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学校・園【部門】 

 

【主題】自ら行動を起こし、学びに向かい続ける子供の育成 
 

【副題】～多様なつながりを核としたオンライン授業・地域おこし～ 

 

         【校・園名】佐渡市立松ヶ崎小学校    

【職名 校長名】校長  黒 川  健  

 

１ はじめに 

２月 27 日、総理大臣からの休校要請が画面に映

し出された。不安を抱きつつ、やれることはやろう

という思いを職員で共有した。 

昨年度、文科省「遠隔教育システム実証研究事業」

の実証校として島内、県外の学校とオンライン授業

を実施した。その経験を生かす手立てを検討した。

まずは、オンライン授業の体制づくりを進め、さら

に「主体的・対話的で深い学び」を進めるために不

可欠なｐ４ｃ研修を企画し、講師派遣依頼文書を新

潟大学佐渡共生科学研究センターに届けた。 

2月28日、午後のＰＴＡ総会後に保護者に対して、

情報教育主任が操作実演を交えて説明し、各担任か

ら全保護者に zoom によるオンライン授業への協力

依頼を行った。全家庭が承諾した。 

休校初日(3/4)からオンライン授業を開始し、朝

の会、健康チェック、教科学習等を行った。子供の

いない教室でモニターの向こうから元気な声が響

いていた。 

家庭とつながるオンライン授業により、未履修内

容の学習、自主学習支援や各教科等の発展的な学習

も実施した。家族を巻き込んだ楽しい授業も好評で

あった。卒業式に向けて証書授与の練習も画面越し

に行い、卒業式当日の堂々とした態度につながった。 

ｐ４ｃ研修(3/6,3/12)では、新潟大学豊田准教授

からオンライン授業のデモンストレーション、職員

研修を受け、ｐ４ｃの核となる考え方を学んだ。ｐ

４ｃは本来、教室で輪になってコミュニティー・ボ

ールを渡して進めるが、画面を通して手を挙げたり、

ホワイトボートを活用して声をかけたりしてリレ

ーする形式で行った。その後も何回かｐ４ｃオンラ

イン授業を担任が行った。 

 この1か月間のオンライン授業の取組が本実践の基

盤となった。 

２ 主題設定の理由 

(1) 学校の実態 

全校児童数７名、複式２学級の極小規模校。小学生

と中学生が同じ校舎で学ぶ小中連携校で小中合同の活

動や行事がある。また、地域と合同で行う連合運動会

や地域の支援を受けて実施する遠泳大会、子供鬼太鼓

発表会などがある。しかし、少人数のため、人とかか

わる機会や新しいことを考えて挑戦する経験が乏し

い。 

 

 

 

 

 

(2) 地域の実態 

自然が豊かで、伝統文化の薫る魅力あふれる地域で

ある。地域は温かく、学校に協力的である。各地区の

祭りでは、小学生も鬼太鼓の練習に参加し、華麗に鬼

を打つ。その一方で、高齢化、人口減少により地域行

事が取りやめになり、活気が失われる状況が懸念され

る。 

(3) 学校と地域のニーズを共有 

《学校の課題》 育てたい資質・能力           

・自分で考える「企画力・発想力」 

・自分って凄いと思える「自己有能感」 

・新たに挑戦する「行動を起こす力」 

・相手に伝える「コミュニケーション力」 

・つながり協働する「人を巻き込む力・説得力」 

・諦めず頑張る「やり抜く力」 

《地域の課題》 地域の活性化（地域おこし） 

 ・人とのふれ合いの機会がほしい  

・松ヶ崎のよさを広く伝えたい 

・移住者を増やしたい 

学校と地域の双方の課題を克服できる活動として昨

 H29 H30 R1 R2 

児童数 15 13 ８ ７ 

学級数 ３ ３ ２ ２ 
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年度に引き続き、地域おこしをテーマに総合的な学習

