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時期 段階 To-Doリスト 

５月 

上旬 
Ｐ 

□校内研修会の企画・運営 

□修正した学力向上プランのポイントの理解（学習上の課題，目指す資質･能

力，本年度の重点取組｣等 

 □学力向上プランについてのスクールリーダーとの共通理解 

 □補助資料の作成･･･自校採点分析表，抽出問題，採点基準 

□学年・教科部会等の設定 

 □話合いの内容を記入するシートの作成 

□各部会で出された意見を集約，発信 

５月

上旬 

 

 

７月

下旬 

Ｄ 
□授業改善の取組モデルの提案 

 □提案資料の作成（写真，ワークシート等）  

□提案授業の実施（依頼）   

□提案授業後の協議会の設定・運営 

□授業改善の取組状況の把握 

 □授業参観週間の設定，週案等への記入等 

□単元末テスト，定期考査，児童生徒･教職員アンケート等の実施 

□教室訪問及び助言    

□各取組の発信，価値付け・称賛（研修便り等で） 

□学年・教科部会等の設定 

 □話合いの内容を記入するシートの作成 

□各部会で出された意見を集約，発信 

７月

下旬 

 

８月 

上旬 

Ｃ 
□学校評価・アンケート等の実施 

 □学校評価・アンケート等の作成，分析依頼 

□検証委員会での説明資料の作成 

 □学年・教科部会等での分析結果の集約 

□分析結果の集約を基にした取組修正案の検討 

８月

上旬 

 

８月

下旬 

Ａ 
□検証委員会での説明 

 □目指す資質・能力及び取組の修正案についての協議 

□校内研修会に向けた提案資料の作成 

 □全国学力・学習状況調査の結果分析 

□学力向上プランの修正 

 

サイクル２ （具体期） 

【目的】 

 授業改善の取組の具体化を図る。 

【内容】 

校内研修会等において，全教職員で自校採点結果の分析を行い，学力課題及び授業改善の方

策を共有して（Ｐ）実施します（Ｄ）。その際，研究授業や日常の授業参観等を通して授業改

善の取組の見直しを図り，具体化していきます（Ｄ）。そして，定期考査やアンケート調査等

を実施し，分析することで（Ｃ），さらなる授業改善の取組について検討します（Ａ）。 
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【事例１（小学校）】 

全国学力・学習状況調査の自校採点結果を基にした校内 

研修会を国語科と算数科に分けて２回開きました。主幹教 

諭は，校内研修会前に調査結果を分析し，課題があった問 

題を抽出しました。また，その問題を事前に全教職員に配 

布して解いてもらうようにしました。その際，｢予想され 

る誤答｣｢正答のために必要な力｣について考えをもち，校 

内研修会に参加するよう伝えることで，校内研修会への主 

体的な参加を促しました。校内研修会では，主幹教諭が分 

析結果の説明をした後，同学年協議で日常授業での取組を 

決めました。その内容について，校内研修会後，学力向上コーディネーターと研究主任が整理し，

一覧表にまとめました。特に，主題研究で取り組んでいる国語については，研究の重点としてい

る｢系統性｣に沿って，研究主任が，同学年で協議した内容を基に，低学年は｢言葉に目を向けさせ

る｣，中学年は｢場面ごとに読み取らせる｣，高学年は｢自分の考えをまとめさせる｣というキーワ

ードを挙げました。学力向上コーディネーターは，これらのキーワードを強調して作成した一覧

表を全教職員に配布し，日常的に取り組んでいくことを共有しました。 

 

