
文部科学省
国立教育政策研究所

Nation

al Institute. for Educational Policy Research

教育課程の実施状況に関する

自己点検 ・自己評価に係る研究指定校事業

研究報告

― 平 成18・19年 度 指 定 一

小学校 ・中学校

平成21年3月

国 立 教 育 政 策 研 究 所

教 育 課 程 研 究 セ ン ター



は じ め に

国立教育政策研究所教 育課程研 究セ ンター では，全 国学力 ・学習状況調査 ，

特定の課題 に関す る調査等 の調査 や各種指導資料の作成等 を行 うとともに，研

究指定事業 を実施 し，各学校 において学習指導要領 に基づ く教育課程 が円滑に

実施 され るた めに，特 に重要 な課題 について研 究テーマ を示 し，指定校や指定

地域 での実践的研 究 を進 めてい ます。 その成果 は，各学校 にお け る教 育課程 の

編成 ，指導や評価の改善 な どのために提 供す るとともに，今後 の教 育課 程や指

導方 法の改善 に向 けた資料 ・デー タ と して， 中央教 育審議会へ の報告等 を行 っ

ている ところです。

「教 育課程 の実施 状況に関す る 自己点検 ・自己評価 に係 る研究指定校事 業」

は，目標 に準拠 した評価 に よって得 られ た児童生徒の学習 の実現状況の結果 を，

学校 にお ける教 育課程 の実施 状況 に関す る 自己点検 ・自己評 価の過 程 に どの よ

うに生 か し学習 の実現状 況 を改善 してい くかについて調査研 究 を行 い，児童生

徒 の学習 の実現状況 の一層 の改善 に資す るものであ ります。

本冊子 に掲載 した研究報告 には，小学校及び 中学校 にお け る実践研 究 を通 し

て，教育課程 の実施状況 に関す る自己点検 ・自己評価 の項 目及 び方 法，年 間を

通 しての取組 配慮事項等 の具体 的な取組 の要点がま とめ られ ていますので，

これ らの事例が全 国の学校や教 育委員 会等の参考 とな り，今後 の学校 教育の改

善充実に資す るこ とを期待 してお ります。

最後 に，2年 間の調査研 究に熱 心 にお取組みい ただいた研 究指定校 の方 々，

関係教 育委員会等 の方々に心か ら感 謝 の意 を表 します。

平成21年3月

国 立 教 育 政 策 研 究 所

教育課程研究センター長

中 岡 司
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平成18・19年 度教育課程の実施状況 に関す る自己点検 ・自己評価に係る研究指定校事業研究成果報告書

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る研究指定校事業 【平成18・19年 度】における研究の要点 ―平成19年 度―

Ⅰ 研究指定校の概要

学校 ・

地域 の
特色

明治7年 （1874年）開校。 多い ときは千人 を超 える児童 が在籍 し，
五城 目町の中心校 と しての役割 を担 ってきた。教員の年齢構成 は30代
3名 ，40代13名 ，50代3名 で、 平均年齢 は約44歳 である。

Ⅱ 研究主題

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を生かした児童の学習状況の改善 ―学び合 う力を育てる指導の工夫を通 して―

Ⅲ 研究のね らいや考 え方 （教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行う目的や考え方，評価対象等についての説明を含む）

学校における自己点検 ・自己評価の対象は授業が中心であることを共通理解 し，授業実践の研究を中核 に据えた教育課程の自己点検 ・自己評価を図るこ
とで，目指す子 ども像の具現化 と児童の学習状況の改善を図る。

Ⅳ 取組の概要
1年 次 （平成18年 度 ）

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の要点

教育課程の実施状況及
び児童生徒の学習の実
現状況の実態

左記の実態に対応 した自己点
検 ・自己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する
自己点検 ・自己評価の結果と
考察並びに改善等

学習指導要領のね
らいに到達 してい
ない子 どもが多く，
固定化 しつつある。
男女差が大きい。

一人一人の基本的な学習

習慣の確立を図る。
学び合 う力を育てる。
評価の工夫 と活用。

○個の学びと学び合いの
定義付けと共通理解。
●学び合いを深める実践
が不足。何をすべきか具
体的な姿がみえない。

寺子屋式一斉授業，
一 問一答 式 発 問が

多 い。子 どもの発
言 も深 ま らない。

全校コの字型座席配置，
グループ学習から学び合
いを位置付け，一斉授業
か らの脱却を目指す。

○子どもを中心とした授
業を意識。
●導入や学習活動に時間
を要 し，時間が延びる。

2年 次 （平成19年 度）

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の要点

教育課程の実施状況及び児
童生徒の学習の実現状況の
実態

左記の実態に対応した自己点検 ・
自己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する
自己点検 ・自己評価の結果と
考察並びに改善等

男女差 ，学級 ・学年差
は十分 に改 善 され た と
はいえない。 一部の子

どもに意欲 の低 下がみ

られ る。

学び合いを学習活動の中に
明確に位置付ける。
多様な考えに触れ，考える
力の深化を図る。
学級経営案の改善，活用。

●学級や学年の差が明ら
かに。学び合いや支援の
在 り方の共通理解不足。
●一人一人の実践に過ぎ
ず，系統性がない。

子 どもと子 どもが向 き
合 うことで学び合いが

成立 しつつあ る。
一方的な発 言 も多い。

発問の質を高めることで，
学び合いの活性化を図る。
低・中・高学年部の実践重視。
各学年部の学び合いを確認。

○2学 年ごとの学び合 う
姿の明確化や共通実践の
蓄積により6年 間を見通
した取組になった。



ま とめや 振 り返 り
が不 十分 で ，子 ど

もは次 時へ の 見通
しが もてない。

学習指導案の改善による
学習過程，時間配分，個
の学び と学び合いの明示
と意識化。
評価補助簿の蓄積。

○教材研究の深ま り。
○子 どもと作る学習計画
○指導と評価の一体化を
意識化。評価補助簿開発
●評価に対するズ レ。

自分 の 考 えが もて

な い。学 び 合 い を
深 め る聞 く力 ，話

す力が不十分。

聞き方，話 し方の手引 き
の作成 と活用。話す こ と
・聞 くこ との学年別系 統

表 の作成

○話 し合える子 どもが増
えてきた。
●発問の工夫が必要。
●教科を貫 く指導が必要

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る説明責任の状況例

学校報 「あ さひ台」年4回 の町 民全 戸配布 ，ホー ムペ ー ジの作成及び
更新， リー フ レッ トの全PTA配 布 ，NRT検 査 ・秋 田県学習状況調
査結果 と考察の公表 ，保 護者 アンケー ト結果 の公表 ，みんなの登校 日

期間中の ミニ講話 会 「五小 っ子 の学び をは ぐくむ」。

1年 次の成果と課題

○児童 の学習状況 を改善す るために は，授 業 の 自己点検 ・自己評価 が

大切 であ るこ と，学 び合 い を取 り入れ た子 ども主体の授業づ く りを 目
指 し，授業改善 を図 る必要 がある ことを共通理解す ることがで きた。
●ね らいの明確化 ，発 問の 工夫，考 え る力 の育成 ，意欲 の喚起，ね ら
いに到達 してい ない児童へ の支援 ，学校の情報公開の在 り方な ど。

