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学力向上に向けた今年度の取組

市町村教育委員会 （域内の各小・中学校に指導して欲しいこと）

県教育委員会の取組

取組の
重点

１． 各種ハンドブックを活用した授業実践及び研修の推進

２． 小学校教科担任制の推進

３． 授業力向上アドバイザーによる若手教員への指導・支援

具体的な取組 目指す姿

１．授業実践研修
・ハンドブックP２～７を活用した校内研修の実施
・校内研修に基づく互見授業の計画的な実施
・校長の授業観察

○児童生徒が「分かる・楽しい」と実感
できる授業を実践する

○全ての教員が単元プランを描く

○単元プランを基に具体的な評価規準を
設定して、新大分スタンダードに基づ
いた授業を日々実践する

○校長やアドバイザーが具体的な改善策
の提示や助言を行なう

２．教科担任制

推進教員が中心となり、次のような取組を行なう
・アンケートに基づく指導方法の見直し

（推進校が行なう児童アンケート）
・子どもの学習状況の把握、情報の共有
・実践した授業を近隣校等に共有

３．アドバイザー

・アドバイザーの効果的な活用について確認する
・ハンドブックを若手教員等の指導にいかす
・校内研修に参加し、ハンドブックに基づいた指導助言を
実施する

４．自立した学習者の育成
・自立した学習者の育成に向け校内で取組を１つ以上
決めて実践する

小学校 中学校

①小学校教科担任制推進校の授業事例を発信
②授業力向上アドバイザーの実践事例を発信

①「３つの提言」推進拠点校の研究発表会、実践事例を発信
②「数学授業力向上支援巡回指導」「英語科授業力パワーアップ研修」を実施
担当指導主事によるきめ細かい指導

【小・中学校共通】

①評価計画を明記した単元プランの公開（ＨＰ）
②自立した学習者の育成を目指した取組の好事例を収集・発信
③子どもの力と意欲を伸ばすキャリア教育実践交流協議会（１０月８日） キャリア・ノートの活用事例の公開（ＨＰ）
④カリキュラム・マネジメントの手引きの公開（ＨＰ）

４． 自立した学習者の育成

「Ｒ２第１回学力向上検証会議」9月25日より
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１．各種ハンドブックを活用した授業実践及び研修の推進

「Ｒ２ 学力向上に向けた取組状況調査」結果

ハンドブックを活用した校内研修の実施

①校内研修で扱った
②管理職が授業づくり

の活用を促した
③職員会議等で共通

理解を図った
④特に活用していない

小学校（253校） 49.0% 20.6% 29.2% 1.2%

中学校（120校） 39.2% 27.5% 32.5% 0.8%

（１）ハンドブックＰ２～７を活用した校内研修の実施

○校長会、教頭会、研究主任会等でハンドブックに記載されている内容を説明。各校の校内研修に
活用させた。

○義務教育課指導主事を招聘し、指導と評価のあり方についての研修を実施した。
○「１単位時間の授業構想における留意事項」を参考にして授業が実施されている。
●ハンドブックを活用していない学校に対する指導を行なう必要がある。

（２）校内研修に基づく互見授業の計画的な実施

○校内研修に互見授業を位置付け、計画的に実施できている。
○互見授業では事後の協議時間を確保し、「言語活動は効果的であったか」、「支援が必要な児童・
生徒に対する手立ては有効であったか」等、授業を振り返り、協議結果を授業改善に役立てるよう
にしている。
●教員個々の力量（授業力）に差がある。
●互見授業を実施することが目的化しないよう留意する。
●若手教員の授業づくりに向けたスキルアップ研修を実施する必要がある。 2



１．各種ハンドブックを活用した授業実践及び研修の推進

「Ｒ２ 学力向上に向けた取組状況調査」結果

校長はどの程度、授業を見て回っていますか

①ほぼ毎日 ②週に２～３日 ③月に数回

小学校（253校） 81.4% 17.4% 1.2%

中学校（120校） 55.8% 36.7% 7.5%

小学校 中学校

左から順に
■H31全国調査
■R1調査（12月末時点）
■R2調査（12月末時点）

週に２～３日程度 月に数回程度

（３）校長の授業観察

○授業の見回りについて，校長が「ほぼ毎日」行なっている小学校は，約８１％であり，昨年度調査
結果と比べると，約１１％増加している。

○授業の見回りについて，校長が「ほぼ毎日」行なっている中学校は，約５６％であり，昨年度調査
結果と比べると，約６％増加している。

○観察シートを活用して授業観察を実施。観察の観点を揃えて指導を行なっている。
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高学年の学級担任間における交換授業の導入状況 ※割合は学校数で算出

大分県の小学校教科担任制導入状況（令和元～２年度）
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２．小学校教科担任制の推進
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小学校教科担任制における市町村の特徴的な取組

（１）アンケートに基づく指導方法の見直し

（２）子どもの学習状況の把握、情報の共有

（３）実践した授業を近隣校等に共有

○アンケート結果をレーダーチャートにして見える化し、指導方法の見直しに生かした。

○アンケートを単元毎に実施し、効果的な指導を模索した。

○アンケート項目を再検討し、アンケートが授業改善につながるよう見直した。

○定期的にアンケートを実施し、結果を比較・分析することで授業改善に生かした。

○県教委のアンケートと学校独自のアンケートを併用し、授業改善に生かした。

○単元テスト結果をＡ～Ｃ層に分類し、各層の割合の変化を全職員で情報共有。

○教科に対する意欲とテスト結果をクロス集計し、個別の支援や授業改善に生かす。

○公開授業及び協議会の開催。

○推進教員の授業をオンラインで参観。

○指導主事が定期的に授業観察し、市内全校に情報提供。

○推進教員は市教研の教科部会と連動し、好事例や成果を環流。

○授業実践の資料を共有フォルダに入れ、提供。

２．小学校教科担任制の推進
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２．小学校教科担任制の推進

県教委作成児童質問紙調査

○児童の学習等について、家と学校に分けて調査する構成。

○今年度は、教科担任制推進校９校において年３回（６月、１１月、２月）実施。

家
庭
学
習
に
つ
い
て
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２．小学校教科担任制の推進

