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５	 ２１年度の成果と課題 
（１）すがだいらの時間の実践 
	 	 ２０年度においては、菅平の自然・産業・歴史・文化について学ぶ時間を、総合的な

学習の時間とは別に位置づけていたが、文部科学省の指導によりこれらの学びの時間が

２１年度からは総合的な学習の時間の中に位置づけられることになった。さらに、新学

習指導要領への移行措置に伴って、総合的な学習の時間の時数が削減され、菅平の自然・

産業・歴史・文化についての学びの内容と時数の精選が課題となってきた。 
	 	 そこで、２１年度は総合的な学習の時間の中で、これまですがだいらの時間で学んで

きた内容と総合的な学習の時間で学んできた内容の融合を図り、菅平湿原での自然観察

や学校畑を活用した農業体験、地域の方々との交流など、より体験的な学習を中核に据

えて、実践を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
	 ＜課題＞ 
	 	 ①新学習指導要領完全実施による総合的な学習の時間の時数削減に伴い、さらに内容

と時数の精選が求められる。それに対応した指導計画を作成していきたい。 
	 	 ②外部講師として地域の人材を有効に活用し、限られた時数の中でより内容の濃い学

習を組み立てていきたい。 

「楽しかったしつ原たんけん」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２年	 川上けん太 
	 クロスのいたをはいてしつ原で冬を見つけました。木にのっていた雪が日の光にてら

されてキラキラ光っててきれいだった。それにだんだん行くと、うさぎの足あとを見つ

けました。細長い足あとでした。と中で足がズボッとはまりまし 
た。クロスのくつに雪が入って「つめたい。」と、思いました。 
それで学校に帰ってきていっぱいすべって、つかれたから、 

きゅう食がおいしかったです。 

（学校畑として農地をお借りしている方に４～６年生が収穫したトウモロコシ、ジャガ

イモなどの野菜を送ったお礼にいただいた手紙） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 菅平小学校４･５･６年の皆さん 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 とても心のこもったお手紙ありがとうございました。みなさん、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 たくさん野菜を作りましたね。熊さんまで食べに来たというこ

とは、とても美味しい野菜ができたということでしょう。ほん

とにとても美味しいジャガイモでした。私の好きな「おいらん

豆」は、正月のごちそうにしようと楽しみにしています。この 
土地はもともと私の主人の土地です。皆さんのこの手紙を今仏壇においてあります。き 
っと天国のおじいさんも皆さんのお手紙を読んで喜んでいることでしょう。これからも 
楽しく、この土地で野菜を作ってください。皆さんの喜ぶ顔が目に浮かびます。ありが 
とうございます。 
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（２）「英会話科（外国語活動）」の実践 

 
	 ＜課題＞ 
	 ①	 言語表現を習得することを目的とはしていないが、新たな表現活動を取り入れてい

く際、以前に学習した表現をベースに行おうとすると、前時までの表現が理解できず、

進めない場合がある。	 

②	 塾などですでにアルファベットや英単語の学習を進めている子どもと、どこにも通 
っていない子ですでに差ができている。どの子も劣等感を持つことなく、楽しさを味

わうことができる学習展開の工夫。 
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３	 「スキー科」の実践 
＜スキー出発式・講演会	 １０月２６日（月）＞	 

  講演：『スキーを続けて得たこと』	 
	 講師：矢島正明（菅平高原スキークラブ）	 

「自分はできない、才能がないと思わず、自分はできる、自分 
にできることは何かと考えて練習すれば、結果は出なくても 
達成感があり、自分にプラスになる。」	 

「成績は二の次。成績は出る人と出ない人がいる。でなくても 
続けることが一番大事。」 

 
	 ＜スキー日課開始	 １２月８日（火）＞ 
    小１・２	 保護者によるスキー指導  	 
	 	 小３	 長寿会の方々によるスキー指導  	 
	 	 小１～小３	 低学年アルペン教室	 １２月２２日	 

	 	 小４～小６  セクション別活動	  
月・火・木・金の６時間目（全員参加）月・火・木・金の放課後（課外）	 

	 	 第５２回校内スキー大会	 	 

	 クロスカントリー・フリーの部	 	 	 １月２８日	 

  アルペン・ジャンプの部	 	 	 	 	 	 ２月１５日	 
  クロスカントリー・クラシカルの部  ２月２２日	 
	 

	 	 中１～３	 ＜第一期＞スキー日課開始から県中スキー大会まで 
	 	 	 	 	 	 	 	 午後…14:10～16:00授業	 16:00～16:30部活動 
	 	 	 	 	 	 	 ＜第二期＞県中スキー大会後から３学期終了まで 
	 	 	 	 	 	 	 	 午後…15:10～16:00授業（１･２年生全員参加）16:00～17:00部活動 