【事例２（中学校）】 

校内研修会において，研究主任は，全国学力・学習

状況調査の自校採点の分析結果から「自分の考えを表

現すること」に大きな課題があることを説明しまし

た。次に，自校の平均正答率が 20％の国語の問題を全

教職員で解きました。このことにより，「自分の考えを

表現すること」については，国語科，数学科だけの課

題ではないということに全教職員が気付くことができ， 

全教科の授業において自分の考えを表現する場をつくることを確認しました。 

その後，授業改善の見通しをもつことができるようにするために，「生徒が表現することを苦

手としている理由は何だろうか」「自分の教科でどんな授業をすれば課題解決につながるだろう

か」という視点でグループ交流を行いました。全体協議では「教師主導型授業を見直していくこ

と」「自分の考えを書いたり，説明したりする場を設定すること」「全教科で授業改善を行ってい

くこと」などの意見が出されました。そこで主幹教諭（教務）は，授業改善の成果を検証するた

めに，期末考査問題で自分の考えを表現する問題を１問作成して出題することを提案し，その問

題を解くことができるように，日々の授業改善を積み上げていくことを確認しました。 

修正した学力向上プランの共有 

児童生徒の学習上の課題や授業改善の取組を全教職員で共有するために，全国学力・学習状

況調査抽出問題における解答状況の確認や分析，授業改善の取組の協議，修正を行います。 

【事例１】日常的な取組を検討するために，課題があった抽出問題を全教職員で解く。 

【事例２】授業改善の必要性に気付くために，校内研修会においてグループ交流を行う。 

資料１ 主幹教諭による分析結果説明 

資料２ グループ交流の様子 
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【事例１（小学校）】 

初任者２名をはじめ，経験年数３年以下の教員が５名在籍している本校では，授業改善の取組

を継続的に行うこと，そして授業改善の質を高めていくことが課題の一つでした。そこで，主幹

教諭は国語科を，研究主任は算数科を中心に関わるという役割分担をし，可能な限り若年教員の

授業づくりに関わるようにしました。その際，教育指導計画書や学力向上プランを用いることで，

本年度の方向性を常に確認するようにしました。 

また，授業参観については，校長や教頭も含め日常 

的に行うようにし（資料１），授業後は付箋紙で助言や 

感想を伝えたり，放課後に授業の振り返りを行ったり 

しました。 

このようにミドルリーダーやスクールリーダーから 

の指導・助言を日常的に行い，信頼関係を構築するこ 

とで，若年教員にも「もっと挑戦してみたい」「もっと 

授業を参観してほしい」という意識が生まれ，意欲的 

に授業改善に取り組む姿が見られました。 

 

【事例２（中学校）】 

提案授業を通して授業改善の方策について全教員で共通理解を図

り，各教科において方策を具体化し実践することをねらいました。ま

ず，主幹教諭（教務）は全教員が代表授業を参観できるように時間割

の調整を行いました。研究主任は学習指導案を事前に配布し，指導観

や学習過程に基づいて，授業を参観する視点について説明を行いまし

た。次に，主幹教諭（教務）は，研究協議会において，協議の柱を「生

徒同士が主体的に話合い活動を行うための方策」と設定して， 

グループ協議を行いました。グループは，教科や経験年数等を考慮して編成し，主幹教諭（教務）

や研究主任も一緒に協議を行いました。そうすることで，柱に沿った協議がさらに深まり，教員

一人一人が自分の担当教科における授業づくりについて考えることができました。グループ協議

後は，協議内容を全体で共有し，外部講師（教育事務所指導主事）から指導・助言を受けたこと

で，話し合う内容（題材）を精選すること，生徒の実態に応じて話し合う方法（形態）を工夫す

ることが課題として明確になりました。主幹教諭（教務）は，この課題を改善するための方策を

各教科で具体化し，実践することを確認しました。そして，主幹教諭（教務）や研究主任が，定

期的に教室を訪問して授業評価を行い，個別に指導・助言を行いました。 

修正した学力向上プランに基づいた授業改善 

全教職員が計画的・継続的に授業改善に取り組むことができるように，ミドルリーダーは，

各授業実践に対する指導・助言を行います。 

【事例１】若年教員の授業改善を推進するために，ミドルリーダーとスクールリーダーが役割

分担をしてサポートする。 

【事例２】授業改善の取組を具体化するために，提案授業後の協議会を工夫する。 

資料２ グループ協議の様子 

資料１ 校長，教頭，主幹教諭による授業参観 
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〈児童用〉 

○問題を解くとき，習った仕方や似た問題をヒ

ントにして考えていますか。 

○学習中の話合いで，問題をよりよく解く方法

を見つけることができていますか。等 

〈教職員用〉 

○児童は問題を解くとき，既習の内容や方

法をもとに考えていますか。 

○児童は交流活動において，自分の考えを

付加，修正，強化していますか。等 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１（小学校）】 

 １学期の授業改善の成果と課題を検証するために，児童と教職員を対象に，アンケート調査を

行いました。その際，以下のように質問内容に意図的に同じものを設定し，児童と教職員の意識

の差が分かるようにしました。(回答は４件法) 

