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本日お伝えすること

①「学校評価の４点セット」と「授業改善
の５点セット」の関係

②令和３年度大分教育事務所の指導の重点



目標達成に向けた組織的な授業改善の推進

求められる授業像
• 中教審答申及び学習指導要領等を踏まえて

５点セットの具体例
• 「求められる授業像」を踏まえて

「学校評価の４点セット」と
「授業改善５点セット」の関係
を追加

「中学校力向上対策３つの提言」
好事例を追加

• 「教科部会・教科会議」の進め方の好事例
• 生徒による「授業評価」の好事例

学力向上プランの作成における
留意点を追加

改訂した主な内容



マネジメントサイクルを取り入れた授業改善 Ｐ.7

授業改善を組織的に進め，授業の質を向上させるためには，授業改善にマネ
ジメントサイクル（PDCAサイクル）を取り入れることが重要。

①授業改善テーマ

②授業改善の重点

③取組内容

④取組指標

⑤検証指標

各学校の授業改善の方向性を示すもの。
• どのように授業改善したいのか，イメージできる
ものがよい。

「授業改善テーマ」をさらに焦点化したもの。
• 何に取り組むのかイメージできるものがよい。

授業改善を進めるために，実際に取り組むこと。
• 効果が期待できそうな取組を設定する。

共通した実践に取り組むときの拠り所。
• 何をどの程度行うことで，目標達成を図ろうとし
ているのかを明確にする。※一つとは限らない。

授業改善の成果（達成状況）を明らかにするもの。
• 【取組内容】を【取組指標】に基づいて行うことで，
【検証指標】を達成できるように設計する。



授業改善の５点セットの具体例 Ｐ.8

「授業改善の５点セット」は，目指す授業像を実現するためのマネジメント
ツール。授業の改善を図るために設定するもの。

学んだことを活かして，論理的に説明できる子ど
もを育てる授業

説明する場面等を，単元の中で意図的に位置付け
た授業の推進

単元の中で，自分で調べる場面，説明する場面を
計画的に設定した単元計画の作成

全ての教員が年3回以上，調べる場面と説明する場
面を設定した単元の指導計画を作成し，公開授業
を行う。等

「知識を活用して説明する」問題の正答の割合
単元末テストの「知識を活用して説明する」問題の
平均正答率80％以上 等

①授業改善テーマ

②授業改善の重点

③取組内容

④取組指標

⑤検証指標

各学校の授業改善の方向性を示すもの。
• どのように授業改善したいのか，イメージできる
ものがよい。

「①授業改善テーマ」をさらに焦点化したもの。
• 何に取り組むのかイメージできるものがよい。

授業改善を進めるために，実際に取り組むこと。
• 効果が期待できそうな取組を設定する。

共通した実践に取り組むときの拠り所。
• 何をどの程度行うことで，目標達成を図ろうとし
ているのかを明確にする。※一つとは限らない。

授業改善の成果（達成状況）を明らかにするもの。
• 【取組内容】を【取組指標】に基づいて行うことで，
【検証指標】を達成できるように設計する。

授業改善テーマ

授業改善の重点

取組内容

取組指標

検証指標



「学校評価の４点セット」による検証・改善 Ｐ.9

「学校評価４点セット」は，学校の重点目標の実現に向けて設定されるもの。

①重点目標

②達成指標

③重点的取組

④取組指標

論理的思考力の育成

「単元内キーワードミニテスト」の合格者100％
単元テストの記述問題の無回答率0%

単元内キーワードミニテストの実施
単元の指導計画に「自分で調べる場面」と「班など
で説明する場面」の２つを必ず設定

全ての教員が年3回以上，調べる場面と説明する場面
を設定した単元の指導計画を作成し，公開授業を行
う。
学年の実態に合わせて，３教科程度の「単元内キー
ワードミニテスト」を作成し，週３回実施する。

※「芯の通った学校組織」推進プラン第３ステージ「学校評価の４点セット」（例）より



学校の教育目標と連動した「授業評価の５点セット」 Ｐ.9

「学校評価４点セット」と「授業改善５点セット」は，連動したものにする。

４点セット：重点的取組が，
５点セット：改善の重点・取組内容と重なる例

学校評価４点セット 授業改善５点セット          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重点目標） 

論理的思考力の育成 
 
（達成指標） 

・「単元内キーワードミニテスト」の合格者 

100％。 

・単元テストの記述問題の無解答率０％。 

（重点的取組） 

 