各
教
科
の
愛
好
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解
度
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日課表

２．小学校教科担任制の推進
国東市立 安岐中央小学校の実践

推進教員
（算数）

5年担任
（体育）

1.推進校の取組状況

2.公開授業（11月20日）

誰がどの学年の授業を行なっているかが分かるよう色分け
にした日課表を常に掲示している。
朝の出会いを大切にするため、１校時は学級担任の授業。
他教科との関連が多い国語の授業は担任が行なう。
算数は推進教員が担当。５年生は３８名と多いため少人数
・習熟度別も実施する。

3.児童アンケート結果

①学習指導の充実
・子どもの実態や様子をみながら、学習がしっかり身につくよう教材研究に
力を入れることができる。
・複数学年の担当教科は、系統的に教材研究ができる。（既習内容の把握）

②生徒指導の充実
・チーム高学年部として生徒指導にあたることができる。

③中学校への円滑な接続
・移動（教室）はすばやく静かにすることなど、時間を大切にすることも含めて
指導をすることができる。

【児童アンケート】
「あなたにとって教科担任（担任の先生以外）が教える授業は
よい方法だと思いますか。」 の質問に肯定的な回答

86.6％

1学期
95.6％

2学期 《肯定的な意見の理由》
○わからない所があったら詳しく
教えてくれる。
○いろんな先生と授業をするから
飽きずに勉強できる。

4.成果及び教員の捉え

Q1：受け持たなかった教科への不安はないか。
A1：年度当初、戸惑いはあった。専門性の高い他教科の先生の授業を見るこ
とで、自分の力量ＵＰにつながると今は思っている。空き時間に、授業を
見せてもらっている。また、翌年に違う教科を担当して、経験のない教科
を作らないように工夫している。

Q2：各教科の分かる、好きの数値が高い。子どもの意欲が高まっているのは
教科担任制によるものか。

A2:同一教科を複数学年受け持つことで、教科の系統性を理解した上で指導
することの重要性を感じるようになった。教材研究の成果であるとも思って
いる。支援教員によるサポート（苦手な子に対する個別指導）もその要因
と思っている。 8



中津市
宇佐市

豊後
高田市

国東市

AD数：1名

姫島村

杵築市

日出町

別府市

大分市

臼杵市

津久見市

佐伯市

豊後
大野市

竹田市

九重町

由布市

玖珠町

日田市

令和２年度の配置状況

県全体 名（全18市町村）

兼務校A
（火）

兼務校C
（木）

兼務校B
（水）

授業力向上アドバイザー

2

1
R2.9義務教育課

巡回指導（例）

本務校
（月・金）

県教育委員会は，令和2年度より，若手教員等の授業力の向上を目指し
「授業力向上アドバイザー（AD）」を全市町村に配置しています。

AD数：4名

AD数：2名

AD数：2名

AD数：3名

AD数：2名

AD数：2名

AD数：1名

AD数：11名

AD数：2名

AD数：1名

AD数：3名

AD数：1名

AD数：1名

AD数：2名

AD数：3名

AD数：1名

AD数：1名

「授業力向上アドバイザー」は，若手教員等の授業観察，
T･T指導，示範授業等を通して，個に応じた課題解決に向
けて指導しています。

「授業力向上アドバイザー」は，本務校以外に
複数の兼務校を訪問し，域内の教員の人材育成を
担っています。

３．授業力向上アドバイザーによる若手教員への指導・支援
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【臼杵市】授業力向上アドバイザー 先生の実践
本務校 臼杵市立臼杵小学校

兼務校 臼杵市内13小学校

桑原幸八郎
対象者 概ね採用10年未満 人数

5名
指導する主な教科

算
数

指導時数 14時間

28名 指導時数 8時間

日程表

本務校 兼務校 本務校 兼務校 本務校

曜 月 火 水 木 金

1 授業1（低） 資料作成 授業5（中） 資料作成 授業8（高）

2 授業2（低） 資料作成 授業6（中） 資料作成 授業9（高）

3 授業3（低） ‐ 移動 ‐ 授業7（中） ‐ 移動 ‐ 授業10（高）

4 授業4（低） 授業参観 資料作成 授業参観 授業11（高）

5 市教委連携 授業参観 指導・助言 授業参観 市教委連携

6 市教委連携 資料作成 校内研修
指導・助言

資料作成 市教委連携

放 指導・助言 指導・助言 指導・助言 指導・助言

1学期１学期

２学期

夏休み

市教委担当指導主事との打合せ
■各種指導資料の検討
■兼務校の訪問日程の検討 等

■臨時休業期間中に，学校再開後の効果的・効率的
な学習展開の工夫例を示した指導事例集を作成。

■対象者全ての授業参観と事後指導を実施。
＜授業支援の内容＞
・授業観察
・TT指導
・師範授業
・授業改善策の提示
■アドバイスを受けた若手教員は，後日「学んだこと」
や「次時の目標」等を振り返りとしてアドバイザーに
メール送付。
■若手教員の「実践記録」とその授業に対する
「アドバイスシート」（28実践分）を作成。

