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時期 段階 To-Doリスト 

４月 

上旬 
Ｐ 

□校内研修会の企画・運営 

 □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･･･｢課題｣－数値化された資料，｢資質･能力｣－評価規準･基

準，｢取組｣－写真、具体物等 

 □学力向上プランの説明 

□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 

４月 

中旬 
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 

 □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） 

４月 

下旬 

 

５月 

上旬 

Ｃ 
□全国学力・学習状況調査自校採点の実施 

 □自校採点計画の立案（期間，役割分担，採点基準の作成等）   

 □分析方法についての情報収集・理解  

□採点結果の集約・システムへの入力 

□検証委員会での説明資料の作成 

 □目指す資質・能力の検討   

□取組の修正案の検討 

５月 

上旬 
Ａ 

□検証委員会での説明 

 □目指す資質・能力の分析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 

 □学力向上プランの修正   

□当事者意識をもたせるための抽出問題の決定  

 

サイクル１ （試行期） 

【目的】 

 授業改善の取組を試行する。 

【内容】 

前年度末に作成した学力向上プランを全教職員で確認し，授業改善の取組を共通理解して

（Ｐ）実施します(Ｄ)。そして，全国学力・学習状況調査の自校採点を行い（Ｃ），検証委員

会において児童生徒の課題を共有し，授業改善についての方向性を検討します（Ａ）。 
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【事例１（小学校）】 

 主幹教諭は，前年度末の標準学力検査の結果から，国語科｢読むこと｣，算数科｢図形｣を重点

領域とする必要があると分析し，｢情報を取り出し，考えをまとめる力｣｢説明する力｣を身に付

けさせるという方向性を学力向上コーディネーターと共有しました。そして，年度当初には，

標準学力検査の結果を整理した資料を各学年別に担任へ配布して，担当する児童の実態や課題

を確認してもらいました。また，学力向上コーディネーターは，上記の資質・能力を身に付け

させるための授業づくりについて，「問いを生む導入」と「終末の振り返り」を一単位時間で確

実に取り組むことを提案

し，日常化を図りました。

また，学力向上プランを基

に「検証改善サイクルプラ

ン」(資料１)を作成し年度

当初，学力向上プランとと

もに職員会議で提案し，学

力向上における年間の見通

しを共通理解しました。 

 

【事例２（中学校）】 

主幹教諭（教務）は年度初めの職員会議で，授業改善の目的の共有

化と取組の共通化を図るため，Ｍ市の全小・中学校が共通して取り組

む授業スタイル「Ｍ市スタンダード」（資料２）の実効性向上をねらい，

「Ｍ市スタンダード」を「視点２（授業づくり）」（資料３）に位置づ

けた学力向上プランを提案しました。「Ｍ市スタンダード」の授業過程

は「めあて」から「ふり返り」までの５段階で構成されています。主

幹教諭（教務）は事前の検証委員会で前年度の授業改善に係る取組の

反省（めあては掲げているが，形式的なものに留まる）を基に，「めあ

てづくり」を今年度の重点とすることを学力向

上コーディネーターから提案を受け，確認して

いました。学力向上プラン提案時には，「生徒

とともにめあてをつくる活動を取り入れる」

と，「視点２」に明記し，提示しました。そのことは，授業改善に係る取組の具体的な内容を示す

ことであり，実践段階で授業改善の進捗状況を把握するための規準の共通理解を図りました。 

学力向上プランの説明及び共有 

学力向上についての一年間の見通しをもつために，前年度末に作成された学力向上プランの

確認を全教職員で行います。 

【事例１】一年間の見通しをもつために，検証改善サイクルプランを提案する｡ 

【事例２】授業改善の目的の共有化と取組の共通化を図るために，学力向上プランのポイント 

を説明する。 

資料２ Ｍ市スタンダード（一部） 

資料１ 検証改善サイクルプラン 

資料３ 学力向上プラン「視点２」（一部） 

M 
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【事例１（小学校）】 

 算数科の学習指導において，学習の 

進め方とポイントを振り返ることがで 

きる板書の形を統一することで，児童 

の基礎的な学力の定着を目指しました。 

そこで研究主任は，モデル授業を行い， 

学習の進め方(①問題を読み取る ②見 

通しをもつ ③学習のめあてをつかむ  

④自分で問題を解く ⑤考えを交流す 

る ⑥解き方をまとめる ⑦練習問題 

を解く)と板書の具体について示しまし 

た（資料１）。モデル授業後は，校内研 

修会において質疑応答，スクールリー 

ダーからのアドバイスなどを踏まえ， 

「まずは全学級で取り組んでみよう」ということを確認しました。 

 