学級 ，学年 で子 どもの
成長 の姿にば らつ きが
み られ る。

学習指導案の改善…学年の
学び合い，教科 ・領域の学
び合いの明示 と意識化。
○○科における自己点検 ・
自己評価の実際を作成。

○月，単元 ごとの実態や
成果 と課題 が明確 で，次
に何 をす べ きか見通 しを

もつ ことがで きた。
○学級 ，学年差 を是正。

子どもたちが生き生き
と学び合 う姿がみられ
るようになってきた。

子 ども主体の授業づくり。
自主公開研究会。
新たな成果 と課題の確認。

○ 自己点検 ・自己評価の

プ ロセス化， システム化
○指導者 の意識の高ま り

○授 業改善への第一歩。

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る説明責任の状況例

○公表 ・公開 をシステム と して意識 す る。

○ 自己点検 ・自己評価 した ことをオープ ンにす る。
学校報 「あ さひ台」年4回 の町民全戸配布 ，校長報 「森嶽学 舎」週1回 の全
PTA配 布， ホームペ ー ジの更新及び 充実， ブ ログの活 用，秋 田県学習状 況

調査 ・NRT検 査結果 と考察の公表，保護者 アンケー ト結 果の公表。

2年 次の成果と課題 ・今後の展望

○学校 にお ける 自己点検 ・自己評価 の対象 は 「授 業」で あるこ と， 「授業」は
「子 どもの姿」 で見つめ直す こ と，子 どもの学習状況 改善の取組 は，教師 の

授 業力改善の取組 であるこ と等 ，共通理解す るこ とがで きた。

◎ この研究実践 は，終わ りがあ るもの ではない。今 後 とも 「子 どもの姿」 で
「授 業」を見つ め直 し，授業改善 を図っていか なけれ ばな らない。

Ⅴ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を進めるに当たって，他校等の参考になること

「○○科 におけ る自己点検 ・自己評価 の実際」 （改 善の足跡 ）に よって，児童 の学習状 況改善
の視点が明確 になった。 各教科，道徳，特別活動 ，総合的 な学習 の時 間において，子 ども一人一

人が 「目標 を達成 す るこ とがで きた」 か ど うか を把握 し， 「達成で きて いない」子 どもに対 して
は， どの よ うな改善策 を講 じた のか，その結果 ど うなったのかを明 らかに してきた。授業改善 に向けたプ ロセ ス化 のひ とつ と考 えることができる。

○問い合わせ先

都道府県教育委員会担当課 秋田県教育庁義務教育課指導班 電話番号 018－860－5149
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平成18・19年 度教育課 程の実施状況に関する 自己点検 ・自己評価に係 る研究指定校事 業研究成果報 告書

平成18・19年 度教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係 る研究指定事業

研究のまとめ （平成19年 度）

Ⅰ 研究指定校の概要

学校 ・地域
の特色

明治7年 （1874年 ）開校。多 い ときは千人 を超 える児童 が在籍 し，五城 目町 の中心校 と しての

役割 を担 ってきた。過疎化が進み，4中 学校7小 学校か ら1中 学校4小 学校へ統廃合 されてい る。

平成3年 度 に町指 定公 開研究会 （生活科 ・社会科）が開かれ てい るが，それ以降 全校 規模で の公

開 はなかった。教員 の年齢構成 は30代3名 ，40代13名 ，50代3名 で，平均年齢 は約44歳 で ある。

Ⅱ 本研究についての考え方
1研 究主題

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を生か した児童の学習状況の改善
―学び合 う力を育てる指導の工夫を通 して―

