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講義・協議

「『新大分スタンダード』を基にした
組織的な取組の推進」

セッション ２



【目標】

「新大分スタンダード」を基に授業改善を
進めるに当たり、指導案（略案）等の作成上
の留意点や指導助言等のポイントについて
理解できる。
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令和元年度（平成３１年度）の

【学校訪問での課題】（多くの学校で助言した内容）

①「ねらい」の明確化

②「ねらい」を踏まえた「めあて」の設定

③「めあて」「振り返り」の連動と
「振り返り」の視点

令和２年度も学校訪問時にこの視点を重視



5

○「目的（身に付けさせたい力など）」と「手立て（その授業の中心と
なる学習活動）」を明らかにして設定します。
○評価規準は「ねらい」との整合性をもたせて設定します。

○指導の「ねらい」は、教師の立場で書くもので児童生徒に提示する
ことは基本的にありません。

【ねらいの書き方の例】
Ａ学習内容(～を、～について、等)
Ｂ学習活動(～を通して、～でまとめて、～と比べて、等)
Ｃ育成を目指す資質・能力
（～できるようにする。～に気付くようにする。～を高め
る。等）

「新大分スタンダードのすすめ」（第３版）リーフレットから抜粋
（平成31年3月）大分県教育庁義務教育課

「ねらい」の設定について



主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と，学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し，
社会と連携･協働しながら，未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など，新しい時代に求
められる資質･能力を育成

知識の量を削減せず，質
の高い理解を図るための
学習過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化，高校の新科目「公共」の
新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し，目標や内容を構造
的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については，些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっており，
そうした点を克服するため，重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

学習指導要領改訂の考え方
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どのように社会・世界と関わり，
よりよい人生を送るか

何を理解しているか
何ができるか
知識及び技能

理解していること・できる
ことをどう使うか

思考力，判断力，表現力等

学びに向かう力，人間性等

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を
総合的にとらえて構造化

生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，こ
れらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，
主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない。

学習する子供の視点に立ち，育成を目指す資質・能力の要素を三つの柱で整理。

【参考】学校教育法第３０条第２項

育成すべき資質・能力の三つの柱
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【学習評価の基本的な考え方】
「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善と評価」

指導と評価の一体化を図るためには、児童生徒一人一
人の学習の成立を促すための評価という視点を一層重視
することによって、教師が自らの指導のねらいに応じて授
業の中での児童生徒の学びを振り返り学習や指導の改善
に生かしていくというサイクルが大切です。平成２９年改訂
学習指導要領で重視している「主体的・対話的で深い学
び」の視点からの授業改善を通して、各教科等における資
質・能力を確実に育成する上で、学習評価は重要な役割
を担っています。

「ねらい」の設定について

「学習評価の在り方ハンドブック」Ｐ４から抜粋
（小・中学校編 令和元年６月 国立教育政策研究所）
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「ねらい」の設定について

【ねらい（例）】

Ａ学習内容
(～を、～について、等)

Ｂ学習活動
(～を通して、～でまとめて、
～と比べて、等)

Ｃ育成を目指
す資質・能力
（～できるようにする。～
に気付くようにする。～を
高める。等）
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「ねらい」の設定について

「ねらい」の例（管内の学校の好事例）

【小６社】
Ａ当時の日本と欧米諸国との関係の変化を、／Ｂ３枚の風刺画を

見比べながら、その特徴と表す意味について話し合う活動を通して、
／Ｃ読み取ったりまとめたりできるようにする。
【中２数】
Ａ図形の辺上を動く点により変化する時間と三角形の面積の関係
について、／Ｂ図から変化の様子を見通し、表やグラフをもとに関
数関係を捉えて式で表すことを通して、／Ｃ説明できるようにする。

◆「ねらいには」Ａ～Ｃの３つの要素を入れる。
◆特に、「Ｂ学習活動」の記載に留意する。
⇒Ｂについては、

「順序付ける、比較する、分類する、関連付ける、多面的に見る・多角的に見る、
理由付ける、見通す、具体化する、抽象化する、構造化する」等の「考えるための
技法」を意識する。
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「めあて」「振り返り」の設定について

