
協議

学校の組織的な取組を
進めるための主要主任の役割

令和２年７月３１日
大分教育事務所

説明・協議

「新大分スタンダード」を踏まえた
授業改善の組織的な取組の実際
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【本セッションの目標】

各学校の授業改善における組織的な取
組を共有し、今後の取組のイメージを持つ
ことができる。
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第１回(未実施)に係るアンケートについて
【自校の課題について】 ※ 複数回答

◇新大分スタンダードについて
・「ねらい」「１時間完結（めあて等）」について（１９）
・対話的な学び（考えを伝える場含む）（６）
・個に応じた指導（５）
・主体的に学習に取り組む態度（５）
◇ＰＤＣＡサイクル（９）
◇教職員のベクトルを揃えること（共通理解含む）（７）
◇各種主任との連携やリーダーシップ（４）
◇働き方改革（業務量の偏り・会議や行事の見直し）（３）
◇ＩＣＴ機器の活用等（２）
◇生徒とともに創る授業の推進（１）
◇地域とともにある学校に係る学校支援体制の構築（１）
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①「ねらい」は適切かつ明確か。３つの要素（学習内容、学習活動、
育成を目指す資質・能力）は入っているか。

②「評価規準」は「ねらい」と対応しているか。育成を目指す資質・能
力は適切か。

③「めあて」「課題・まとめ」は適切かつ明確か。「めあて」は「ねらい」
を踏まえ児童生徒の視点で記載しているか。

④「学習活動」は、「習熟の程度に応じた指導」や「生徒指導の３機能
を意識した問題解決的な展開」を意識して設定しているか（学習活
動を記載している場合）。

⑤「振り返り」は、「めあて」を踏まえ設定しているか。児童生徒が学
びを振り返るものとなっているか。

⑥「学力向上プラン」（授業改善の５点セット）に関することについて。

指導案への助言について

◇校内で指導案を作成する際の視点として。
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①「ねらい」は適切かつ明確か。３つの
要素（学習内容、学習活動、育成を目指
す資質・能力）が入っているか。

②「評価規準」は「ねらい」と連動し
ているか。育成を目指す資質・能力は
適切か。

③「めあて」「課題・ま
とめ」は適切かつ明確か。
「めあて」は「ねらい」
を踏まえ児童生徒の視点
で記載しているか。

⑤「振り返り」は、「めあて」を踏まえ設
定しているか。児童生徒が学びを振り返る
ものとなっているか。

④「学習活動」は、
「習熟の程度に応じ
た指導」や「生徒指
導の３機能を意識し
た問題解決的な展
開」を意識して設定
しているか（学習活
動を記載している場
合）。

⑥「学力向上プラン」（授業改善の５点
セット）に関することについて。
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「ねらい」の
設定

３２校／３８校ができていると判断。

◎「学習活動」を「考えるための技法」を意識して
明確に示している。
【例】～を比較して低い理由について考える活動を通して・・・・

▲「ねらい」と「評価規準」における「育成を目指す
資質・能力」がブレている。
【例】「ねらい」⇒「理解できるようにする【知技】」

⇔「評価規準」⇒「説明できる【思判表】」

「めあて」
「振り返り」
の設定

３０校／３８校ができていると判断。

▲「めあて」が「ねらい」を踏まえていない。
【例】「ねらい」＝「求めることができるようにする」

⇔「めあて」＝「～のゲームをしよう」

▲「振り返り」が「練習問題」をするだけで終わる。
→「練習問題」の後に「何ができるようになったか」等を振り
返らせることが大切。

指導案への助言について
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「ねらい」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

◆「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。

【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）

【「ねらい」設定時の留意事項】
□ 本時の評価規準は、「ねらい」の「Ｃ育成を目指す資質・能力」と対応しているか。それを使って実際に評価ができるか。
□ 本時の「ねらい」に則した「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」が適切に設定されているか。

（参考） 「ねらい」は学習指導要領に基づいて指導する教師の視点で書くようにする。「ねらい」と標記する場合は語尾に留意する。

【小６社】

当時の日本と欧米諸国との関係の変化を、／３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、／読み取ったりまとめたりできるようにする。
【中２数】

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、／図を基に変化の様子を見通し、表やグラフで表
しながら関数関係を捉えることを通して、／説明できるようにす
る。

ねらい（管内の学校の実践例）

大分教育事務所
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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
材の「めあて」を提示することもある。

◆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。

めあて（管内の学校の実践例）

【小３算数】 １Ｌますに途中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、色や背景を工夫して友達に伝わるように表現しよう。
【小６体育】 息継ぎとフォームに気を付けて長い距離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魅力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。

【参考】
３_（２）_④「主体的に学習に取り組む態度」の評価について
～～略～～

～～、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）中教審初等中等教育分科会教育課程部会（第9期第8回（第109回））

◆管内では次のような「振り返り」をしている学校があります。

①終末に「めあて」を再確認し、「めあて」をもとに振り返る。
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・・・。」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

◆管内では次のように「めあて」設定を共有している学校があります。

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】～説明できるようになろう。
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

大分教育事務所
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【引用】「２０２０からの新しい授業づくりハンドブック（小・中学校）」Ｒ２年６月_義務教育課ＨＰから抜粋