2研 究 のね らいや考え方

（教育課程の実施状況に関する自己点検 ．自己評価を行 う目的や考え方，評価対象等についての説明を含む）

○ 教育課程の実施状況に関す る自己点検 ・自己評価を基に，児童の学習状況の実態を把握 し，課題を明確に

した上で全校体制による改善を行 う。
○ 各教科，特別活動，道徳の時間，総合的な学習の時間において，「学び合い」を取 り入れた子 ども主体の

授業の実践を行 う。
○ 学校における自己点検 ・自己評価の対象は授業が中心であることを共通理解 し，授業実践の研究を中核に

据えた教育課程の自己点検 ・自己評価を図ることで， 目指す子ども像の具現化と児童の学習状況の改善を
図る。

Ⅲ2年 間の主な研究経過

【1年次 （平成18年 度）の主な研究経過】

時期 研究経過 研究成果についての考察

4

5

6

7

月

○学校経営 ビジョンの提示
○学校教育 目標 ・各経営案作成

○自己点検 ・自己評価の基本構想作成
○五城 目小学校経営計画書作成

○ビジ ョンに基づいた経営指針の提示
○授業観察 ・面談による実態把握 ・指導助言

○アンケー ト結果に基づく経営反省会の実施
○学校評議員会で学校経営の説明 ・情報公開

○指定校訪問…指定研究に関する共通理解

●指針は具体的だが，具体策の共通理解が不足 している。

●経営方針と研究との整合性を図る必要がある。
●全校体制での取り組みとはいえない。

●一斉授業型・一問一答型・寺子屋型座席の授業が多い。
●導入やおさえに時間がかか りすぎて，中心となる学習

活動に時間がとれない。45分 に収まらずに延びる。

◎学習の実現状況の改善のため，教育課程を点検 ・評価
し，学力向上に生かす研究であることが十分に共通理

解 されていない。授業改善が急務である。

8

9

10

［実態把握による改善策の検討］ ◎授業改善の方策に具体性がなく，何か ら取 り組むべき
か分か らない。

◎NRT検 査や学習状況調査の分析により児童の実態は

9



月 明 らかにな ってい る。 課題の明確化 を図 り，具体策 を

提案 していかなけれ ばな らない。

11

月

○学校評議員による中間評価
○アンケー ト

○2学 期時間割編成
○教職員学校評価 （1回 目）

○個々の改善点を具体的に指導できた。
○指定校訪問…指定研究に対す る評価 ・指導
→今後の研究及び19年 度教育課程編成への反映

☆11／29児 童学校生活アンケー トを受けて改善策の作成

12

月

○12／4部 会 …12月 学校評価項 目検討

○12／21部 会 …学校評価 改善策検討

☆12／26学 校行事反省→19年 度 教育課程へ

○7月 ，12月 の変容 につい て分析 ・公表

○12／412． 月学校評価項 目検討 （各部会）

○12／25全 体研 修会 …12月 までの評価 を受 けて1～3月

の改善策検討 ・提案，19年 度教育課程へ の反映

1

月

○学校運営の成果 と課題

○第2回 学校評議員会 授業参観 ・評価
○学校訪問（みんなの登校 日）

○アンケー ト

★木曜 日の 日課はこれまでどお り。

清掃が必要な場合は，全校一斉に組む。
★学習指導部会と研究推進部会の部会期 日の調整

★総合部会の定期的な設定

2

・

3

月

○学校評価表2次 評価及び実施事項の分析
○学校評議員による最終評価
○平成19年 度へ向けた計画づ くり

○第3回 学校評議員会 授業参観・評価

●児童の学習状況を改善するためには，ポイン トをしぼ
り，授業の自己点検 ・自己評価をする必要がある。

●学び合いを取 り入れた子 ども主体の授業づ くりを目指
す。授業の改善が児童の学習状況を改善する原動力に
なることを共通理解 し，共通実践の蓄積 を図る。

【2年 次 （平成19年 度）の主な研究経過】

時期 研究の予定 研究方法の説明

4

月

○研究指定校事業実施要項及び研究の進め方の

共通理解
○児童の学習状況に関する実態把握 ・課題把握

○実態把握 ・課題把握
○育てたい力の明確化

○学習指導案形式の検討
○学級経営案への反映

○重点教科 ・重点領域の設定

○研究の趣旨の共通理解と研究推進体制づ くり
○ホームページによる公表
○全国学力 ・学習状況調査（6年），NRT検 査 （2～6

年），知能検査 （2・5年）による実態把握
○次月の教育活動への反映 （改善策の実施）

毎月5項 目を自己評価，授業改善，学級経営案見直し
○各教科，道徳，特別活動，総合的な学習の時間の中か

ら重点教科 ・領域を設定 して，学級における児童の姿
の改善を図る。

5
月

○児童の実態を基に した主題に迫 る在 り方の確

認 と今後の検討
○第1回 校内授業研究会 （指定校訪問）

○授業研究にかかわる自己点検 ・自己評価

○学級の改善の足跡
「○○科における自己点検 ・自己評価の実際」

○実態把握 に基 づいた授 業の構築

○ね らいの明確化 ，発 問の精選

○ 「学び合 い」の意 図的設定 と指導 法の工夫

○ 目指す児童像具現 のための学級 での具体的施策

○授業参 観 カー ドを作成。 多 くの人の 目を通 し，客観 的

に授 業 を見つ め，授業 を磨 くために参観 カー ドを活用

○本 時 の 目標 ，導入，発 問，学び合 い，板 書， まとめ，

目標 の達成 を4段 階評価 し，数値化

○評価補助 簿の蓄積 と活用

