
資料１

【説明】



学力向上に向けた今年度の取組 「Ｒ３第１回学力向上検証会議」10月１日より

１．授業力を高めることによる、自立した学習者を育成する組織的な取組の推進

⑤中学校学力向上対策「３つの提言」のさらなる充実

２．Withコロナにおける特別活動や体験的な学習の保障

②キャリア・ノート等を活用した「目標をもって生きる意欲や態度」の育成

・「新大分スタンダード」の質の向上 ⇒付けたい力を明確にした単元の指導計画の作成
⇒教師だけでなく子どもも見通しを持てるような単元計画の提示
⇒単元を見通した「めあて」「振り返り」の確実な位置付け
⇒実践事例にもとづいた研修の質の向上（模擬授業、板書写真、授業動画等） 等

②家庭学習を含めた１人１台端末の効果的な活用等による指導方法・指導体制の工夫改善

①「2020からの授業づくりﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」「早わかり！単元計画の作成手順」等を活用した実践や研修の充実

⇒「各教科等の学習過程を踏まえたＩＣＴ活用ハンドブック」(R3.5更新)の活用
⇒互いの考えを共有するための１人１台端末活用
⇒家庭学習と授業の連動 等

③小学校高学年における教科担任制の推進 ⇒ 「分かる・楽しい」授業
⇒若手とベテランが協働する交換授業や教材研究
⇒担任をしていない学級の生徒指導・生活指導の共有 等

④「授業力向上アドバイザー」による経験年数の浅い教員への指導支援
⇒単元の指導計画の作成の指導・支援
⇒校内研修への積極的な参画
⇒示範（模擬）授業や授業動画等を活用したそれぞれの課題に応じた指導
⇒対象教員に指導したことが児童生徒の学力に繋がっているかの見取り 等

⇒すべての教科に共通した取組内容を設定する等による組織的な授業改善
⇒教科部会を「３提言」の指導主事訪問と重ねて実施 等

①自己有用感や達成感を味わわせる活動の工夫
⇒特別活動や体験的な学習における「めあて」「振り返り」の位置付け
⇒効果的・効率的な学びにつなぐための教育課程の見直しや改善 等

⇒キャリア・ノートの活用場面の設定と年間指導計画への位置付け 等 1



①校内研修で扱った
②管理職が授業づくり
の活用を促した

③職員会議等で共通
理解を図った

④特に活用していない

小学校（250校） 43.6% 24.4% 30.0% 2.0%

中学校（119校） 50.4% 21.8% 27.7% 0.0%

（１）ハンドブック等を活用した校内研修の実施

○ 小・中学校ともに、ほとんどの学校で何らかの形でハンドブック等を活用している。
○ 活用状況が高いことからも、ハンドブック等の内容については、概ね周知が図られていると考える。
▲ ハンドブック等を活用していない学校は、周知が図られている可能性もあるが、どの程度取組が進ん

でいるか確認等行なう必要はある。

（２）校内研修に基づく互見授業の計画的な実施

○ 小・中学校の肯定値は高い水準を維持しているとともに、全国の肯定値より高い。
▲ 「よくしている」の割合は、Ｈ３１と比べると小・中学校ともに大きく下降している。
▲ コロナ禍により、校外での研修がオンラインや聴講のみとなる状況であることからも、校内・域内で

の実践的な研修の充実が今後一層重要になる。

※「Ｒ３.12 教育課程編成・実施状況調査」（義務教育課）から

①「2020からの授業づくりﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」「早わかり！単元計画の作成手順」等を活用した実践や
研修の充実

【項目23】授業研究や事例研究など、実践的な研修を行っていますか
（小）

【項目23】授業研究や事例研究など、実践的な研修を行っていますか
（中）

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｒ３

よくしている どちらかといえばしている

69.7 30.3 ⇒ 100
78.8 21.2 ⇒ 100

64.5 31.9 ⇒ 96.4

肯定値

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｒ３

よくしている どちらかといえばしている

58.0 39.5 ⇒ 97.5
73.8 24.6 ⇒ 98.4

55.1 40.2 ⇒ 95.3

肯定値Ｒ３全国肯定値 98.1 Ｒ３全国肯定値 93.9

※「Ｒ３ 全国学力・学習状況調査学校質問紙調査から」
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１．授業力を高めることによる、自立した学習者を育成する組織的な取組の推進



