
説明・協議

「持続的なＰＤＣＡサイクルの
確立に向けて」

令和３年１月２６日（火）
大分県教育庁大分教育事務所

説明・協議

「学校の教育目標の実現に向けた
カリキュラム・マネジメント」
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【本協議会の目標】

自校における「カリキュラム・マネジメント」
の取組状況を説明・協議等により再確認し，
今後の取組や改善のイメージを持つことが
できる。

２



１２月までの学校訪問における見取り

○「ねらい」はほとんどの学校で，学習内容，学習活動，育成を
目指す資質・能力の３つを踏まえて設定できている。

▲「単元を見通した本時の評価規準」，「めあて・振り返り」の質の
向上が課題。

「ねらい」や「めあて・振り返り」の設定について

第３ステージ「学校マネジメント４つの観点」について

【観点Ⅰ】
▲ 育成を目指す３つの資質・能力を踏まえた課題設定が不十分。

【観点Ⅲ】
○「検証・改善体制」の中で主任等に役割と責任が与えられて

いる。
▲ 主任等による指導が十分に行われていない。

【観点Ⅳ】
▲ 家庭・地域との育成を目指す資質・能力を踏まえた各指標の

擦り合せが必要。 ３

（学校の教育目標の見直しが不十分）



４

「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）」９Ｐ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

第１回資料



５

「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）」１３Ｐ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

第１回資料



６

「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）」１３Ｐ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

第１回資料



○ これまで，評価規準や評価方法等の評価の方針等について，必ずしも教師が
十分に児童生徒等に伝えていない場合があることが指摘されている。しかしなが
ら，どのような方針によって評価を行うのかを事前に示し，共有しておくことは，評
価の妥当性・信頼性を高めるとともに，児童生徒に各教科等において身に付け
るべき資質・能力の具体的なイメージをもたせる観点からも不可欠であるととも
に児童生徒に自らの学習の見通しをもたせ自己の学習の調整を図るきっかけと
なることも期待される。

また，児童生徒に評価の結果をフィードバックする際にも，どのような方針に
よって評価したのかを改めて共有することも重要である。

○ その際，児童生徒の発達の段階にも留意した上で，児童生徒用に学習の見通
しとして学習の計画や評価の方針を事前に示すことが考えられる。特に小学校
低学年の児童に対しては，学習の「めあて」などのわかり易い言葉で伝えたりす
るなどの工夫が求められる。

「めあて」「振り返り」の設定について
「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」１４Ｐ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
（３）評価の方針等の児童生徒との共有について

７



「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「ねらい」「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

８

事務所ＨＰ掲載



単元の指導計画（例）

※R2.6_義務教育課「2020からの新しい授業づくりﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」から引用 ９



説明・協議

「学校の教育目標の実現に向けた
カリキュラム・マネジメント」
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１２月までの学校訪問における見取り

○「ねらい」はほとんどの学校で，学習内容，学習活動，育成を
目指す資質・能力の３つを踏まえ設定。

▲「単元を見通した本時の評価規準」，「めあて・振り返り」の質の
向上が課題。

「ねらい」や「めあて・振り返り」の設定について

第３ステージ「学校マネジメント４つの観点」について

【観点Ⅰ】
▲ 育成を目指す３つの資質・能力を踏まえた課題設定が不十分。

【観点Ⅲ】
○「検証・改善体制」の中で主任等に役割と責任が与えられて

いる。
▲ 主任等による指導が十分に行われていない。

【観点Ⅳ】
▲ 家庭・地域との育成を目指す資質・能力を踏まえた各指標の

擦り合せが必要。

（学校の教育目標の見直しが不十分）

再掲

11



カリキュラム・マネジメント

教育課程とは，学校教育の目的や目標を達成するため
に，教育の内容を子供の心身の発達に応じ，授業時数と
の関連において総合的に組織した学校の教育計画であり，
その編成主体は各学校である。各学校には，学習指導要
領等を受け止めつつ，子供たちの姿や地域の実状等を踏
まえて，各学校が設定する学校教育目標を実現するため
に，学習指導要領等に基づき教育課程を編成し，それを
実施・評価し改善していくのかという「カリキュラム・マネジ
メント」の確立が求められる。

