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各グループの研究計画・研究内容 

 

 

 

 

 

 

 
４月 24 日(火)に，委嘱状交付と第１回の全体会議，グループ会議を行い，本年度の教育改

善プロジェクトがスタートしました。昨年度からの第２次の研究も２年目を迎えました。今
回の会議では，教育経営の充実，教育研究（研修）の充実，教育指導の充実の３つのグルー
プの新年度の活動や役割分担などについて討議されました。４月の異動やより各グループを
機動的なものにするためにメンバーの入れ替えもありましたので，今年度の組織と各研究グ
ループの研究内容，推進計画についてお知らせします。  

 

  

 

 

 

 
研究計画（平成 30・31 年度の研究予定） 
■学校経営の充実 
 １ 本市共通のモデル的な学校経営計画の改善・充実（実践に裏付く評価改善） 
 ２ 「学校力向上に関する総合実践事業」など各種指定事業に基づく実践交流 
■コミュニティ・スクール、小中一貫教育の推進 
 １ 市街地区における CS の導入に向けた取組 
 ２  智恵文地区、市街地区、風連地区における取組の共有 
 ３  小中一貫教育制度導入に向けた取組の推進 
■学校経営計画を踏まえた学級経営の充実 
 １ 学級経営プログラム等のモデルの作成・提案 

委員長 林  雅裕 名寄小 副委員長 堀江  充 名寄西小 

事務局長 江口 貴彦 名寄中 研究主任等会議統括責任者 袰田佳奈恵 名寄中 

 教育経営の充実 G 教育研究（研修）の充実 G 教育指導の充実 G 

G 主任 三浦 礼子 名寄南小 堀江  充 名寄西小 伊端 俊紀 中名寄小 

G 副主任 野村 智明 名寄東小 橋 早智子 智恵文小 井川  健 風連下多寄小 

〃 赤澤 静恵 風連中央小 妹尾 洋美 智恵文中 野宮  勉 名寄東中 

〃     菅藤 正伸 風連中 

G 研究主任 小林 勝彦 名寄小 澤田 克之 名寄東小 袰田佳奈恵 名寄中 

〃副主任 桑原 久美 名寄南小 喜多 康洋 名寄西小 馬場 泰栄 中名寄小 

〃 三戸 孝之 智恵文小 重森 哲夫 風連下多寄小 長岡 勇樹 風連中央小 

〃 篠原 純也 名寄東中 塩満 義史 風連中 谷柿 憲治 智恵文中 

委 員 

櫻田和歌子 名寄小 本松 宏章 名寄小 林  琢磨 名寄小 

田中 淳也 名寄南小 福川 岳樹 名寄南小 月田 佳佑 名寄南小 

川浦 直也 名寄東小 小林 佑貴 名寄東小 佐藤 亮介 名寄東小 

大橋 毅士 名寄西小 三原 和也 名寄西小 山岸 俊樹 名寄西小 

須藤 仁志 風連中央小 東  健太 風連中央小 寒川 寛之 風連中央小 

萬城目久美子 智恵文小 高橋  理 名寄中 天谷 亮太 名寄中 

久保  稔 中名寄小 手塚  諒 名寄東中 松井 秀樹 名寄東中 

佐藤 琢磨 風連下多寄小 米田  真 智恵文中 牧野  巧 智恵文中 

佐藤  誠 名寄中 鬼原 善彦 風連中 森  憲児 風連中 

吉本陽之介 名寄東中     

木戸口 玲 智恵文中     

吉野由希子 風連中     
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教育経営の充実に関する研究グループ 
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 ２ 障害のある子供たちが在籍することを前提とした学級経営の充実（含む特別支援学  
級の学級経営の充実） 

■社会に開かれた教育課程の実現 
 １ 教育課程の編成・実施・評価・改善（カリキュラムマネジメント） 
 ２ 先進校等、ミドルリーダー育成研修やカリキュラム実践に関わる視察研修等の実施 
★平成３０年度の研究内容  

学校経営の充実 
１ 本市共通のモデル的な学校経営
計画の改善・充実 

２ 市街地を中心としたコミュニテ
ィスクール、（小中一貫教育）の
取組状況の導入の促進 

３ 各種指定事業に基づく実践交流 

学級経営の充実 
４ 学校経営計画と連動した学級経営案等の作成・検討
・改善 

 
５ ミドルリーダー育成研修や教育課程に関わる視察
研修等の実施 

 社会に開かれた教育課程の取組の交流 
６ ＬＤやＡＤＨＤ、高機能自閉症など困り感のある児

童生徒が在籍することを前提とした学級経営の充実 
 

 

 

 

本委員会の活動を通して市内全ての小・中学校のステップアップを図りたいと考えていま

す。名寄市の児童生徒のために，取組を各校に効果的に波及させ，教職員一人一人の実践的

指導力やチーム貢献力が一層高まる１年にしたいと思います。 

教育改善プロジェクトは，名寄市教育研究所の組織の一部ですので，お気づきの点や研究

に対しご意見・ご要望がありましたら，各校の委員の先生にお声をかけていただければ幸い

です。 

【文責 教育改善プロジェクト事務局長 江口（名寄中）】  

 
研究計画（平成３０・３１年度の研究予定） 
■新たな課題に対応できる力量を高める研修 
 １ 「特別の教科道徳」、外国語活動、外国語等の授業研究 
 ２ 道徳科の読み物資料の作成(木原秀雄氏) 
 ３ 特別な支援を必要とする児童生徒の指導の充実 
 ４ ICT 機器の効果的な活用の調査・研究 

(名寄市学校教育情報化推進委員会の取組の共有) 
■体育、保健体育の充実 
   ○体力・運動能力調査の結果・分析を踏まえた研修の実施 
   ○体育、保健体育の授業研究 
★平成３０年度の研究内容  

【外国語班】 
外国語教育に関して 
○外国語の授業展開
について研修の深
化 

○外国語授業実践  

【道徳班】 
道徳科に関して 
○道徳指導について研修の深化 
○道徳の評価について 
○道徳新教材（木原天文台）の開発 
○道徳授業実践  

【保健･体育班】 
体育科、保健体育科に関して 
○体育科授業の充実 
○運動能力、運動能力、生活習慣
等調査の分析、活用・SC 課事
業との連携  

 

 
研究計画（平成３０・３１年度の研究予定） 
■学習指導・生徒指導の充実 
○各教科等の特質に応じた学習活動の改善 
○単元のまとまりを見通した学びの実現 
○「見方・考え方」に着目した深い学びの実現 ○ＩＣＴ機器の効果的な活用 

 ○生徒指導の機能を生かした学習指導の充実 
 ○問題行動の理解，いじめ・不登校への対応の交流・研修 
★平成３０年度の研究内容 
 １ 提案授業を１～２本行い，授業改善に向けた指導過程を検証し，発信する 
  ○ 対話を重視した授業の構築   
  ○ ＩＣＴを活用した指導過程の工夫 
 ２ Ｑ-Ｕの活用について，具体的な手立てと成果と課題の交流【事例研修】 

教育指導の充実に関する研究グループ 

教育研究（研修）の充実に関する研究グループ 