■作成した「アドバイスシート」を，市内の若手教員・
本務校の全教員・兼務校全小学校と共有。

■1学期の授業観察から見えた成果・課題や，
県教委のハンドブックを基に指導資料を作成。

■１学期～夏休みに作成した各種指導資料を
対象者・対象校と本務校全教員に配布・説明。
それを基に，2学期の訪問指導を実施。
■若手教員や研究主任を対象とした学習会の
講師を担当。

「授業力向上学習会」 ･･･ 10月9日・12日・16日
「研究主任会」 ･･･ 10月19日

■本務校の校内研修で情報提供と講話を実施。
■兼務校の校内研修に指導助言者として参加。

※資料抜粋

３．授業力向上アドバイザーによる若手教員への指導・支援
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【大分市】授業力向上アドバイザー 先生の実践
本務校 大分市立長浜小学校 兼務校

市内全５４小学校
（義務教育学校前期課程を含む）

安藤恵子
外国語活動

市教委とアドバイザーの連動

アドバイザー（AD）のミッション
市内全小学校の外国語活動の充実

10月 兼務校 11月 兼務校

1 木 上戸次小 1 日
2 金 城南小 2 月 坂ノ市小
3 土 3 火
4 日 4 水
5 月 八幡小 5 木 大在西小
6 火 吉野小 6 金
7 水 7 土
8 木 川添小 8 日
9 金 東稙田小 9 月 東大分小

10 土 10 火 森岡小
11 日 11 水
12 月 明治小 12 木
13 火 竹中小 13 金 丹生小
14 水 神崎小 14 土
15 木 15 日
16 金 春日町小 16 月 金池小
17 土 17 火 田尻小
18 日 18 水
19 月 稙田小 19 木 高田小
20 火 20 金 明野東小
21 水 21 土

22 木 横瀬・横瀬西小 22 日

23 金 はばたき分校 23 月
24 土 24 火 舞鶴小
25 日 25 水 別保小
26 月 佐賀関小 26 木 荏隈小
27 火 27 金 判田小
28 水 野津原小 28 土
29 木 西の台小 29 日
30 金 30 月
31 土 31 火

授業観察

大分市の英語教育の充実
• 市内全小学校等に学校巡回訪問を実施し，英語教育に係

る指導方法の更なる充実を図るとともに，小中学校等に
おける成果と課題を踏まえた授業改善を推進することを
通して，小中学校間の円滑な接続を図りながら，大分市
英語教育の充実に資する。

アドバイザーの巡回訪問日程（10月・11月分抜粋）

■ の
外国語活動の指導を担当
する教員

■ の
外国語科の指導を担当
する教員

誰に

いつ

何を

デモ授業（示範授業）を実施
授業観察及び事後指導を実施
校内研修の講師や指導助言を実施

事後指導
（放課後）

デモ授業（示範授業）

指導資料
具体的な指導法について

巡回訪問の実際

巡回訪問計画書（訪問校から）

Ｑ.カードを渡す時は何て言うのかな？

A. 

「 と 」は，
「 （何枚いるの？）“」を
加えると，プリントを配る時など，
日常的に使えますよ。

のリズムは，
子どもが体得しやすいのでチャンツを大事
にしてください。

市教委の動き
（指導主事）

ＡＤの動き

誰が

指導する主な教科

市教委の定める計画に基づき
各小学校等を巡回

A. 

Ｑ.もらったら何て言うのかな？

３．授業力向上アドバイザーによる若手教員への指導・支援
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授業力向上アドバイザーにおける市町村の特徴的な取組

（１）アドバイザーの効果的な活用について確認する

（２）ハンドブックを若手教員等の指導にいかす

（３）校内研修に参加し、ハンドブックに基づいた指導助言を実施する

○アドバイザーとして効果的な指導ができるよう導入に際して説明会を実施した。

○アドバイザーの活用について、校長会で状況説明会を実施。アドバイザーと管理職の両輪で授業改善を

行なっていくことを確認した。

○毎月実施する授業力向上アドバイザー連絡会や学力・授業力向上協議会でアドバイザーと情報共有した。

○アドバイザー訪問校にアンケートを学期ごとに実施し、活動状況を把握した。

○アドバイザー連絡会でハンドブックの要点を解説するとともに、指導に生かすように呼びかけた。

○子どもたちの学びの保障のために、「１単位時間の授業構想における留意事項」「対話的な学びの捉え

方」「ＩＣＴを活用した学習指導」を中心に指導を行なった。

○校内研修の指導案審議に参加し、「単元構想・ねらいに応じた展開・ワークシートの工夫・評価規準

等」について指導助言を実施した。

○若手教員の授業づくりの困りに対して、ハンドブックに基づいて指導助言するとともに、教材や板書

づくりを実施した。

○模範授業を実施し、子どもの見取り方や本時のねらい及び具体的な評価規準の設定等についての説明を

行なった。

３．授業力向上アドバイザーによる若手教員への指導・支援

12



13

４．自立した学習者の育成

自立した学習者の育成に向け、校内で取組を１つ以上決めて実践する

【報告】（２０分）

「自立した学習者の育成について」

＜発表＞杵築市教育委員会

【協議】（２０分）

「各市町村の取組について」

○自立した学習者の定義づけ（発達段階に応じた具体的な子どもの姿）

○他者との協働や振り返りを充実させる授業

○家庭学習の充実

○生活習慣の見直し

○子どもたちによる学習規律の見直し（ノーチャイムでの学校生活）

○キャリアノートや人間関係づくりプログラムの活用



②「習熟度別指導」の実施状況（中学校）②「習熟度別指導」の実施状況（中学校） ※複数回答可

「（加配教員の有無に関わらず）生徒をコースに分けて実施している」と回答した学校は、55校（45.8％）
であり、昨年度と比べて増加している。【参考】R1：44.5％