カリキュラム・マネジメントの重要性

※H28.12.21_中教審答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」

12



カリキュラム・マネジメント

各学校においては，児童(生徒)や学校，地域の実態を
適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の
内容を教科等横断的な視点で組織的に組み立てていくこ
と，教育課程の実施状況を評価してその改善を図ってい
くこと，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を
確保するとともに，その改善を図っていくことなどを通
して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教
育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュラ
ム・マネジメント」という。）に努めるものとする。

①

②

③

学習指導要領【第１章 総則 第１の４】

カリキュラム・マネジメントの３つの側面

①カリキュラム・
デザイン

(教科等横断的な視点)

②ＰＤＣＡ
サイクル

③内外リソース
の活用

13



カリキュラム・マネジメントの３つの側面①

①-1 カリキュラム･デザイン(学校の教育目標の明確化)

「１ 各学校の教育目標と教育課程の編成」

教育課程の編成に当たっては，学校教育全体や各教科
等における指導を通して育成を目指す資質・能力を踏ま
えつつ，各学校の教育目標を明確にするとともに，教育課
程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共
有されるよう努めるものとする。その際，第５(中は４)章総合
的な学習の時間の第２の１に基づき定められる目標との
関連を図るものとする。

学習指導要領【第１章 総則 第２の１】

14



カリキュラム・マネジメントの３つの側面①

①-1 カリキュラム･デザイン(学校の教育目標の明確化)

15

法令や教育委員会の規則，方針等を踏まえつつ，児童
（生徒）や学校，地域の実態を的確に把握し，第１章総則
第１の３に基づき，学校教育全体及び各教科等の指導を
通じてどのような資質・能力の育成を目指すのかを明らか
にしながら，そうした実態やねらいを十分反映した具体性
のある教育目標を設定することが必要である。

学習指導要領解説 総則編【第３章 第２節の１】小46P(中47P) 



※ H30.2_義務教育課「新学習指導要領への移行スタート」４・５Ｐ
H30.8（R2.1改訂版）_義務教育課 「学校全体で組織的に進めるカリキュラム・マネジメント」９Ｐより抜粋

①-1 カリキュラム･デザイン(学校の教育目標の明確化)

16

例年行われている「学校の教育目標」
を育成を目指す資質・能力の３つの柱
を踏まえて設定・見直したりする例



【参考】学校内で設定される目標について

児童生徒の課題や地域
の実態等を踏まえて設定
された

「学校の教育目標」
の実現に向けて，

・学校の重点目標
・学年の目標
・学級の経営目標 [教師側]

等は，それぞれつながった
ものとなっていますか？

17

学校の教育目標

学校の重点目標

学年の目標

学級の経営目標



カリキュラム・マネジメントの３つの側面①

「２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成」

学習指導要領【第１章 総則 第２の２】

18

①-2 カリキュラム･デザイン(教科等横断的な視点)

各学校においては，児童の発達の段階を考慮し，言語能力，
情報活用能力（情報モラルを含む。），問題発見・解決能力等の
学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう，各
教科等の特質を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の
編成を図るものとする。

各学校においては，児童や学校，地域の実態及び児童の発達
の段階を考慮し，豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代
の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求め
られる資質・能力を，教科等横断的な視点で育成していくことが
できるよう，各学校の特色を生かした教育課程の編成を図るも
のとする。

(1)

(2)



各教科等
教科間の関係性を深めることで

効果が発揮できる場面

総合的
な学習
の時間

育成を目指す資質・能力

学校の教育目標

（つなぐ）

※ 総合的な学習の時間の目標は，各学校が育てたいと願う児童生徒像や育てようと
する資質や能力及び態度などを表現したものになることが求められるため，学校の教育
目標と直接的につながる。

※R2.1_義務教育課 「学校全体で組織的に進めるカリキュラム・マネジメント（改訂版）」より抜粋
※H28.2.23_資料２「中教審 教育課程部会 生活・総合的な学習の時間ワーキンググループ資料」

①-2 カリキュラム･デザイン(教科等横断的な視点)

19
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◆教科同士の内容でつなげる
◆育てたい力でつなげる 等

