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はじめに

大分県教育委員会が、平成２８年２月に提示した「中
学校学力向上対策 ３つの提言」は、中学生の学力及び学
習意欲の向上を目指し、組織的な授業改善を推進するた
めの仕組みづくりについて提言したものです。
「中学校学力向上対策 ３つの提言」の推進重点校とし

て、平成２９年度から３年間、実践と研究を進めていた
だいた８校におかれては、この間、貴重な教育実践を生
み出し、多くの好事例を本県に残してくださったこと
に、心から感謝申し上げます。
推進重点校の取組の中で、教科担任のタテ持ちが教科

部会の充実や若手教員の授業力向上につながること、生
徒による授業評価が教員一人一人の日頃の授業の振り返
りを促し、授業改善を促進することが明らかになってき
ました。
８校の推進重点校の実践を参考に、各学校の実情に合

わせて３つの提言の取組を改善し、充実させ、県内の各
中学校、各教室で、「学びに向かう力」と「思考力・判
断力・表現力」の一層の向上が実現することをお願いい
たします。

令和２年 ３月吉日
大分県教育庁義務教育課長 内海 真理子
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大分県教育委員会（Ｈ２８年２月）

１ 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

①生徒指導の三機能を意識した問題解決的な展開の授業を充
実させるとともに、習熟度別指導を積極的に導入する。

②教科の壁を越え、全ての教科に共通した授業改善の取組内
容を設定し、その視点に基づく互見授業・授業研究を実施
する。

２ 学校規模に応じた教科指導力向上の仕組みの構築

①小規模校は、校内研修の枠で、近隣の学校と合同教科部
会をもち、 指導案や評価問題、教材の作成等を行う。

②複数の教科担任がいる学校は、教科担任の「タテ持ち」
や日課表・週時程表に位置づけた教科部会の実施により、
相談や切磋琢磨できる環境を作る。

３ 「生徒と共に創る授業」の推進

①生徒による授業評価を実施し、それを授業改善に反映する。

②学校が目指す授業像を生徒と共有し、それに向かう学習集団と
しての目標を設定させ、適宜振り返り活動を行う。

Ⅰ．中学校学力向上対策３つの提言

１



１ 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

①生徒指導の三機能を意識した問題解決的な展開の授業を充実させるとともに、
習熟度別指導を積極的に導入する。

②教科の壁を越え、全ての教科に共通した授業改善の取組内容を設定し、その視
点に基づく互見授業・授業研究を実施する。

【 背景 】

中学校では、言語活動を通して教科の目標を達成する授業や、問題解決的な展開の授業の実施が十分で

なく、知識・技能を一方的に教え込むだけの講義型の授業が依然として散見されます。また、生徒の学力差が

大きく、習熟の程度に応じた指導の充実が切実に求められています。全ての教員が、授業改善の意識をもち、

「新大分スタンダード」を基に、生徒の思考力・判断力・表現力等や学ぶ意欲を高める授業を実践できるよう、学

校の組織的な取組が求められます。

【 提言の趣旨 】

学力向上プロジェクト会議では、中学校の授業に係る問題点が様々に指摘されました。いずれも改善が求め

られるものですが、県内中学生の課題と今後、「課題解決に向けた主体的・協働的な学び」がますます重要視さ

れることを踏まえ、「新大分スタンダード」の徹底、特に「生徒指導の三機能を意識した問題解決的な展開の授

業」の充実を提言します。また、きめ細かな指導の充実のために、可能な限り習熟度別指導を実施することを提

言します。

学校の組織的な授業改善については、各学校において、『「目標達成に向けた組織的な授業改善」推進手引

き』（H27年３月）に示された授業改善の５点セットを活用した校内研究が進められています。プロジェクト会議で

は、教科共通の「取組内容」「取組指標」「検証指標」を設定することで、これまで、ともすれば組織的な授業改善

を阻害していた教科の壁を越えることができ、校内研究に取り組みやすくなったこと、また、「『新大分スタンダー