（３）めあて・振り返りの位置付けについて

○ 小中ともに「よく行った」は全国平均値を上回る。中学校は、教科担当が違うことや複数の教科
担当がいる現状から、小学校に比べ取組状況は若干上回っている。

▲ 学習指導要領の全面実施に伴い、教育課程の編成や単元の指導計画の作成をもとに、より一
層の組織的・計画的な取組を進める必要がある。

※「Ｒ３全国学力・学習状況調査学校質問紙調査から」

（4）評価規準や評価方法の教員間での明確化・共有化

【項目47】前年度までに、創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼

性が高められるよう、評価規準や評価方法の教員間での明確化・共
有化や、学年会や教科等部会等の校内組織の活用など、組織的か
つ計画的な取組をしましたか（小）

【項目47】前年度までに、創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼

性が高められるよう、評価規準や評価方法の教員間での明確化・共
有化や、学年会や教科等部会等の校内組織の活用など、組織的か
つ計画的な取組をしましたか（中）

【項目48】前年度までに、授業の中で目標（めあて・ねらい）を児童に

示し、授業の最後に学習したことを振り返る活動を計画的に取り入れ
ましたか（小）

【項目48】前年度までに、授業の中で目標（めあて・ねらい）を生徒に

示し、授業の最後に学習したことを振り返る活動を計画的に取り入れ
ましたか（中）

○ 小中ともに「よく行った」は全国平均値を上回る。「新大分スタンダード」を基にした授業改善が浸透
していると考えられる。

▲ 「大分スタンダード・新大分スタンダード」の取組を進めて９年を経過。一層の充実が望まれる。

秋田県

全国

大分県

よく行った どちらかといえば行った

32.8 57.1 ⇒ 89.9
30.0 58.3 ⇒ 88.3

肯定値

秋田県

全国

大分県

よく行った どちらかといえば行った

30.7  54.1 ⇒ 84.8
24.8 59.6 ⇒ 84.4

肯定値

16.6  70.7 ⇒ 87.3

秋田県

全国

大分県

よく行った どちらかといえば行った

75.6 21.0 ⇒ 96.6
61.6 36.2 ⇒ 97.8

肯定値

秋田県

全国

大分県

よく行った どちらかといえば行った

79.9 18.9 ⇒ 98.8
67.6 30.7 ⇒ 98.3

肯定値

79.6 18.8 ⇒ 98.4 82.6 17.4 ⇒ 100

17.4 68.8 ⇒ 86.2

※「Ｒ３全国学力・学習状況調査学校質問紙調査から」
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①「2020からの授業づくりﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」「早わかり！単元計画の作成手順」等を活用した実践や
研修の充実



実践や研修の充実に向けた市町村の特徴的な取組

○ 市町村の協議会や校長・教頭会、校内研修等で本資料を活用して
周知【ほとんどの市町村で記載】

○ 授業力向上アドバイザーや拠点校指導教員等が、経験年数の浅い
教員へ、ハンドブック等をもとに統一した指導【中津・豊高・杵築・由布】

○ 指導案作成等において、単元計画の作成手順等を活用したり、単
元を見通して各時間を設定するなど、単元を踏まえた授業づくりの
意識の高まり【杵築】

○ 統一した資料による共通理解が図られ、単元構想を意識した
授業づくりが組織的・計画的に進みつつある

▲ 学校・教科等により単元の指導計画の作成等の取組の差が見
られる。児童生徒の実態に応じ、単元の指導計画の見直しを
行う等今後も一層の充実が必要

成果・課題
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①「2020からの授業づくりﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」「早わかり！単元計画の作成手順」等を活用した実践や
研修の充実



ＩＣＴの活用状況についてＩＣＴの活用状況について

51%42%

7% 0%

ほぼ毎日

週１回以上

月１回以上

月１回未満

① 授業において、児童生徒がタブレット端末などのICTを使った学習を１クラス当たりどの程度行いましたか。

59%
38%

3% 0%

ほぼ毎日

週１回以上

月１回以上

月１回未満

② 令和３年度の授業において、教員が⼤型提⽰装置、タブレット端末等のICTを活⽤した授業を１クラス当たりどの程度⾏いましたか。

小学校 中学校

82%

18%

0%0%

ほぼ毎日

週１回以上

月１回以上

月１回未満

小学校 中学校

77%

21%

2% 0%

ほぼ毎日

週１回以上

月１回以上

月１回未満

②家庭学習を含めた１人１台端末の効果的な活用等による指導方法・指導体制の工夫改善

※「Ｒ３.12 教育課程編成・実施状況調査」（義務教育課）から

＜小学校＞授業において、児童がほぼ毎日、タブレット端末等を使ったと回答した割合は５１％
教員が１クラス当たりICTを活用した授業をほぼ毎日行ったと回答した割合は２１％。

＜中学校＞授業において、生徒がほぼ毎日、タブレット端末等を使ったと回答した割合は５９％
教員が１クラス当たりICTを活用した授業をほぼ毎日行ったと回答した割合は１８％。

○小・中学校ともに、タブレット端末の活用頻度については高い値となっている。 5



フロンティア校における授業のイノベーション

ＩＣＴを効果的に活用した主体的・対話的で深い学びの実現及び授業改善を目指して、「授業のイノベーションを促すフロンティア校
」を指定し、人的支援及び指導支援等を行う。また、フロンティア校の取組の成果を普及し、県内各小・中学校等のＩＣＴを効果的に
活用する授業を推進し、その充実を図る。

目
的

②家庭学習を含めた１人１台端末の効果的な活用等による指導方法・指導体制の工夫改善

取
組
内
容

協働的な学びの充実

個別最適な学びの実現

○ デジタル教材の活用による意見交流や個に応じた学習活動の実施

▲ 単元の目標や授業のねらいに即したＩＣＴの効果的な活用

▲ ＩＣＴを効果的に活用する場面について、単元の指導計画等への位置付け

学習者用デジタル教科書の音声機能に
よって、くり返し発音を確認

スライドアプリに意見を入力し、リアル
タイムで意見交流

デジタル付箋に入力した意見を交流した
後に、自分の考えを整理

アプリのコメント機能により、意見交換

各種アプリに振り返りの内容を蓄積し、
自分の学習状況を把握

AIドリルを活用して、復習問題に取り組
み、家庭学習にも活用

成
果
・
課
題

※ 義務教育課ＨＰ掲載資料 ＵＲＬ https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/gigasukunosuishin.html
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小規模校における遠隔教育

中山間地域等の小規模校（中学校単学級）において、専門家等の外部人材を活用した遠隔システムによる授業を実施することに

より、日常の教育活動を支援したり、子どもたちの学習や教員の指導の幅を広げたりして、教育の質の向上を図る。

学習活動の概要

情報の技術の基本的な仕組みに
ついてまとめる。

チャットツールにおける問題を見い
だし、課題を設定する。

チャットツール利用のルールづく
りに取り組み、発表する

プログラムの評価、改善及び修正に
取り組む。

チャットツールのプログラミングに取
り組む。

免許外教科担任の授業を支援するために、大分大学教授よる遠隔システムを活用した授業
に取り組んだ。学習内容は、中学技術の「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツの
プログラミング」を行った。