 

 

 

 

 

その結果，「話合い（交流活動）」について，児童よりも教職員の評価が高い学級が複数あるこ

とが明らかになりました。それぞれの学級担任の分析では，「グループとしての結論は出ていた

が，本当に一人一人の考えが高まったかどうかまでは見取れていなかった」という意見があり，

主幹教諭は「グループ活動での個の変容に対する手立てや見取り」についての必要性を感じ，そ

の後の検証委員会での話題にあげることにしました。 

 

【事例２（中学校）】 

１学期の授業改善の成果と課題を検証するために，

生徒や教職員を対象に，アンケート形式で意識調査を

行いました。主幹教諭（教務）は，校内研修会で，生徒

アンケートの集計結果（資料１）を一覧にし，多くの教

科で，他の項目に比べ「話合い活動や発表の場がある」

の項目の肯定的評価が低い実態を示しました。また，４

月の職員会議で，期末考査時点で生徒がどのような問

題を解けるようになればよいかを「評価問題」として各教科で作

成することを全教職員で確認していました。学力向上コーディネ

ーターは，各教科で作成した評価問題と，期末考査での各評価問

題の解答率を資料（資料２）にまとめ，校内研修会で提示しまし

た。評価問題は原則，文章記述を求める問題ですが，全国学力・

学習状況調査結果における記述式の問題に比べ，無解答率はいず

れの教科でも低く，授業改善の取組に一定の成果が得られたこと

を示すことを全教職員で確認しました。 

全国調査と夏季休業までの児童生徒の学力・学習状況の評価・分析及び 

教員の取組状況の評価 

児童生徒の変容や教職員の意識等から，Ｄ段階での取組の効果を見取るために，各種テスト

や学校評価，児童生徒・教職員アンケート調査の実施及び集計，分析を行います。 

【事例１】授業改善の取組の成果と課題を，児童と教員の意識を基に検証するために，児童・

教職員アンケートを実施する。 

【事例２】１学期の授業改善の成果と課題を検証するために，資料を作成し，提示する。 

資料２ 評価問題と解答率 

資料１ 生徒アンケートの結果（一部） 

森下くんは，「（正の数）✕（負の数）＝（負の数）」となる理由

を下の場面を使って考えました。 

（場面）ある人が，毎月 500 円の貯金をしています。今月，貯

金額が１万円になりました。このとき，２ヶ月前の貯金は１万円

を基準にしていくら少ないかを考えます。 

上の場面を基に，「（正の数）✕（負の数）＝（負の数）」となる

理由を説明しなさい。 
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【事例１（小学校）】 

主幹教諭は，これまでの取組の成果と課題を全教職員で共有することができるように，検証委

員会において全国学力・学習状況調査や県学力調査等の分析資料を作成しました。そして，サイ

クル３のＰ段階における夏季休業中の校内研修会で，解答例をもとに全教職員による県学力調査

の結果分析を行うよう，提案しました。 

さらに，校内研修会の見通しをもつことができるように，９月以降の授業改善の方策を協議し

ました。協議をもとに，教頭や研究主任とともに学力向上プランの視点２【授業づくり】を修正

しました。 

＜年度当初の学力向上プラン視点２【授業づくり】＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜児童の実態から改善した学力向上プラン視点２【授業づくり】※ゴシック体が変更点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，研究主任や学力向上コーディネーターは，活用力診断テストの結果から，定着率が低い内容