学習に関連性を持たせ，スリム
化・シンプル化・重点化へ

20



カリキュラム・マネジメントの３つの側面②

② ＰＤＣＡサイクル

・ 各学校においては，各種調査結果やデータ等を活用

して，児童(生徒)や学校，地域の実態を定期的に把握し，

そうした結果等から教育の目的や目標の実現状況や教

育課程の実施状況を確認し分析して課題となる事項を

見いだし，改善方針を立案して実施していくことが求めら

れる。

・ こうした教育課程の評価や改善は，第１章総則第５の

１(ア)に示すとおり，学校評価と関連付けながら実施する

ことが必要である。

学習指導要領解説 総則編【第３章 第１節４_イ(イ)】小41P(中43P)

21



教育課程の編成 各教科等の年間指導計画学校の教育目標

単元計画，授業指導案の作成

授業評価

単元の評価・改善 指導計画の評価・改善

授業の展開

学校評価教育課程の評価

次期の目標・計画の作成改善への取組

1

3

2

① 学校の教育目標の見直しと教育課程の編成
② 授業・単元の振り返り（評価）を評価・改善
③ カリキュラム・マネジメントと学校評価のリンクさせる

各種調査結果やデータ等

22
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カリキュラム・マネジメントの３つの側面③

③ 内外リソースの活用

１ 教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等

ア 各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に基づき

教職員が適切に役割を分担しつつ，相互に連携しながら，各学

校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努める

ものとする。

２ 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携

ア 学校がその目的を達成するため，学校や地域の実態等に応じ，

教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の

人々の協力を得ながら整えるなど，家庭や地域社会との連携及

び協働を深めること。

学習指導要領【第１章 総則 第５】
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学校外のリソース

学校内のリソース(資源)



教育課程の意義

教育課程の意義については様々な捉え方があるが，
学校において編成する教育課程については，学校教育
の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童(生
徒)の心身の発達に応じ，授業時数との関連において総

合的に組織した各学校の教育計画であると言うことがで
き，その際，学校の教育目標の設定，指導内容の組織
及び授業時数の配当が教育課程の編成の基本的な要
素になってくる。

学習指導要領解説 総則編【第２章 第１節】 小(中)P１１
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教育課程の編成・実施・評価の手順の一例①

(2) 教育課程の編成・実施のための組織と日程を決める。

ア 編成・実施のための組織を決める。
(ｱ) 編成・実施に当たる組織及び各種会議の役割や相互関係について基本的

な考え方を明確にする。
(ｲ) 編成・実施に当たる組織及び各種会議を学校の組織全体の中に位置付け，

組織内の役割や分担を具体的に決める。
イ 編成・実施のための作業日程を決める。

分担作業やその調整を含めて，各作業ごとの具体的な日程を決める。

(1) 教育課程の編成に対する学校の基本方針を明確にする。

ア 学校として教育課程の意義，教育課程の編成の原則などの編成に対する
基本的な考え方を明確にし，全教職員が共通理解をもつ。

イ 編成のための作業内容や作業手順の大綱を決め，作業計画の全体につい
て全教職員が共通理解をもつ。
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【学習指導要領解説 総則編（小４３Ｐ～）から抜粋 中は４４Ｐ～を参照】

※「教育課程の編成の原則」 解説 総則編１８Ｐ参照



教育課程の編成・実施・評価の手順の一例②

(4) 学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる
事項を定める。

ア 事前の研究や調査の結果を検討し，学校教育の目的や目標に照らして，
それぞれの学校や児童が直面している教育課題を明確にする。

イ 学校教育の目的や目標を調和的に達成するため，各学校の教育課題に応
じて，学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を設定する。

ウ 編成に当たって，特に留意すべき点を明確にする。

(3) 教育課程の編成のための事前の研究や調査をする。

ア 教育課程についての国の基準や教育委員会の規則などを研究し理解する。
イ 児童の心身の発達の段階や特性，学校及び地域の実態を把握する。その

際，保護者や地域住民の意向，児童の状況等を把握することに留意する。

※ 学校教育の目的や目標及び教育課程の基準に基づきながら，しかも各学校が当面
する教育課題の解決を目指し，両者を統一的に把握して設定。

※ 学校の実態や諸条件の把握。
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【学習指導要領解説 総則編（小４３Ｐ～）から抜粋 中は４４Ｐ～を参照】



教育課程の編成・実施・評価の手順の一例③

(5) 教育課程を編成する。
ア 指導内容を選択する。

(ｱ) 指導内容について，その基礎的・基本的な知識及び技能を明確にする。
(ｲ) 学校の教育目標の有効な達成を図るため，重点を置くべき指導内容を明確にする。
(ｳ) 各教科等の指導において，基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得と思考力，