【事例２（中学校）】 

 年度当初に確認した学力向上プランを基に，全

教員が授業実践を行います。これに対して校長，

教頭，主幹教諭（教務）は， 授業実践について

の実態を把握するために授業参観を行います。そ

の際，主幹教諭（教務）は，授業者が本時の主眼

や主発問，評価規準等をあらかじめ記入した授業

訪問シートを準備します。そして授業終了後，授

業者が自評を述べたあと，主幹教諭（教務），教頭，

校長の順で，本時の主眼や主発問，手立て等につ

いて指導・助言を行いました。その際，資料２の

授業訪問シートを用いて，「良かったところ」「こ

うすればもっと良くなる」の視点でアドバイスを

行いました。また主幹教諭（教務）は，授業訪問のスケジュール管理を行うとともに，指導案の

事前チェック（授業改善のポイントが示されているかどうかなど）も行いました。 

資料２ 授業訪問シート（一部） 

学力向上プランによる授業実践 

資料１ 板書モデル 

サイクル１のＤ段階(主に４月中)では，授業改善の取組のイメージをつかむために，Ｐ段階

での計画に沿って授業を行います。 

【事例１】算数科における学習の進め方と板書について共通理解するために，研究主任がモデ

ル授業を行う。 

【事例２】学力向上プランに基づいた授業実践についての実態把握や指導・助言ができるよう

に，ミドルリーダーとスクールリーダーが授業参観を行う。 

めあては黄（ノートは青）で

囲む。まとめは赤で囲む。 
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【チェックの仕方】 

正答－〇 

誤答－✕（余白に理由を書く） 

例）計算間違い，条件を入れ

ていない，式に（ ）がな

い，式が違う，説明の言葉

がない等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１（小学校）】 

 主幹教諭は，家庭訪問期間中（４日間）に，担任外の教員（教頭を含む６名）で全国学力・

学習状況調査の自校採点（70名分）を行うために，以下のような計画を立てました。 

 ○グループ割 

国語科担当グループ（教頭，指導方法工夫改善担当，学力アップ担当） 

   算数科担当グループ（主幹教諭，指導方法工夫改善担当，養護教諭） 

 ○日程及び内容 

１日目･･･採点（１回目） 

２日目･･･担当を変えて採点（２回目） 

３日目･･･グループごとに抽出問題について分析 

４日目･･･それぞれのグループから，抽出問題についての分析結果を報告（校長も参加） 

そして，採点を担当する教員には以下のことを伝え，その重要性を説明しました。 

○自校採点は，単に結果を入力することが目的ではなく，児童の理解度や誤答傾向を把握

するための大切な取組であること 

○この結果は，次回の校内研修会で，全教職員で授業改善の方策を考えるための貴重な資

料になること 

 また，抽出問題及び採点基準については，校長，教頭，主幹教諭，研究主任で事前に確認

し，主幹教諭が資料にまとめ，採点前に説明を行いました（資料１）。 

これらの準備や段階を踏んだことで，各教員が意欲的に自校採点に取り組む姿が見られま

した。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

全国学力・学習状況調査の自校採点及び分析 

児童生徒の学力実態を把握するために，全国学力・学習状況調査の国語科及び算数科・

数学科の自校採点を行い，担任や教科担当者，ミドルリーダー等が分析を行います。 

【事例１】担当する教員が主体的に自校採点に取り組めるように，自校採点計画を立て，

自校採点の目的や重要性を説明する。 

【事例２】サイクル１のＡ段階で行われる検証委員会に向けて，自校採点結果を分析す

る。 

資料１ 自校採点資料(一部) 
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【事例２（中学校）】 

主幹教諭（教務）は，全教職員で授業改善に取り組むことの必要性に気付かせるため，全

国学力・学習状況調査の自校採点を国語科と数学科の教員に依頼しました。その際，研究主

任は，国語科と数学科の教員が主体的に取り組むことができるように，自校採点によって，

国語科や数学科の課題が明らかになることはもちろんのこと，その課題は全教科に共通する

課題であることが予想されることから，本校にとって自校採点が必要不可欠であることを強

調して説明しました。また，自校採点から明らかになった課題を克服するためには，国語科

や数学科のみならず，すべての教科，全教員による授業改善が必要不可欠であることを説明

し，目的意識をもって取り組んでもらうようにしました。 

 その後，研究主任は，国語科と数学科の教員が行った全国学力・学習状況調査の自校採点

結果について，各設問の無解答率，誤答率，正答率等を求め，表１のように整理しました。表

に整理することにより，どの設問に課題があったのか分析しやすくなり，さらには正答率の

低い設問の共通点について見いだしやすくなりました。 

この後のＡ段階で学校全体の分析を行った結果，本校では「自分の考えを表現すること」

に大きな課題があり，このことは国語科，数学科だけの課題ではなく，全教員が取り組むべ

き課題であることがわかりました。 
表１ 無解答率、誤答率、正答率をまとめた表 

設問番号 設問の概要 出題の趣旨 既習学年 単元など 無解答率 誤答率 正答率 

１(1) 5/9×2/3 分数×分数ができる 小学校  4.0％ 18.0％ 78.0％ 

１(2) ・・・ ・・・ 中１ 正負の数 ・・・％ ・・・％ ・・・％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Column 自校の分析方法について 