（校数）

①全国学力・学習状況調査問題の活用について①全国学力・学習状況調査問題の活用について
（校数）

「授業、長期休業の課題、研修等の各種会議」で活用したと回答した学校は、小学校250校（98.8％）、
中学校117校（97.5％）。今年度の調査は実施されなかったが、各学校で工夫して活用している。

「Ｒ２学力向上に向けた取組状況調査結果

①授業で活用した
②長期休業の課題や家庭
学習の宿題で活用した

③校内研修や各種会議で
活用した

④特に活用していない

小学校（253校） 227（89.7%） 63（24.9%） 111（43.9%） 3（1.2%）

中学校（120校） 103（85.8%） 53（44.2%） 45（37.5%） 3（2.5%）

※複数回答可

8

12

15

24

30

47

0 10 20 30 40 50

加配教員は配置されていないが、日課表等を工夫し、適宜、生徒をコースに分けて実施している

加配教員が配置されているが、主にＴ．Ｔで習熟の程度に応じた指導を実施している

授業の中で習熟の程度に応じた指導はあまりできていない

少人数指導やT.Tは行っていないが、指導を工夫し、習熟の程度に応じた指導を実施している

加配教員は配置されていないが、日課表等を工夫し、一部、Ｔ．Ｔで習熟の程度に応じた指導を実施している

加配教員が配置されており、生徒を適宜、コースに分けて実施している

14



③近隣校との合同教科部会の実施③近隣校との合同教科部会の実施

61校が「教科担任が1人～2人の学校」と回答。その
うち、近隣校との合同教科部会を実施（予定有
り）している学校は、45校（74.1%）であり、昨
年度より少し減少している。【参考】R1：78.6％

※教科担任が
１人～２人程度の学校

④教科部会の実施頻度④教科部会の実施頻度 ※複数の教科担任がいる学校

している学校もある。

48校が「複数の教科担任がいる学校」と回答。そのうち、「月
に１回程度」教科部会を実施する学校は、25校（52.1%）で
一番多い。
「原則、月１回の実施」だが、教科によってそれ以上実施
している学校もある。

（校数）

月に1回程度 月に2回程度 週に1回程度 学期に2回程度

⑤「タテ持ち」の実施状況⑤「タテ持ち」の実施状況

意図的に「タテ持ち」を実施している学校は、２２校（18.3％）であり、昨年度よりやや減少している。
学校規模の関係でタテ持ちを実施している学校数が増加していることによるもの。

（校数）

15

74.1%

25.9%

合同教科部会を
実施していない
（予定していない）

合同教科部会を
実施している
（する予定）

25

9
6 6

0
5

10
15
20
25
30

2

5

8

9

13

20

63

0 10 20 30 40 50 60 70

「ヨコ持ち」を基本とし、ほとんどの教科が「ヨコ持ち」である

「ヨコ持ち」を基本、意図的に一部の教科、学年で「タテ持ち」をしている

意図的にほとんどの教科で「タテ持ち」をしている

「タテ持ち」を基本、校務分掌等を考慮し、一部の教科で「ヨコ持ち」をしている

「ヨコ持ち」が可能な教科は「ヨコ持ち」、学校規模の関係で、多くの教科が「タテ持ち」となっている

「ヨコ持ち」を基本、学級数の関係で一部の教科が「タテ持ち」になっている

学校規模の関係で、必然的にほとんどの教科が「タテ持ち」となっている

「Ｒ２学力向上に向けた取組状況調査結果



「授業評価を実施している」学校は、118校
（98.3％）あり、ほぼ100％の学校が実施している。

【参考】R1:95.8%

⑥生徒による「授業評価」の実施⑥生徒による「授業評価」の実施 ⑦生徒による「授業評価」の実施頻度⑦生徒による「授業評価」の実施頻度（校数）

「学期に１回程度」実施している学校が、75校（65.2%）で
一番多い。【参考】R1：63.2%

（校数）

⑧授業改善に生かされているか⑧授業改善に生かされているか

生徒による「授業評価」が、授業改善に「（どちらかといえ

ば）生かされている」と回答した学校は、118校（98.3％）
であり、やや増加している。 【参考】R1:97.4%

⑩どのような授業改善につながったか⑩どのような授業改善につながったか

学校からの回答（抜粋）

• コロナ禍であるが、話合いの必要性を生徒意見から感じた。

• 生徒の声を反映させることで生徒の学習意欲が高まり、学力向
上につながるという好サイクルが生まれている。

• 生徒による「授業評価」が、授業改善のために有効活用（授業準
備や教材の工夫、ICTの導入等）されている。また、生徒も評価活
動が自身の学習の取組状況の振り返りの場となっており、主体
的な学びへとつながっている。

• 授業評価をもとに教科部会で現在の課題を出し合い、改善策を
検討して授業改善につなげることができた。また、職員研修で共
通理解を図り、互見授業や検証授業につなげることができた。

• 昨年度と比べ「授業がよくわかる」の数値が向上している。研修
や教科部会において，教科ごとに効果的な取組の実践例を紹介
しあう等、改善策について話し合う機会が設けられ、新大分スタ
ンダードの徹底等を確認した。

⑨生徒の学習意欲の向上⑨生徒の学習意欲の向上

「授業評価」を生かした授業改善により、「生徒の
学習意欲が（どちらかといえば）向上した」と回答した
学校は、116校（99.1％）である。

【参考】R1:99.1% 16
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どちらかといえば、当てはまらない