○全 ての学級 にお いて，重点 教科 ・領域 の 自己点検 ・自

己評価 を基 に学級 にお ける改善 の足跡 「○○科 にお け

る 自己点検 ・自己評価 の実際」 を作成 した。
「子 どもの実態 」 「教師 の願 い」 か ら 「改善 点」 が明

らか にな り， 「実践 」 を通 して 「評 価」 し，成 果 と課

題 を明 らかにす る取組 であ る。 子 どもの姿 を見 て，1

時間 ，1単 元，1ヶ 月 と様 々なスパ ンに よる 自己点検
・自己評価が行 われ，改善が図 られ る。

6

月

○第2回 校内授業研究会 （指定校訪問）
○みんなの登校 日来校者アンケー ト

○学校評議員アンケー ト

○授業改善のための自己点検 ・自己評価

○第1回 校内授業研究会での課題把握 と改善策の明確化
○各教科 ・領域等における課題の明確化

10



〇学年部による共通実践の蓄積
○低 ・中 ・高学年部による共通実践の蓄積

○学年 の 目指す子 どもの姿，学び合 う姿 の明確化

○低 ・中・高 学年の 目指 す子 どもの姿 ，学び合 う姿 の明確

化，2年 のサイ クル とと らえた低 ・中 ・高学年 と して の

ま とま り，共通実践事項 の確認

7

月

○第3回 校内授業研究会 （要請訪問）
○指導案の改善

○学習状況調査による児童の学習の実現状況に

関する実態把握及び学習状況調査による児童
の学習に対する意識調査

○保護者 ・児童 ・教職員アンケー ト

○アンケー トの実施と結果を基に した自己点検
・自己評価

○学習状況調査（4～6年）

○チャレンジテス ト （国・算）

○学級の目指す子どもの姿，学び合う姿を明確にする。

〇各学年の学び合いを明確に位置付ける。
○教科 ・領域としての学び合いを明確に位置付ける。
〇学校評価の分析 （教師の自己評価 ・授業評価 ・児童の

評価 ・保護者の評価）

○課題把握及び改善策の明確化
〇第2回 授業研究会での課題把握

○「学び合い」を引き出す切 り返 しの発問の工夫
○学級 ・学年における三者 （保護者 ・児童 ・教職員）の

比較，分析，改善策の検討

8

月

○学習状況調査 （小問分析・NRT検 査 との比
較 ・第一次集計結果報告）

〇各教科実態把握 ・対策
○算数単元評価問題 （各単元の実態把握 ・今後

の対策の検討）

○児童の学習状況に関する実態把握 ・課題把握

○実態把握 ・課題把握の見直 し
○育てたい力の見直 し

○諸調査の分析と課題の明確化
○算数 ・数学単元評価問題の分析及び実態把握 ・対策

○伸ばしたい力の明確化 と改善策
○学校評価の分析 と課題把握及び改善策の明確化

○第1～3回 授業研究会での課題把握と改善策の明確化
○資料の収集 と整備

○学年部会，低・中・高学年部会，教科 ・領域部会による
成果の確認。新たな課題の把握

9

月

○第4回 校内授業研究会 （要請訪問）
○2学 期の研究内容，方向性についての微調整

と共通理解（1学期の研究の成果と課題から）
○指導案の改善

○仮説の検証と進捗状況の確認
○第4回 授業研究会での課題把握 と改善策の明確化

○研究概要の発表資料ま とめ
○学級の改善の足跡 「○○科における自己点検 ・自己評

価の実際」と指導案 との並記。学級の改善の足跡 と児
童の姿，授業改善の実際，本時のねらいの明確化。

10

月

○自主公開研究会10月26日 （金）

第5回 校内授業研究会 （指定校訪問）
○2学 期の研究内容，方向性について （1学期

の研究の成果 と課題から）

○全14学 級 ，国語 ，社 会 ，算数，理 科，生 活，音楽 ，図

工，特活 ，道 徳， 生活単 元学習 の授 業 を公 開す る こと

で五城 目小学校 その ものを公 開

○分科 会は，低 ・中・高学年 部会 と して開催

11

月

〇公開授業研究会から学級の改善の足跡 「〇〇

科における自己点検 ・自己評価の実際」の成

果と課題の明確化

○第5回 授業研究会での課題把握 と改善策の明確化

12

月

○みんなの登校 日来校者ア ンケー ト

○学校 評議員ア ンケー ト

○保護者 ・児童 ・教職 員ア ンケー ト

○ア ンケー トの実施 と結果 を基 に した 自己点検
・自己評価

○チャ レンジテス ト （国 ・算 ）

○各教科 ・領域等の成果 と課題 の把握 ・ま とめ

○ 「学び合い」の成 果 と課題 の把握 ・まとめ

〇 「評価」の成 果 と課題の把握 ・ま とめ

○学級 ・学年 にお け る三者 （保護者 ・児童 ・教職員 ）の

比較，分析 ，改善策の検討

1

月

〇教育課程編成のための共通理解

〇平成20年 度の研究主題，仮説，重点，計画等
の方向性の確認

○平成20年 度へ向けた計画づ くり

○各教科 ・領域等の成果と課題の把握 ・まとめ

○ 「学び合い」の成果 と課題の把握 ・まとめ
○ 「評価」の成果 と課題の把握 ・まとめ

○改善策の作成 ・実施

2

月

○次年度の研究の構想 と方向性の確認 ○平成20年 度研究構想 ・方向性について
○平成18・19年 度教育課程の実施状況に関する自己点検

・自己評価に係る研究指定校事業報告会

3

月

○平成20年 度へ向けた計画づ くり ○平成20年 度研究主題 ・仮説について
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Ⅳ 研究の概要

