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説明・協議

「『学力向上プラン』（授業改善５点セット）
の共通理解及びＰＤＣＡサイクルの
確立」

セッション １



【目標】

自校の組織的な授業改善を進めていくた
めに、「学力向上プラン」と「学校評価の４点
セット」の内容検討・確認等の視点を理解で
きる。
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オリジナリティーの追究
ではベクトルが揃わない

Ｃ
先
生

○○学校 ★★学校

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
先
生

ベクトルを揃えるとＯＪ
Ｔを生かした人材育成に
もつながる

子どもたちの力
と意欲の向上

子どもたちの力
と意欲の向上
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組織マネジメント

この差が示す持続
発展的な教育活動

の実現
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●学校評価の４点セットを最上位とし
た各種マネジメントツールの活用

●目標管理シートを活用した重点目標、
分掌等目標、自己目標の連動

目標達成マネジメント

学校評価の４点セット

学力向上
プラン

体力向上
プラン

児童生徒支援
対策プラン



持続発展的なＰＤＣＡサイクルの定着
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短期で
まわしながら
ベクトルを
そろえる。

マイルストーン
（経過点）の設定も

↓
「中間目標点」

↓
「最終目標点」

目標達成マネジメント



教務主任としての役割
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・各種主任の
進行管理

・マネジメント
の中核

第３ステージ
冊子では
追加記載



教務主任としての役割
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Ｒ２～
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（「芯の通った学校組織」推進プラン第３ステージ【概要版】）



第３ステージ Ｒ２～
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（第３ステージ冊子Ｐ１０）
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【参考】第２ステージ ～Ｈ３１（Ｒ１）



領域 項目 Ｓ Ａ Ｂ

観
点
Ⅰ

学校の教育目標、
重点目標等の設
定・共有（Plan）

① 育成を目指す資質・能力を踏まえた家庭・
地域と共有できる明確な学校の教育目標、教

育目標の達成に向けた課題を捉えた重点目標、
短期の検証・改善が可能で、重点目標の達成
に近付く妥当な根拠や理由を説明できる重点

的取組及び取組指標となっている。

② Ａに同じ。

① 育成を目指す資質・能力を踏まえた学校の教育目標、
教育目標の達成に向け課題を捉えた重点目標、短期の
検証・改善が可能で、重点目標の達成に近付くことがイ
メージできる重点的取組及び取組指標となっている。

② 管理職の下、主任等を中心に教職員に関わらせな
がら「学校評価の４点セット」が策定され、その内容が全
教職員で共通理解されている。

「
Ａ
」評
価
に
達
し
て
い
な
い
場
合

観
点
Ⅱ

短期及び年度を
跨いだ検証・改善
の実施（Check・
Action）

① 客観的なデータを用いて取組指標に基づく
取組状況の確認や達成指標に基づく達成状況
の確認、児童生徒の実態把握を効率的に行っ
た上で、重点的取組の有効性や取組指標の妥
当性の検証と改善方策の検討が、「検証・改
善プロセス」に沿って効果的に行われている。

① 客観的なデータを用いて取組指標に基づく取組状況
の確認や達成指標に基づく達成状況の確認、児童生徒
の実態把握を効率的に行った上で、重点的取組の有効
性や取組指標の妥当性の検証と改善方策の検討が年
度の中で繰り返し行われ、その検証結果を元に次年度
の「学校評価の４点セット」が策定されている。

観
点
Ⅲ

主任等が効果的
に機能する学校
運営体制（ミドル・
アップダウン・マ
ネジメント、効果
的・効率的なチー
ム体制の構築）

① 重点目標の達成に向けた「検証・改善体制」
の中で、以下の役割と責任が主任等によって
果たされている。

※役割と責任はＡに同じ。

② 会議・分掌・行事等の見直しにより学校運営
が効率化されるとともに、少数職種・専門スタッ

フや福祉・警察等の関係機関との連携体制が
構築され、日常的な情報共有が十分に行われ
ている。

①重点目標の達成に向けた「検証・改善体制」の中で、
以下の役割と責任が主任等に与えられている。
・運営委員会での具体的な取組の提案
・教職員に対する校長の運営方針の周知、取組
の進捗管理等での指導・助言
・他の学年・分掌主任等との連携・協議