 自校採点の分析方法については，全教員で採点した結 

果をもとにして，正答率，誤答率，無解答率を表にまと 

めることから始めます。表にまとめることで，誤答率， 

無解答率から課題のある設問が明らかとなります。そし 

て，その設問に児童生徒が実際にどのように答えたのか， 

記述内容等をみていくことにより，児童生徒の要因が明 

らかとなります。 

例えば，平成 29年度全国学力・学習状況調査報告書 

（平成 29年 8月）によると，数学Ａ6(1)（資料）にお 

いて，∠ｘの錯角について正しいものを１つ選ぶ設問では，正答【イ】（42.6％）に対し

て誤答【カ】（32.8％）という結果となっています。【カ】は，「∠ａから∠ｅまでの中に

ない」といった内容であることから，錯角は平行な２直線に１直線が交わった場合のみ

存在すると捉えている生徒が多く，錯角の意味を正しく理解できていないということが

実態として見えてきます。このような分析を自校で行うことにより，２直線が平行でな

い場合も同位角や錯角の位置関係が存在することを意図的に強調して指導していく等，

錯角の意味を正しく理解できるように授業を進めていくことが明確になります。児童生

徒のつまずきを把握し，指導に生かしていくことが児童生徒の確かな学力へとつながっ

ていきます。 

資料２ 平成 29年度全国学力・学習状況 
調査問題数学Ａ6(1) 
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【事例１(小学校)】 

 主幹教諭は，学力向上コーディネーターや研究主任ととも 

に，全国学力・学習状況調査の自校採点結果を集計しました。 

その結果，国語Ｂの問題「条件付き作文」の正答率が低いこ 

とが分かりました。このことを受けて学力向上コーディネー 

ターと研究主任は，検証委員会においてサイクル２の授業改 

善の方策について以下のように提案しました。 

○担任外教師の授業のない時間を活用した少人数指導教員 

の確保と児童の実態に応じた指導方法の工夫 

○主題研究（考えをまとめ表現する活動の徹底）と学力向上の取組の一体化 

○人物の相互関係や心情，場面についての描写を捉え，優れた叙述について考えをまとめる学

習の充実 

そして，主題研究との関連を図るための取組や指導方法の具体的内容について協議しました。

さらに，全教員の参画意識を高めるために，校内研修会で全国学力・学習状況調査の正答率が低

い問題と誤答例の分析結果を提示することを確認しました。 

 

【事例２（中学校）】 

 主幹教諭（教務）は，学力向上コーディネーターと研究主任 

ともに，全国学力・学習状況調査結果を自校採点・集計し，全 

教職員に提案する準備をしました。ここでは，調査結果から学 

校の「強み（部活動や行事を熱心に頑張る等），弱み（家庭学習 

時間が短い等）」を具体化することにより，検証委員会で共通理 

解する内容を検討しました。 

また，主幹教諭（教務）は，取組の第一歩として，授業目的 

カード（めあて・まとめ・ふり返り）を提示（目的カードを作 

り）して，授業改善の｢きっかけづくり｣をし，「授業が変われば 

生徒が変わる」を合い言葉に授業改善の必要性を訴え，先生方 

の授業風景や授業改善にまつわる内容を教務部報で報告してい 

きました。さらに，この取組を全教職員で共有化し，理解を図 

るために，外部講師の招聘計画や学力向上計画，方向性につい 

て，スクールリーダーと相談し，研修日の時間確保を行い，検 

証委員会や校内研修会の実施計画づくりを行いました。 

自校採点の分析結果に基づく学力向上プランの修正 

サイクル２のＰ段階へ見通しをもつために，自校採点の分析結果からみえる児童生徒の課題

を共通理解し，校内研修会等に向けた準備を行います。 

【事例１】今後の方向性を共通理解するために，サイクル２に向けての改善案を提案する。 

【事例２】教職員の目的意識を高めるために，授業改善の必要性を説明する。 

資料１ 検証委員会の様子 

資料２ 授業目的カード 

資料３ 検証委員会の様子 