ド』に基づく授業観察シート」の観点を用いれば、担当教科以外の授業についても学び合いや助言が可能であ

ることが報告されています。今後は、これらの取組を全ての中学校で一層進め、学校組織を活用した授業改善

の仕組みを確立することを提言します。

まず、生徒指導の三機能
を生かす場の設定を意識
するところから始めてみ
ましょう。

２



２ 学校規模に応じた教科指導力向上の仕組みの構築

①小規模校は、校内研修の枠で、近隣の学校と合同教科部会をもち、 指導案
や評価問題、教材の作成等を行う。

②複数の教科担任がいる学校は、教科担任の「タテ持ち」や日課表・週時程表
に位置づけた教科部会の実施により、相談や切磋琢磨できる環境を作る。

【 背景 】

県内の中学校は、教科担任が一人の学校が約４割を占め、教科指導に関して先輩教員から指導・助言を得

ることや切磋琢磨する環境を作り出すのが難しい状況です。また、一定規模の学校においても、その時間を生

み出すことが、なかなかできていません。現状を打開するとともに、今後増加する若手教員の育成に備え、教科

指導力を高める仕組みづくりが必要です。

【 提言の趣旨 】

教科指導力を磨きあう必要があることから、教科担任が二人以上配置されている学校においては、一人の教

員が複数学年を担当する、いわゆる「タテ持ち」を導入したり、校内の教科部会を日課表や週時程表に位置づ

けたりすることで、教科指導についての相談や授業づくりの打ち合わせができる環境をつくることを提言します。

教科担任が一人の学校については、近隣の学校と連携をとり、校内研修の時間の枠で計画的に合同教科部

会をもち、評価問題や指導案・教材を作成すること等を通して教科指導力を高めることを提言します。

教科担任の「タテ持ち」について・・・担当例

◆１人の教員が１つの学年を持つヨコ持ち ◆１人の教員が複数学年を担当するタテ持ち
（３学年分担当例）

１年 1組 ２組 ３組 ４組 A先生（１年団） １年 1組 ２組 ３組 ４組

２年 1組 ２組 ３組 ４組 B先生（２年団） ２年 1組 ２組 ３組 ４組

３年 1組 ２組 ３組 ４組 C先生（３年団） ３年 1組 ２組 ３組 ４組

A先生 B先生 C先生

（1年団） （2年団） （3年団）

◆１人の教員が複数学年を担当するタテ持ち
（２学年分担当例）

◆１人の教員が複数学年を担当するタテ持ち
（教員のキャリア等に応じた担当例）

１年 1組 ２組 ３組 ４組 １年 1組 ２組 ３組 ４組

２年 1組 ２組 ３組 ４組 ２年 1組 ２組 ３組 ４組

３年 1組 ２組 ３組 ４組 ３年 1組 ２組 ３組 ４組

A先生 B先生 C先生 A先生 B先生 C先生

（1年団） （2年団） （3年団） （1年団） （2年団） （3年団）

３



３ 「生徒と共に創る授業」の推進

①生徒による授業評価を実施し、それを授業改善に反映する。

②学校が目指す授業像を生徒と共有し、それに向かう学習集団としての目標を設定させ、
適宜振り返り活動を行う。

【 背景 】

過去の全国学力・学習状況調査（生徒質問紙調査）では、県内中学生の約１割が、「授業中、分からないこと

があったときどうするか」という問いに「そのままにしておく」と回答しています。質問したいことがあっても、講義型

の授業の中で質問の機会を捉えられなかったり、教師の対応が不適切で質問してよかったと思えなかったり、学

級に分からないことを分からないと言いにくい雰囲気があったりすると、積極的な質問はできません。生徒の困り

や戸惑いを把握し、配慮ある指導をすることが求められます。

【 提言の趣旨 】

分かる授業、楽しい授業にするには、生徒の声に耳を傾け、困りやつまずきの様相を把握し、それを授業改

善に生かすことが必要です。その仕組みをつくるために、生徒による授業評価の実施を提言します。

また、生徒が授業に集中し、主体的・協働的に学ぶには、落ち着いて安心して学べる学習集団であることが

不可欠です。学びに向かう学習集団をつくるには、教師の確かな教科経営力・学級経営力はもちろん、生徒が

望ましい学習集団づくりに主体的に参画することが重要です。そこで、生徒にも学校が目指している授業像を示