1教 育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行 うに当たっての組織

（評価体制や授業等の教育活動の公開を含む）

（1）授 業の 自己点検 ・自己評価，改 善に係 る組織 （2）学級経営案 の自己点検 ・自己評価 ，改善

（3）指導計画見直 しの 日常化

（4）低 ・中・高学年部 による自己点検 ・自己評価 ，改善
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2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）児童生徒の実態等

●学習指導要領 のね らいに到達 していない子 どもが多 く，固定化 しつつ あ る。 男女差が大 きい。

●考 えが もてない，広 が らない，深 ま らない，質 が高ま らない，話が聞 けない，一方的 に話す， 自信 がない，

学習意欲が低 い。

（2）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生か した改善の取組の概要
【1年 次 （平成18年 度）の要点】

教育課程の 自己点検 ・自己評価，改善 を，授業の 自己点検 ・自己評価，改善 ととらえ，児童の実態 を分析 し，

明 らか にす る ことで， 「個 の学 びの成 立」 「共有 してかか わ り合 う学 びへ の深 ま り」 「次に生 きる評価 の工夫」

の3点 を共同的な取組 と して実践 し，蓄積 を図 って きた。 目指す児童像 に照 らして教 育課 程の概 要 を示 した こ

とに よ り， 目指す児童像に向かっての教 育活 動の重点 を意識す るよ うに した。学校評価 は もとよ り，その時々

の声を受けて改善で きるものはす ぐに取 り組 み，教育活動 に反映 させ た。 反省や意見 が生 か され る，改善の実

感 をもて るな ど教師の意識 の変化 が見 られ ， よ り建 設的 な意見が出 るよ うにな った。今後 さらに授 業改善の基

盤 となる学級経 営の一層 の充実を図 るとともに，各教科，道徳，特別活動，総合的 な学習 の時間に よって，「学

び合 う力」 を育て，子 ども主体の授 業づ く りを 目指す こ とを確認 し合 うことがで きた。

【2年 次 （平成19年 度 ）】

時
期

教育課程の実施状況及び児
童生徒の学習の実現状況の

実態

左記の実態等に対応 した自己点検 ・自己評価の

取組等

教育課程の実施状況に関する自己点検
・自己評価の結果と考察等 （把握 した

成果や改善課題等）

4

月

●学習指導要領のねらい
に到達 していない子 ど
もが多く固定化 しつつ

ある。
●男女差が大きい。

●学習意欲が低い。

○児童の学習状況に関す る実態把握 ・課題

把握。
○実態把握 ・課題把握。

○育てたい力の明確化。

●やや 改善傾 向に ある ものの，特

定 の学年 にお いて は，個 人差 が

大 き くなってい る教科 もある。

●基礎 ・基 本の定着 を図 り，意欲の

低 下を改善 しな ければ な らない。

● 目指す 児童 像 を よ り意

識 し， 具体 的 に何 を ・
いつ ・どこま で ・ど う

す るのか明 らか に して
い く必 要があ る。

○学級経営案への反映。 ○ 目指す児童像具現のための学級
での具体的施策の決定。

○次月の教育活動への反映 （改善

策の実施）毎月5項 目を自己評
価，授業改善，学級経営案見直し。

●学級の児童の実態を基

に，何の教科，領域を
重点にして取 り組むか。

○重点教科 ・重点領域の設定。 ○何の教科，領域を重点に設定 し
て，学級 における児童の姿の改

善を図るかを明らかにする。

5

月

●授 業研 究会 では ，何 を

ど う評価 し，改善 を図

る視 点 とす るの かが あ

い まい である。

○授業研究にかかわる自己点検 ・自己評価

○授業参観カー ドを作成。多 くの人の 目を
通し，客観的に授業を見つめ，授業を磨

くために参観カー ドを活用。
○評価補助簿の蓄積 と活用。

○本時 の 目標 ， 導入 ，発問 ，学 び

合 い，板 書， ま とめ， 目標 の達

成 を4段 階評価 し数値 化す るこ

とで，成果や課題 が明確 にな る。

●子 どもの姿が授業に反

映 され ていない。何 を
どうすれば子 どもの姿
を基に した授業改善が

できるのかを明 らかに
しなければならない。

○学級の改善の足跡
「○○科における自己点検 ・自己評価の

実際」
○全ての学級において，重点教科 ・領域の

自己点検 ・自己評価を基に学級における
改善の足跡 「○○科における自己点検 ・

自己評価の実際」を作成。

○ 「子 どもの実態」 「教師の願い」

か ら 「改善点」が明 らかにな り，

「実 践」 を通 して 「評 価」 し，

成 果 と課題 を明 らか にす る取組

で ある。子 どもの姿 を見て ，1

時間 ，1単 元，1ヶ 月 と様 々な
スパ ン に よる 自己点検 ・自己評

価 が行 われ ，改善が図 られ る。
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6

月

●学級だけでの取組では

改善にも限界がある。

○学年部による共通実践の蓄積
○低 ・中 ・高学年部による共通実践の蓄積

○低 ・中・高学年の目指す子 どもの姿，学び
合 う姿の明確化

○学年 の 目指す 子 どもの姿，学 び

合 う姿が明確 になった。

○2年 のサイクル ととらえた低 ・中
・高学年 としてのま とま り，共通

実践事 項の確 認 をす る ことで ，

発 達段 階 を意識 した よ り組 織的

な指導が可能 になった。

7

月

● 学年 の学 び合 い ，教 科
・領域 と しての学 び 合

いが あ いま いで ，授 業

の視点が ぼや けている。

○指導案の改善
・学級の目指す子どもの姿，学び合 う姿を
明確にする。

・学年の学び合いを明確に位置付ける。
・教科 ・領域 としての学び合いを明確に位

置付ける。

○学年 部会 ，低 ・中・高学年 部会，

教科 ・領域 部 会に よる 目指 す子

どもの姿 ，学 び合 う姿が 明確 に

なった。

○1単 位時間に どんな力 を付 けたい

のか指 導案で も明 らかになった。

●多角的な視覚か らの傾
向把握が必要である。

○ ア ンケー トの実施 と結果 を基 に した 自己

点検 ・自己評価
・学級 ・学 年 にお け る三者 （保 護者 ・児童

・教職員） の比較，分析，改善策 の検討

●一部 の子 どもが発 表 して合 って

どん どん進 み，他 の子 どもたち

はよ く考える時間 もな く進 んで，

分 か らない とき もあ る。

● 一人 も残 さず に理解 で き るよ う

にす る指導 が必要 である。

8

・

9

月

● 児童 の姿 や ア ンケー ト

等 か ら， 指導 の在 り方

を見直す必要 があ る。

○児童の学習状況に関す る実態把握 ・課題

把握
○実態把握 ・課題把握の見直し

○育てたい力の見直し

○夏季休業以前の児童の姿から，

休業後の目指す具体の姿を明 ら
かに した。

● 目指す児童像 に向か い，

ど う自己点検 ・自己評

価 して きたの か ，課題

は何 か明確 に したい。

○指導案の改善
・学級の改善の足跡 「○○科 における自己

点検 ・自己評価の実際」 と指導案 との並
記。

○学級の改善の足跡 と児童の姿，
授業改善の実際，本時のね らい
の明確化を図ることができた。

10

月

○これまでの研 究の成果
を子 どもの姿で公開 し，

成果 と課題を明 らかに
する。

○公開授業研究会
・全14学 級 ，国語 ，社 会，算 数，理 科，生

活 ，音楽 ，図工，特活 ，道徳 ，生 活単元

学 習 の授業 を公開す る こ とで五城 目小学

校そ のもの を公開。
・分科会 は，低 ・中・高学年部会 として開催。

○ どの授 業 も先 生方 が， しっか り

子 どもた ちを把握 し，評価 で き

て きてい る。

○低 ・中・高学年部が一丸 となって，

共 通理解 ・共 通実践 に取 り組 ん

でい る。

●子 どもたちの学 び の状 況 を的確

に理解 し，受 け止 めて対応 で き

る指 導力が求め られ る。

11

月

○授業 を公 開す るこ とで，

子 どもの姿 を多角 的 に

評価 した。 新 たな課 題

を把握 し，改善 したい。

○公開授業研究会の成果 と課題の明確化
○学級の改善の足跡 「○○科における自己

点検 ・自己評価の実際」の成果 と課題の
明確化

○評価を基にした成果の確認。

○新たな課題の把握。
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（3）特に有効であった取組の具体例

［14年 ○組算数科における自己点検 ・自己評価の実際］
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［2指 導案 と自己点検 ・自己評価 ，改善］

16



［3学 級経営案 による自己点検 ・自己評価 ，改善］
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3教 育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価にかかわる説明責任の状況

（1）主な説明の事例

時
期

説明
対象

説明 した内容と方法 質疑応答や反応等

4

月

6

月

児童
保護者
地域の

方々

学校報 「あ さひ台」 の年4回 全戸配布。

年4回 （4・7・12・3．月）50町内全 戸 （約3，000部 ）
に配布。

五城 目町広報 を配布 す る際 に，同封 して も ら う

ことで可能 になった。 通常 はA3版 だが， 全戸配

布 時にはA4両 面印刷 とした。

校長報 「森 嶽学舎」

校長報 は週1回 のペー スで各家庭への配布。

校長 の考 え，教 育 ニュー ス，子 どもた ちの活躍

等 がた くさん盛 り込 まれてい る。

○学校の取 り組みや子どもたちの様子に触れ
ることができて うれ しい。

○校外の学習活動がより身近に感 じられる。
●全戸配布時以外にも学校報が見たい。

●先生方のことよりも，子 どもたちの学習の

様子や生活の様子を知 りたい。
○校長校 「森嶽学舎」，毎回楽 しみ。子 ども

も自分の名前を見つけて大喜びしている。
学校通信に目を通 しているだけで学校を身

近に感 じ，参加 している気持ちになれる。

学校報 「あさひ台」の町内回覧板用の送付
全戸配布4回 以外の時には，各町内会長 さんあ

てに5～20部 送付することに した。毎月町内の回

覧板と一緒に回覧す ることになった。

○学校での取 り組みや子 どもの活躍を広 く地

域の人々にも紹介することができる。
○地域の人々の協力が必要な場合もあり，学

校報での情報は貴重である。

4
月

保護者 学校 リー フ レッ トの全PTAへ の配布

学校 リー フ レ ッ トを作成 し，PTA総 会時 に全
PTA会 員の家庭 にカラー印刷 して配布 した。

○学校の教職員 全員 の名 前や コメン ト，教育

課程の特色，一 年間の活動の見通 しについ

て知 ることができて よい。

4
月

か
ら
随
時

更
新

児童

保護者
地域の
方々
全国

ホームページの充実 と管理
1ト ップページ

2学 校紹介
3研 究

4学 校評価
5学 校行事

6徒 然 日記
7図 書 館

8資 料 室

 (http://academic4.plala.or.jp/gojome/index. 
html)

