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時期 段階 To-Doリスト 

８月 

下旬 
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･･･全国調査結果分析表，抽出問題 

□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 

９月 

上旬 

 

12月 

中旬 

Ｄ 
□授業改善の取組の提案 

 □提案資料の作成（写真，動画，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・授業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 

12月 

中旬 
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 

12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 

 □サイクル２，３の変容分析 

□学力向上プランの修正 

 

サイクル３ （充実期） 

【目的】 

 授業改善の取組の更なる改善を図る。 

【内容】 

校内研修会等において，全教職員でこれまでの取組（７月まで）の分析を行い（Ｐ），課題

及び授業改善の方策を共有して実施します（Ｄ）。そして，定期考査や研究授業，アンケート

調査等を繰り返し実施し（Ｃ），分析することで更なる授業改善を図ります（Ａ）。 
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【事例１（小学校）】 

 夏季休業中の校内研修会で，はじめに，５年生の県学力調査結果について，事前に分析した結

果を基に，主幹教諭が，児童の実態，授業改善の視点を以下のように伝えました。「書く量ではな

く，書く内容に着目する児童を育てる必要があること。そのためには，文字数を制限してまとめ

る活動を仕組むなどのテスト対策に関する方法ではなく，書く力について児童の課題を見いだし，

それを解決する取組を進めること。」このように説明することで，誤答分析や分析結果から具体

的な取組を決める必要性について，全教職員への理解を促しました。その後，５年生の県学力調

査結果を活用し，全教職員での誤答分析を行いました。学力向上コーディネーターが，国語科・

算数科のグループに分け，各学年の担任がどちらのグループにも入るように構成し，成果と課題

を協議できるようにしました。主幹教諭は，｢無解答が減り，考えを書けるようになった｣という

グループ協議後の成果から，年度当初に，｢自分の考えをまとめる｣ことを課題として授業改善に

取り組んだ効果を認めることで，教員のモチベーションが上がりました。 

また，学力向上コーディネーターは，全体交流における教職員の意見から，児童の資質・能力

の課題を｢適切な言葉を選ん

で使う力｣｢図や資料と言葉

をつなぐ力｣｢内容を整理す

る力｣と整理し，２学期以降

の授業改善の視点を確認し

ました。その後，１学期に各

学年で決めた取組を再度改

善する協議を学年ごとに行

いました(資料１)。校内研修

会後，学力向上コーディネー

ターは，各学年で協議した取

組内容の一覧を職員室に掲示 

し，全教職員が共有，確認で

きるようにしました。さら

に，学年の系統性を踏まえな

がら，重点取組を低学年・中

学年・高学年別に修正した学

力向上プランを全教職員に

提案しました（資料２）。 

 

   夏季休業後の学力向上の充実に向けた取組の共有 

サイクル２までの成果と課題を共有し，課題解決の方策を検討するために，校内研修会等で

サイクル２のＡ段階における授業改善の方策の修正及び具体化を行います。 

【事例１・２】授業改善の取組を充実させるために，検証委員会で検討した学力調査等の結果

分析資料を使って校内研修会を実施し，修正した学力向上プランを共有する。 

資料２ 学力向上プラン修正前後(視点２：重点取組) 

資料１ 各学年で協議した２学期の授業改善の取組 
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【事例２（中学校）】 