＜県中スキー大会＞１月１８日～２０日	 小谷村	 栂池高原	 

      	 アルペン部	 ３年 伊藤一成	 ３年 宮崎優也	  
３年 下平美里（回転優勝） 
２年 傳田佳代（大回転優勝） 
２年 岩渕希実	 

	 	 	 	 クロス部	 	 ３年 前澤美由希	 ３年 清水直子	 
	 	 	 	 ジャンプ部	 ２年 酒井雅俊	 ２年 山本晋平	 １年 縵沢俊明	 １年 村本直樹 

以上、全中スキー大会出場選手１１名 
＜全中スキー大会＞２月３日～５日	 岩手県	 八幡平市 

	 	 	 	 アルペン女子大回転	 ２年 傳田佳代	 第２位	 
 
＜課題＞ 
	 ①より安全に配慮した学習活動。そのために指導計画、事故発生時の対応マニュアルを 

見直し、外部指導者との連携を強化していく。 
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４	 中学校の学習内容の一部を小学校で学習 
・中学校 1 年の理科「大地の変化」で学ぶ内容の一部を小学校 6 年理科「大地のつく
りと変化」に移動して指導する 

「大地の変化」	 第 3章	 地層から読み取る大地の変化 
	 	 １	 地層はどのようにしてつくられるのか 

・ れき、砂、泥を混ぜたものを水で流し、積もり方を観察する 
・ 上記の実験から、川のはたらきと地層の広がりを考える 
・ 中学校 1年の理科「植物の世界」で学ぶ内容の一部を小学校 6年の理科「植物と
日光」に移動して指導する 

「植物の世界」	 第 2章	 葉のつくりとはたらき 
２	 養分をどのようにしてつくっているか 
・ よく日に当てたコリウスの葉または、クローバーの葉を使い、脱色法かまたは、
たたき出し法により、緑色の部分にデンプンができていることを確かめる 

・ 上記の実験から、植物は養分をつくっていること、養分をつくるには日光が必要
なこと、養分をつくれるのは葉の緑色をした部分であることなどを学ぶ 

 
＜課題＞ 
①小学校 6 年では、発達段階および履修漢字によって難解な用語を扱わなくてはならな
くなる。 

	 ②中学校 1年「植物の世界」の学習内容の中に、今回扱えなかった内容が残されており、
中学校 1年次に再度学習する必要があった 
 
 

５	 小中一貫した生徒指導の実践 
	 	 合同職員会議で児童・生徒の気になる様子や支援が必要なことなどを情報交換し、共

通の認識を持って子どもたちの指導に当たっている。また、小中乗り入れ授業などで配

慮すべきことや気づいたことなどを随時情報交換している。 
	 	 特に、中３の不登校生２名については、小学校在籍時からの情報も含め、中学校全職

員が家庭訪問するなど全職員で関わりながら、家庭環境も含めて個人カードを作成して

本人の理解に努め、卒業時にはそれぞれ自らの意志で進路選択することができた。 
 
＜課題＞ 
	 ①発達障害についてより理解を深め、個々の児童・生徒にあった指導ができるよう職員

の研修を深めると共に、支援を必要としている児童・生徒への適切な指導方法や指導

体制を整えていきたい。 
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６	 小中乗り入れ授業 
	 （児童・生徒の声）	  
	 	 「中学校の先生と聞いて怖いのかなと思ったけれど、楽しい先生だった。」（小５男子） 
	 	 「中学に入って覚えなければならないことが増えたけれど、初対面の先生ではないの

で、分からないことがあっても聞きやすい。」（中１女子） 
	 （保護者アンケートから） 
「小中一貫教育に向けて、小学校に教科担任制を取り入れたり、英語活動を取り入れた

りしていることは、児童の学習意欲や興味関心を高め、学力の向上につながっている

と思いますか。」	 

	 ９０％以上の保護者から肯定的な評価をいただいている。「そう思う」と評価している	 

保護者が徐々に増えている反面、「ややそう思う」と評価する保護者が減り、「ややそう	 

思わない」と評価する保護者が増える傾向にある。	 

	 小中相互に乗り入れた場合、普段接することが少ない児童・生徒の学習指導にあたる	 

こととなる。これまで以上に職員相互の情報交換を密にしたり、小中互いの子どもたち	 

の理解を深めたりして、発達段階に応じた授業展開や教材を工夫して、より一層「分か	 

る授業」「楽しい授業」づくりに努力していきたい。	 

	 

＜課題＞	 

	 ①新学習指導要領に対応した９年間を見通した指導計画の作成	 

②「分かる授業」「楽しい授業」づくりに向けた職員研修。	 

③児童・生徒の学習傾向やつまずきを継続的に理解し、共有する体制づくり。	 

 