②会議・分掌・行事等の見直しと、少数職種・専門ス
タッフや福祉・警察等の関係機関との連携体制が構築
されている。

観
点
Ⅳ

学校・家庭・地域
による目標の協
働達成（目標協
働達成）

① 目標協働達成に向けたチームが組織さ
れ、児童生徒の現状・課題、学校の教育目標
や「学校評価の４点セット」等の取組内容が熟
議され、取組や行事等の質の向上と精選・
見直し、家庭・地域との役割分担の明確
化・適正化が図られている。

①目標協働達成に向けたチームが組織され、児童生
徒の現状・課題、学校の教育目標や「学校評価の４点
セット」等の取組内容が共有されている。

第３ステージ「学校マネジメント４つの観点」に係る評価基準 （第３ステージ冊子Ｐ４０）
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検証・改善プロセス（冊子Ｐ４１） 観点Ⅱ短期及び年度を跨いだ検証・改善
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検証・改善フロー（冊子Ｐ４１） 観点Ⅱ短期及び年度を跨いだ検証・改善
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検証・改善体制（冊子Ｐ４２） 観点Ⅲ主任等が効果的に機能する学校運営体制
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自己目標と重点目標等の連動（冊子Ｐ４２） 観点Ⅲ
主任等が効果的に機能する学校運営体制
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目標協働達成に向けたチーム(例)（冊子Ｐ４４） 観点Ⅳ
学校・家庭・地域による目標の協働達成
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○重点的取組をより具体的にしたもの

○「誰が」「何を」「どのくらいの頻度」で
行うのかが書き込まれているか

・育成を目指す資質・能力の明確化

・教職員が共通理解し、短期の検証
改善を

重点目標達
成に具体的
に繋がるもの
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学校評価の４点セット（冊子Ｐ４５）

児童生徒の
実態に即した
ものになって
いるか



「学校評価の４点セットの達成指標」と「授業
改善の５点セットの検証指標」が一枠

「学力に関する達成指標」と「授業改善のテー
マ・重点の『検証指標』」を別枠へ 19

学力向上プラン（冊子Ｐ４６）

◆８・９月頃にご提出いただく「学
力向上プラン」から右の新様式へ。

なお、５月からの学校訪問でご
提示いただく「学力向上プラン」は
旧様式で問題ありません。ただし、
それぞれの内容は再確認ください。



（授業改善テーマ）問題解決的な展開の授業

（授業改善の重点）単元プランに基づいた「問題解決的な授

○算数の「単元振り返りシート」に、学習用語や定義等を適切に用いて「分かったこと」「役立った考え方」を
記述している児童の割合80％
○「新しい問題に出会った時に、学習した内容を使って解決しようとしている」と回答した児童の割合80％

・各種学力調査等、前年度の
結果を踏まえ、現状分析がで
きているか。

・分析結果を踏まえ、児童生徒
と教職員それぞれの課題が明
確になっているか。

・授業改善テーマ・重
点は、児童生徒と教職
員それぞれの課題を
改善するものとなって
いるか。
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学力向上プラン（冊子Ｐ４６）



（授業改善テーマ）問題解決的な展開の授業

（授業改善の重点）単元プランに基づいた「問題解決的な授業」
の適切な設定

① 算数の単元プランを作成し、単位時間の「ねらい」を明確に
した授業を実施する。

② 低・中・高学年部別に互見授業を実施する。

① 授業者は、算数科の全単元において、１単位時間の評価規準を
記載した「単元プランシート」を作成する。
授業者は、児童用に、学習内容と振り返りを記入する「単元振り
返りシート」をA3-１枚で作成する。
② 全教員は、低・中・高学年部別に、互見授業を学期に１回以上行
い、単元計画や１単位時間の位置付けについて意見を述べ合う。

算数科で、「知識及び技能」を問う問題60％、「思考・判断・表現」
を問う問題40％を目安とした単元末テストを実施し、「思考・判断・
表現」を問う問題の正答率90％以上。