・単元内キーワードミニテストの実施  

・単元や題材の指導計画に 
「自分で調べる場面」と 
「班などで説明する場面」の２つを必ず 
設定 

（取組指標） 

・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面を

設定した単元の指導計画を作成し，公開授業を行う。 
・学年の実態に合わせて，３教科程度の「単元

内キーワードミニテスト」を作成し，週３回 
実施する。（宿題もあり，繰り返し行う） 

（重点改善の重点） 

説明する場面等を単元の中で意図的に位置付けた授業の推進 

（取組内容） 

単元や題材の中で，自分で調べる場面，説明する場

面を計画的に設定した単元計画の作成 
 

（取組指標） 
・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面を設 

定した単元（題材）の指導計画を作成し，公開授業を行う。 
・全ての教員が年３回以上，他の教諭の公開授業を 

参観し，意見や感想を書いて提出する。 
・各教科の単元テスト等に「知識等を活用して説明す

る」問題を毎回設定する。（単元開始前に作成・確認） 
 
（検証指標） 

・単元末テストの「知識等を活用して説明する」問題の

平均正答率８０％以上。 
・「授業が変わってきた」「学びが変わってきた」等 

と肯定的な回答をする教員の割合を８０％以上。 
（２ヶ月毎に調査） 

学校評価の４点セット 

授業改善の５点セット 

（授業改善テーマ） 

学んだことを活かして，論理的に説明できる子どもを育てる授業 

※達成指標には，短期で検証する指標に加え，必

要に応じて長期の指標を設定する場合もある。 

（例）学力調査（12月）の活用問題の平均正答率，

全国平均以上。（年１回の検証） 

授業改善５点セット

学校評価４点セット  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重点目標） 

学んだことを活かして，論理的に説明 
する力を育成する授業改善 

 

（達成指標） 

・単元末テストの「知識等を活用して説明 
する」問題の平均正答率８０％以上。 

・学力調査（12 月）の活用問題の平均 
正答率，全国平均以上。（年１回の検証） 

（重点的取組） 

単元や題材の指導計画に 
「自分で調べる場面」 
「班などで説明する場面」の２つを必ず 
設定 

（取組指標） 

・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面

を設定した単元（題材）の指導計画を作成し，公開授

業を行う。 
 
・各教科の単元テスト等に「知識等を活用し

て説明する」問題を毎回設定する。 
（単元開始前に作成・確認） 

（取組内容） 

単元や題材の中で，自分で調べる場面，説明す

る場面を計画的に設定した単元計画の作成 
             

（取組指標） 
・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面を設 

定した単元（題材）の指導計画を作成し，公開授業を行う。 
・全ての教員が年３回以上，他の教諭の公開授業

を参観し，意見や感想を書いて提出する。 
・各教科の単元テスト等に「知識等を活用して説

明する」問題を毎回設定する。（単元開始前に作

成・確認） 
  

（検証指標） 

・単元末テストの「知識等を活用して説明する」問題の

平均正答率８０％以上。 
・「授業が変わってきた」「学びが変わってきた」等 

と肯定的な回答をする教員の割合を８０％以上。 
（２ヶ月毎に調査） 

 

（重点改善の重点） 

説明する場面等を単元の中で意図的に位置付けた授業の推進 

（授業改善テーマ） 

学んだことを活かして，論理的に説明できる子どもを育てる授業 

４点セット：重点目標が，
５点セット：授業改善テーマ・改善の重点と重なる例

授業

授業



学校の教育目標と連動した「授業評価の５点セット」 Ｐ.9

「学校評価４点セット」と「授業改善５点セット」は，連動したものにする。

４点セット：重点的取組が，
５点セット：改善の重点・取組内容と重なる例

学校評価４点セット 授業改善５点セット          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重点目標） 

論理的思考力の育成 
 
（達成指標） 

・「単元内キーワードミニテスト」の合格者 

100％。 

・単元テストの記述問題の無解答率０％。 

（重点的取組） 

 