 検証委員会で練られた授業

改善の方向性（資料３）を全

教職員に提案する形で校内研

修会を開催しました。主幹教

諭（教務）は課題を焦点化す

るために全国学力・学習状況

調査や福岡県学力調査から，

誤答率，無解答率が高かった

問題（資料４）をあらかじめ

抽出して全教職員で解く活動

を設定しました。その際，自分の所属している学年

の問題を解くことで，当事者意識をもたせました。

そして，どの学年の生徒も自分の考えを書くことに

課題があることを確認しました。また，生徒・教職

員アンケートの中から生徒と教職員の意識の差が見

られるアンケート結果を意図的に示し，その要因に

ついて各学年で協議しました（ｐ47参照）。その際，付箋と模造紙大のマトリクスシートを使っ

て生徒と教員の課題を整理できるようにしました（ｐ49参照）。また，協議の視点がずれないよ

うに，各学年にファシリテーターとして主幹教諭（教務），研究主任，研究副主任を意図的に配

置しました。協議の結果，「めあて」と「まとめ」について，教員は行っているが生徒は行って

いないという認識の差があることが分かりました。 

その後，これらの課題を克服するための方策について２学期からの授業で共通して取り組むこ

とを各学年で協議しました。その際，主幹教諭(教務)の視点として①担当教科で取り組むこと，

②全教科，学級で取り組むことを提示し，各学年でマトリクスシートにまとめました。最後に学

年で意見を交流し，生徒の書く力をはぐくむために「各教科の授業において自分の考えを書く活

動を積極的に取り入れること」，「主眼とめあてとまとめの整合のとれた授業づくりを行うこと」

を確認しました。また，生徒の書く力の変容を見取るために「全教科の定期考査の問題に書く力

を問う問題を必ず入れること」を全教職員で確認しました。その結果，学力向上プランを修正す

る必要があるという結論に達し，全教職員で内容を見直しました。その際，修正意見を主幹教諭

（教務）が集約するとともに成果指標を明確にしたうえで再提案し，２学期以降の取組を共有し

ました（資料５）。 

 

資料７ 学力向上プランの変容（視点２の抜粋） 

資料４ 学力調査の抽出問題 

資料３ 検証委員会で練られた校内研修会の内容 

【授業づくり】 

〔重点取組〕 
「知っている・できる，わかる，使える」と感じる成就感の
ある授業づくりの推進 

①授業構成（めあて・見通し・展開・まとめ・振り返り）と
主体的・対話的な深い学びになる具体的な手立て 

②グループやペアによる学び合いを活用した授業 
③少人数授業による習熟度別・課題別指導の推進 
④暗記から一般化の学習（知っている・できる→わかる） 
⑤一般化の学習から探求学習（わかる→使える） 

【授業づくり】 

〔重点取組〕 
「主眼」と「めあて」と「まとめ」の整合性のある思考力を
高める授業づくり 

①授業の導入を生かした必然性のある「めあて」づくり 
②「めあて」と整合性のある「まとめ」 
③「めあて」を達成するための手立てのある授業 
④ねらいを明確にしたグループやペアを活用した授業 
〔指標〕 

・授業振り返り評価表（生徒用：各 3.5 以上，教師用：各 3.0 以上） 

・学習に関するアンケート（まとめを書く指導 95％以上） 

学年 誤答率 無解答率
（内数）

国語4⃣三 86.8% 18.9%

数学12（２） 60.4% 24.5%

国語3⃣四 76.9% 35.4%

数学10（3） 76.9% 35.4%

国語Ｂ3⃣三 92.0% 20.0%

数学Ｂ3（２） 72.0% 53.3%

第２学年 福岡県学力調査

第3学年
全国学力・学習

状況調査

抽出問題

福岡県学力調査第１学年



 

- 35 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１（小学校）】 

 主幹教諭は，「全教員が研究授業を行い，成果と課題を共有する（つなげる）」「若年教員に研

究授業を行う機会と参観する機会をできるだけ多く保障する（育てる）」というねらいで，全教

員による研究授業を，Ａ研（全体での審議），Ｂ研（低・中・高学年部会での審議），Ｃ研（学年

部会での審議）という３パターンで提案しました（資料１）。その際，Ｂ研，Ｃ研については，

学習指導案は略案でよいことを伝え，できるだけ負担感を軽くするように配慮しました。そし

て，それらの日程を調整するとともに，２週間前を目安に 

指導案審議を行うことを伝えました。また，研究主任や学 

力向上コーディネーター，学年主任で分担し，指導案審議 

や板書検討会，模擬授業などの計画を立てました。授業後 

は，職員会議等において授業の概要及び成果と課題，次の 

授業者へのアドバイスを報告するようにし，授業を行う立 

場と支える立場を意識させ，「全員が一つの授業に関わっ 

ている」という自覚を促しました。 

 