判断力，表現力等の育成を図るとともに，主体的に学習に取り組む態度を養う指導
の充実や個に応じた指導を推進するよう配慮する。

(ｴ) 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及び体育・健康に関する指導について，
適切な指導がなされるよう配慮する。

(ｵ) 学習の基盤となる資質・能力や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力な
ど，学校として，教科等横断的な視点で育成を目指す資質・能力を明確にし，その育
成に向けた適切な指導がなされるよう配慮する。

(ｶ) 児童や学校，地域の実態に応じて学校が創意を生かして行う総合的な学習の時間
を適切に展開できるよう配慮する。

(ｷ) 各教科等の指導内容に取り上げた事項について，主体的・対話的で深い学びの実
現に向けた授業改善を通して資質・能力を育む効果的な指導ができるよう，単元や
題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，そのまとめ方や重点の置き方を検
討する。
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【学習指導要領解説 総則編（小４３Ｐ～）から抜粋 中は４４Ｐ～を参照】



教育課程の編成・実施・評価の手順の一例④

(5) 教育課程を編成する。

イ 指導内容を組織する。 （※外国語活動は小学校のみ）

(ｱ) 各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動につい
て，各教科等間の指導内容相互の関連を図る。

(ｲ) 各教科等の指導内容相互の関連を明確にする。
(ｳ) 発展的，系統的な指導ができるように指導内容を配列し組織する。特に，

内容を２学年まとめて示した教科については，２学年間を見通した適切な
指導計画を作成する。 （※(ウ)の「特に，～」と (エ)は小学校のみ）

(ｴ) 各学年において，合科的・関連的な指導について配慮する。

ウ 授業時数を配当する。 （※外国語活動は小学校のみ）

(ｱ) 指導内容との関連において，各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学
習の時間及び特別活動の年間授業時数を定める。

(ｲ) 各教科等や学習活動の特質に応じて，創意工夫を生かし，１年間の中で，
学期，月，週ごとの各教科等の授業時数を定める。

(ｳ) 各教科等の授業の１単位時間を，児童の発達の段階及び各教科等や学
習活動の特質を考慮して適切に定める。
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【学習指導要領解説 総則編（小４３Ｐ～）から抜粋 中は４４Ｐ～を参照】



教育課程の編成・実施・評価の手順の一例⑤

(6) 教育課程を評価し改善する。

ア 評価の資料を収集し，検討する。
イ 整理した問題点を検討し，原因と背景を明らかにする。
ウ 改善案をつくり，実施する。

※ 実施中の教育課程の検討及び評価。その改善点を明確にして改善。
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◇どうやって重点を置く「育成を目指す資質・能力」を設定したか
（右図における目指す子ども像）

◇その「育成を目指す資質・能力」を，どのよ
うに学校の教育目標に反映したか

◇それらを学校評価の４点セット（大分市は
学校経営計画表）にどのように反映したか

・学校の教育目標の達成を図るために，どのように重点目標を設定したか。
・重点目標の達成指標をどのように設定したか。

【協議の流れ】（６０分）

②協議（２０分）

①説明（８分程度），質疑等（２分程度） ◆５人班は説明を６分程度に

◇上記のことを組織的に進めるためには，どのように取り組んで
いくとよいか。

30



説明・協議

「持続的なＰＤＣＡサイクルの
確立に向けて」

31

「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



【観点Ⅱ】第２ステージまでの成果・課題

○年度内での短期のＰＤＣＡサイクルが確立
⇒年３回，もしくは４回以上の頻度で検証・改善の学校も。

○新たな体制の５月段階で１回目の検証・改善を行う学校
⇒全教職員への重点目標の浸透や取組指標等の共通理解。

▲年度を跨いで継続して検証・改善を行う意識が不足
⇒前年度の検証・改善結果を踏まえず（明確にせず）に次年度の「学校評価の４点

セット」の重点目標等を変更。

▲年度を跨いだ検証・改善や児童生徒の実態把握，検証・改善の
質に課題
⇒児童生徒の実態把握や各取組の成果がでなかった（でた）要因の検証や取組の

改善が不十分。
⇒検証・改善の積み重ねにより取組指標の質が向上していく持続的・発展的な教育

活動に至っていない。

「芯の通った学校組織推進プラン第３ステージ」から抜粋
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検証・改善プロセス（冊子４１Ｐ） 観点Ⅱ短期及び年度を跨いだ検証・改善
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「芯の通った学校組織推進プ
ラン第３ステージ」から抜粋