遠隔

遠隔

遠隔

遠隔

目
的

専門家等の外部人材を活用したプログラミング教育（技術）の実施

専門家等

（大分大学）
免許外で教科
担任している
教員の授業

小規模校A

免許外で教科
担任している
教員の授業

小規模校B

【令和３年度 遠隔授業実施校】
宇佐市立院内中学校、国東市立国見中学校
姫島村立姫島中学校、竹田市立緑ヶ丘中学校

②家庭学習を含めた１人１台端末の効果的な活用等による指導方法・指導体制の工夫改善

○ 教科の専門家の授業支援による免許外教科担任の授業力の向上

○ 免許外教科担任や生徒からの肯定的な意見や感想

▲ 専門家が個々の生徒の学習進度を把握することが難しいため、免許外教科担任と連携した指導が必要

成
果
・
課
題

取
組
内
容
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１人１台端末の効果的な活用に向けた市町村の特徴的な取組

②家庭学習を含めた１人１台端末の効果的な活用等による指導方法・指導体制の工夫改善

○ 端末の活用が考えられる単元等を教育課程の中に位置付け、随時、実施
内容の追記【日出】

○ 共有フォルダを活用し、各学校の取組を共有【中津】

○ 端末を家庭に持ち帰り、デジタルドリル（オンラインを含む）を活用し
た学習やオフラインでの学習の実施

【中津・豊高・大分・臼杵・竹田・豊大・玖珠】

○ 端末の普段使いや持ち帰りのルールについてリーフレットを作成し、児
童生徒や保護者に周知

○ 授業において、ＩＣＴを児童生徒の考えを整理したり、交流したりする
場面で活用

○ ＩＣＴ活用に関する各種研修会の実施

▲ ＩＣＴ活用について「効果的に活用する」といった活用促進のフェーズ
に移行

▲ 家庭学習におけるオンラインでの学習及び環境の整備等

成果・課題
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高学年の学級担任間における交換授業の導入状況 ※割合は学校数で算出