どちらかといえば、当てはまる

当てはまる

2

2

116
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今年度中の実施を検討している

今年度から実施している

以前から実施している

1
2

5
6

26
75

0 10 20 30 40 50 60 70 80

年に２回程度

毎時間

月に１回程度

単元ごと

学期に２回程度

学期に１回程度

2
35

83

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

取り組みを始めたばかりなのでわからない

どちらかといえば、生かされている

生かされている

「Ｒ２学力向上に向けた取組状況調査結果



問題データベースの利用状況について

①国語①国語 （校数）※複数回答可

②社会②社会

③数学③数学

④理科④理科

⑤英語⑤英語

（校数）

「利用している」学校が一番多い教科 ･･･「数学」
「利用している」学校が一番少ない教科･･･「国語」

17

6

17

20

33

44

0 10 20 30 40 50 60 70

利用していない

長期休業中の課題として利用する予定である

家庭学習の宿題として利用している

授業で利用している

朝学習や放課後等の補充学習で利用している

2

21

14

37

46

0 10 20 30 40 50 60 70

利用していない

長期休業中の課題として利用する予定である

家庭学習の宿題として利用している

授業で利用している

朝学習や放課後等の補充学習で利用している
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33

64

0 10 20 30 40 50 60 70

利用していない

長期休業中の課題として利用する予定である

家庭学習の宿題として利用している

授業で利用している

朝学習や放課後等の補充学習で利用している
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14

9
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56

0 10 20 30 40 50 60 70

利用していない

長期休業中の課題として利用する予定である

家庭学習の宿題として利用している

授業で利用している

朝学習や放課後等の補充学習で利用している
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利用していない

長期休業中の課題として利用する予定である

家庭学習の宿題として利用している

授業で利用している

朝学習や放課後等の補充学習で利用している



学力向上に向けた今年度の取組

市町村教育委員会 （域内の各小・中学校に指導して欲しいこと）

県教育委員会の取組

取組の
重点

１． 各種ハンドブックを活用した授業実践及び研修の推進

２． 小学校教科担任制の推進

３． 授業力向上アドバイザーによる若手教員への指導・支援

具体的な取組 目指す姿

１．授業実践研修
・ハンドブックP２～７を活用した校内研修の実施
・校内研修に基づく互見授業の計画的な実施
・校長の授業観察

○児童生徒が「分かる・楽しい」と実感
できる授業を実践する

○全ての教員が単元プランを描く

○単元プランを基に具体的な評価規準を
設定して、新大分スタンダードに基づ
いた授業を日々実践する

○校長やアドバイザーが具体的な改善策
の提示や助言を行なう

２．教科担任制

推進教員が中心となり、次のような取組を行なう
・アンケートに基づく指導方法の見直し

（推進校が行なう児童アンケート）
・子どもの学習状況の把握、情報の共有
・実践した授業を近隣校等に共有

３．アドバイザー

・アドバイザーの効果的な活用について確認する
・ハンドブックを若手教員等の指導にいかす
・校内研修に参加し、ハンドブックに基づいた指導助言を
実施する

４．自立した学習者の育成
・自立した学習者の育成に向け校内で取組を１つ以上
決めて実践する

小学校 中学校

①小学校教科担任制推進校の授業事例を発信
②授業力向上アドバイザーの実践事例を発信

①「３つの提言」推進拠点校の研究発表会、実践事例を発信
②「数学授業力向上支援巡回指導」「英語科授業力パワーアップ研修」を実施
担当指導主事によるきめ細かい指導

【小・中学校共通】

①評価計画を明記した単元プランの公開（ＨＰ）
②自立した学習者の育成を目指した取組の好事例を収集・発信
③子どもの力と意欲を伸ばすキャリア教育実践交流協議会（１０月８日） キャリア・ノートの活用事例の公開（ＨＰ）
④カリキュラム・マネジメントの手引きの公開（ＨＰ）

４． 自立した学習者の育成

「Ｒ２第１回学力向上検証会議」9月25日より
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40
49

61
69

学校の組織的な授業改善による「新大分スタンダード」の徹底

３つの提言推進 校 の取組

※1 学級数等は令和2年12月時点

学級数 生徒数

30学級 899名

職員数 若手教員数

68名 14名

大在中学校について

提言1
※
1

※
2

※2 概ね10年未満の教
員

学校規模に応じた教科指導力向上の仕組みの構築提言2

「生徒と共に創る授業」の推進提言3

大分 在中学市立 校大

校内研究

２クラスを３コースに分けて
習熟度別指導を実施

授業評価

R1

R2（1学期）

自分でじっくり考える時間や場面がある自分の考えを発表する機会がある

R1

R2（1学期）
「タテ持ち」

教科部会

１組 ２組 ３組 4組 5組 6組 7組 8組

１組 ２組 ３組 4組 5組 6組 7組 8組 9組
10
組

1年

3年

国
語

国語科・理科では,4名の教員で２学年の
「タテ持ち」を実施。

教科部会では,授業進度,ワークシート,
定期テストの内容等を共有。

「生徒の授業評価」を踏まえた授業
改善により,「とても当てはまる」と
回答した生徒が昨年度よりも増加。

（国語）
「とても当てはまる」と回答した生徒の割合（%）

■ベーシックコース
■レギュラーコース

■アドバンスコース

研究主題
「主体的・対話的で深い学び」をはぐくむ授業展開

－ 指導と評価の一体化を通して －

規律
授業の心得

板書
UD化

ICT
活用

評価
指導に生かす

小中一貫教育で実践

ICTミニ研修の実施
• 授業実践，役立つコンテンツの紹介
• ソフトの活用方法

• 調べる
• まとめる
• 考察する

■他者となら深まる
（一人でもできる）

• 話し合う
• 解決する
• 紹介する
• 広げる
• 説明する

■他者が必要

「教え合い」から「学び合い」へ校内研修で，評価規準・考え方を深める。
公開授業で，評価方法・評価場面を検証。

教科部会の充実による
若手教員の人材育成

習熟度別授業
（英語）

どの生徒も分かる板書
ノートに書いても分かる板書
今，何をしているか分かる板書

形態
学び合い
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学校の組織的な授業改善による「新大分スタンダード」の徹底

