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松本市立波田小学校

「変わる勇気と変える強さを夢や希望へ」

～働き方改革によって

児童・保護者・職員そして地域にとって

魅力ある学校に～



本日の発表内容

１ 「未来の教室」実証事業への参加

２ チームで取り組むために

３ はじめの一歩

４ 校長先生から提案

5  令和5年度に向けて

6  プロジェクトからの提案

７ おわりに



１ 「未来の教室」実証事業への参加

「学校長の願い」 ～働き方改革のﾘｰﾀﾞｰｽｸｰﾙとして～

・外部と連携してできることを実践し、

これからの学校のあり方を考える。

・現在、勤務している教職員だけでな

く、これからの学校を担う若い教職

員や教職を目指す人にとって、夢あ

る（働きがいのある）働きやすい職

場にする。
▲ｱｲﾛﾝﾋﾞｰｽﾞで作った
ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ「まつぼん」



「働き方改革」の先にある学校とは？

＊8月1日（月）第1回オンライン研修で問われたこと

〇「働き方改革」のための業務改善は、
誰のため、何のために、なぜ必要ですか？

〇「未来の教室プロジェクト～働き方改革～」の
先にある学校とはどのような学校ですか？

＊私たちは、何も答えられなかった。
イメージできなかった。



自分の中にある「働き方改革」への意識と向き合う

⇒変えることは大変なこと、面倒なこと
教師が楽したいからだと思われる。甘えだと言われる
働き方改革を理解してもらえない。いけないこと

⇒提案しても、どうせ反対意見が出て、まとまらないまま変わらない
大人は変わらない。一生この学校にいるわけじゃないからとりあえず
異動までの年数を過ごせばいいという気持ちになる

⇒誰かに変えてもらいたい。変わるならうれしいけど自分では無理
人とお金がなければ働き方改革なんてできない



２ チームで取り組むために ～まず、私たちから～

＊今まで、「働き方改革」について
話し合ったことがなかったことに気づく。

自分のこととして、どれだけ考えてきただろうか。

こうやって話すことができるっていいね

それぞれの思いや考えを表現し、共有できる手立てがいる



働き方改革は誰の何のため?

先生も子どもたちも幸せになる！
学校教育の質があがる！
次世代の先生を生み出す！

先生のゆとりと充実は、子どもたちを輝かせます！（先生と子どもたちのため）
先生のゆとりと充実は…
本来の仕事である「授業の質」をあげ、
先生自身が豊かな人生を送る姿を子どもたちに見せることができます。

３ はじめの一歩 ～本気で変わる、変えるを示す～

＊管理職が「働き方改革」を推進することを伝える

澤田代表から教えていただいた「みんなで創る 先生の幸せプロジェクト」

「創る」⇒「つくる」に
変えて伝えた



１ 日直当番の負担軽減（みんなが少しの負担を）

２ 文書回覧の工夫（「みどりばこ」に分類、紹介）

・日直当番の変更が頼みやすくなった

・研修係が研修紹介用「あかファイル」を
自ら作ってくれた

小さな成功体験を積む ～できることを実践する～

・日直当番の負担が軽減された



大切にしていきたいこと ～みんなで取り組むために～

１ 提案への検討、意見・要望について考える

＊提案者が出された意見を見て、努力を否定された気持ちにならないように

(１)賛成or反対だけ…×できない理由だけでなくどうすればできるか考える

(2)具体的に何をどのように変えたらいいのか

（３）推進していく上でどのような工夫が必要なのか

２ 全員の意見、実践や情報をシェアする
・ジャムボードなどを活用して全員でシェアできるようにする

操作は、みんなで教え合いをする

３ どうすればみんなが幸せになるか、みんなでできるかを
考える



8/24 「一度はやめてみる」 ～第1回ワークショップ～

【今すぐ削減できるもの】

・学年通信週1回を2週に1回

・学年会を2週に1回

・様々な団体のチラシ配布

・部活動（外部コーチへ）

・一人一公開授業、重点研究

・宿題の方法

・会議の勤務時間超え

・学校に忘れ物をしたとき など

【削除できる検討が必要なもの】

・運動着への着替え

・学年会計の会計事務

・職員会での児童理解の方法

・通知票等の所見の簡素化 など

▲ICT研修も兼ねている



「やめました、変えました」 ～先生方の意見から～

・隔週の学年会、学年通信の導入、H＆Sでの配信

・教務学年主任会を金曜日から水曜日へ変更

・体育がある日の運動着登校を実施

・自由参観日を導入（普段の授業を参観）

・地域の方の授業支援(家庭科ミシン、生活科、総合的な学習の時間)