●学校 のホームペー ジへ のア クセス件数は，

平 日，土 日とも増 えてきてい る。 しか し，

インターネ ッ ト普及率 ，ホームペ ージ認 知

度 も十分 とはい えない。

●パ ソコンとイ ンターネ ッ トの普及率 は高 く

ない。 見 ることがで きず にい る人が多い。

地域 の実態 （平成19年4月 調査）

インターネ ッ ト普及率54．1％
ホームペー ジ認知度39．3％

4

・

6

・

11

・

2

保護者

地 域 の
方々

学校評

議員

PTA授 業参観 日

（4．月 ・6月 ・11月 ・2月 ）

みんなの登校 日

（6，月 ・11月 …5日 間の学校 開放）

6月 みんなの登校 日 ミニ講話会

講話題 「五小 っ子の学 びをは ぐくむ」

参加者 保護 者 ・地域 の方 々 ・学校評議 員 ・

本校職員 計129名

○自分の子 ども以外の学年の様子も見ること
ができて参考になった。

○TT指 導のよさや一人一人を大切にしてい

る指導に触れることができてよかった。

○児童の学習状況について触れながら，家庭
・地域 ・学校の果たす役割について考える

機会 とすることができた。

10

月

児童

保護者
地域の
方々

学校報 「あさひ台」研究特集号
1研 究内容
2児 童の実態NRT検 査 ・学習状況調査

3課 題の明確化
4学 習状況改善のための取 り組み

5ホ ームページの紹介

児童の学習意欲を高めるために，

○学習状況の実態には とても興味・関心がある。

○ よ うや く全県平均 に追いついて きた。

○先生方の指導 がよい方 に変わって きた。

● 自分の考えを しっか り話せ る子 どもになっ

て欲 しい。

●男女差 ，個人差 を少 しでも解 消 してほ しい。

●教師 主導 の学習 を減 らし，学 び合 う学習活

動 を広 げる工夫が必要。

18



7

月

12

月

7

月

12

月

保護者 保護者への学校運営に関するアンケー ト

●TT指 導 は，算数だけでな く他教科 でも実施 してほ しい。

●子 どもが分か らない ことをい える雰囲気 をつ くってほ しい。

●子 どもの質問に きちん と答 えてほ しい。

●本読みの習慣がな く，読解力が劣 る一因 とな ってい る。

●五小全体は，指導力あ る先生 と劣る先生 がはっき りしている。

●TT指 導は過保護 とい う声 もある。

●間違 った時，次の意欲が出るよ うに指導 を工夫 してほ しい。

●授業中，私語が多い。

○学級づ くりが大切なので，教師 と子 どもた

ちの意思の疎通が図 られるよう今後 も努力
していきたい。

○TT， 少人数指導は主として算数で取 り組
んでいる。体育や音楽，図工等においても

単元や内容によつて取 り組んでいる。
○授業中，集中して学習に取 り組めるよう環

境を整えることが教師が指導する第一条件
である。今後も基本的な学習習慣が大切で
あることを確認 し合い，指導 していく。

○指導力の差がないように，学年共通して指

導に当たるよう対応 している。
○単元によっては習熟度加味 した少人数学習

を取 り入れ る。

6

11

2

6

12

2

月

学校 評
議員

平成18年 度学校評議員会

第1回6月 ・第2回11月 ・第3回2月

平成19年 度学校評議員会

第1回6月 ・第2回11月 ・第3回2月

学校評議員会評価表15項 目

学校評議員方々には6月 に評価表 を提示 して，
学校教育活動を評価する視点を明らかに しておく。

［さらに充実したい事項］
●学校は，授業に保護者や外部講師，施設設備を

積極的に活用 し，学習内容を豊かなものにして
いる。

●校内外の環境は整備 されてお り，施設 ・設備の
安全点検や事故防止に取 り組んでいる。

●学校は，PTAや 地域住民に施設 ・設備 を有効

に解放 している。

○家庭や地域 の願 いや期待 を的確 に捉 えた上

で，本校 の教 育方針が打 ち出 され ているこ

と，開かれた学校づ く りの推進 ，学校 報 「あ

さひ 台」，校 長 報 「森 岳学 舎」， 学年 ・学

級通信，ホー ムペ ージ等の公 表 ・公開等は

よい。

○基礎 ・基本の学力定着，特色ある教育活動，

道徳性の育成，年間の授業時数確保 とその
説明等，おおむね評価はよい。

○基礎 ・基本の確実な定着 とともに，教室の

外に飛び出し，多 くの人や場所， ものとか
かわり合いながらはぐくむ学力についても，

課題を把握 した上でさらに実践の機会を増

や し，充実 させていかなければならない。

◎目指す子ども像3点 はその実態か ら意にかなっている。さらによ りよくす るために…
●あいさつの励行 （地域社会を含めて）

●基礎学力の向上と定着 （学習の基盤と考える力）…さらに上を目指 して
●読書の啓発 （内面の豊かさと未知への発見）

●早寝，早起き，望ましい食習慣 （家庭 との連携）
●ゆとりある教師 との交流 （思いや りと相談→学級経営）

◎教師 と児童，保護者が 「自信」をもてる学校教育，家庭教育こそ将来の 「確信」へ と
つながる。本校の自己点検 ・自己評価は，学校経営改善，授業改善のための有効な手

立てである。スモールスパンでの改善をいとわず， さらにより学校，保護者や地域に

信頼 される学校にしていただきたい。

（2）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価にかかわる説明責任に関する成果と課題

学校 の取組や 子 どもたちの活躍 の様 子な ど，地域の人 々の学校 への関心は高 く，五 百年以上 の歴 史を誇 る朝

市での学習や 地域 の仕 事調べ な ど，子 どもたちが町に出た学習に もとて も協力的で ある。読み聞かせ ボランテ

ィア （お 話ポ シェ ッ ト）や 図書資料ボ ランテ ィア （ブ ックママ），ク ラブ活 動の地域の先生 （わ くわ く先生 …

将棋 ・茶道 ・川柳 ・絵画 ・民謡）等 ，直接的 に学校 へかかわろ うとして くだ さってい る方々 も多い。みん なの

登校 日期間 には，地域 の方 々も学校 を参観 して くだ さるので，保護者 アンケー トとともに大切 な声 と して と ら

えてい る。積極 的に評価 していただいた ことを提言 と して とらえ，改 善に結 び付 け よ うとす る意識が高 まった。

各ア ンケー ト結果や学校評議員会の提言な どは，教 育活動 の計画や実施 の場 面，ホームペ ージ等 において，

保護者や 地域の人 々に公表 ・公開 し，協力 を得 るこ と，学校の特色について保護者や地域 の人 々に説 明す るこ

とな ど，今 後 さ らに信頼 され る開かれた学校 づ く りを進 めていかなけれ ばな らない。
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Ⅴ 研究の成果と課題

1成 果

（1）低 ・中 ・高学年部 での 「学 び合 い」に よる授 業改善，子 どもの学習状 況の改善を 目指 して取 り組んで きた。

学 習指導要領 のね らいに到達 していない子 どもが多 く， 「学び合 い」に よって一人一 人の思考 を深 めたい と

考え， 自己点検 ・自己評価 の柱 と して改善 を図 って きた。 秋 田県学 習状 況調査の県平均 に対 して 「＋10％」

を 「十分到 達 してい る」， 「±10％ 」 を 「おお む

ね到 達 してい る」， 「－10％ 未満 」 を 「ね らい に

到 達 していない」 とと らえた とき，平成16年 度

で は 「－10％未満」が37％ だった ものが，平成17

年度28％ ，平成16年 度27％ ，そ して平成19年 度

には20％ と回復 してきた。 あわせ て 「±10％ 」

の子 どもも40％ にまで伸び ，子 どもの学習状況

は改善 されつつ ある とい える。

学 び合 う場 面で も臆 す る ことな く， 自分の言

葉で活 き活 き と表現 した り，周 りの子 どもの顔

を見 て 自分の考 えを伝 えた りで きるよ うにな っ

てきている。

（2）各教科，道徳，特別活動等の 「自己点検 ・自己評価の実際 （改善の足跡）」で蓄積 してきた客観的データ
にも，学ぶ意欲が高まってきている様子がみられる。学習に向か う姿勢に個人差が少なくなり，学習時間の