３つの提言推進 校 の取組

木曜日

１ ２ ３ ４ ５ ６

数学
Ａ先生

3-3 2-2 2年総

数学
Ｂ先生

1-2 3-1 3-2

数学
Ｃ先生

3-3 1-1 1-4 1-3

数学
Ｄ先生

3-1 2-2 3-2 2年総

※1 学級数等は令和2年5月時
点

学級数 生徒数

13学級 317名

職員数 若手教員数

26名 11名

西中学校について

提言1

臼杵 西中学市立 校 vol.

※
1

※
2

※2 概ね10年未満の教
員

未来を創る生徒と教師の
人材（財）育成

「つなぐ・つながる・つながり」による
組織的・協働的な改善

守

破

離

学校規模に応じた教科指導力向上の仕組みの構築提言2

「生徒と共に創る授業」の推進

若手教員の人材育成

３提言推進拠点校教員（国数）習熟度別指導推進教員（英）は，
３学年の「タテ持ち」を実施。

１組 ２組 ３組

１組 ２組 ３組

１組 ２組 ３組 ４組１年

２年

３年

「タテ持ち」

国語
１組 ２組 ３組

１組 ２組 ３組

１組 ２組 ３組 ４組

英語

１年

２年

３年

「教科部会」 国社数理英は，教科ごとに教科部会（週１回）を開催。
音美体技家は，合同教科部会（週１回）を開催。

数
学
部
会

課題

重点目標（10月）
個で考えた内容を，班や
ペアで表現させ「深める」
話し合いを目指す。

「個」で考える時間をう
まく活用できていないか
ら,「深まった」という実感が
ない。

生徒の で検証・改善

授業が われば学校が わる

「 」「 」の声が響き合う授業

→ ３つの提言推進拠点校教員 → 習熟度別指導推進教員

国語科の課題

提言3

成果

今日の授業では，みんなが発表する人の方を向くなど，
「西中授業規律の５ケ条」を全員が意識して守ることがで
きていました。

金曜日

１ ２ ３ ４ ５ ６

国語
Ａ先生

1-2 1-3 1年総 1年総

国語
Ｂ先生

2-3 3-1 2-2

国語
Ｃ先生

3学活 3-2

臼杵プロジェク
ト会議※

市教委主催による，西中を核とした学力向上に向けた
プロジェクト会議。※詳細は，vol.Ⅱで紹介

話が進まないペアは，他のペアの箏の「音色」
を参考にするため，考えながら聴いていました。
最後に発表したペアは，箏の曲が完成していて，
私たちもあのような曲を創作したいので，残り
の1時間の授業を頑張りたいです。

教科係の が

授業研究会（音楽）に

生徒と共に創る より

分析と今後の を設定

分析シート
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３つの提言推進 校 の取組臼杵 西中学市立 校 vol.

の実施
Self Development

対象者：概ね10年未満の教員

校長・教頭・主幹教諭

■授業力向上アドバイザー（野津中）
■３提言推進拠点校教員 （西中）
■習熟度別指導推進教員（西中・東中）
■指導教諭（西中）
■市教委指導主事

■金曜日（5,6時間目）いつ

誰が

何を

■３提言推進拠点校教員（2名）
■習熟度別指導推進教員（1名）

SD研修で育成を目指す「資質・能力」（抜粋）

コミュニケーション能力
状況に応じて相手が理解できるように伝え方を考え，

工夫することができる。

授業構想力
学習指導要領に基づき，育成を目指す資質・能力を明確にした授
業の指導計画を適切に実施できる。

授業展開力 基礎的なスキルを生かした授業展開ができる。

児童生徒指導 チーム西中として，養護教諭・SC・SSWと連携し，個に応じた指導ができる。

指導・助言
相談・質問

アドバイス

若手教員の人材育成

教科部会

ベテラン
教員

組織
構成

研修
内容

研修の
具体

ML（3名）がSD研修を企画・運営

若手教員

A先生
若手教員

B先生
若手教員

C先生
若手教員

D先生
若手教員

E先生
若手教員

F先生

■教頭先生の模擬授業を受けて，

と前向きなパワーをもらいました。

＜研修で学んだこと＞
板書の書き方と発表の結び付け方
生徒の発表をまとめるだけでなく
「つなげる」ことの大切さ

授業展開力
（ねらい）

模擬授業の参加と板書の交流を通して，自分の板書と授
業展開を振り返り，明確な改善点をもつことができる。

近隣校の若手教員も
西中の研修に参加＜研修の流れ＞

① 模擬授業（教頭）

② 講義（教頭）

③ 協議
④ 助言（授業力向上AD）

（抜粋）SD研修
市内への「３提言」の浸透を協議
ＳＤ研修の企画・運営を協議

Middle Leader 連携

■西中どこで

「チーム臼杵」のつながり
西中を核とした協働的・組織的な授業改善

校内研究

臼杵プロジェクト会議
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にお願いしたいこと

３提言（内容・ねらい）を，教職員・保護者・生徒と共有

タテ持ち・教科部会の確実な実施

・意図的に切磋琢磨できる環境をつくる

教科部会の
・教科主任にリーダーシップ発揮させる
・若手教員を育成する意識を醸成させる

にお願いしたいこと

拠点校を とした教科部会，授業研究会の仕組みの構築

（例）
・近隣校の教職員を交えた教科部会の実施
・近隣校の教職員を交えた授業研究会の実施
・習熟度別指導推進教員の公開授業を活用
・県教委による各教科等訪問の授業を活用