し、共有した上で、目指す授業像の実現に向けた生徒なりの目標を立てさせ、機会をとらえて振り返りを設定す

るなどして、生徒による継続的・発展的な授業改善が期待できる仕組みをつくることを提言します。

※左側が学級目標、右側が学習目標

学習目標に「自分たちで創り上げる学習～活発な挙手・あたたかなかかわり合い」を掲げ、学期

末や研究授業、学校行事等の前後など、機会をとらえて、自分たちの学習状況を振り返り、学習目

標の達成度を確認し合うとともに、具体的な改善方策を立てる取組を進めています。

生徒が、目指す授業像の実現に向け設定した学習目標の例（岐阜市立東長良中学校）

４



Ⅱ．３つの提言推進重点校の取組例

５



提言１．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

（１）教科の壁を越え、全ての教科に共通した授業改善の取組事例

タイムスケジュール めあて 課題 ｷｰﾜｰﾄﾞ まとめ ふりかえり

本
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①「１時間の流れ」を提示
②生徒にとって分かりやすい「めあてや課題」の提示
③「まとめ、振り返り」の提示による学習内容の確認
④「考える時間や場面」の設定
⑤友だちの考えに「なるほど」と感じる場の設定
⑥分かりやすい板書（黒板に書かれた内容）

【新大分スタンダードに基づいた授業スタイル】

キ
ー
ワ
ー
ド
を
活
用
し
た

体
育
科
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

①「１時間の流れ」を意識して授業ができていますか。
②「めあてや課題」が分かりやすいと感じますか。
③「まとめ、振り返り」の提示によって、学習内容を確
認できていると感じますか。
④「考える時間や場面」はあると感じますか。
⑤友だちの考えに「なるほど」と感じる場がありますか。
⑥板書は、分かりやすいと感じますか。

【生徒による授業評価の項目】連動

左上は、この学校が目指す授業像を、①～⑥にまとめたものです。そして、右上が、生徒
による授業評価の項目です。左と右の内容が一致していることが分かります。

つまり、自分たちが目指す授業像を、生徒の目線から捉え、改善に活かしていこうとする
取組です。まさに、「子どもから学ぶ」という先生方の謙虚な姿勢が伺えます。

６

この学校では、全ての教科等の授業において、概ね、上の写真のように、赤い枠で
囲んでいる６つの要素を板書に位置付けるようにしています。生徒にとっては、どの
授業においても、同じような視点で板書を見ることができる良さがあります。



・前時までの復習として「尊敬語」「普通の語」
「謙譲語」の表現を確認する。
★「読む」⇒「お読みになる・読まれる」尊敬語
★「する」⇒「なさる」尊敬語

「いたす」謙譲語 など

・例文の中で修正すべきと思う表現を修正（個の活動）
・班で確認をし合う。（少人数の活動）
⇒尊敬語、謙譲語に
修正すべきか判断する。

・○○の長さが変化することで、ともなって変わる数量はどんなもの
があるかな？ ⇒（生徒案） ・封筒の残りの面積

・出ている白の面積
・出ている白＋赤の面積

・この２つの数量の関係は何だろう？ ⇒（生徒予想） 比例？反比例？
・このことを調べるにはどんなものを使えば調べられるだろう？

⇒（生徒案） 表、グラフ、式 （本時は比例を調査）
・では、比例であるかどうかをみんなで調べよう！
「比例であるための表、グラフ、式のキーワードは何だったかな。」
（みんなで確認）

（２）生徒指導の三機能を意識した授業の取組事例・・・「説明活動」の充実

この取組事例は、説明に「使うもの」や「必要な要素（キーワード）」を生徒に明確に示し、
意図的に使わせることで、学習内容の理解を深めることをねらっています。

数学の実践では、生徒が自分なりの考えをもつことができたり（自己決定）、生徒が自分
なりの考えをまとめ、表現したりしている（自己存在感）ことが伺えます。

また、国語の実践では、班での交流活動等を通して、生徒が自分の考えを深化・拡充し
ていく（共感的な人間関係）ことが期待できます。
この学校の「説明活動」は、生徒指導の三機能を意識した授業実践と言えます。