【事例２（中学校）】 

 研究主任が事前に提案した学習指導案の様式に基づいて，全 

教員が学習指導案を作成しました。学習指導案の指導観には話 

合い活動のねらいや内容，学習過程には方法（形態）を明記し， 

授業改善の取組の柱となる「話合い活動」を各教科で具体化す 

ることをねらいました。学習指導案作成後は，まず，教科部会 

で審議会を設定し，内容の改善を図りました。次に，教科ごと 

に外部講師（教育事務所指導主事）を招聘し，研修会を２日間 

実施して，全教員が個別に指導・助言を受けました。主幹教諭 

（教務）は，各教科での指導・助言の内容が，話合い活動の内 

容や方法が各教科の指導目標や生徒の実態等に応じて適切に設 

定されているかを把握するとともに，指導・助言後に改善した 

学習指導案を集約しました。そして，９月には，公開授業週間を２週間設定し，全教員が学習指

導案に基づいた授業を実施しました。その際，主幹教諭（教務）は，校長，教頭，研究主任が必

ず授業を参観できるように調整し，授業実施後には個別に指導・助言を行いました。また，他の

教員の授業を参観するよう全教員へ声掛けを行いました。授業を実践する中で，１学期と比較

し，話合い活動の導入を進めることができました。  

共有した授業改善の取組の充実 

資料２ 外部講師による指導・助言 

表１ 教職員アンケート結果 

話合い活動を 
仕組む 

 ７月末 ９月末 

50.0 65.0 

全教職員で計画的・継続的に授業改善の方策に取り組むために，スクールリーダーやミドル

リーダーを中心とした評価を行いながら授業実践を行います。 

【事例１】課題解決の取組を実践するために，全教員による研究授業を実施する。 

【事例２】授業改善の方策をより具体化するために，指導案審議を実施する。 

【事例３】授業改善の進捗状況を把握するために，授業参観週間を設定する。 

資料１ 研究授業年間計画表 
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【事例３（中学校）】 

学力向上コーディネーターは，授業改善の取組に時

間を十分かけられる２学期に、年度初めに全教職員で

確認した授業モデルの更なる徹底と，学力向上プラン

（特に視点２の授業改善の視点）の実施状況の日常的

把握をしようと考えました。そのため，年度初めに提

案した授業モデルに評価欄を付加した「◯中学校相互

授業参観シート」（資料３）を作成し，教員が授業のな

い時間等を活用して授業の相互参観並びに評価を行う

取組を８月下旬の職員会議で提案し，２学期に全教員

で実施しました。 

主な実施方法としては，①学期初めに教員１人あたり相互授業参観シートを５枚配布する，②

自分の授業のない時間に希望する授業を相互授業参観シート持参で参観する，③評価を記入した

相互授業参観シートを授業者本人と学力向上コーディネーターに手渡しすることです。ただし，

授業者自身が「めあてをつくる活動」等の学力向上プラン「視点２」の具体化に係る部分で工夫

をし，その授業を見に来てほしいと希望する場合は，朝の打合せなどで他の教員に伝えることも

できるシステムです。 

 

 

 

 

 