拠点校だけの学びに留めない

ベクトルをそろえた組織的な取組にする

「中学校学力向上対策３つの提言」推進拠点校連絡協議会
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大分県教育庁数学担当指導主事が、県内すべての中学校の数学教
員を対象に、「新大分スタンダード」を踏まえた授業づくりについて、
指導・助言することを通して、県内の数学科教員の授業力向上及び
生徒の学力向上に資する。

令和 ２年度 ○１巡目・・ ９０校 訪問 ○２巡目・・ ９０校 ７１名授業【目的】

【実施状況】

２０代 ３０代 ４０代 ５０歳以上

５９
（28.1%）

４６
（21.9%）

５０
（23.8%）

５５
（26.2%）

【年齢構成】

指導主事による
指導・助言

１．中学校数学授業力向上支援巡回指導の実施（Ｈ２９～）

２．今年度重視した取組

①生徒の数学的な表現を用いた説明力をさらに高めさせるための
授業実践

※数学的な思考力、判断力、表現力等を育成するための効果的な
ペア・グループ学習が設定されている。

※ホワイトボード等を使って、問題解決の過程を数学的な表現を
用いて生徒に説明させる授業がどの学校でも実施できている。

②授業のねらいに３つの要素を入れて評価規準と連動
③生徒の思考の流れに沿って整理した板書

※「ねらい及び本時の評価規準の設定」について２０２０ハンドブックの
基づき説明。「板書の構造化」については、数学科指導資料集を配布。

※Ｒ２年度１回目は学校再開後の授業について聞き取り

①数学的な見方・考え方を働かせる機会を意図的に設定した授業の実施

生徒と生徒をつなぐ場面
・生徒の考えを見取り、それを踏まえて「問う」
・生徒の発言に対して「問い直す」
・考え（意見）の根拠を「問う」

※数学の学習過程のイメージにあてはめた授業例を基にした授業づくり
※生徒が自ら問題を発見する場面を設定し、見方・考え方を意図的に働か
せる授業の実施。「見方・考え方」を働かせる「問い」の重視。

令和２年度中学校数学科の授業力向上に向けた取組

③ＩＣＴを効果的に活用した授業の実施

図形分野

３．今後重視すべき取組

データの活用

②評価計画を含んだ単元の指導計画の作成及び
単元計画に基づく授業の実施
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【目的】 授業研究や講義、演習等を実施し、新学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくりについて理解を深め、英語科教員の授業力向上に資する。

【対象】 中学校英語科全教員２１０名（大分市を除く） ※臨時講師含む

【令和２年度の実施状況】 ７月～８月：第１回研修（WEB研修）実施、１０月～１２月：第２回研修（集合型研修）実施

中津市立城北中学校 豊後高田市立香々地中学校 宇佐市立駅川中学校 宇佐市立長洲中学校

別府市立浜脇中学校 日出町立日出中学校 国東市立志成学園 臼杵市立西中学校

佐伯市立佐伯城南中学校 豊後大野市立緒方中学校 日田市立三隈中学校 九重町立ここのえ緑陽中

取
組
の
概
要

研
修
内
容

○ 大分県公立学校総合情報ポータルサイトに動画を掲載
○ 今年度の授業改善の視点を動画で説明
① 単元を通して付けたい力を育成
② バックワード・デザイン
③ 言語活動の充実
④ ALTとの連携・協働
○ 動画視聴後に、受講者は単元プランを作成。単元プラン
は、教育事務所または市教委の指導主事が添削し、受講
者にフィードバック

第１回研修：WEB研修

○ 第１回研修（WEB研修）で作成した単元プランをもとに、県内１１か所１２校にお
ける習熟度別指導教員による公開授業の実施
○ 全英語科教員が公開授業を参観、研究協議に参加
○ 指導主事による指導助言と、新学習指導要領における学習評価に関する行政
説明の実施

第２回研修：集合型研修

【公開授業実施校】

研
修
の
成
果

【研修後の参加者アンケートの結果】 新学習指導要領の趣旨や英語指導について理解できたか ⇒ ３．７／４点満点

目的や場面、状況を設定した言語活動を充実させ、単元を通して付けたい力を育成する授業づくりを推進することができた。（授業改善①③の視点）

データや根拠を提示しながら相手にわかりやすく表現
する力（話すこと〔発表〕）

再生可能エネルギー自給率日本一の大分県における
クリーンエネルギーについて、ALTの先生に紹介する。

付けたい力

言語活動

自分の考えや気持ちなどを整理し、まとまりのある内容
を話す力（話すこと〔やり取り〕）

オーストラリアの姉妹校の生徒とオンラインで交流し、
互いの夢を紹介し合う。

付けたい力

言語活動

ALTを積極的に活用し、授業を実際のコミュニケーションの場にする授業づくりを推進することができた。（「授業改善④の視点）

「（生徒が住んでいる市の）観光をしたい」というALTの
友人からのビデオメッセージにこたえるというゴールを
設定。その目的に向けて、英語表現の仕方や生徒の
エラーに対する指導など、ALTが積極的に関わった。