・単元内キーワードミニテストの実施  

・単元や題材の指導計画に 
「自分で調べる場面」と 
「班などで説明する場面」の２つを必ず 
設定 

（取組指標） 

・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面を

設定した単元の指導計画を作成し，公開授業を行う。 
・学年の実態に合わせて，３教科程度の「単元

内キーワードミニテスト」を作成し，週３回 
実施する。（宿題もあり，繰り返し行う） 

（重点改善の重点） 

説明する場面等を単元の中で意図的に位置付けた授業の推進 

（取組内容） 

単元や題材の中で，自分で調べる場面，説明する場

面を計画的に設定した単元計画の作成 
 

（取組指標） 
・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面を設 

定した単元（題材）の指導計画を作成し，公開授業を行う。 
・全ての教員が年３回以上，他の教諭の公開授業を 

参観し，意見や感想を書いて提出する。 
・各教科の単元テスト等に「知識等を活用して説明す

る」問題を毎回設定する。（単元開始前に作成・確認） 
 
（検証指標） 

・単元末テストの「知識等を活用して説明する」問題の

平均正答率８０％以上。 
・「授業が変わってきた」「学びが変わってきた」等 

と肯定的な回答をする教員の割合を８０％以上。 
（２ヶ月毎に調査） 

学校評価の４点セット 

授業改善の５点セット 

（授業改善テーマ） 

学んだことを活かして，論理的に説明できる子どもを育てる授業 

※達成指標には，短期で検証する指標に加え，必

要に応じて長期の指標を設定する場合もある。 

（例）学力調査（12月）の活用問題の平均正答率，

全国平均以上。（年１回の検証） 

授業改善５点セット

学校評価４点セット  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重点目標） 

学んだことを活かして，論理的に説明 
する力を育成する授業改善 

 

（達成指標） 

・単元末テストの「知識等を活用して説明 
する」問題の平均正答率８０％以上。 

・学力調査（12 月）の活用問題の平均 
正答率，全国平均以上。（年１回の検証） 

（重点的取組） 

単元や題材の指導計画に 
「自分で調べる場面」 
「班などで説明する場面」の２つを必ず 
設定 

（取組指標） 

・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面

を設定した単元（題材）の指導計画を作成し，公開授

業を行う。 
 
・各教科の単元テスト等に「知識等を活用し

て説明する」問題を毎回設定する。 
（単元開始前に作成・確認） 

（取組内容） 

単元や題材の中で，自分で調べる場面，説明す

る場面を計画的に設定した単元計画の作成 
             

（取組指標） 
・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面を設 

定した単元（題材）の指導計画を作成し，公開授業を行う。 
・全ての教員が年３回以上，他の教諭の公開授業

を参観し，意見や感想を書いて提出する。 
・各教科の単元テスト等に「知識等を活用して説

明する」問題を毎回設定する。（単元開始前に作

成・確認） 
  

（検証指標） 

・単元末テストの「知識等を活用して説明する」問題の

平均正答率８０％以上。 
・「授業が変わってきた」「学びが変わってきた」等 

と肯定的な回答をする教員の割合を８０％以上。 
（２ヶ月毎に調査） 

 

（重点改善の重点） 

説明する場面等を単元の中で意図的に位置付けた授業の推進 

（授業改善テーマ） 

学んだことを活かして，論理的に説明できる子どもを育てる授業 

４点セット：重点目標が，
５点セット：授業改善テーマ・改善の重点と重なる例

授業

授業

• 授業改善の取組だけではない。

• ４点セット：重点的取組をベースに，授業改善の具体的な取組
を５点セットで明らかにしている。

• ４点セットに目指す授業像が設定されている。
• よって，４点セットと５点セットがほぼ同じ内容。

• この場合は，４点セットと５点セットを別に考え
ず，２つを重ねて設定することもある。

• その場合は，５点セットには，取組指標（検証指標）などに，
授業改善に直接関わりのある指標を加える工夫が必要。



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重点目標） 

論理的思考力の育成 
 
（達成指標） 

・「単元内キーワードミニテスト」の合格者 

100％。 

・単元テストの記述問題の無解答率０％。 

（重点的取組） 

 