★生徒活動へ
表、グラフ、式の小グループ

★生徒の説明活動へ
キーワードを使って説明

★全体交流へ
表現のよいところを出し合う

７

この学校は、単元計画の中で、いくつかの授業に「説明活動」を取り入れるように
しています。例えば「比例」について、表、グラフ、式を使って説明する場合に、そ
れぞれに必要な要素（キーワード）を示して、使わせるようにしています。

上の国語の実践は、「敬語」で表現された文章の間違いを修正するという学習で
す。班の中で、修正した理由を説明する活動を行っています。この授業において
も、説明に、必要な要素（キーワード）を示して、使わせるようにしています。

数学科における説明活動の取組事例

国語科における説明活動の取組事例

めあて：ともなって変わる２つの数量の関係を調べよう！

めあて：丁寧語、尊敬語、謙譲語を適切に使った「会話マニュアル」をつくろう！

キーワード ①話す相手は誰？
②この表現は誰の動作？



提言２．学校規模に応じた教科指導力向上の仕組みの構築

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

Ａ先生
３年生全学級と
２年生２学級を担当

Ｂ先生
２年生１学級と
１年生全学級を担当

国語科の場合（例）

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

Ａ先生
３年生全学級と
２年生１学級を担当

Ｃ先生
３年生１学級と
２年生１学級と
１年生１学級を担当

数学科の場合（例）

※２・３年生は習熟度別指導

Ｂ先生
２年生１学級と
１年生３学級を担当

Ｄ先生
３年生２学級と
２年生全学級を担当

教科担任の「タテ持ち」のイメージ

「タテ持ち」のメリット
□若手教員の人材育成、指導技術の向上
□教員同士のコミュニケーションの増加
□３年間を見通した教科指導の実施
□教科部会の活性化
□学校全体で生徒を育てる意識の醸成 など

「タテ持ち」

教科担任が二人以上配置されている学校において、
一人の教員が複数学年を担当すること。

（１）教科担任の「タテ持ち」とは

８



日課表に位置付けた教科部会の
充実、記録化

月曜日

１ ２ ３ ４ ５ ６

社会科
Ａ先生

３－３ ３－１ ２－１ 総合

社会科
Ｂ先生

１－１ ３－２ 学活

社会科
Ｃ先生

１－３ １－４ 学活

英語科
Ｄ先生

１－２ ３－２ １－１ 学活

英語科
Ｅ先生

３－３ ３－１ ２－１

英語科
Ｆ先生

３－３ ２－３ 総合 ２－１

金曜日

１ ２ ３ ４ ５ ６

音楽科
Ａ先生

１－３ １－１ ３－１

美術科
Ｂ先生

１－１ ３－１ １－２

保体科
Ｃ先生

２－２ １－４ 学活 ２－１

保体科
D先生

３－１ １－３ ３－３

技家科
Ｄ先生

１－４ １－４ ３－２

 全教科で、日課表に位置付けて「教科部会」を実施

・授業進度や内容の情報交換
・授業プリントや教材の共有
・つまずきの洗い出しと解決策の検討
・評価規準や定期テストの検討
・生徒による授業評価の分析 等

教科部会の内容

教
科
部
会

教
科
部
会

教
科
部
会

「教科部会」の効果
 若手教員の育成（ＯＪＴの場）

 「タテ持ち」による教材研究
の負担増の解消

事例２ 域内の学校や市教委等と合同で行う教科部会 ～「戦略会議」～

【構成】
・市教委指導主事
・指導教諭
・習熟度別指導推進教員等

金曜日

１ ２ ３ ４ ５ ６

国語科
Ａ先生

１－１ ３－３ ２－３

社会科
Ｂ先生

３－３ ２－１ ３－１

数学科
Ｃ先生

３－１ ２－２ １－２

英語科
Ｄ先生

２－３ ３－２ １－４

市内の
戦略会議

 域内の学校や市教委等と合同で行う「戦略会議」を、日課表に位置付けて実施
 「戦略会議」の内容は、市内全中学校と共有

・組織的な授業改善策
・公開授業の指導案審議
・各種学力調査の分析と対応等
短期の検証改善システム

会議の内容

研究主任を核として

・他校の若手教員や小規模校の教員も
参加しています。
・他校の教職員が校内研に参加したり
習熟度別指導推進教員等が他校の校
内研や指導案作成等に参加したりして
学校の枠を越え、人材育成の拠点に
なっています。