身近な人や家族を友達同士で紹介し合う単元にお
いて、まずはALT自身の家族を生徒に丁寧に紹介。
また、本時で生徒同士が３ヒントクイズを行う前に、
教師とALTが明確なデモンストレーションを示した。

今
後
の
取
組

○目指す生徒の具体的な姿をイメージした上で、生徒の言語活動を一層充実させる指導を行う。（「③言語活動の充実」の視点）

○一つ一つの授業につながりのある単元計画を構築する。（「②バックワード・デザイン」の視点）

○文法指導中心から「聞くこと」「読むこと」「話すこと［やり取り］」「話すこと［発表］」「書くこと」の４技能５領域の統合的な指導へと移行するため、生徒
の英語４技能の定着状況に基づいた指導の充実を図り、その指導方法を普及する。

令和２年度中学校英語科の学力向上に向けた取組 ～中学校英語科授業力パワーアップ研修～
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「早わかり！ 単元計画の作成手順」の公開



【目的】 各小・中学校及び義務教育学校において特別活動または進路指導を推進する立場にある管理職・教員等を対
象に、これからの時代を生きる子どもたちに必要な資質・能力に関わる講演・説明等を行うことにより、キャリア教育の充
実及び大分県版キャリア・ノートの活用促進を図る。

【期日】 令和２年 １０月８日（木）

【会場】 J:COMホルトホール大分 大会議室

【参加者】

計１０９名

【内容】

①講演 「自己有用感を高める教育活動の推進」

講師 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部

教育課程調査官 安部 恭子 氏

②説明・協議 「大分県版キャリア・ノートの活用方法と活用上の留意点」

大分県教育庁義務教育課指導主事

【概要】

前半の講演では自己有用感の育成には、互いの尊重し合う温かい学級づ
くりが基盤であることやキャリア教育は、勤労観、職業観の醸成だけではな
いこと、特別活動が要にしてすすめることなどについての講話をいただいた。

後半の説明ではチェックシートを基に各参加者のキャリア教育の取組状況
を確認し、これからどのようなことから実践に結びつけていくべきかなどにつ
いて協議を行った。

事務所 小学校 中学校 小計 事務所
市町村
教委

合計
管理職 教諭 管理職 教諭

中津 3 6 3 5 17 1 3 21
別府 5 7 5 7 24 1 4 29
大分 2 4 4 6 16 1 4 21
佐伯 1 2 1 2 6 1 1 8
竹田 1 4 2 3 10 1 2 13
日田 2 4 2 4 12 1 3 16
県立 0 0 0 1 1 0 0 1
合計 14 27 17 28 86 6 17 109

【参加者の感想】

●管理職

自己有用感は集団の中でしか持てない。こ
れを育てることが大切。互いにつながり、認め
合う関係づくりを特活を中心とした学校の全教
育活動で実現させる。そのための工夫を考え
ていきたいと思いました。キャリアノートについ
ても、過去・現在・未来の自分をつなぎ、社会
的・職業的自立に向けての大きな手立てにな
ると感じました。
●小学校教諭

成功したことだけでなく、うまくいかなかったこ
ともしっかり振り返らせて次につなげさせること
が、自分の成長や自信につながっていくことが
分かりました。ノートに記録させたことを、単な
る感想に終わらせないように、指導していきた
いと思いました。
●中学校教諭
学級活動の本質的なところを再度理解すること
ができ、生徒の自己有用感や、自尊感情を高め
るためにもう一度自分たちのキャリア教育のあり
方を考えたいと思った。そして、一人一人の自己
実現のためにキャリアノートの活用も積極的に
行っていきたい。

【研修評価の結果】

78%

21%1%0% ４．とても参考になった

３．どちらかと言えば参考になった

２．どちらかと言えば参考にならなかった

１．参考にならなかった

平均 3.77

令和２年度子どもの力と意欲を伸ばすキャリア教育実践交流協議会
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カリキュラム・マネジメントの手引きの公開
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授業力向上についての成果と課題

成果

【協議】

（１）授業力向上アドバイザーによる指導支援

指導教諭や研究主任等のミドルリーダーによる授業参観・指導支援

（２）各種学力調査結果の分析及び活用

（３）中学校学力向上３つの提言推進拠点校を核とした取組

（４）域内での統一的な取組

・新大分スタンダードに基づく授業改善の徹底

・単元構想を意識した授業づくりの浸透

・小中合同による互見授業の取組

【協議】依然として残っている課題

（１）若手教員の授業力向上

（２）単元のまとまりを見通した1単位時間の授業づくり

（３）低学力の底上げ 個別最適な学習支援

課題

【協議】新たに生まれてきた課題

（１）ＩＣＴの効果的な活用
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授業力向上についての成果と課題

年度内に取り組むこと

（１）各学年で身に付けなければならないことを確実に身に付けさせる。

・コロナ禍による年間指導計画の変更等に留意し、学習進度や定着状況を確認。

・未学習や未定着があれば、確実に指導を行う（特に卒業学年）。

（２）評価の計画を含む単元の指導計画の作成手順を

各校で共通理解する。

・「２０２０からの新しい授業づくりハンドブック」

・「早わかり!単元計画の作成手順（小・中学校全教科）」

（３）ＩＣＴ機器の効果的な活用に向けた準備を各校で行う。

・ＩＣＴ機器を効果的に活用できる単元や題材について、教科ごとに検討する。

・次年度の年間指導計画に、ＩＣＴ機器を活用する単元や題材を位置付ける。
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