・単元内キーワードミニテストの実施  

・単元や題材の指導計画に 
「自分で調べる場面」と 
「班などで説明する場面」の２つを必ず 
設定 

（取組指標） 

・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面を

設定した単元の指導計画を作成し，公開授業を行う。 
・学年の実態に合わせて，３教科程度の「単元

内キーワードミニテスト」を作成し，週３回 
実施する。（宿題もあり，繰り返し行う） 

（重点改善の重点） 

説明する場面等を単元の中で意図的に位置付けた授業の推進 

（取組内容） 

単元や題材の中で，自分で調べる場面，説明する場

面を計画的に設定した単元計画の作成 
 

（取組指標） 
・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面を設 

定した単元（題材）の指導計画を作成し，公開授業を行う。 
・全ての教員が年３回以上，他の教諭の公開授業を 

参観し，意見や感想を書いて提出する。 
・各教科の単元テスト等に「知識等を活用して説明す

る」問題を毎回設定する。（単元開始前に作成・確認） 
 
（検証指標） 

・単元末テストの「知識等を活用して説明する」問題の

平均正答率８０％以上。 
・「授業が変わってきた」「学びが変わってきた」等 

と肯定的な回答をする教員の割合を８０％以上。 
（２ヶ月毎に調査） 

学校評価の４点セット 

授業改善の５点セット 

（授業改善テーマ） 

学んだことを活かして，論理的に説明できる子どもを育てる授業 

※達成指標には，短期で検証する指標に加え，必

要に応じて長期の指標を設定する場合もある。 

（例）学力調査（12月）の活用問題の平均正答率，

全国平均以上。（年１回の検証） 

授業

授業改善５点セット

学校評価４点セット

学校の教育目標と連動した「授業評価の５点セット」Ｐ.14

５点セット【検証指標】を達成することで，４点セット【達成指標】の達成
に近づくように設計されていることが重要。

学校評価４点セット 授業改善５点セット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重点目標） 

学んだことを活かして，論理的に説明 
する力を育成する授業改善 

 

（達成指標） 

・単元末テストの「知識等を活用して説明 
する」問題の平均正答率８０％以上。 

・学力調査（12 月）の活用問題の平均 
正答率，全国平均以上。（年１回の検証） 

（重点的取組） 

単元や題材の指導計画に 
「自分で調べる場面」 
「班などで説明する場面」の２つを必ず 
設定 

（取組指標） 

・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面

を設定した単元（題材）の指導計画を作成し，公開授

業を行う。 
 
・各教科の単元テスト等に「知識等を活用し

て説明する」問題を毎回設定する。 
（単元開始前に作成・確認） 

（取組内容） 

単元や題材の中で，自分で調べる場面，説明す

る場面を計画的に設定した単元計画の作成 
             

（取組指標） 
・全ての教員が年３回以上，調べる場面と説明する場面を設 

定した単元（題材）の指導計画を作成し，公開授業を行う。 
・全ての教員が年３回以上，他の教諭の公開授業

を参観し，意見や感想を書いて提出する。 
・各教科の単元テスト等に「知識等を活用して説

明する」問題を毎回設定する。（単元開始前に作

成・確認） 
  

（検証指標） 

・単元末テストの「知識等を活用して説明する」問題の

平均正答率８０％以上。 
・「授業が変わってきた」「学びが変わってきた」等 

と肯定的な回答をする教員の割合を８０％以上。 
（２ヶ月毎に調査） 

 