・発達段階に応じた宿題方法、○付けは自分で（お家で）

・一人一公開授業の廃止⇒教職員同士の自由参観へ

・諸会合や支援会議等は、勤務時間内に実施 など

私たちは、自分たちで学校を変えることができる



(1)「子どもたちの生活」を中心に日課を振り返る

〇 電車、徒歩通学の多くの子どもたちが家を出るのが、

6：30～７：００頃（7：５０には、ほとんどの子が登校）

〇 子どもたちがけがする時間帯

〇 朝のモジュールの時間の様子

〇 給食が12時３０分過ぎ

〇 6時間授業下校での帰宅時間

大人の感覚で子どもたち
の生活を見ていないか、
考えていないかを振り
返って考えた

４ 校長先生から提案 ～6時間授業で15：15下校～

できない、無理という思いを超え、変えるという強い思い



（２）日課の作成 ～下校時刻は電車通学に合わせて～



(３)「新しい日課に対応する」 ～第２回ワークショップ～

＊先生方からたくさんのアイデアが出された

朝の会は、シンプルに健康観察と先生のお話。朝の歌は、朝活動で歌う。

昼休みは、食休みと清掃準備にする。（連絡帳は朝活動または昼休みに。家でPC見て記入など）

給食は、5分短縮でもこれまでと変わらずできる。

清掃は、手順や分担をわかりやすくし、すぐに取り掛かればできる。

帰りの会もシンプルに。⇒落ち着いて帰れるような声がけをしよう。など

＊11月7日（月）からの新日課試行でわかったこと

＊12月19日より修正日課 保護者へ日課表配布

給食の片付けの時間が足りない⇒5分増やそう

保護者には、下校時刻の変更を知らせ、試行し決定後に通知する約束

＊放課後日課を
疑似体験！
「生み出される
時間を実感する」



（４）変更に伴う外部関係機関との連携

〇子ども福祉課…児童センター、放課後デイサービス等の利用

について確認

〇児童センター…１４：３０～受け入れ時間、スタッフのシフト変更

〇放課後デイサービス…お迎えの時間、スタッフのシフト変更

〇給食センター…早番シフトへの移行で早めの給食を提供

〇新島々駅、波田駅…時刻を早め、乗車する電車の変更

〇PTA会長…日課を変える上で必要なことの確認

＊新しいことするときは、一定数の反対が出ます。でも、
子どもたちのためになることだから進めてください。



【利用児童】5時間授業下校１４：２５の子どもたち

１ 保護者の仕事でお迎えが１５：００過ぎになる

２ 6時間授業のきょうだいと一緒に帰る

３ 学校から直接、塾へ行くまでの時間を調整する

6時間授業終了で乗車する電車を利用する

「見守り下校」 ～波田小学校応援団の温かな支え～

「見守り下校で子どもたちと一緒に宿題をしたり、
遊んだりできて私自身が楽しかった。」

▲宿題を教えてもらいました



見えない絆を見る ～変わることなく丁寧できれいに～

6年生に教えてもらった清掃の仕方
その姿は受け継がれていく

10分間集中して丁寧できれい！

毎朝、当番制で牛乳を仕分ける

また明日、このケースを使う
低学年のためにきれいに洗う



（５）日課の決定 ～活動はシンプルでわかりやすく～



5 令和5年度に向けて～第３回ワークショップ～

⇒次年度教育計画プロジェクトへ移行し検討

年間計画
重点研究と

評価

職員研修 特別支援教育

子ども

・研究テーマとチーム
・学年教科学習
（教材研究充実）
・評価の２期制
・通知票項目見直し
・子ども面談 など

・特別支援学級増設へ
の準備
・学習環境検討
・クラス編成
・個別支援計画など

・音楽参観、体育参
観実施時期変更
・学年行事検討
・各プロジェクトか
ら提案位置づけ
など

・子ども理解と学級
づくりの研修
・非違行為研修を学
年で分担
・ICT研修時期と内
容
・波田小サマーセミ
ナーの計画 など 全員が学校運営に参画



もっと子どものことを理解しよう
子どもと一緒にいろいろなことに挑戦しよう
子どものためにできることをもっと探そう
そのために私たちは学ぼう！力をつけよう！

「未来の教室」を創る新たな一歩へ

6 プロジェクトからの提案 ～働き方改革の先に～

▲一緒に教室へ帰ろう ▲明日気持ちよく
登校できるように

▲先生、このさつまいも
大きいよ。



7 おわりに
～みんなで取り組む授業づくり・学級づくりへ～

「子どもとやってよかったなという活動、授業を

一人一人が創っていく」

新たな日課で生まれた時間＝私たちの学びの自己更新の時間

子どもを中心に据え、子どもを主人公にした教育活動

子どもに還元していく

令和5年度



ご視聴いただき、ありがとうございました。

波田小学校「未来の教室」への歩みを
支えていただき、ありがとうございました。
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