大分県の小学校教科担任制導入状況（令和元～３年度）

50.0%

75.0%

47.4%

36.4%

27.3%

35.0%

40.0%

80.0%

46.2%

50.0%

20.0%

40.0%

20.0%

57.1%

58.3%

27.3%

25.0%

43.7%

50.0%

25.0%

52.6%

63.6%

72.7%

65.0%

60.0%

20.0%

53.8%

50.0%

80.0%

60.0%

100.0%

80.0%

42.9%

41.7%

72.7%

75.0%

56.3%

九重町

玖珠町

日田市

豊後大野市

竹田市

佐伯市

由布市

津久見市

臼杵市

大分市

日出町

国東市

姫島村

杵築市

別府市

宇佐市

豊後高田市

中津市

県全体

66.7%

28.6%

38.9%

45.5%

33.3%

31.6%

10.0%

40.0%

30.8%

16.7%

63.6%

10.0%

21.4%

54.2%

54.5%

33.3%

32.1%

33.3%

71.4%

61.1%

54.5%

66.7%

68.4%

90.0%

60.0%

69.2%

83.3%

100.0%

36.4%

100.0%

90.0%

78.6%

45.8%

45.5%

66.7%

67.9%

九重町

玖珠町

日田市

豊後大野市

竹田市

佐伯市

由布市

津久見市

臼杵市

大分市

日出町

国東市

姫島村

杵築市

別府市

宇佐市

豊後高田市

中津市

県全体

令和元年度 令和２年度

66.7%

50.0%

55.6%

63.6%

36.4%

47.4%

50.0%

20.0%

38.5%

61.1%

40.0%

50.0%

100.0%

40.0%

42.9%

45.8%

45.5%

47.6%

50.2%

33.3%

50.0%

44.4%

36.4%

63.6%

52.6%

50.0%

80.0%

61.5%

38.9%

60.0%

50.0%

60.0%

57.1%

54.2%

54.5%

52.4%

49.8%

九重町

玖珠町

日田市

豊後大野市

竹田市

佐伯市

由布市

津久見市

臼杵市

大分市

日出町

国東市

姫島村

杵築市

別府市

宇佐市

豊後高田市

中津市

県全体

令和３年度
導入している 導入していない 導入している 導入していない導入している 導入していない

③小学校高学年における教科担任制の推進

教育課程編成・実施状況調査より9



小学校教科担任制推進教員配置校の導入状況

①学級担任間の交換授業の実施状況

配置校
高学年
学級数

交換授業実施学級数 ※下段は実施率

国語 社会 算数 理科 音楽 図工 家庭 体育
外国
語

36校
159
学級

86 108 67 48 34 57 31 32 25
54％ 68％ 42％ 30％ 21％ 36％ 19％ 20％ 16％

「令和３年度小学校教科担任制推進に係る取組状況」
をもとに作成

③小学校高学年における教科担任制の推進

◎学級担任間の交換授業を多く実施している学校
◆宇佐市立四日市北小学校（国・社・算・音・図・家・外：７／９教科）

◆大分市立判田小学校（国・社・算・音・図・家・体・外：８／９教科）

◆佐伯市立佐伯小学校（社・理・音・図・家・体・外：７／９教科）

10



宇佐市立四日市北小学校 の導入状況

①高学年の教科担任制（学級担任間の交換授業）導入の概要

②担当教科数と週当たりの空き時間数

③日課表作成のポイント

年 組 担 任 国語 社会 算数 理科 音楽 図工 家庭 体育 外国語 指導に関わる
教員数

５年１組 Ａ先生 Ａ Ｂ Ｂ 専 科
Ａ

Ａ Ａ
専 科

Ａ ４

５年２組 Ｂ先生 Ｂ Ｂ ４

６年１組 Ｃ先生 Ｄ Ｃ 専 科
Ｃ

Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ
４

６年２組 Ｄ先生 Ｄ ４

担当教科数 空き時間数（週当たり）

Ａ先生 ５ ５
Ｂ先生 ４ ５
Ｃ先生 ４ ６
Ｄ先生 ４ ６
推 進 １※２・３年算数 ５

④円滑な導入へのポイント

※推 進・・・小学校教科担任制推進教員

各担任などの専門性が活かせるように学年担任・担

当教科を決定する。

習熟の状況に課題が見られる場合は、少人数指導が

実施できるようにする。

今年度は、３・４年でも交換授業を実施し、推進教員

が培った交換授業のノウハウやメリットを広げる。

日課表は、教務と推進教員が連携して作成する。

週案は、学年部で立て、最終確認を教務と推進教員で行う。

教科担任制のよさや他校での取組、課題などについての研修を行う。

クロス集計（単元テスト等と教科の愛好度）や学力調査の結果を踏まえた学習状

況や生徒指導に関わることを学年部で共有するために、週１回学年部会をもつ。

「令和３年度小学校教科担任制推進に係る取組状況」
をもとに作成

※太線囲みは学級担任間の交換授業

※担当教科数は、総合的な学習の時間、学活、道徳を除く。

11



小学校教科担任制推進教員配置校の導入状況

②学級担任による学年をまたいだ交換授業の実施状況

配置校
高学年
学級数

学年をまたいだ交換授業実施学級数 ※下段は実施率

国語 社会 算数 理科 音楽 図工 家庭 体育
外国
語

36校
159
学級

20 20 9 3 4 5 0 11 7
13％ 13％ 6％ 2％ 3％ 3％ 0％ 7％ 4％

◎学級担任による学年をまたいだ交換授業を多く実施
している学校（教科）
◆国東市立安岐中央小学校（国・社・音・図・体：５／９教科）
◆津久見市立津久見小学校（国・社・図・体：４／９教科）
◆豊後大野市立百枝小学校（国・算・音・体：４／９教科）

「令和３年度小学校教科担任制推進に係る取組状況」
をもとに作成

③小学校高学年における教科担任制の推進

12



国東市立安岐中央小学校 の導入状況

①高学年の教科担任制（学級担任間の交換授業）導入の概要

②担当教科数と週当たりの空き時間数

③日課表作成のポイント

年 組 担 任 国語 社会 算数 理科 音楽 図工 家庭 体育 外国語 指導に関わる
教員数

５年 Ａ先生 Ａ

Ｂ 推 進 専 科 Ａ Ｂ 推 進 Ｂ
Ａ ４

６年 Ｂ先生
Ａ

Ｂ ４
Ａ

担当教科数 空き時間数（週当たり）

Ａ先生 ３ ７
Ｂ先生 ４ ７
推 進 ２ １０

④円滑な導入へのポイント

※推 進・・・小学校教科担任制推進教員

前年度より交換授業が増え、日課表が複雑になった。

時数調整も複雑で、特別支援学級・通級指導教室・

特別支援教育支援員との調整もあり、何度も訂正を

して組み合わせた。

３８人いる６年生を２クラスに分け、国語と算数で少人数
指導をすることができるように日課表を組んで、一人ひとり

の理解度を把握しやすくした。

複雑な日課表になるので、前の週の火曜日に高学年部会をして、行事や出張等の変

更を調整し合うことにした。

※太線囲みは学級担任間の交換授業

※担当教科数は、総合的な学習の時間、学活、道徳を除く。

「令和３年度小学校教科担任制推進に係る取組状況」
をもとに作成
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65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

R1.4月 R3.10月

教科の授業が好き（肯定値）

国語 算数 社会

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

R1.4月 R3.10月

教科の授業が分かる（肯定値）

国語 算数 社会

対象児童・・・３地域９校の高学年児童：約800名

国語12.8P
増加

社会7.2P
増加

算数10.0P
増加

国語9.0P
増加

社会4.2P
増加

算数9.2P
増加理科

外国語

理科

外国語

教科担任制推進校の児童質問紙調査結果の推移

○ 学級担任間による交換授業割合が高かった国語、社会、算数において、「教科の授業が好きだ」
「分かる」と回答した児童が増加。

※ 学級担任間による交換授業の割合…国語93％、社会70％、算数70％、理科19％、外国語15％（R3年度推進校9校）

③小学校高学年における教科担任制の推進
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○「授業の中で、課題に対して、自分で考え、自分から進んで取り組んでいた」と肯定的に回答した児
童は１１．７P増加。

○「教科によって授業をする先生が入れ替わる「教科担任制」は、よい方法だと思う」の肯定値も７．７P
増加。

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

R1.4月 R3.10月

授業の中で、課題に対して、自分で考え、
自分から進んで取り組んでいた（肯定値）

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

R2.6月 R3.10月

教科によって授業をする先生が入れ替わ
る「教科担任制」は、よい方法だと思う（肯
定値）

教科担任制推進校の児童質問紙調査結果の推移
対象児童・・・３地域９校の高学年児童：約800名

③小学校高学年における教科担任制の推進

11.7P
増加

7.7P
増加
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全国学力・学習状況調査結果の経年変化（小６）

2.9%

4.7%

1.7%

2.3%

3.0%

1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

Ｒ１推進校（９校）

Ｒ２推進教員配置校

（１８校）

市町村立学校全体

国語の全国平均正答率との差

全国値との差

＋２．９→＋４．７

全国値との差

＋１．７→＋２．３

全国値との差

＋３．０→＋１．０

③小学校高学年における教科担任制の推進

令和元年度 令和３年度

※小数値による比較
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全国学力・学習状況調査結果の経年変化（小６）