の時間を進める。 

(4) コロナ禍に立ち向かうための活動の見直し 

昨年度、地域の課題解決の取組を成功させた。「地域

を巻き込んだふれ愛交流クラブ活動」は地域の方が子

供とふれ合う絶好の機会となった。「探究し、発信する

宿泊体験学習」で地元の良さを島外へ発信した。かか

わりを大切にした活動が地域活性の一助となった。し

かし今年度、コロナ禍により人と直接かかわる活動が

制限され、活動を見直さざるを得なくなった。 

 そこでオンライン授業を活用して、他校の児童や市

役所職員、総務省地域力創造アドバイザー、島スクー

ルの方、大学生など多様なつながりを通して「自分か

ら行動を起こし、学びに向かい続ける児童を育ててい

く。 

３ 実践の概要（総合的な学習の時間の取組） 

 「自らかかわり、自信をもって表現できる子供」を

小中9年間で目指す姿として掲げている。総合的な学

習の時間では、児童が試行錯誤しながら、一つ一つ成

功体験を積み重ねて自信をもち、新しい風を起こし、

これからの時代に求められる資質・能力を育んでいく。 

(1) 単元名 

「松ヶ崎小学校をアップデートせよ！」 

(2) 単元の目標 

・自分にできることを考えて行動を起こし、振り返り、

次に生かしていこうとする。 

・探究的・協働的に学ぶ過程を通して、松ヶ崎小学校

の特徴や特色を再発見し、地域の一員としての自覚

をもつことができる。 

(3) 単元の活動計画（全44時間） 

   第１次 今年は何をする？    （２時間） 

  ・現状の把握と課題意識の醸成 

第２次 プロジェクトの決定   （３時間） 

・対話を通して自分の問題解決プロセスを確定 

第３次 プロジェクトを追究しよう（19時間） 

・多様なかかわりを通した探究 

第４次 プレゼン発表に挑戦   （20時間） 

・ＩＣＴを活用したまとめ・表現 

４ 実践の内容（総合的な学習の時間の実際） 

(1) 今年は何をする？（第１次）４～５月 

① 対話の場を保障・出会いを演出 

まず、納得のいく課題設定のための手立てとして「十

分な期間と対話の場の確保」を行った。４月下旬から

５月上旬の休校期間を含め、友達や家族と相談する時

間を取った。また、３学期に「島スクール」（島民自ら

がやりたいことを見出し、それを外部の方からサポー

トを受け実現するプログラム）で松ヶ崎を訪れた上智

大学関係者と協働し、総務省地域力創造アドバイザー

や准教授、学生とのオンライン授業で総合的な学習に

ついて子供たちが相談を受けたり、子供たちのアイデ

ィアへの助言をしたりする契約（１年間）を結んだ。 

② 今年度の課題設定 

地域の良さを調べ、発信した昨年の活動を振り返り

今年度の課題設定を行った。地域に出られない、地域

の方とかかわれない中、ｐ４ｃ形式のグループ対話で

「地域だけでなく学校の良さを発信することも人口

を増やすこと（移住者獲得）に役立つのではないか。」

「オンラインでいろいろな人とつながっていけるの

ではないか」と方向性が語られた。アドバイザーの助

言も得て、６人で取り組む課題は「松ヶ崎小学校をア

ップデートせよ！」に決まりいよいよスタートした。 

(2)プロジェクトの決定（第２次）５月 

① セイフティを感じる話し合い 

どのようなことができれば「松ヶ崎小学校がアップデー

トされた」といえるか考えながら、ホワイトボードを使って

説明する（プレゼン）。互いの説明を聞き、相手の努力や

良さを認めながら意見交換し練り上げていった。その結

果、３つのグループでプロジェクトを進めることとなった。 

② ３つのプロジェクト始動 

 ・鬼太鼓教室プロジェクト 

 インタビューや鬼太鼓指導場面を入れた「鬼太鼓教

室」の動画を作って発信するグループ。オンラインで

いろいろな方の意見を聞き、改善していく。 

・プロジェクトＺ（zoom） 

大学生と話し合ってオンライン授業を計画するグル

ープ。いろいろな学校との交流を進めていく。また、

オンライン授業の様子も紹介する。 

・地域活性化プロジェクト 

地域の人を学校に呼んでレクリエーションをするグ

ループ。まずは、小中合同レクを企画・運営する。 

 

 

 

 

 

ホワイトボードでプロジェクトを紹介 
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(3) プロジェクトを追究しよう（第３次）６～７月 

① 「探究の過程」を繰り返す場づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～５を繰り返しながら、探究を進めてきた。学びに向

かい続ける姿が見られた。 

② 多様な人とのつながり 

総務省地域力創造アドバイザー、上智大学関係者か

らは、児童の悩みに寄り添い1年間を通じてかかわっ

ていただいた。 

 

 

 

 

 

 

 上智大関係者とのオンライン授業 

進捗状況は、ノートを書画カメラで映したり、ホワ

イトボードを使ったりして報告発表した。 

 

 

 

 

ノートを書画カメラで      ホワイトボードで 

時には、中学校の職員や庁務員、図書事務員、学校

運営委員の方にも聴いていただいたことで相手意識を

もって伝えることができた。 

(4) プレゼン発表に挑戦（第４次）   ９～11月 

 友達や先生と相談しながら、ねらいに合ったシーン

や写真を選ぶ。imovie で動画編集をしたり、パワーポ

イントでプレゼンのスライドを作ったりする。 

 

 

 

 

 

動画づくりのグループ対話   インタビュー計画 ノートより 

9月と 10月にプロジェクトのプレゼンをし、参観者から

評価（１０段階）と、よかった理由、改善案を聞く。 

 

 

 

 

 

他校の児童とオンライン意見交換    参観者と意見交換 

（画面上部にも多数のオンライン参観者） 

①  小規模校間でかかわりを大切にした授業 

 内海府小、前浜小に総合的な学習の時間への協力を

依頼した。9 月に作成動画を中心としたプレゼンを行

い、他校の児童と意見交換する授業を行った。その後

の職員によるオンライン協議会で、交流先の学校の児

童の「学びの保障」が不足しているとの課題が指摘さ

れた。その改善策として、事前にプレゼンの趣旨や評

価の視点をメールで提示し共有を図った。10月の松ヶ

崎小を会場とした複式教育学習指導研究会では、子供

たちが画面共有などの操作をしながらプレゼンテーシ

ョンを行い、オンラインでつながった様々な人と意見

交換を行った。自信に満ちた様子から表現力の向上を

しっかりと見とることができた。 

 