【めあて】
付けたい力を身に付けさせるための、本時で目指す「活
動のゴールの姿」や「ゴールとそれまでの道筋」。単元や
題材を通す「めあて」を提示することもある。

「新大分スタンダードのすすめ」（第３版）リーフレットから抜粋
（平成31年3月）大分県教育庁義務教育課

◆１時間の授業には、どちらも必ず位置付いている。

【振り返り】
「めあて」に対する「振り返り」。学びの成果を実感させ、
学んだことや意欲・問題意識等が次につなげられるよう
視点を設定することが望ましい。
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「めあて」「振り返り」の設定について

「主体的に学習に取り組む態度」については、挙手の回
数やノートの取り方などの形式的な活動ではなく、児童生
徒が「子供たちが自ら学習の目標を持ち、進め方を見直し
ながら学習を進め、その過程を評価して新たな学習につな
げるといった、学習に関する自己調整を行いながら、粘り強
く知識・技能を獲得したり思考・判断・表現しようとしたりして
いるかどうかという、意思的な側面を捉えて評価することが
求められる」とされている。

「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」Ｐ９から抜粋
（平成31年1月21日）中教審教育課程部会

３．学習評価の基本的な枠組みと改善の方向性
(２)観点別学習状況の評価の改善について
④「主体的に学習に取り組む態度」の評価について
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「めあて」「振り返り」の設定について

～～小学校低学年・中学年段階では、例えば、学習の目標
を教師が「めあて」などの形で適切に提示し、その「めあて」
に向かって自分なりに様々な工夫を行おうとしているかを
評価することや、他の児童との対話を通して自らの考えを
修正したり、立場を明確にして話していたりする点を評価す
るなど、児童の学習状況を適切に把握するための学習評
価の工夫の取組例を示すことが求められる。

「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」Ｐ１３から抜粋
（平成31年1月21日）中教審教育課程部会

３．学習評価の基本的な枠組みと改善の方向性
(２)観点別学習状況の評価の改善について
④「主体的に学習に取り組む態度」の評価について
ウ）「主体的に学習に取り組む態度」の評価の方法
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「めあて」「振り返り」の設定について

～～特に、「主体的に学習に取り組む態度」の評価に当
たっては、児童生徒が自らの理解の状況を振り返ることが
できるような発問の工夫をしたり、自らの考えを記述したり
話し合ったりする場面、他者との協働を通じて自らの考えを
相対化する場面を単元や題材などの内容のまとまりの中
で設けたりするなど、「主体的・対話的で深い学び」の視点
からの授業改善を図る中で、適切に評価できるようにして
いくことが重要である。

「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」Ｐ１３から抜粋
（平成31年1月21日）中教審教育課程部会

３．学習評価の基本的な枠組みと改善の方向性
(２)観点別学習状況の評価の改善について
④「主体的に学習に取り組む態度」の評価について
ウ）「主体的に学習に取り組む態度」の評価の方法



教育効果の高い学校での取組み

小学校
国語A よく行った

どちらかといえ
ば行った

あまり行って
いない

教育効果の高い学校* 53.3% 43.3% 3.3%

教育効果の低い学校* 26.7% 53.3% 20.0%

１．表現力・課題探究力の向上

【教育効果の高い学校での取組み】
・朝読書などの一斉読書の時間を週に1回以上定期的に設けた、学級やグループで話
し合う活動を授業などで行った、学級全員で取り組んだり挑戦したりする課題やテーマを
与えた

・児童に将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導をした、総合的な学習の時間で，
課題の設定から始まる探究の過程を意識した指導をした

・児童・生徒の発言や活動の時間を確保して授業を進めた、児童・生徒の様々な考えを
引き出したり，思考を深めたりするような発問や指導をした
・言語活動に重点を置いた指導計画を作成している

児童生徒の家庭の社会経済的背景から見込まれる学力を大きく上回っている学校においては、①表現力・課題探究力の向上、②授業スタイル、
③家庭学習の指導、④学力調査の活用、⑤少人数・ＴＴ・補充学習、⑥学校外リソースの活用、⑦実践的研修・研修成果の活用、といった観点で
様々な取り組みを行っている。