Column 家庭学習の充実のための取組 

生徒アンケートの分析から，家庭学習の時間が少ないという課題がありました。そこで，

連絡帳の機能と自学ノートの機能を合わせもった「家庭学習ノート」の取組をはじめまし

た。１日分はＡ４判，２ページで構成されています（様式はｐ56参考資料）。左ページには

明日の連絡と今日学んだことの振り返りの欄が設けられおり，今日の授業で分かったことや

課題，そして授業の理解度をＡ，Ｂ，Ｃの三段階で自己評価します。それを受けて右ページ

で学習内容の定着や課題克服のために、生徒自ら設定した課題に基づいて学習する仕組みに

なっています（資料４）。また、週末には土日の過ごし方，１週間の振り返り，保護者のコ

メント欄が設けてあります。 

 この取組は研究主任が中心となって企画しました。まず，抽出クラスで試行し，生徒から

ノートの構成について修正意見をもらいながら，検証委員会で検討しました。方向性の決定

後，校内研修会で全教職員に提案，全学年で取り組みました。 

この取組を授業改善の取組と結び付けて考え 

ると，次のような価値があります。 

① 生徒の授業の理解度が分かるので，教員の 

授業改善の取組の振り返りができる。 

② 学級担任以外の多くの教員が目にすること 

により，他教科での授業の様子が分かる。 

 また，校内研修会で「家庭学習ノート」への 

教員のコメント力を高めたり，内容構成を改良 

したりするなど充実した取組を行っています。 

資料３ ○中学校相互授業参観シート 

資料４ 「家庭学習ノート」の記入例（一部） 
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資料１ 標準化得点の変容（一部） 資料２ 言葉や式を使って説明する問題（左 第１回，右 第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１（小学校）】 

主幹教諭は，高学年の授業改善として取り組んできた「必要な情報をもとに図をかきなが

ら自分の考えを説明する活動」の成果を，活用力診断テスト結果の変容から分析しようと考

えました。資料１は，６年算数における「説明する力」に関する問題について，第１回と第

２回の標準化得点の変容を表したものの一部です。資料２に示している，言葉や式を使って

説明する問題では，第２回は第１回と比べて，標準化得点が約 1.6倍となっており，授業改

善の効果があったことが分かります。このように主幹教諭は，授業改善の効果を見取るため

に，標準化得点の変容を

グラフ化することで，こ

の後の検証委員会で分析

を進めることができると

考え，説明資料を作成し

ていきました。 

 

 

【事例２（中学校）】 

 ２学期末に全教員を対象とした

「学校評価アンケート」を行いま

した。このアンケートは毎学期，

４件法で実施し，教育課程全般や

授業づくり，校務分掌に関するこ

と等の項目で構成されています(資

料３)。主幹教諭はアンケートを集

約し，１学期のアンケート結果との

これまでの児童生徒の学力・学習状況の評価・分析及び教職員の取組状況の評価 

児童生徒の変容を把握し，Ｄ段階での取組の効果を見取るために，各種テストやアンケー

ト等を実施し，サイクル２との比較分析を行います。 

【事例１，２】サイクル３の取組の効果を見取るために，活用力診断テストや教育課程ア

ンケート，定期考査の結果を学年・教科部会等で分析し，検証委員会に向

けた説明資料を作成する。 

資料３ 教育課程アンケート結果（抜粋） 
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変容を分析しました。特に，授業づくりの項目では学力向上プランに示した授業改善の取組

の評価項目を意図的に設定し（資料３下線部），授業改善の取組の成果と課題について検証

委員会で提示する資料を作成しました。 

また，授業改善の取組の成果と課題を見出すことができるように，授業改善の評価と分析

を定期考査によって行いました。「思考力」に課題が

あるため，主幹教諭（教務）が各教科主任を通じて

教科担当に「思考力」を問う問題を定期考査に必ず

出題するよう指示しました。そこで，各教科主任を

中心に，これまで実施してきた定期考査問題を見直

しました。例えば社会科の中間考査では，これまで

知識を問う一問一答式の問題が多く見られました

が，取組後は複数の資料から情報を読み取る記述式

の問題を位置付けるようになりました（資料４）。ま

た，各教科担当は思考力に関する問題の正答，誤

答，無解答の割合を算出しました。さらに，生徒の

答案は教科担当がコピーを取り，教科部会で誤答分

析を行い，これまでの授業改善の取組と合わせて自

己評価をしました（資料５）。その後，各教科の誤答

分析結果を研究

主任が集約し，

検証委員会へ向

けた資料を作成

しました｡ 

 

 