2.4%

3.2%

0.3%

0.1%

0.4%

-0.2%
-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

Ｒ１推進校（９校）

Ｒ２推進教員配置校

（１８校）

市町村立学校全体

全国値との差

＋２．４→＋３．２

全国値との差

＋０．３→＋０．１

全国値との差

＋０．４→－０．２

③小学校高学年における教科担任制の推進

算数の全国平均正答率との差

令和元年度 令和３年度

※小数値による比較
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小学校教科担任制の推進に向けた市町村の特徴的な取組

③小学校高学年における教科担任制の推進

○ 公開授業に市内全小学校から１名以上が参加し、教科担任
制の成果と課題、具体的な実践を共有【日田】

○ 学年をまたいだ担任間の交換授業により、教科の系統性をつ
かみ、単元の指導計画を工夫・改善【宇佐】

○ 推進校の取組を市の通信で発信し、情報共有【中津】

○ 児童質問紙調査と全国学力・学習状況調査の結果により、
教科担任制の有効性を実証

▲ 小規模校や極小規模校における教科担任制推進の在り方
【参考】R3交換授業導入率（極小・小規模校･･･３７％ 中・大規模･･･７５％）

成果・課題

18



中津市
宇佐市

豊後
高田市

国東市

AD数：1名

姫島村

杵築市

日出町

別府市

大分市

臼杵市

津久見市

佐伯市

豊後
大野市

竹田市

九重町

由布市

玖珠町

日田市

令和３年度の配置状況

県全体 名（全18市町村）

兼務校A
（火）

兼務校C
（木）

兼務校B
（水）

授業力向上アドバイザー

2

1

巡回指導（例）

本務校
（月・金）

県教育委員会は、令和2年度より、経験年数の浅い教員等の授業力の向上を
目指し「授業力向上アドバイザー（AD）」を全市町村に配置しています。

AD数：4名

AD数：2名

AD数：2名

AD数：3名

AD数：2名

AD数：2名

AD数：1名

AD数：11名

AD数：2名

AD数：1名

AD数：2名

AD数：1名

AD数：2名

AD数：2名

AD数：3名

AD数：1名

AD数：1名

「授業力向上アドバイザー」は、経験年数の浅い教員
等の授業観察、T･T指導、示範授業等を通して、個に
応じた課題解決に向けて指導しています。

「授業力向上アドバイザー」は、本務校以外に
複数の兼務校を訪問し、域内の教員の人材育成
を担っています。

④「授業力向上アドバイザー」による経験年数の浅い教員への指導支援
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④「授業力向上アドバイザー」による経験年数の浅い教員への指導支援

巡回訪問について

【大分市】江隈 美佐 先生の実践
大分市立下郡小学校本務校 市内全５４小学校兼務校

外国語活動指導する主な教科等

外国語活動のデモ（示範）授業を市内すべての小学校で実施
• デモ授業を見てもらい、対象教員は同じ教材でまねながら実践。
• 学校規模に応じて１・２日程度まとめて訪問。

巡回訪問の実際

注目

④ 参観していた教員が他の学級で同
じ教材・内容で授業を実施

■指導資料も配布（外国語活動）
【内容】
「Let’ｓ Try! を使いこなそう」
「外国語活動の指導について」
「具体的な指導法」
「学習評価」
「授業の中での Classroom 

English 使用法」 等

① １週間前に授業計画（参観や示範
の時間割や内容）を受け取る

② メール等で連絡調整。単元を踏ま
え、教材や展開例等を提供する

③ 当日朝に打合せ。始めに江隈先生
が示範授業を実施

⑤ 事後、授業内容や外国語活動
について協議

【中津市】西口 好一 先生の実践
本務校 中津市立城北中学校 市内５中学校14名兼務校

巡回訪問について

全教科指導する主な教科等

作成した指導資料を配布し、それを
もとに指導支援

• 「問題解決的な展開業」「生徒指導
の３機能」「言語活動」「思考ツー
ル」「環境づくり」等の基礎的な内容
解説

• 助言等で活用するとともに対象教
諭がいつでも確認できるようにする

中学校の経験年数の浅い教員等
を中心に巡回指導を実施

• 経験年数の浅い教諭・臨時講師等
（年齢の高い臨時講師も対象）

• 訪問校へは曜日で移動
• 簡単な略案提出
• 授業記録をもとに対象教諭への指

導助言。後日写真等を添付し、対
象教諭・管理職等へ提供

注目

【授業記録】
• 縦軸は【生徒の活動】、横軸

は【教員の活動】としてグラフ
化。バランスよい展開となって
いるか視覚化

• 観察項目による評価を入れ、
改善の視点を具体的に示して
いる
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④「授業力向上アドバイザー」による経験年数の浅い教員への指導支援

【由布市】賀來 俊一 先生の実践

本務校 由布市立東庄内小学校 市内全１３小・中学校兼務校

全教科

巡回訪問について

指導する主な教科等

市内小・中学校のすべての教員への指導支援
• 学校規模に応じて１～５日程度まとめて訪問
• １日で最大４名の授業参観及び指導を実施
• 各学校が訪問時に合わせ指導を受ける教員を