例：児童が自分で調べたことや考えたことをわかり
やすく文章に書かせる指導

小学校
算数A よく行った

どちらかといえ
ば行った

あまり行って
いない

教育効果の高い学校 63.3% 30.0% 6.7%

教育効果の低い学校 26.7% 66.7% 6.7%

２．授業スタイル

【教育効果の高い学校での取組み】
・授業の冒頭で目標（めあて・ねらい）を児童に示す活動を計画的に取り入れた
・授業の最後に学習したことを振り返る活動を計画的に取り入れた
・学習方法（適切にノートをとるなど）に関する指導をした

例：授業最後に学習したことを振り返る活動を計画的に取り入れた

３．家庭学習の指導

【教育効果の高い学校での取組み】

・国語・算数の指導として，家庭学習の課題の与え方について，教職員で共通
理解を図った
・家庭での学習方法等を具体例を挙げながら教えた（国・算共通）
・家庭学習の課題（長期休業の課題除く）について，評価・指導
・国語・数学の指導として，前年度までに，家庭学習の課題（宿題）を与えた

小学校
算数B

当てはま
る

どちらかとい
えば当ては
まる

どちらかとい
えば当ては
まらない

当てはま
らない

教育効果の高い学校 63.3% 23.3% 13.3% 0.0%

教育効果の低い学校 23.3% 50.0% 23.3% 3.3%

例：算数の指導として，家庭学習の課題の与え方について，教職員で共通理解を
図ったか

※「教育効果の高い学校」：学校レベルのＳＥＳから見込まれる学力を大きく上回る学校（上位３０校）
「教育効果の低い学校」：学校レベルのＳＥＳから見込まれる学力を大きく下回る学校（下位３０校）
（ＳＥＳ（socio-economic status）とは、家庭の社会経済的背景。家庭所得、父親学歴、母親学歴の
３つの変数を合成した指標。）

15平成29年度小・中学校新教育課程説明会（中央説明会）における文部科学省説明資料



教育効果の高い学校での取組み

４．学力調査の活用

小学校
国語A よく行った

どちらかといえば
行った

あまり行っていな
い

教育効果の高い学校 40.0% 56.7% 3.3%

教育効果の低い学校 20.0% 63.3% 16.7%

【教育効果の高い学校での取組み】

・平成２４年度全国学力・学習状況調査や独自の調査等の結果を，学校
全体で教育活動を改善するために活用した

平成２４年度全国学力・学習状況調査や独自の調査等の結果について，
保護者や地域の人たちに公表や説明をした

平成２４年度全国学力・学習状況調査，独自調査や学校評価の結果等を
踏まえた学力向上の取組を保護者等に働きかけた

５．少人数・ＴＴ・補充学習

【教育効果の高い学校での取組み】

・算数の授業において，習熟度別の少人数指導を行うに当たって，
1つの学級を2つ以上の学習集団に分けた
第４学年のときに，算数の授業において，ティームティーチングによ
る指導を多く行った
数学の指導として補充的な学習の指導を行った

小学校
算数A

1学級を2つ以上の
学習集団に分けた

複数の学級から、学級と
は別の2つ以上の学習集
団に分けた

習熟度別の少人数指導
を行っていない

教育効果の高い学校 66.7% 20.0% 13.3%

教育効果の低い学校 36.7% 13.3% 50.0%

７．実践的研修・研修成果の活用 【教育効果の高い学校での取組み】

・平成２４年度全国学力・学習状況調査や独自の調査等の結果を，学校全体で教育
活動を改善するために活用した

・平成２４年度全国学力・学習状況調査や独自の調査等の結果について，保護者や
地域の人たちに公表や説明をした

・平成２４年度全国学力・学習状況調査，独自調査や学校評価の結果等を踏まえた
学力向上の取組を保護者等に働きかけた

６．学校外リソースの活用

【教育効果の高い学校での取組み】

・保護者からの意見や要望を聞くために，学校として懇談会の開催やアンケート
調査を多く実施した
・ボランティア等による授業サポート（補助）を行った
・博物館や科学館，図書館を利用した授業を行った
・地域の人材を外部講師として招聘した授業を行った