資料４ 見直し前後の定期考査問題（社会） 

○前  

○後  

資料５ 定期考査問題の解答状況と教科担当による分析（赤囲みは資料４の赤囲みと関連） 

社会 問題 ○正答率 誤答率 無解答率 分　　　析

１年 1(2) 17.0 60.4 22.6

4(2) 37.7 32.1 30.2

4(3) 45.3 30.2 24.5

6(2) 30.2 45.3 24.5

6(5) 26.4 43.4 30.2

7(2) 30.2 37.7 32.1

8(2) 49.1 26.4 24.5

○すべての問題において、文章表現能力が必要と思われる。

○無解答率が高い問題と低い問題を解析すると、高い問題は、資料（グラフや図版）から理由や根拠を説

明する問題が多く、低い問題は知識（事柄）から理由や根拠を説明したり、答えを選択する問題が多い。

○思考力を問う問題を解くための授業改善として、

　まず、資料分析を教師が説明するのではなく、生徒自らが自分の言葉で分析する時間を確保する必要が

ある。また、資料を分析する方法や順番など、資料分析の方法を教える授業へと変える必要がある。

　次に、資料を分析後、問い（課題）に答える際に何を答えるのか、何の理由を答えるのか、何を説明す

るのか、などの思考力を問う問題の視点を明らかにする授業を充分に確保する必要がある。自分（班）の

考えを発表し、全体で検討し、納得解、最適解を導くような授業を増やしていく必要がある。

Column 主幹教諭（教務）による情報提供 

 ～授業改善の取組の見える化～   

 授業改善の取組を共通理解するための一方途と 

して，教務部報を定期的に発行し，全教職員に配 

布しています。その内容は，研究授業の様子，校 

内研修の振り返り，校外研修の報告，授業改善の 

方向性などで構成されています。授業改善を「見 

える化」することで，優れた実践を他教科へ広め 

たり価値付けたりして，教員のモチベーションを 

高めています。また，主幹教諭（教務）は，この 

部報を通じて，取組への思いや，自校の授業改善 

の取組の到達目標を示すことに有効活用しました 

（資料６）。 
資料６ 教務部報（一部） 
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【事例１（小学校）】 

 主幹教諭は，検証委員会において，11月に実施した

４，５，６年生の活用力診断テストの結果を集約した

資料を提示しました（資料１）。結果から，特に算数の

「図形」領域に課題があることが明らかとなったた

め，校内研修会において，算数の図形領域について，

全教職員で誤答分析をするように計画しました。ま

た，３学期の授業改善の取組を徹底させるために，誤

答分析した内容と関連させながら，２学期までの授業

改善の取組を振り返り，３学期に「継続」または「改

善」して取り組む内容を各学年で一つ決めることにしました。学力向上コーディネーターは，各

学年で決めた２学期の取組を確認できる資料と，「～するために～する。」という書き方で３学期

の取組を整理できるシートを作成しました。また，主幹教諭は，誤答があった漢字や計算等の基

礎的・基本的な内容を３学期中に該当学年で身に付ける必要があることを強調しました。そこで，

３学期は，月に１回学年主任で構成する検証委員会を設定し，「決めた取組が行われているか」

「基礎・基本が定着してきているか」を定期的に見取っていくことを提案しました。  

 

【事例２（中学校）】 

 主題研究に係る授業改善の取組について，その評

価場面を定期テストに設けるようにしています（授

業と評価の一体化）。その際，主幹教諭（教務）は出

題者に，評価問題と正答率，考察を記載する分析シー

トを提出してもらうようにしています。主幹教諭（教

務）は，この分析シートをもとに，評価問題として適

切であるかどうかや，各問題に対する生徒の正答率

をチェックし，学力向上における成果指標として活

用しています。この結果も分析し，サイクル４のＰ段

階に生かす、適切な問題作成や生徒の学力の現状に

ついて示すなどの材料としています。これは，授業を

実践する教員が，自ら成果を見取る方法としても価

値がある取組です。 

分析結果を基にした学力向上の徹底に向けた取組の強化修正 

サイクル４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や学校評価

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】検証委員会を円滑に進めるために，分析結果や課題等を整理し，改善内容を明確に

して提案する。 

【事例２】サイクル４のＰ段階での校内研修会等で授業改善の方向性を全教職員で共有するため

に，分析シートを作成させる。 

資料１ 検証委員会の様子 

資料２ 活用力を問う問題の分析シート 