○算数の「単元振り返りシート」に、学習用語や定義等を適切に用いて「分かったこと」「役立った考え方」を記述している児童の
割合80％
○「新しい問題に出会った時に、学習した内容を使って解決しようとしている」と回答した児童の割合80％

○【学力に関する達成指標】を「学校評価の４
点セット」に設定した達成指標の中から記載す
る場合が多い。

○【授業改善テーマ・重点】が「学校評価の４点セット」
の重点的取組と整合する場合が多い。
○テーマが具体的な内容の場合は、テーマと重点を
特に区別しなくてよい。

○【取組指標】は、「学校評価の４点セット」の
取組指標と同様のものが位置付く場合もある。
○必要に応じて、さらに具体化した取組指標を
設定する等も考えられる。
◇「誰が」「何を」「どれくらいの頻度で」

○【検証指標】は、授業改善が進んだかどうか
を検証するための指標。
○達成指標と同様のものが位置付く場合もある。

○【取組内容】は、テーマ・重点に基づき具体的に何
をするかが記載される。
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学力向上プラン（記載例）（冊子Ｐ４７）
【参考】令和２年４月６日付け教委義第３１号「令和
２年度学力向上会議の実施について（依頼）」
資料「学力向上プラン作成における留意点」



子どもの力と意欲の向上に向けたチーム学校による組織的な取組の推進

不登校対策の推進
◆新たな不登校児童生徒を出さない取組の推進
※小中連携（子どもへの支援情報の引き継ぎ・学級経営等）の強化

健康課題への対応 ◆生活習慣の改善とフッ化物洗口の実施率の向上

「芯の通った学校組織」を基盤とした教育水準の向上

◆「学校マネジメント４つの観点」に基づく学校マネジメントの深化
※３つの柱で整理し、検証・改善の結果を教育課程の見直しに繋げる

学校マネジメントの深化
（カリキュラム・マネジメント）

授業改善の徹底

◆通常学級における「個別の指導計画」必要児童生徒数の検討促進
◆新大分スタンダードの徹底
※「めあて」「振り返り」の質の向上を図る

◆「生徒による授業評価」と「個別の指導計画」の好事例共有と活用促
進

行事等の精選・見直し
◆学校行事の精選・見直しと家庭・地域との役割分担の見直し
※ねらいを３つの柱で見直し、活動時間数を調べ検討する

SC・SSWなど
専門スタッフ等の活用

子どもと向き合う時間の確保に向けた学校における働き方改革の推進

◆校長の方針の下での情報共有と活用の推進
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大分教育事務所 指導の重点 －「教育県大分」の創造に向けて－



１ 取組の確認・見直し（１０分）
自校の「学力向上プラン」と「学校評価の４点セット」の内容の確認・見直し
[視点]・達成指標は、目標達成に具体的に繋がっているか

・取組指標は、「誰が・何を・どれくらいの頻度で」
・「学力向上プラン」と「学校評価の４点セット」は関連付いているか 等

２ 取組の共有、改善のアドバイス
◆各校７分程度（３５分程度）

①自校の「学校評価の４点セット」「学力向上プラン」の説明（５分）
・学力に関する部分のみ
・確認・見直しを検討する部分の補足説明

②自校の「学校評価の４点セット」と「学力向上プラン」の内容・改善へ
のアドバイスをもらう。（２分）

３ 協議（１５分程度）（できるところまででよいです）
・ＰＤＣＡサイクルを進めるに当たり、
①短期・中期・長期で回せるもの
②何を共有しベクトルを揃えるとよいか
③具体的にどのように回していくと効果的か
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協議について



【振り返り】
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【目標】

自校の組織的な授業改善を進めていくために、
「学力向上プラン」と「学校評価の４点セット」の内容
検討・確認等の視点を理解できる。

（視点）
・自校の教職員のベクトルを揃えるために必要なことは何か。
・教務主任として、どのように進捗管理をしていくか。

学校の目標達成のためには教務主任をはじめとする
ミドルリーダーの主体的取組が何より肝心！