決定。学期に１回は助言を受ける
• 事後指導は研修と合わせて実施したり、記録・

助言シート等を配布する

研修で使用した作成資料
• 左下は[2020からの新しい授業づく

りハンドブック]から抜粋した資料

授業記録・助言シート

動画を用いて指導技術等研修の実施

注目

市内１３小・中学校の校内研修の
講師として研修実施

• 学期に１回のペースで実施
• 内容は指導技術や授業展開等
• 巡回訪問時に市内の先生の実践

を撮影し、内容に合わせて３分間
程度にまとめる

• 市内の先生５０名以上の実践

• 単元づくり教材研究への指導
• 授業観察・授業支援・TT指導の実施

による継続した単元を通した指導
• 単元を通した指導と合わせて、１日の

訪問も実施

単元を通して訪問し指導助言を実施

訪問日程表 巡回訪問について

授業づくり通信

巡回訪問の実際
授業参観時に板書写真を撮
影し、助言する教室の黒板に
転記し協議を実施

• 対象者板書は白色、助言内
容を黄・赤色で追記し、指導
助言等を行う

【津久見市】仲村 善彦 先生の実践
本務校 津久見市立青江小学校 市内４小学校11名兼務校

国語・算数指導する主な教科等

注目

研修で使用した作成資料
• 左は「新大分スタンダードQ&A」から抜粋
• 右は授業記録・助言シート

経験年数の浅い教員への指導内容を
広く域内に還流

• 協議時に課題となった内容を、県・市の
資料等と関連させ域内の小学校に配布
し、これをもとに拠点校指導教員と共有
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授業力向上アドバイザーの指導支援のための市町村の特徴的な取組

④「授業力向上アドバイザー」による経験年数の浅い教員への指導支援

○ 県・市町村がすすめる授業改善を域内に拡充する等効果的に
活用【中津】

○ 連絡会議等定期的に実施し、情報共有や指導の統一化。市町
村によっては、拠点校指導教員等との拡大合同会議を実施。
【中津・豊高・別府】

構築等、効果的な指導や支援の充実が必要

○ 市町村ごとの特色ある取組による、授業力向上アドバイザー
等による効果的な人材育成

▲ 協議の時間を確保することを市町村教委と学校とで共通理解
することが必要（小）

▲ 経験年数の浅い教員が今後も増加。校内の人材育成の体制の
構築等、効果的な指導や支援の充実が必要

成果・課題
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⑤中学校学力向上対策「３つの提言」のさらなる充実

➤全ての教科に共通した取組内容を設定する等による組織的な授業改善

推進拠点校での取組を例に・・・

□ 少人数による話し合いの場面の設定
□ 説明（アウトプット）する場面の設定
□ 見方・考え方を働かせる場面の設定

学習過程における
場面の位置付け

□ 考えを深める手立ての工夫
□ 表現活動の充実
□ 対話による学習課題の解決

問題解決的な
展開の充実

各教科等での授業づく
くりで意識され、組織的
な授業改善の取組として
進んできている。

生徒の学力向上にどの
ようにつながっているの
か（効果）の検証が不十
分。
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⑤中学校学力向上対策「３つの提言」のさらなる充実

➤経験年数の浅い教員の人材育成

教科部会を「３提言」の指導主事訪問と重ねて実施

【取組事例①】 臼杵市 ＳＤ（Self Development)研修
・西中の校内研究に臼杵市の教職おおむね１０年以内の

経験年数の浅い教員を受け入れ、授業改善について、
研究の場を提供する。

【取組事例②】 日田市 技能教科部会
・各学校において教科部会をもちにくい技能教科について、

３提言の指導主事訪問日を積極的に発信し、自由に参加
できる体制をつくっている。

【取組事例③】 義務教育課指導主事訪問記録（中津中）より
・市教委及び他の中学校から参加者あり。
・事後研では、拠点校の授業を通して、授業づくりのポイントや新しい

学習評価について説明することができ、さらには、域内の先生方の
困りを聞くことが出来た。
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⑤中学校学力向上対策「３つの提言」のさらなる充実

➤学びに向かう学習集団づくり

推進拠点校での
取組を例に・・・

○ 授業アンケートの自由記述欄をもとに授業改善
▲ アンケート項目のブラッシュアップが必要

○学級力の向上に向けて生徒が自らＰＤＣＡサイクルを回す
▲生徒会と連動した授業規律の徹底

「中学校学力向上に向けた改善 ７つのポイント」（Ｈ２８年１月）より

⑴ 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。
⑵ 特別活動の充実を図り、所属感が感じられ、安心して学べる学級集団を生徒ととも

につくる。
⑶ 教員が目指している授業像を生徒に共有し、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。

・ 分かる授業、楽しい授業にするために、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。

・ 生徒が授業に集中し、主体的・協働的に学ぶために必要な、落ち着いた学習集団づ
くりを、生徒が自ら参画して行う。

・ 学校が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、機会を捉えて振
り返りをさせる。

提言３ 設定の趣旨･･･学びに向かう力の育成
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「３つの提言」における市町村の特徴的な取組