と指導学年を分析し，資料にまとめました。そして，校内研修会において，児童の生活と学力の実態

を全教職員で共通理解する時間を設定することを提案しました。 

検証委員会では，主幹教諭，研究主任，学力向上コーディネーターが，それぞれの立場で提案内容

を考えたことで，その後の校内研修会の内容が具体化され，見通しをもつことができました。 

分析結果を基にした学力向上の充実に向けた取組の付加修正 

 
サイクル３のＰ段階へ見通しをもつために，各種調査や教職員から出された意見，学校評価

等の結果を分析し，校内研修会等に向けた準備を行います。 

【事例１】これまでの成果と課題を共有するために，分析資料を作成，提示する。 

【事例２】校内研修会の方向性を確認するために，アンケート結果を分析，提案する。 

○言語活動を取り入れた学習活動  

○学力調査問題，教材集，活用力診断テストを活用した授業 

○地域の「ひと・もの・こと」を取り入れた体験活動 

【重点取組】・交流活動を位置付けた授業づくり 

・自分の考えをもち，表現できる授業研究 

        

○「書く活動」を重視した言語活動を取り入れた学習活動  

○重点単元（学期２～３単元程度）で学力調査問題，教材集，活用力診断テストを活用した

授業 

○生活科や社会科，総合的な学習の時間を中心に，地域の「ひと・もの・こと」を取り入れ

た体験活動 

【重点取組】・自分の考えをもち，表現できる授業研究 

       ・「自分の考えを理由や根拠を示しながら書き，交流する」活動を位置付けた

授業づくり 

       ・「式の意味や根拠を説明する」活動の指導・支援 

       ・「学習のまとめを自分の言葉で書く」振り返りを位置付けた授業づくり 
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【事例２（中学校）】 

 サイクル３のＰ段階（校内研修会）に向けた内容を検討するための検証委員会において，主幹

教諭（教務）と研究主任は，各教科担当が作成した期末考査の分析結果や主幹教諭（教務）と研

究主任が作成した生徒・教職員アンケートの分析結果を事前に準備し，その分析結果から分かっ

たことについて説明しました。そして，その内容は「まだ検証改善サイクルが回り始めたばかり

ということもあり，自分の考えを表現する設問の正答率は満足のいくものではない」「生徒の間

で話し合う活動があまりなされていない」というものでした。 

 そこで，主幹教諭（教務）は，年間計画に位置付けられてい

る，全教員による研究授業について，夏季休業中にその学習指

導案を作成してもらい，自分の考えを表現する活動について

協議する校内研修会を設定してはどうかと提案しました。こ

の提案について，検証委員会のどのメンバーもその研修会の

持ち方について賛成しました。そして，教員の負担感を考え，

夏季休業中に作成する学習指導案は，本時の主眼と展開のみ

とすることにしました。 

 その後，検証委員会で話し合った内容を終礼で提示し，夏季休業中に行う校内研修会に向けて，

学習指導案を各自作成していくことを全教員で確認しました。その際，主幹教諭（教務）は，参

画意識を高めるために，「すべては本校の生徒の学力向上のために」と，この取組の意義を説明し

ました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 検証委員会の様子 

Column 外部機関との連携と学力向上に向けた取組の外部への発信について 

 主幹教諭（教務）や研究主任は，校長のビジョンのもと，学力向上に向けた取組を進めて

いきますが，校内研修会で学力向上についての専門的な話を行う必要が出てきた時など，自

分たちだけで進めることが難しい場合もあります。そのような場合は，教育事務所や市町村

教育委員会，県教育センターの指導主事，大学の教授など，外部機関を積極的に活用すること

が考えられます。 

例えば，ある中学校では，５月と７月の校内研修会で「県 

内の学力の課題」と「発問」について教育事務所の指導主事 

に講師を依頼しました。外部機関などへの連絡は，最初だけ 

スクールリーダーに依頼してもらい，その後の連絡調整はミ 

ドルリーダーが行いました。これにより，ミドルリーダーが 

研修内容や時間等について計画的に進めることができました。 

 また，ある中学校は，主幹教諭（教務）や研究主任が校内 

外で自校の検証改善サイクルや主題研究について説明したり 

来校者に公開授業を行ったりするなど，学力向上に向けた取 

組を積極的に外部に発信しています。これは校長の考え方で 

外部に発信することで「学力向上のための取組を広めていく」 

「取組の評価をしてもらう」などをねらうとともに，「発信 

するに値する教育を提供しなければならない」という教員へ 

の意識の高揚もねらっています。 

 

資料４ 研究主任による取組の説明の様子 

 

資料３ 指導主事による研修の様子 

 