（重点改善の重点） 

説明する場面等を単元の中で意図的に位置付けた授業の推進 

（授業改善テーマ） 

学んだことを活かして，論理的に説明できる子どもを育てる授業 

授業



「目標達成に向けた組織的な授業改善」の推進 Ｐ.14

５点セット【検証指標】は，教員の自己評価だけでなく，児童
生徒の学力の定着状況を明らかにすることができる，数値化さ
れた指標を設定することが重要。

検証指標

① 「授業が変わってきた」「学びが変わってきた」について，
肯定的な回答をする教員の割合８０％以上。

検証指標

① 「授業が変わってきた」「学びが変わってきた」について，
肯定的な回答をする教員の割合８０％以上。

② 単元末テストの「知識等を活用して説明する」問題の平均
正答率８０％以上。

教員が

児童が
生徒が



「学校評価の４点セット」と「授業改善の５点セット」

【検証指標】（授業改善の５点セット）を達成することで，
「達成指標」（学校評価の４点セット）の達成に近づくように
設計されていますか？

【検証指標】は，教員の自己評価だけでなく，児童生徒の学力
の定着状況を明らかにする数値化された指標を設定していますか？

自校の状況は？

児童が
生徒が

教員が

「学校評価４点セット」と「授業改善５点セット」は，連動し
たものになっていますか？



本日お伝えすること

①「学校評価の４点セット」と「授業改善
の５点セット」の関係

②令和３年度大分教育事務所の指導の重点



【成果】令和２年度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。

◆「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。～を高める。
～に気付くようにする。等

【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
HP掲載



【課題】「めあて・振り返り」の質の向上

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（題材）の「めあて」を提示
することもある。

「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。

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
HP掲載めあて 振り返り



教科内容の分析 児童生徒の実態

教材の選定・教科書教材の吟味

「単元の目標」を設定

単元の展開計画 単元の評価計画

育成すべき資質・能力が身につくような単元の
中心となる学習活動（言語活動）を検討する。
単元全体に関わる「めあて」や，単元全体
の「振り返り」等を検討する。
学習内容の配列や時間数，子どもが考える
場面や教師が教える場面を検討する。

単元の評価規準を設定する。
１単位時間ごとの評価規準を設定する。
評価する場面と方法を明確にする。
総括評価の資料とするため，全員の学習状
況を記録に残すものを決める。

本時のねらい及び具体的な評価規準を設定する。
本時の展開の概要を考え，「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」を適切に設定する。
次の点に留意して板書計画を立てる。
・「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」が児童生徒に分かるような板書。
・思考を整理したり，思考を促したりするような，ノートと一体化できるような板書。

• レディネス調査
• 単元に関わる児童生徒のよさ
や課題をつかむ 等

• 指導内容や指導事項の確認
• 育成を目指す資質・能力を確認 等

「単元の指導計画」

「１単位時間の授業づくり」

【課題】単元を意識した本時の評価規準の設定
新大分スタンダードに基づく単元構想

• 資質・能力の何を育成する時間
なのか，単元計画で確認する。

• 前時までの学習状況を踏まえ，
本時の展開を考える。



■単元（題材）を構想することの意味

各教科等において，３つの資質・能力をバランスよく
育むためには，主体的・対話的で深い学びは欠かせな
い。

主体的・対話的で深い学びは，必ずしも１単位時間の
授業の中で全てが実現されるものではなく，単元や題
材など内容や時間のまとまりを見通して，どのように
構成するかというデザインを考え，授業改善を進める
ことが重要となる。

（「学習指導要領解説 総則編」より要旨を抜粋）

単元（題材）を構想すること



「学びに向かう学校」 －岐阜市立長良中学校の実践－

【課題】イメージに合うように変化を生かして「ｂ」をつくろう

■３段落目のリズムの作成と、なぜそのようなリ
ズムにしたのか（思いや意図）を併せて書く授業。



「学びに向かう学校」 －岐阜市立長良中学校の実践－



「学びに向かう学校」 －岐阜市立長良中学校の実践－

生徒の作品

aとa’は動き回る
感じだったけれど、
bはボールとかも
使って遊んでいる
様子を表すために、
とまったりする休
符を使った。

はやく動いている様
子や食料を探してい
る様子を表すために、
だんだん休符を少な
くしてリズムを細か
くした。



「学びに向かう学校」 －岐阜市立長良中学校の実践－

「浜辺の歌」で
二部形式を学習

「運命」で
反復・変化
を学習



早わかり！単元の指導計画の作成手順①

大分県教育庁義務教育課ＨＰ＿2021年2月19日更新 「早わかり！ 単元計画の作成手順 ～資質・能力の確実な育成のために～」



早わかり！単元の指導計画の作成手順②

大分県教育庁義務教育課ＨＰ＿2021年2月19日更新 「早わかり！ 単元計画の作成手順 ～資質・能力の確実な育成のために～」



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

「芯の通った学校組織」を基盤とした教育水準の向上

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
※短時間で継続的に行う「人間関係づくりプログラム」の全校実施

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

「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
※主任等が効果的に機能する学校運営体制の構築
※資質・能力で整理し，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」の作成が必要な児童生徒
の検討促進
新大分スタンダードによる主体的・対話的で深い学びの実現
※単元の指導計画をもとにした「めあて」「振り返り」の設定及び質の向上
※単元の指導計画をもとにした単位時間の「評価規準」「評価方法」の設定
※１人１台端末を効果的に活用した授業の推進
「生徒による授業評価」や「個別の指導計画」の活用促進

学校における働き方改革の推進

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

SC・SSWなど
専門スタッフ等の活用 校長の方針の下での情報共有と活用の推進

Ｒ３大分教育事務所指導の重点－「教育県大分」の創造に向けて－

学校における新型コロナウイルス感染防止対策の徹底