事例１ 日課表に位置付けた「教科部会」

（２）教科部会の事例 ～相談や切磋琢磨できる環境づくり～

９



提言３．「生徒と共に創る授業」の推進

 分かる授業、楽しい授業にするため、生徒の声に耳を傾け、
困りやつまずきの様相を把握し、授業改善に生かすこと。

生徒による
「授業評価」とは

事例１ ～教科ごとに、年間を通して１枚のシートで行う授業評価～

５月２９日
班などの話し合いを増やし
てほしいです。（ホワイトボー
ドを使って）

７月４日
授業の中で、班の話し合い
やホワイトボードを使う授業
は、とてもわかりやすい。

１０月１５日
授業の中で、班の話し合い
があって、私自身も理解度
が上がったように思う。

これは、数学の授業評価シートです。１枚にすることで、年間を通して
変容が見えるので、教師にとっても生徒にとっても、成果や現在の状況
が意識しやすい良さがあります。

１０

先生の説明が丁
寧で分かりやす
いし、数学が好
きになってきた
かも。

数学の授業評価シート



１年３組 社会科担当：A先生

0

1

2

3

4

5
①授業規律

②めあて・振り返り

③授業の流れ

④考える時間⑤発表する時間

⑥ペア班

⑦黒板

生徒による授業評価の項目 （例）

①先生は、授業規律について指導した。
②「めあて・課題・まとめ・振り返り」があった。
③授業のはじめに「授業の流れ」が示されていた。
④自分で考えたり、調べたりする時間があった。
⑤自分で考えたり、調べたりした内容を発表する時間があった。
⑥ペア・班で意見を出し合ったりする時間があった。
⑦授業の内容が黒板に分かりやすくまとめられていた。

当てはまる
４

当てはまらない
１

どちらかといえ
ば、当てはまる

３

どちらかといえば、
当てはまらない

２

１年４組 社会科担当：B先生

「タテ持ち」を実施しているＡ中学校では、「授業評価」の結果をレーダーチャート
で示しています。
■A先生は、「めあて・振り返り」や「授業の流れ」の提示
■B先生は、「板書の書き方」
にそれぞれ課題があることが分かり、その後の授業改善に反映できます。