１単位時間の授業構想における留意事項

「振り返り」
・・・振り返りの内容を考えるときは、現在、過去、未来という視点で

単元の指導計画があって、１単位時間の指導があります

○学習のプロセスや成果を振り返る
・・・何をしたか。何が大切か。何ができるようになったか。等

○過去の経験や学習と関連付ける
・・・日常生活や既習事項とどんな関連があるか。等

○次回の学びへつなげる
・・・もっと考えたいこと、調べたいことは何か。改善には何が必要か。等

○まず、単元指導計画を作成し、単元における単位時間の役割や位置付けを
明確にします。「１時間完結型授業」とは、単元における単位時間の役割や
位置付けが明確な授業のことです。

○単元の評価計画に基づき、本時の評価規準を設定します。本時の評価規準
は、実際に評価できるような具体性のあるものにしましょう。
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１単位時間の授業構想における留意事項

「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の４つの要素を適切に
設定します

○毎時間の授業で、４つの要素がすべて必要だというわけではありません。

○例えば、単元を見通した「めあて」が設定されおり、本時の授業が開始される
前から、子どもが「めあて」を意識しているならば、確認するだけでよい場合が
あります。

○また、「めあて」を設定し、発問等によって追究する事柄が明確になれば、改
めて「課題」として設定しなくてもよい場合もあります。

○「振り返り」は、単元指導計画の位置付けにより、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、様々に考えられます。

【引用】「２０２０からの新しい授業づくりハンドブック（小・中学校）」Ｒ２年６月_義務教育課ＨＰから抜粋 10
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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

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

再掲
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目標

現状

差（ギャップ）＝

○あるべき姿
○望ましい状態
○ありたい姿
○守るべき規準

具
体
的
な
取
組

＝ 課題解決

差の解消

現状の引き上げ

問題
(事実)

課題
(解決すべ
きこと)

目標達成マネジメント
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持続発展的なＰＤＣＡサイクルの定着

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

↓
「中間目標点」

↓
「最終目標点」

目標達成マネジメント
再掲
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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

再掲
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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

再掲
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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
※大分市は学校経営計画表

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

再掲
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教務主任としての役割

・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

再掲
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◇今年度の授業改善に係る課題は何か。
（課題であると判断した理由も含めて）

◇授業改善のために、ＰＤＣＡサイクルをどのように
回しているか。
（Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善））

◇進捗管理はどのようにしているか。
他の主要主任との連携はどのようにしているか。
（研究主任、学年主任、及び各重点目標を担う分掌主任等の主要な主任）

【協議の流れ】 ※授業改善に絞って協議

※司会は誕生月が２番目に早い方で

②質問等（各校の説明の後に、３分程度）

①説明（各校７分程度＿持参資料をもとに）

20

◆５人班は６分程度

◆５人班は２分程度



検証・改善に係る進捗管理について

○目標や指標の設定
・学習指導要領に示す資質・能力に基づいて児童生徒の課題を分析し設定。
・【取組指標】明確で検証できる。【達成指標】具体的な子どもの姿でえがいている。
・教職員の見取りと客観的データを用いて問題・課題を把握し設定へ。

○検証・改善の短期サイクルの設定
・行事予定表に検証期日を記載して確実に実施。
・児童生徒授業評価（学期２回） ・設定項目を教職員で点検（月1回） 等
・検証をもとに、取組の進捗・達成状況を把握し、目標や指標の修正へ。

○ミドル・アップ・ダウンマネジメント
・分掌主任等への助言等 ・管理職へ進捗状況や協議事項等の共有

○全教職員を取組内容をもとに複数のチームに編成し組織体制を構築
・分掌主任等から提案された取組を、教科部会等で実施、結果を集約し分掌部会で検証。
分掌主任等への指導・支援を行う。

○運営委員会の持ち方
・分掌部会前後で実施。【前】検証・留意事項確認 【後】検証結果、改善の方向性検討
・運営委員会をもとに、教職員へ「取組内容の周知」及び分掌主任等へ「結果等に関する
資料提供」、「資料内容への助言」等を行う。

○全職員への周知徹底
・現状、改善点、取組内容等ベクトルをそろえるために運営委員会の内容をＩＣＴ等で周知。

※オンライン会議による教務主任等の方々への聞き取りから
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１．Ａ３ラミネートに上記に係る内容を記載する。
・ 「端的に記載」あるいは「キーワードを記載」する。
・ １つでも複数記載しても可。複数記載した場合は自分の考えで優先順位を
つけてもよい。
・ 理由や事例なども交流時に添えて話す。
２．内容について交流後、数点に絞る。

【協議】

※司会者は誕生月が３番目に早い方で

教務主任として、授業改善の進捗管理をしていく上
で留意していくとよいことは何か。

③協議について（２５分）

協議方法

「学校の組織的な取組を進めるための主要主任の役割」

※発表者は誕生月が一番遅い方で

④全体交流（５分）３班程度
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【振り返り】

【本セッションの目標】

各学校の授業改善における組織的な取組を共有し、
今後の取組のイメージを持つことができる。

（視点）
・他校の取組を聞いて、自校で生かしたいことは何か。
・自校の取組で、さらに深化充実していきたいことは何か。

ＰＤＣＡサイクルを回していくためにも、目的・目標・指
標を全員で共有していくこと、

特に、教職員が「何ができていて」「何ができていない
のか」「そのために何をどのように行うのか」を共有す
ることが大切です。
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