中学校
国語B

よく行った
どちらかと
いえば行っ
た

あまり行っ
ていない

まったく
行っていな
い

教育効果の高い学校 26.7% 36.7% 30.0% 6.7%

教育効果の低い学校 6.7% 26.7% 40.0% 26.7%

中学校
国語A

よくしている
どちらかといえば
している

あまりしてい
ない

教育効果の高い学校 43.3% 50.0% 6.7%

教育効果の低い学校 3.3% 80.0% 16.7%

例：全国学力状況調査等の結果を学校全体で教育活動を改善するために活用したか

例：算数の授業において、習熟度別の少人数指導を行うに当たって、学習集団をどう編成したか。

例：地域の人材を外部講師として招聘した授業を行ったか

例：教職員が校内外の研修や研究会に参加し、その成果を教育活動に
積極的に反映させているか。

（出典）平成２６年度文部科学省委託研究「学力調査を活用した専門的な課題分析に
関する調査研究」（国立大学法人お茶の水女子大学）

平成29年度小・中学校新教育課程説明会（中央説明会）における文部科学省説明資料 16
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「めあて」の例（管内の学校の好事例）

【小３算数】 １Ｌますにとちゅうまで入った水のかさを分数
で表そう。

【小５図工】 自分が感じたお話のテーマを、色やはい景を
工夫して友達に伝わるように表現しよう。

【小６体育】 息つぎとフォームに気を付けて長いきょりを
泳げるようになろう。

【中１総合】 これまでに調べてきた地域のみりょくを決定
するための視点を決め、パンフレットに載せ
る内容を絞り込もう。

【中２数学】 ２組のｘ，ｙの値から一次関数の式を求める
方法を説明できるようになろう。

「めあて」「振り返り」の設定について
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「めあて」「振り返り」の設定について

◆次のように「振り返り」を設定していた学校があります。

①終末に「めあて」を再確認し、「めあて」をもとに振り返る。
・振り返るポイントを絞るとよい。「どこが大切だったか」「難しかったところ」等

②授業のキーワードをもとに振り返る。
③「はじめは・・・、あとで・・・。」等変容を書く。
④気付いたこと、疑問に感じたこと等を書く。 等

◆次のように「めあて」設定を共有していた学校があります。

①「めあて」と「評価規準」の整合性を図る。
・【評価規準】～説明できる。⇒【めあて】～説明しよう。

②「めあて」の中に活動の道筋を入れる。
・「○○（視点）からまとめよう」「○と△を比べ特徴をみつけよう」等
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「めあて」「振り返り」の設定について

「新大分スタンダードのすすめ」（第３版）リーフレットから抜粋
（平成31年3月）大分県教育庁義務教育課



【課題】

その時間に解決すべき事柄。「なぜ～なのか」「～する
ことができるだろうか」「どうしたら～できるか」等、疑問
形で示すことが多い。

【まとめ】
本時の「課題」に対する答え・結論に当たる。

「新大分スタンダードのすすめ」（第３版）リーフレットから抜粋
（平成31年3月）大分県教育庁義務教育課 20

○児童生徒が追究したくなる下記等の要素がある課題に。
①既習事項や既有事項とのズレがある
②意見の対立・拮抗が生じる
③目標達成のために越えなければならないハードルがある
④素朴な驚きや疑問、憧れから問題意識が醸成される

「課題」「まとめ」の設定について



「学習指導要領解説 算数科・数学科」に記載のイメージ図 21

「課題」「まとめ」の設定について



「教育課程部会 社会ワーキンググループ」から抜粋
（平成28年6月18日）中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会） 22

「課題」「まとめ」の設定について



「教育課程部会 理科ワーキンググループ」から抜粋
（平成28年5月25日）中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会） 23

「課題」「まとめ」の設定について
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「課題」「まとめ」の設定について

「新しい学習指導要領において期待される学び：校内研修シリーズNo4」
國學院大學田村学教授」の資料を参考（ＮＩＴＳ（教職員支援機構））

過去、未来

他の地域や国では？

地域の人や友だちと比較
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「課題」「まとめ」の設定について

課題の例（管内の学校の好事例）

【小３算数】
「めあて」・・・分数のたし算の仕方を図などを使ってせつ明できるよう

になろう。
「課題」・・・・なぜ、分母どうしをたしてはいけないのか。

【小５社会】
「めあて」・・・米の生産と自然かんきょうとの関わりについて資料をも

とに読み取ろう。
「課題」・・・・２つの地いきをくらべたとき、どのような地いきが米づくり

にあっているだろうか。

【中３理科】
「めあて」・・・いろいろな火成岩を観察し、特徴を整理してまとめよう。
「課題」・・・・安山岩と花こう岩の粒の集まりに違いがあるのはなぜ

だろうか。
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エネルギーの移り変わりにはどのようなものがあるか。