 

 

 

 

参観者へのプレゼン      自分たちでＩＣＴ操作 

②  オンラインで学びに向かい続ける 

３つのプロジェクトは進化を続けている。「プロジェ

クトＺ」は学生企画の「ドリームプロジェクト」（将来

を考え、思いを伝えるキャリア教育）で学生と画面を

通して対話をしたり、ニュージーランドとの交流（１

１ 課題の設定（友達、アドバイザーとつながる） 

自分のプロジェクトについて現在の状況と目標を把握しやるこ

とを明確にする 

２ 情報の収集（友達、大学とつながる）  

聞き取り調査やアンケート、オンラインでの対話を通して情報

を収集する 

３ 整理・分析（友達、教師とつながる） 

ノートによる振り返りやグループの友達や教師と話合いをする 

４ まとめ・表現（友達、アドバイザー、大学、市役所、他

校児童、島スクール、参観者等とつながる） 

自分のプロジェクトの進捗状況を友達やアドバイザーに説明

する。少ししか進んでいない時でも、それをみんなに報告して感

想を聞くことが大事。相手意識をもって発表する 

５ 振り返り・考えの更新（友達、アドバイザーとつながる） 

プロジェクトの進捗状況報告後、前回よりがんばったことやで

きた点をノートに書く。友達やアドバイザーからの助言や評価を

基にして、次の活動に生かす。 
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月予定）を計画したりした。「鬼太鼓教室プロジェクト」

は、中学校の先生とつながり英語版が完成した。また、

地域の方とのつながりを生かし佐渡汽船に動画放映の

依頼を交渉中である。「地域活性化プロジェクト」は前

回のアンケートを参考に第６回レクリエーションを企

画している。 

また、オンライン授業は総合的な学習の時間だけで

はなく、算数や道徳の学習や修学旅行で訪れる学校と

つなぎ「当日何して遊ぶか」リモート会議も行った。

双方向のオンライン交流が円滑に行われていた。 

５ 成果と課題 

(1) 振り返りに見られる成長 

 学びを深めるメタ認知の場として「友達との意見交

換」「アドバイザーへの進捗発表」「グループ対話」「ノ

ートによる振り返り」を設定した。その中に、自ら行

動を起こし、学びに向かい続ける姿が溢れている。 

〈ＩＣＴを活用したパフォーマンス力の向上〉 

 

 

 

 

 

 

〈企画力・発想力の向上〉 

 

 

 

 

 

 

〈やり抜く力の向上〉 

 

 

 

 

 

〈行動を起こす力・人を巻き込む力の向上〉 

 

 

 

 

 

 

(2) 児童アンケート結果より 

４月の自分と比べてどれくらい成長したと感じるか 

（児童アンケートより ６名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合的な学習の時間を通してほとんどの児童が自分

の成長を感じている。今後、これらの力を様々な学校

生活の場面でも発揮してくれると期待している。また、

オンライン授業の取組も一層充実させていきたい。 

６ おわりに 

児童アンケートの項目「企画力・発想力」「自己有能

感」「行動を起こす力」「コミュニケーション力」「人を

巻き込む力・説得力」「やり抜く力」で全ての児童が成

長を感じている。激しく変化する当惑の時代だからこ

そ、自分で考え、自分の力を信じて、行動を起こし、

仲間と共に、やり抜く子供を育てていくことが私たち

の責務であると考える。突如新型コロナウイルス対応

を迫られ混乱する中、オンラインを駆使して諦めずに

成長を続けた子供たち、諦めずに児童に寄り添い、や

り抜いた同僚を誇りに思う。また、多くの関係者の皆

様の支援に感謝している。 

〈アドバイザーの指摘を受けて〉パワポにアニメーションを

多く入れすぎるとそっちに目が集まる。伝えたいことを「ど

ん！」と載せる。目標を先に言うっていうのは、今までのプ

レゼンでやったことがない。次のプレゼンでやってみる。 

（地域活性化プロジェクトの児童のノート） 

そもそもねらいは何？そう！松ヶ崎小中学校の児童生徒

を増やすことだ！と考えがはっきりしてきました。するとア

イディアが浮かび、動画の作成がはかどり、構成や順番など

も工夫しながらいろいろためして作りました。 

（鬼太鼓教室プロジェクトの児童のノート） 

思ったことを聞く。気付いたことを聞く。何に気付いたか

が大事。失敗したけど得られるものもある。失敗したのを考

えると得るものがある。 

（プロジェクトＺの児童のノート） 

すごく挑戦するようになったと思う。…（略）…特に一番

挑戦した事は、パワポ発表でたくさんの人を巻き込んだ（双

方向のやりとりをした）ということだと思う。人を巻き込む

＝当たり前、という感じになってきている。 

（地域活性化プロジェクトの児童のノート） 