⑤中学校学力向上対策「３つの提言」のさらなる充実

【中津市】（※推進拠点校 中津中学校）

○ 全ての小中学校の研究主任を対象とした「研究主任会議（オンライン会議）」にて、中津

中学校の取組について推進教員が説明。また、同会議にて生徒会の生徒が自校で取り

組んでいる学級力向上の取組を発表。

○ 拠点校の教科別研究授業（指導主事招聘）を域内の中学校教員に対して公開。特に技

能系教科（一人配置教科）への授業参加を呼びかけ授業改善を推進するとともに、「中津

学通信」にて授業及び研究協議の様子を域内の小中学校へ配信。

【津久見市】（※推進拠点校 なし）

○ 生徒による授業評価について、学校全体での取組に限らず、学年、教科、単元ごと等各

校で工夫しながら、年５回を目途に取り組むことを提案。市教委でそれらを集約しながら市

全体の傾向として分析し、教務主任会議や学力向上ＰＴ会議等で共通理解を図る。

○ 多くの市町村で、校内研究や授業公開、互見授業の取組が積極的に行われており、授業

改善や授業力向上の機会としている。

▲拠点校以外の学校における体制づくり。

▲教師間や教科による意識の差の解消。

成果・課題
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②キャリア・ノートの活用について

①教育課程の見直しや改善について

※複数選択可
①学期末、学期はじめの場
⾯で活用・記入した

②①以外の場⾯で活⽤した
（「わたしのあこがれの⼈」
のページなど）

③現時点ではまだ活用でき
ていない

小学校（250校） 98.0% 24.4% 0.0%

中学校（119校） 77.3% 45.4% 8.4%

○ すべての小学校で、キャリア・ノートを活用している。

○ 小・中学校ともに①の活用頻度が高い。中学校は、半数近くが②で活用している。

▲ キャリア・ノートを活用していない学校に対する指導を行う必要がある。

※「Ｒ３.12 教育課程編成・実施状況調査」（義務教育課）から

【項目19】児童の姿や地域の現状等に関する調査や各種デー

タ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る
一連のＰＤＣＡサイクルを確立していますか（小）

【項目19】生徒の姿や地域の現状等に関する調査や各種デー

タ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る
一連のＰＤＣＡサイクルを確立していますか（中）

全国

大分県

よくしている どちらかといえばしている

38.7 58.2 ⇒ 96.9
29.8 62.9 ⇒ 92.7全国

大分県

よくしている どちらかといえばしている

44.3 53.7 ⇒ 98.0
30.2 64.2          ⇒ 94.4

○ 小中ともに肯定値は全国平均値を上回っている。

○ 教育課程を再確認し、効果的・効率的な学びに繋ぐための見直しや改善を進めることが大切で
ある。また、１人１台端末の活用も、教育課程に位置付けることも必要である。

肯定値 肯定値

※「Ｒ３全国学力・学習状況調査学校質問紙調査から」
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２．Withコロナにおける特別活動や体験的な学習の保障



○ コロナ禍における学校行事や体験活動について、各学校に目
的や資質・能力等を踏まえて再検討【玖珠】

○ 体験活動が行えない場合も、可能な限りオンラインによる学
習（リモート社会見学・職場体験等）を実施。ＺＯＯＭによ
る生徒会選挙の演説や生徒総会、感染防止を考慮した運動会
の競技等も検討【ほとんどの市町村で記載】

○ 児童生徒が主体となり企画運営する学校行事へ【豊高・大分】

○ コロナ禍であっても、学校や地域の人的・物的資源を効果的
に活用した取組へ

▲ 目的や付けたい資質・能力を明確にして、児童生徒と共有し
ながら学校行事等を構築していくなど、創意工夫された取組
をすすめていくこと

成果・課題

28

２．Withコロナにおける特別活動や体験的な学習の保障

①自己有用感や達成感を味わわせる活動の工夫



２．Withコロナにおける特別活動や体験的な学習の保障

○ キャリア・ノートの活用場面の設定と年間指導計画への位置
付け等令和４年度の教育課程への反映【杵築・国東】

○ 「目標に対して振り返る」→「次（次年度）の取組へつな
ぐ」といったサイクルを確立【佐伯】

○ 児童生徒の記入だけでなく、保護者・教師等の大人からの
メッセージも【津久見】

○ キャリア・ノートをもとに系統的なキャリア教育を意識した
取組がすすむ

▲ キャリア・ノート等教育課程への位置付けがすすむが、書か
せるだけでなく、どのように活用して（生かして）いくかが
課題

成果・課題
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②キャリア・ノート等を活用した「目標をもって生きる意欲や態度」の育成



県教委数学担当指導主事が、県内すべて（大分市除く）の中学校数学科教員を対象に、「新大分スタンダード」を踏
まえた授業づくり等の指導・助言を行うことを通して、数学科教員の授業力向上及び生徒の学力向上に資する。

令和３年度
○１巡目・・ ９０校６２名授業
○２巡目・・ ９０校７１名授業

【目的】

【実施状況】 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代

５２
（25.1%）

４６
（22.2%）

５７
（27.5%）

３７
（17.9%）

１５
（7.2%）

【年齢構成】

１．中学校数学授業力向上支援巡回指導の実施（Ｈ２９～）

２．今年度重視した取組

■「できた」「わかった」等、達成感・成就感を高めさせる授業

①単元の指導計画をもとにした学習活動や学習評価の充実
②数学的な表現を用いて説明する力をさらに高めさせる取組の促進
③１人１台端末を効果的に活用した取組の促進

■数学的な表現を用いて過不足なく表現すること

令和３年度中学校数学科の授業力向上に向けた取組

３．巡回指導を踏まえ、今後重視していく必要がある取組

※本時の付けたい資質・能力を踏まえた授業
※問題解釈や課題の見通しをペア等で共有したり、課題をもとに

協議を行う等、協働的な学びの推進
※適応問題は、本時の学習評価を踏まえて設定
※「振り返り」は、本時学んだことを踏まえ、視点を示して振り返る

※過不足のある説明に対しては、指摘しあったり、再度修正したりし
て、説明に必要な要素をもれなく説明させる場面・手立ての設定
※「説明の基本形」等を踏まえて教師も生徒もゴールを意識した説明
※ホワイトボードやノートに書いたものを読んで説明するだけでなく、

図や表などを指し示したりしながら、数学の用語を用いて説明
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目
的