事例２ ～生徒による授業評価の結果をレーダーチャートに～

ぼくの授業は、「めあて・振
り返り」の提示や「授業の流
れ」の提示が生徒に伝わりに
くいんだな。

これからは、授業の導入や
終末を丁寧に行っていくこと
にしよう。

私の授業は、「板書」に課題
があるのか。
A先生は、板書の評価が高
いみたいだ。A先生の板書を

参考にしてみよう。また、教科
部会の時に、板書のコツを聞
いてみよう。

とても
当てはまる

５

１１



Ⅲ．推進するための準備や諸条件
提言１．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

全ての教科等に共通した授業改善を図るには

互見授業の様子

推進重点校の教員に
よるグループ協議の
まとめ １２

👉 改善のベクトルをそろえる

👉 ミドルリーダーの取組内容の明確化

👉 互見授業のシステム化

○全体のベクトルをそろえることが教師の意識改革につながる。

○ベクトルがそろうと、教師も見通しをもって授業に臨むようになる。

○学校全体での取組内容はシンプルにすると、改善のベクトルをそろえやすくなる。

○組織的な授業改善を進める上で、欠かせないのは教務主任や研究主任等が、目指す授業
のイメージを描くこと。

○目指す授業像をどのような形、どのような方法で全職員に広げていくか、手立てをもつこと。

☞例えば、本書の６～７ページのような取組

○互見授業週間を設定したり、授業予定を見える化したり（職員室に掲示）して、日常化を図る。

○若手教員が授業に参観しやすい雰囲気ができ、若手教員の相談体制づくりにもつながる。



提言２．学校規模に応じた教科指導力向上の仕組みの構築

教科部会を充実させるには

教科の進度等の相談

授
業
の
相
談

定期の教科部会

１３

👉 教科部会の目的の明確化

👉 教科部会の日課表への位置付け

👉 教科部会の内容と日常の指導方法をリンク

例えば、以下のような目的を全教職員で共有する。

○教師の授業力の差による生徒の学力差を生まないため。

○上の世代が下の世代に引き継いでいくため。

○これからの時代に「求められる力」に応じた授業改善を進めるため。

○教科部会を日課表に位置付けることで、定刻になると自ずと集まるようになる。

○５０分の日もあれば内容によっては３０分の日もある。可能な時間内での会議で行う。

○回数が重なるにつれ、話し合いが深まってくる。

○日常の授業の評価の仕方や指導法をそろえる。

○教師どうしの指導方法の違いや課題の吟味等、授業改善に向けた話合いができるようになる。

○部会の記録を毎回残し、部会の内容を振り返ったり、俯瞰したりできるようにする。



提言３．「生徒と共に創る授業」の推進

生徒による授業評価の充実を図るには

１４

👉 授業評価の意義を生徒も理解

👉 生徒の「声」を授業で実現

○目指す授業像を生徒と共有し、生徒とともに学習目標を設定したり、学習目標を
授業評価の項目に反映させたりする。

○教員と生徒が共通理解できるような資料をワンペーパーで作成し活用する。

○異動で教員のメンバーが入れ替わっても、生徒の代表が、「～な授業を目指している」
と説明するような場面をつくる。

＜実際の生徒の「声」＞

・全教科で授業前の「２分前活動」を取り入れてほしい。

・ノートにまとめる時間がもう少しほしい。

・時間内に授業の内容が終わらず、強制的に切り上げる時があるの
で、時間を意識してほしい。

・毎日ノートの「今日のここをやるといいよ」みたいなネタがほしい。

・黒板の字をもっときれいに書いてほしい。

・もっと班で話し合う時間がほしい。

生徒の「声」を授業で実現したことを
生徒自身に自覚できるようにする。



令和元年度「中学校学力向上対策３つの提言」に係る取組状況等調査結果

■調査目的 「中学校学力向上対策３つの提言」の実施状況を把握し今後の施策に生かす。
■調査対象 県内市町村立中学校・義務教育学校後期課程：１１９校
■調査期間 令和元年７月５日～８月５日

調査の概要

（提言１）「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」

①生徒指導の三機能を意識した問題解決的な展開の授業
（校数）

校内研究や授業改善の取組内容等に

■「設定して、全教員が取り組んでいる」と回答した学校は、107校（89.9％）であり、昨年度
とほぼ同じ状況にある。 【参考】H30：90.3%

②「習熟度別指導」の実施状況
（校数）

■「（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、
53校（44.5％）であり、昨年度と比べると少し減少している。 【参考】H30：46％

③互見授業や授業研究の実施予定 ※「全ての教科に共通した授業改善の取組内容」について

（校数）

■教員一人あたりの実施回数
の割合は、「学期に１回」が
55校（46.2%）と一番多く、昨
年度とほぼ同じ状況である。

【参考】H30：45.2%

※教員一人あたり

※複数回答可

令和元年9月大分県教育委員会

5

7

107

0 20 40 60 80 100 120

設定していないが、ほとんどの教員が取り組んでいる

設定しているが、全教員の取組とはなっていない

設定して、全教員が取り組んでいる

2

10

14

14

24

55

0 10 20 30 40 50 60

全員が行うわけではない

月に１回程度以上

年に１回

年に２回程度

学期に２回程度

学期に１回

43

34

27

13

10

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

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

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

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

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

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

Ⅳ. アンケート結果

１５



（提言２）「学校規模に応じた教科指導力向上の仕組みの構築」

①近隣校との合同教科部会の実施

■「教科担任が１人～２人の学校」の７０校のうち、
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、５５校（78.6%）であり、昨年度
より少し増加している。