エネルギーの移り変わりは、パターン化（整理）すること
ができるだろうか。

中学校３年理科

図書館や書店では、一目で内容が分かるためにどんな
工夫（表現）をしているのだろうか

小学校５年国語

図書館や書店では、どんな工夫をしているのだろうか

Ｂｅｆｏｒｅ

Ａｆｔｅｒ

Ｂｅｆｏｒｅ

Ａｆｔｅｒ

ズレや対立、越えたいハードルや憧れ

ズレや対立、越えたいハードルや憧れ

「課題」「まとめ」の設定について

管内の実践をもとに



【回答例】

課題を設定する際には、下記等の要素のいずれかがあるように工夫しましょう。

「課題」を設定する際に、どんなことに留意すればよいでしょうか。

①既習事項とのズレがある。

②意見の対立や拮抗が生じる。

③既習事項や対話を活用して、児童生徒自らが解決できる適度な壁がある。

④素朴な驚きや疑問、対象への憧れから問題意識が醸成される。

「課題」を貼り物にして目立つように貼ったり、ノート・ワーク
シートに書き写させたりすれば、児童生徒が「課題を引き受ける」
と思い込んでいる先生も、少なからずいます。

「児童生徒が課題をノートに書いた ≠ 児童生徒が課題を引き受けた」

何の前触れもなく、唐突に「課題」を位置付けるのではなく、前
時を振り返ったり、児童生徒に疑問を持たせたりしながら、「課
題」に対して、自然に児童生徒の意識が向くような教師の働きかけ
が大切です。

義務教育課ＨＰ「新大分スタンダードに基づく授業改善Q＆A」から抜粋
27



「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の４つの要素は、１単位時間
の中に、すべて設定しなければならないのでしょうか。

４つの要素が毎時間の授業ですべて必要だというわけではありません。
単元の指導計画に基づき、１単位時間の役割や位置付けを明確にして設定すること

が大切です。

【めあてと課題】
例えば、単元を見通した「めあて」を設定し、本時の授業が開始される前からその

「めあて」が意識されているのであれば、確認するだけでよい場合もあります。
また、「めあて」を設定した後、発問等によって「めあて」を具体化し追究する事

柄を明確にしていけば、改めて「課題」として設定しなくてもよい場合もあります。

【まとめ】
「課題」を設定したときは答えを明確にする必要があるので、「まとめ」が必要に

なります。ただし、多様な見方や考え方を求めるような授業の場合は、一つに収束す
るような「まとめ」ではなく、いくつかの見方や考え方を整理するような「まとめ」
が必要です。

【振り返り】
１単位時間で設定される「振り返り」は、単元の指導計画における位置付けにより、

短時間で行う簡潔な「振り返り」や時間を充分にかける「振り返り」等、様々な場合
が考えられます。

義務教育課ＨＰ「新大分スタンダードに基づく授業改善Q＆A」から抜粋 28
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「新大分スタンダードのすすめ」（第３版）リーフレットから抜粋
（平成31年3月）大分県教育庁義務教育課

単元（小単元）の構成イメージを持つこと



学習者の実態

教科内容の分析

単元（題材）の指導計画
単元の目標（ねらい）、育成を目指す資質・能力、
単元の評価規準の設定、教材等の選定、単元の
展開、評価計画の作成（１時間のねらい・評価）

学習展開（本時のめあて・課題・まとめ・振り返り等の設定）

学習状況の把握
・発言・ノート・手引き
・ワークシート
・形成的テスト 等

補充指導
宿題や
帯単元で
前もって

学習指導要領

単元（題材）の指導計画の修正
・指導時間・時間配分
・手引き等の追加、差し替え
・個に応じた補充・発展
・展開計画の変更躓きのある子へ

の適切な支援

総括的評価

宿題・補充単元次の学習単元

指
導
と
評
価
の
一
体
化
の
イ
メ
ー
ジ ポイント

①単元の指導計画を作成すること。
②単位時間における児童生徒の学習

状況を把握し、躓きのある子への支援
③本時の学習状況を踏まえ、単元指導計画

を修正し、次時等の授業に生かすこと。

義務教育課ＨＰ「新大分スタンダード
に基づく授業改善Q＆A」から抜粋

30



31平成29年度小・中学校新教育課程説明会（中央説明会）における文部科学省説明資料H29.7.7



32平成29年度小・中学校新教育課程説明会（中央説明会）における文部科学省説明資料H29.7.7
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ゴール
（目指す姿）