教育課程の編成 各教科等の年間指導計画学校の教育目標

単元計画，授業指導案の作成

授業評価

単元の評価・改善 指導計画の評価・改善

授業の展開

学校評価教育課程の評価

次期の目標・計画の作成改善への取組

1

3

2

① 学校の教育目標の見直しと教育課程の編成
② 授業・単元の振り返り（評価）を評価・改善
③ カリキュラム・マネジメントと学校評価のリンクさせる

各種調査結果やデータ等

34
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学校の取組に対する働き方改革推進に向けた視点

ＥＣＲＳ(イクルス)の４原則

① Eliminate(エリミネート)【排除】(作業をなくせないか，やめられないか)

② Combine(コンバイン) 【結合】(複数の作業をまとめて同時に行えないか)

③ Rearrange(リアレンジ) 【交換】(作業の順番を変更できないか)

④ Simplify(シンプリファイ)【簡素化】(もっと簡単，単純に作業できないか)

○目的を再確認し，目的に対してあまり必要のない作業は排除。
(例)・会議の参加者を削減 ・会議，行事等の精選 等

○作業を結合して行うことで，より効率的なプロセスができ，所要時間の短縮に
つながる。
(例)・学校行事と総合的な学習の時間内の活動を目標や内容を踏まえ重ねる。

・学力向上と体力向上の会議をまとめて行う。 等

○作業の一部を省略しても生まれる成果は同じ場合もある。
(例)・会議資料の配布をやめ，パソコン画面で示す。

・研修等の還流報告内容を要旨３つに絞り報告する。 等

○工程(順序)の変更により所要時間の停滞時間が大幅に削れるケースもある。
(例)・学期ごとに教育課程の見直しを行う。

・行事の入替により年間の業務の均一化を図る。
・運動会終了後に協議を持ち，変更案を共有し次年度に引き継ぐ。 等

◆ＥＣＲＳとは，業務改善(効率化・無駄をなくす)を実施する上での順番と視点を示したものです。
様々な業種で業務改善に適用されています。働き方改革を進める上で是非活用ください。

【引用資料】「令和元年度カリキュラム・マネジメント指導者養成研修」
愛知教育大学・教職大学院 倉本哲男 教授 配布資料
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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」あるいは「キーワード」を記入する。
・ １つでも複数記入しても可。
・ 理由や自校の事例などを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】

年度を跨いだ持続的なＰＤＣＡサイクルを，効果的・効率
的に進めていくにはどのような工夫をしていくとよいか。

①協議（３０分）

協議方法

②全体交流（５分）３班程度
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参考資料

■学校の教育目標等（目指す児童生徒像や教育課程編成の重点など）の設定及び
実現に向けた研究 ‥‥‥実践校の資料が掲載されています。

■本日配布資料のデータもこのページ下部にあります。

「学校全体で組織的に取り組むカリキュラム・マネジメント」
（平成３０年８月作成 大分県教育庁義務教育課）

2020年3月23日更新
カリキュラム・マネジメントの在り方に関する調査研究（１年次のまとめ）

https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/curiculum-management-r01.html

2019年2月18日更新
新学習指導要領に関する資料等

https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/new-cssiryou.html
「新学習指導要領への移行スタート」

（平成３０年２月作成 大分県教育庁義務教育課）

＜大分県教育庁義務教育課ホームページ＞
【新学習指導要領等に関する情報】

＜【ＮＩＴＳ】（独立行政法人教職員支援機構）＞
【校内研修シリーズ】 ※動画・ＰＤＦ資料あり

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/ 37



【振り返り】
【本協議会の目標】

自校における「カリキュラム・マネジメント」の取組状況
を説明・協議等により再確認し，今後の取組や改善の
イメージを持つことができる。

（視点）
・他校の取組や協議をもとに，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。

大切なのは，拙速に「学校の教育目標を変える」ことではなく，
子どもの姿や地域の課題等から明らかになる育成を目指す資
質・能力を踏まえつつ「学校の教育目標を明確にする」ことです。
また，資質・能力の三つの柱の育成を目指して行われる日々の
実践が「学校の教育目標」の実現につながるということを，教職
員１人１人が意識していくことです。
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