【参考】H30：74％

②合同教科部会を実施する時間

■「その他」と回答した学校（抜粋）
・授業公開に合わせて参観授業・事後研修会
を実施。

・教科ごとに日時を設定して、参観授業・教
科部会を実施。

・公務用共有ネットを利用して情報共有を図る。

④教科部会の設定状況

■教科部会を、「教科毎に日課表や週時程表に位置付けている」学校は10校あり、昨年度より少
し減少している。 【参考】H30：12校

（校数）

⑤「タテ持ち」の実施状況

■84%の学校で「タテ持ち」が行われている。
■意図的に「タテ持ち」を実施している学校は、37校（31.1％）であり、昨年度より増加して
いる。 【参考】H30：25.8%

（校数）

合同教科部会を
実施している
（する予定）
73.1%

③教科部会の実施頻度
※複数の教科担任がいる学校

■「複数の教科担任がいる学校」４９校のうち、
「月に１回程度」教科部会を実施する学校は、
２６校（53.1%）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。

（％）※教科担任が１人～２人程度の学校 ※教科担任が１人～２人程度の学校

※複数回答可

（校数）

21.4%

合同教科部会を
実施している
（する予定）
78.6%

合同教科部会を
実施していない
（予定していない）

10.2

22.0

22.0

45.8

0 10 20 30 40 50

校内研修の時間

その他

全ての教科が一斉に行えるよう確保し

た放課後等の時間

教科ごとに設定した放課後等の時間

26

9 8
4

2

0

5

10

15

20

25

30

月に1回程度 月に2回程度 学期に2回程度 週に1回程度 教科によっ
てまちまち

1
8
8
10
13
16

63

0 10 20 30 40 50 60 70

その他

「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

「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」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

「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

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

8
10

15
16

30

0 5 10 15 20 25 30

教科主任に任せている

教科毎に日課表や週時程表に位置付けている

回数等の目安はあるが、教科毎に設定の仕方が異なる

放課後に、全教科が一斉に部会をもつ日を設定している

校内研修の時間を使って部会を開いている
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（提言３）「生徒と共に創る授業の推進」

■「授業評価を実施している」学校は、114校
（95.8％）あり、ほぼ100％の学校が実施予定
である。

①生徒による「授業評価」の実施 ②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、
72校（63.2%）で一番多い。【参考】H30：63.6%

（校数）

■「学年や学級で「目標」を設定するなどして、学
習集団として目指す「授業像」を明確にしている」
と回答した学校は、90校であり、昨年度より増加し
ている。 【参考】H30:59校

（校数）

③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、111校（97.4％）であり、ほぼ
同じ状況である。 【参考】H30:97.5%

④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）
・生徒による授業評価後、教師が各自授業を
振り返り、アンケートに記入した。2回目の
授業評価では、板書の改善について低かっ
た教科の数値が上昇した。

・「わからない・苦手」という意識をもつ生
徒の割合などから、教科部会で分析をし、
授業の進め方や見取りの仕方の工夫改善に
つながっている。

・評価の高い授業を見学するなど、授業スタ
イルを交流する雰囲気が生まれた。

・研究主任が集約・分析し、学校評価４点
セットや授業改善５点セットに反映させて
いる。また、来学期の取組内容を全職員で
共通理解した上で、最初の授業の際各教科
担当が取組内容について生徒の前で話をす
るようにしている。