活性化が図 られた。家庭学習に取 り組む時間や内容にも改善がみ られる。

（3） 「学び合い」 を通 して， 自己点 検 ・自己評価 を進 める教 師の共通理解が図 られ， 自分の学級だ けで な く，

学年や低 ・中 ・高学年部 と して の共通 実践 も広 がった。 「話 す こ と ・聞 くこと」な ど，教科や 学年 にかか わ

らず，全校的な視野で横断的 に取 り組 み， ともに働 きかけ，かかわ り合 うよ うにな り，児童集 会や学校行事

等に参加 す る姿勢や聞 く態度，児童感想発表での挙手や発言 ，発 言の内容 に成長 した姿がみ られ る。

（4） 「学び合 い」を取 り入れ，授業や指導方法，子 どもの学習 に取 り組 む姿や習熟 の度合 いな ど， 自己点検 ・

自己評価す ることに よって， これ まで見 えなか った り見過 ご した りしていた ことについて も評 価で きるよ う

にな り，改善策 もよ り具体の もの になった。

（5）児童 の実態把握 ，課題把握 につい ては，各教科 ，道 徳 ，特別 活動，総合的 な学習 の時間にお いて， 「どの

よ うな子 どもた ちに （確 実な実態把 握）， どの よ うな指 導 を した ら （学び合 い）， ど うな ったか （子 どもの

姿で評価）」 とい う流れ を大切 に しよ うと確認 し合 った。 そ の際， 「子 どもた ちに どれ だ けの学 力 を付 ける
ことを 目標 と して設 定 したか」 「その達成状況 は ど うか」 「どの よ うな指 導を した ら学力が付 いたのか」 に

つい て，失敗例や成功例 な どの経験 を共有 しなが ら自己点検 ・自己評価す ることが できた。

（6）学習計画 を子 ども とともに作成 し，明示 した りしなが ら，学習の見通 しをもたせた り，学習 の連続性や系

統性 について考 えた りす る機 会を多 く取 り入れ てきた。 また，学習活動のポイ ン ト，前時の振 り返 りや学習
のま とめでは，子 どもの言葉 をな るべ く多 く生かせ る よ うに した り，子 どもの活躍の場 を保障 して あげ られ

るよ うに して きた。子 ども主 体の授 業づ くりをめざす ことで，支援 を大切 に しなが ら授業 を構築 しよ うとす

る意識 が高ま り，実践が蓄積 され ている。

2課 題

（1） 「話す ・聞 く能力」 は，各調査や学習 活動 の中で改善 が確認 されてい るが ， 「読 む能力」が不 十分 である
ことが明 らかになった。今後 の課題 であ り，重点 とな る。国語科 にお ける 「読む こ と」の単元 は もちろんの

こと，各教科 ，道徳 ，特別活 動，総合的 な学習 の時 間にお いて， 「読む能力」 にかかわ る内容 につ いて意識

的 に 自己点検 ・自己評 価 し，学習状況の改善 を図 る必要が ある。

（2）一人一人 が 「自分の考 えをもつ」時間 を大切 に して きた。 自分 の考 えをノー トや シー トに書 き とめてか ら
「学び合い 」を位 置付 け，友達の考 えの多様 さや 自分の考 えの変容 に気付 くことをね らったが， 自分の考 え

を深 めた り，高めた りす る力は十分ではなかった。 一人一人が考 えを広げ， よ りよい考 えを作 り上げ る学習

活動 を大切 に しなが ら，満 足感 や成就感 ， 自己有用感 を引 き出 し，考 える力の伸長 を図 ってい きたい。

（3）教師が もってい る評価 のスケール をな るべ く同 じものに してお けるよ うに，その時々で調整 し，共通理解

を図っていか なけれ ばな らない。 また，同 じ授業 を同 じ視 点でみ ることで，それ ぞれの もつ評価 の規準や 方

法 をチ ェックで きるよ うに した りしなが ら，教師 自身 の評価能 力を さらに高めていかなけれ ばな らない。

秋 田県学習状況調査 県平均比
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兵庫県 神戸市立本多聞中学校
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平成18・19年 度教育課程 の実施 状況に関す る自己点検 ・自己評価 に係 る研究指定校事 業研究成果報 告書

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る研究指定校事業 【平成18・19年 度】における研究の要点 ―平成19年 度―

Ⅰ 研究指定校の概要

学 校 ・
地 域 の
特色

神戸市西部の新興住宅地に立地 し、公団 ・公営賃貸住宅世帯の生徒が
が65％を占め、教育扶助 ・就学援助の割合 も高い。平成16年 より キャ
リア教育を本校教育活動の核に据 え、校区の小学校 と連携 した教育活
動にも取 り組んでいる。

Ⅱ 研究主題

すべての生徒に人間力を育む教育課程の編成 とその点検 ・評価

Ⅲ 研究 のね らいや考 え方 （教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行 う目的や考え方，評価対象等についての説明を含む）

研究主題の具現化を目指すために、保護者 ・生徒による教育活動評価、職員による自己評価、外部有識者による第三者評価等を実施す ることで教育課程
の改善を図る。また、相互授業参観による授業研究、小学校 と連携 した研修を通して、基礎学力の向上 と分かる授業の推進を目指す。

Ⅳ 取組の概要
1年 次 （平成18年 度 ）

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の要点

教育課程の実施状況及
び児童生徒の学習の実
現状況の実態

左記の実態に対応した自己点
検 ・自己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する
自己点検 ・自己評価の結果と
考察並びに改善等

どの学 年 も神 戸 市学

力定着度調査やCRTの 結

果 を見 る と、 到達 度 が

低い。

少人数授 業 を1学年 に重 点を置

く編成 シフ トを組 む。 選択 教

科の国語 ・数 学を少人数指導、

同室複数指導 を導入す る。

CRTの 結果か ら、授 業時に補習

を実施 したが 、時間 確保 が困

難 であ っ た。 夏 季休 業 中の補

習 は全校体制で実施 できた。

1学期 ア ンケー ト調 査

か ら授 業 が分 か りに く

い と答 え た生徒 が 全体

の1／3以上。

教師 に よ る相 互授 業 参観 と授

業研 究。 保護 者授 業 参観 日の

設 定 と授業評 価 シー トに よる

保護者評価 の導入。

2学期 の同調査では、1．2学年

はやや低 下。3学年 は上昇傾 向。

授 業研究 の回数 は3学 年が最 も

多かった。

2年 次 （平成19年 度）

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の要点

教育課程の実施状況及び児
童生徒の学習の実現状況の
実態

左記の実態に対応した自己点検 ・
自己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する
自己点検 ・自己評価の結果と
考察並びに改善等