生徒の英語４技能の定着状況に基づく効果
的な指導の在り方の普及

取
組

(1)生徒の正確な英語４技能を測る民間テストの実施 (2)指導方法の工夫・改善
(3)学習到達目標の達成状況の把握 (4)公開授業の実施

実施日：５月３１日（月）

事業概要の説明
小学校用英検ESG及び中
学校用英検IBAの説明

実施日：９月６日（月）～
１０月１５日（金）

実施日：１月２１日（金）～
２月１７日（木）

英検IBA結果に基づき、授業改善のPDCA
サイクルの構築につながる公開授業を実施
県内の英語科全教員が公開授業に参加
指導主事による指導助言

実施日：１月１３日（木）

推進校全体の結果概要の説明
学習到達目標の達成に向けた、
授業改善のPDCAサイクルに基
づく授業に関する講義

学習指導要領の趣旨を着実に実施する
ための授業改善の推進

県内を１０地区（大分市を除く）で構成し、推進校以外の学校での公開授業の実施
※令和２年度からの継続（令和３年度まで、上記公開授業へ統合）

１．中学校英語教育推進校（県内１８校）による取組

推進校連絡協議会 英検IBA（民間テスト） オンライン説明会 公開授業

２．巡回研修の実施（6～12月実施）

中津市立緑ヶ丘中学校 豊後高田市立高田中学校 宇佐市立西部中学校 国東市立国東中学校 杵築市立山香中学校 日出町立日出中学校
別府市立北部中学校 大分市立判田中学校、大分市立賀来中学校 臼杵市立北中学校 津久見市立第一中学校 由布市立挾間中学校
佐伯市立佐伯南中学校 竹田市立竹田南部中 豊後大野市立三重中学校 日田市立三隈中学校 玖珠町立くす星翔中学校 九重町立ここのえ緑陽中学校

推
進
校

目
的

取
組

中津市立耶馬溪中学校 豊後高田市戴星学園 宇佐市立長洲中学校 別府市立中部中学校 杵築市立杵築中学校
姫島村立姫島中学校 津久見市立第二中学校 佐伯市立昭和中学校 竹田市立直入中学校 日田市立三隈中学校

実
施
校

指
導
の
重
点

単元を通した資質・能力の育成
・単元のゴールや活動の必然性・相手意識を教師と生徒が共有し、単元の中で活動と評価を繰り返しながら、書く力の育成に向けて積み上げることができた。

言語活動の充実
・教科書の表現活動を工夫し、ALTに日本の絵本を紹介する言語活動を仕組むことで、生徒が言語活動を引き受け、意欲的に取り組ませることができた。
・総合的な学習の時間と関連した題材についての発表を単元末のゴールに設定し、ゴールに向けて単元全体を通して言語活動が設定されていた。

課
題

指導と評価の一体化につながる授業改善の推進
・単元終末の言語活動における具体的な生徒の姿をイメージした上で授業実践を行うこと。
・思考力、判断力、表現力等を育成するため、教師が教えたり示し過ぎたりせず、
既習を活用させたり別の言葉で言い換えさせたりするなど、生徒が考える場面を大切にすること。

※ 小学校は次年度（令和4年度）より公開授業を実施

令和３年度中学校英語科の授業力向上に向けた取組 ～中学校英語科授業力パワーアップ研修～
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【目的】 各小・中学校及び義務教育学校において特別活動または進路指導を推進する立場にある教員等を対象に、
これからの時代を生きる子どもたちに必要な資質・能力に関わる講演・説明等を行うことにより、キャリア教育の
充実及び大分県版キャリア・ノートの活用促進を図る。

【期日】 令和３年 ６月１日（火）

【会場】 ビーコンプラザ レセプションホール

【参加者】

特別活動または進路指導を推進する立場にある教員等

計４１名（感染予防対策のため市町村の代表者）

【内容】

①講演 「子どもたちの未来を創る特別活動～実践上のポイント～」

講師 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部

教育課程調査官 安部 恭子 氏（オンライン）

②説明 「大分県版キャリア・ノートの活用方法と活用上の留意点」

③協議 「キャリア・ノート活用方法の実践交流とこれからの活用の在り方」

大分県教育庁義務教育課指導主事

【参加者の感想】

●小学校教諭

目標の即して、それを達成するために何を考
えさせるのか、そんな工夫ができるのかを話し
合わせ、取組につなげるという丁寧な実践が
大切だと思いました。

日々の忙しさに追われていたり、教科の指導
に重点を置いたりしがちですが、一人一人の
成長をしっかりと振り返らせる取組や指導に頑
張ろうと思います。

●中学校教諭

創意工夫した実践が今後必要であると感じ
ています。今回具体的な事例を示していただ
き、大変分かりやすかったです。キャリア・ノー
トに取り組ませることで、自分の成長を感じる
ことで自己肯定感が高まっていくように感じま
す。これからの活用について、担任任せになら
ないように校内で話し合っていきたいです。

【研修評価の結果】

評価平均
3.7

72%

25%
3%0%

４．とても参考になった

３．どちらかと言えば参

考になった

２．どちらかと言えば参

考にならなかった

１．参考にならなかった

令和３年度子どもの力と意欲を伸ばすキャリア教育実践交流協議会
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授業力向上に向けて年度内に取り組むこと

（１）評価の計画を含む単元の指導計画の検証（作成）を各校で行う。

・「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料（国研）

・「２０２０からの新しい授業づくりハンドブック」

・「早わかり!単元計画の作成手順（小・中学校全教科）」

（２）１人１台端末の効果的な活用の検証を各校で行う。

（協働的な学び・個別最適な学び）

・１人１台端末を活用する場面や取組等を校内等で共有する。

・１人１台端末を効果的に活用できる単元や題材について、教科ごとに検討する。

（３）各学年で身に付けなければならないことを確実に身に付けさせる。

・育成を目指す資質・能力を踏まえ、未定着があれば確実に指導を行う。
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