⑤生徒の学習意欲の向上

（校数）

（校数）

■「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、109校（99.1％）である。

【参考】H30:99.2%

⑥目指す「授業像」の追求 ※複数回答可

3

5

111

0 20 40 60 80 100 120

今年度から実施している

今年度中の実施を検討している

以前から実施している 72
24

7
6

2
2
1

0 20 40 60 80

学期に１回程度
学期に２回程度

単元ごと
月に１回程度
年に２回程度

毎時間
その他

3

40

71

0 20 40 60 80

始めたばかりでまだ分からない

どちらかといえば、生かされている

生かされている

1

65

44

0 10 20 30 40 50 60 70

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

90

34

77

60

69

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

学年や学級で「目標」を設定するなどして、学習集団として目指す「授業像」を明確にしている

目指す「授業像」に対して、適宜振り返る活動を行い、生徒が自らＰＤＣＡサイクルを回している

学習規律や授業のきまり等を生徒が考え、それを守る取組を生徒会や学級会で行っている

授業の受け方等について問題があれば、学級会等で話し合いを持ち、自分たちで改善しようとしている

生徒会等で、学習に関するキャンペーン等を行っている

１７



Ⅱ 教科の壁を越え、授業改善を学校組織全体で進める仕組みの構築

中学校学力向上対策プロジェクト会議（Ｈ２８年 1月）

Ⅳ 学校規模に応じた教科指導力向上を図る仕組みの構築

（１）小規模校は、校内研修の枠で、近隣の学校と合同の教科部会をもち、 評価問題や指導案・教材作成等を通
して、教科指導力の向上を図る。

（２）複数の教科担任がいる学校は、教科担当のタテ持ちや日課表・週時程表に位置づけた教科部会を実施し、
教科の専門性に関わる相談や授業づくりの打ち合わせを行う必然性をつくる。

Ⅲ 授業改善が進まない教員に対するきめ細かい指導

（１）授業改善が進まない教員には、管理職等が個別の具体的な指導を行い、改善を促す。
（２）管理職や主幹教諭・指導教諭等は、授業観察に基づき、問題点を具体的に指摘して改善の方向性を示すと

ともに、一定期間を置いて、改善されているかどうか確認する。
（３）提案授業等の際には、指導教諭や学力向上支援教員が指導案作成時から関わり、事後研には指導主事も

加わって、きめ細かい指導・助言を行うことを繰り返し行う。

（１）校長が授業改善の責任者であることを自覚し、リーダーシップを発揮して、全教員が授業改善に取り組む体
制をつくる。

（２）教科共通の具体的な取組内容・取組指標・検証指標を設定し、授業改善の短期ＰＤＣＡを実働させる。
（３）目的を明確にして、教科共通の視点による互見授業・提案授業・研究協議を行う。
（４）管理職等は、「授業観察シート」を活用した授業観察を行い、授業改善の進捗状況を把握するとともに、指導

助言を通して教員一人一人の授業改善に積極的に関わる。

Ⅵ 生徒と共によりよい授業を創造する「学びに向かう学習集団」づくりの推進

（１）生徒による授業評価を実施し、それを授業改善に反映させる。
（２）特別活動の充実を図り、所属感を感じられ、安心して学べる学級を生徒と共につくる。
（３）教員が目指している授業像を生徒と共有し、それに向かう学習集団としての目標を設定させ、生徒による授業
改善のＰＤＣＡサイクルの確立を図る。

Ⅴ 生徒に困りや戸惑いを生じさせない指導の工夫・配慮

（１）補充指導に全教員で組織的に取り組み、「分からないところをそのままにさせない」体制を整える。
（２）学びに向かう力が高まる中学校生活のスタートを学校全体で創出する。

Ⅶ 教員の資質向上を促す基盤整備

（１）県教育委員会と市町村教育委員会は、小中学校の人事交流を検討する。
（２）県教育委員会と市町村教育委員会は、指導教諭や学力向上支援教員の効果的な配置と活用を検討する。
（３）県教育委員会と市町村教育委員会は、各教科の核となる教員の意図的・計画的な育成・活用を検討する。
（４）県教育委員会は、部活動の指導体制等、教材研究の時間を確保するシステムについて研究する。

Ⅰ 密度の濃い授業を目指した「新大分スタンダード」に基づく授業改善の徹底

（１）生徒が困りや疑問を表出でき、それを解決する楽しさや必要感がある授業にすることが重要である。 「新大分
スタンダード」の中でも、特に生徒指導の三機能を意識した問題解決的な展開の授業の充実に努める。

（２）単位時間の評価規準を具体的に設定し、「C 努力を要する」状況の生徒への手立てをその時間内に講じると
ともに、小テストや単元テスト等で学習の定着状況を把握する。

（３）評価を生かして、習熟度別指導を実施したり、指導計画を変更したり、個に応じた補充指導や家庭学習の課
題提示等を行ったりするなど、 きめ細かい指導を重ねていく。

中学校の学力向上に向けた改善 ７つのポイント
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