例：国語、外国語、音楽 等

【例】小学校1年生 国語
自動車クイズブックを作ろう

単元（小単元）の構成イメージを持つこと

個人の差
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ゴール
（目指す姿）

例：算数・数学、理科 等

教師の
手立て等

自力

習熟度別指導

既習事項
課題

単元（小単元）の構成イメージを持つこと

個
人
の
差
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例：社会・道徳 等

１つの事柄を多面的・多
角的に捉える

個人の差

単元（小単元）の構成イメージを持つこと
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指導助言のポイント

①「ねらい」の明確化
・「ねらい」に３つの要素（学習内容、学習活動、付けたい資質・能力）が
入っているか。
・付けたい資質・能力は明確になっているか。
・教師の立場で記載しているか。

②「ねらい」を踏まえた「めあて」の設定
・「ねらい」を踏まえ、児童生徒の視点で記載しているか。
・１単位時間の付けたい資質・能力がイメージできるか。

③「めあて」「振り返り」の連動と
「振り返り」の視点

・「めあて」を踏まえて「振り返り」が設定されているか。
・「振り返り」は、児童生徒が自ら「１単位時間の学びを振り返る」ものと
なっているか。
・「練習（適応）問題を解く」＝「振り返り」となっていないか。
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指導助言のポイント（参考）

「指導と評価の一体化」のための
学習評価に関する参考資料（令和２年３月）

【国立教育政策研究所ホームページアドレス】
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html

巻末資料等にある「内容のまとまりごとの評価規準（例）」等を参考に

◆小学校社会科における「内容のまとまりごとの評価規準（例）」P79～
【第３学年】

◇「評価規準の作成、指導方法等の工夫改善のための参考資料」(平成２３年１１月)も参考になります。

それぞれの資質・能力
の言葉を使うとよい。



【回答例】

算数や数学の授業では、授業の終末に練習問題を解き、その時間の学習内
容や方法を児童生徒が確認する等の活動が考えられます。

ただし、下記の点に留意しましょう。

・単に技能の定着を目的としないようにする。

・練習問題を解いた後、ただの答え合わせで終わることのないようにする。

・練習問題を解いた後（又は、解きながら）、解き方や考え方を友達同士
で確認し合ったり、できなかった所や難しかった所を振り返ったりして、
次の時間や家庭学習につなげるようにする。

算数や数学の授業では、「振り返り」に練習問題を位置付けては
いけないのでしょうか。

指導助言のポイント（参考）

38

義務教育課ＨＰ「新大分スタンダードに基づく授業改善Q＆A」から抜粋



１ 持参した指導案（略案）の確認、見直し（１５分）

・Ｐ３６の「指導助言のポイント」をもとに指導案（略案）の内容を
検討する。
・「ねらい」の付けたい資質・能力は、「『指導と評価の一体化』
のための学習評価に関する参考資料（令和２年３月）」を参考
にして確認する。
・「振り返り」の記載がない場合は、どのような内容を行うとよい
か検討する。

２ 指導案の共有、改善のアドバイス（１５分）
◆２・３人で（同じ机に座っている方）

・確認、見直しをした指導案（略案）の説明をする。（３分）
・指導案（略案）へのアドバイスをもらう。（２分）

※時間があれば、自校での授業改善の取組を共有する。

39

協議について



【振り返り】

40

【目標】

「新大分スタンダード」を基に授業改善を進めるに
当たり、指導案（略案）等の作成上の留意点や指導
助言等のポイントについて理解できる。

（視点）

・校内では、指導案（略案）のどの部分にポイントを置いて共通
理解を図るとよいか。
・どの部分から助言し、組織的に改善していく必要があるか。

等

※組織的に取り組むために、指導案（略案）の記載内容を整える
ための視点を示す、記載できる学力向上プランの取組内容を加え
る等、見える化することも。


