員養成の担う和歌山大学教育学部にとっても教育研究

の実践の場として連携していくメリットは大きいと考

える。

まとめ

深日小学校は、学校づくりを積極的に行う上で、学

校や児童が少しずつ変革していく様子を運動会や子ど

もの主張、大学見学などを通して確認できた。また地

域や保護者が学校教育の現状を直接知る機会を得たこ

とが後押しとなって、三者間の信頼関係をより深める

ことにつながった。

最後に深日小学校にとって学校、家庭、大学、地域

の連携強化は、学校管理運営において大変重要な役割

を担っていくことが今回の取り組み全体を通してわか

った。今後、教育現場に求められる「カリキュラム・

マネジメント」の確立に向け、小規模校の特徴を生か

しながら、さらに発展的で新たなプラン作成に取り組

んでいきたいと考えている。
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