授 業 時数 の 確保 をす るた

めの時間割 編成 を 日常的 に

実 施。CRTの 結果 は 前年 に

比べ全学年 とも上昇傾向。

小 人 数授 業 ・同 室複 数指 導 の 体

制 を1・2学年 に拡 大。 授業振替 を 日

常的 に行 い、出 張等 に よる 自習時

間 をな く し、授業時数 を確保。

CRTの 結 果か らの補習 を夏季

休 業 中の 学習会 で 実施 した。

参加 生徒も多 く効果 があった。

全国学力調査結果は良好。

「授業 がわか りやす い」が

前 回 調査 よ り10ポ イ ン ト

上 昇。授 業 に対す る生徒の

意識変 革が見える。

教師 に よ る相互 授 業参 観 を学年

毎 に実施 し授業 検証 の機会 を増や

す。 全教 師が研 究 テーマ を設 定 し

その実践 に取 り組む。

外部評価。第三者評価そ して

職 員 に よる 自己評価 の いずれ

も1年 次 を 上 回 る結 果 とな っ

た。



保護 者 ・生 徒 ・職 員

を対 象 とした学校 教 育

活動評価 を7月 と12月 の

2回実施。

評価結果で肯 定的回答率が60

％以下 の項 目につい て改善策 を

検討 し実 践 を行 う。評 価 結果

は保護 者に配布。

生 徒 ・保護者 と職員 の評価結

果 に 隔た りが 見 られ る。 改善

策 の 取 り組 み が、生 徒 ・保護

者 に十分 浸透 していない。

キ ャ リア教 育 と分 か

る授 業 にお いて小 学校

との連携 を図る。

（1中・1小での連携 ）

小 中合 同職 員研修 会 、研 究授

業の相互参観。 児童 ・生徒 の

交流学習会 （小6と 中1・ 中2）と

で実施。

それぞれの研究発表会 に、小

中の 全職員 が 参加 し、研 究 協

議 を行 った。

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る説明責任の状況例

年間2回 実施 した学校 教育評価 の結果をすべ て、全保護者 に公 表 した。文章表記 の部

分では、辛 口の指摘 もあったが、すべて公表 した。調 査結果につい ての問い合 わせ は特

になか った

1年 次の成果と課題

職員 の 自己評価 では、評 価結果 を生 か して、教科 指導において具体的な取 り組みが で

きた との結論 に達 した。しか し、保護者 ・生徒 の評価結果 とはかな り隔た りが見 られた。

学校 の取 り組 みが保護者 ・生 徒に十分浸透 していない よ うで あった。 小中連携では、お

互いに知 らない部分が見 えた ことで意義が あった。校 区の全小学校 との連携が課題 とい

える。

前年 と同時 期 に同 内容 で

教 育評価 を実施。 学校評 価

以外 に も、生活 実態 ・規 範

意識調査 を実施。

年 度 当初 に学 校 教 育計 画 と評価

規準 表 を全保護者 に配 布。 学校便

り ・学年 通信 ・学級通 信等 の 内容

に工夫 を凝 ら して情報発信 を行 う。

学校評 価の肯定的回答率は、

前回に比べ大幅 に上昇 した。

家庭学 習 への 支援 につい ての

評価 が最 も高かった。

小 中連携 の規模 を校 区内全

小学校 に広 げて活動 を行 う。

（1中・3小での連携）

合 同研修 会 ・児 童 生徒 の 交学 習

は本 校校 区の小 学校 の参加 を得 て

実施。 児童 ・生徒の交流会 も小6と

中1・ 中2と で同様に実施。

合同研修 ではそれぞれの教育

課程 につい ての 情報 交換 がで

きた ことは意義が あった。

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る説明責任の状況例

年 度当初に本年度の学校教育計画 と全教師 の教科指導にお ける研究テーマ を冊子 にま とめて、各

教科の評価規準表 とともに全保護者 に配布 した。 昨年同様、学校教育評価 の結果 をすべ て保護者

に公表 した。また、今年度は連携を してい る小学校 に も公表 した。

2年 次の成果と課題 ・今後の展望

外部評価 、職員 に よる自己評価 とも肯定的回答率 が前年度評価結 果を上回 った。 これ は学校か

らの積極的 な情報発信が功 を奏 したこ とと、全校体制 での生徒支援 が保護 者の信頼の表われ とな

ったのでは ないか。保護者 による授 業評価 においては、参観 の出席 率は低 く、評価 は一部の保護

者評価に過 ぎず信想性 の あるデー タには な りえない。 学校公開 日の設定 を検討す る必要 がある。

Ⅴ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を進めるに当たって，他校等の参考になること

生徒の実態把握には、生活アンケー ト調査や規範意識調査等が必要である。 また、家庭状況の把握も重要である。学校の教育方針に無関心な保護者や学
校からの情報が十分に届いていない家庭においては、保護者による学校評価に生徒の意思が大きく反映する。学校か らの情報発信をこまめに行い、調査結
果等はできるだけ早く保護者に返す。学校評価で明らになった問題点をいち早く改善することが重要である。また、基礎学力や学習習慣の定着を考えるに
は小中連携指導が必要である。学習面おける小中のスパイラルな指導。生活面では中1ギ ャップの解消。本多聞地域のこども達を9年 間のスパンで育てると
い う視点から小中連携による望ましい指導の在 り方についての研修をスター トさせた。これ らは教育課程の編成や重点指導事項を設定す る上で特に重要と
考える。また、教育活動を客観的に評価 して貰 うための第三者評価 も必要である。本校では、大阪大学大学院教授の志水宏吉先生に学校評価結果の検証を
お願い している。

○問い合わせ先

都道府県教育委員会担当課 兵庫県教育委員会義務教育課中学校教育係 電話番号 （078）362－3773



【資料】 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に関する年間計画表



平成18・19年 度教育課程 の実施状況 に関 する 自己点検 ・自己評価 に係 る研究指定校 事業研究成果報告書

平成18．19年 度教育課程の実施状況に関す る自己点検 ・自己評価に係る研究指定事業

研究のまとめ （平成19年 度）

1研 究指定校の概要

学校 ・地域
の特色

本校は、閑静な住宅地の中心部にあり、昭和59年4月 に多聞東中学校から分離開校 した。現在は、
集合住宅や分譲住宅が多 く、ほとんどの住民は新 しく転居 してきた人達である。今の若者は 「情
けがない、わがまま、自由のはき違え、自己中心的、物 を大切にしない、自立できない」との意

見がある。本校でも教育熱心な保護者 も多いが、 自信を持って子 どもに正しい躾 のできない若い

保護者 も増え、子 どもの誤 りを正す ことのできない家庭 も少な くない。そのために生徒指導上の
問題も発生しやすい状況にある。規範意識に欠け、 自律心が希薄で、苦しいことは避け、易きに
流れる生徒 も多い。結局、 自分の夢や希望について考えることができずに折角、入学 した高校で

も退学 した り、就職 しても長続きせず離転職する卒業生 も多い。それだけに学力や基本的生活習
慣を身につけることはもちろんのこと、 自分の将来について夢や希望を広げ、自分 自身の人生を
「ただ生きる」だけではなく 「よりよく生きる力」を身に付けるために3年 前より 「キャリア教

育」の推進に取 り組んでいる。一昨年か らは校区内の本多聞小学校 と連携 した活動を展開してい
る。その成果が認 められ、平成18年 度キャリア教育優 良校 として文部科学大臣表彰を受けた。現

在、本校教育活動の柱はキャリア教育にあると言っても過言ではない。

Ⅱ 本研究についての考え方
1研 究主題

すべての生徒に人間力を育む教育課程の編成 とその点検 ・評価

2研 究のね らいや考 え方

（教育課程の実施状況に関する自己点検 ．自己評価を行う目的や考え方，評価対象等についての説明を含む）

研究主題にある人間力を①確かな学力② コミュニケーション能力を中心 とした人間関係形成力③社会力 （公
民的資質 ・社会規範意識 ・人権意識）と捉え、教育課程全体を通 して育成を図る。
・キャリア教育の観点を活か した学びの基礎力の育成。
・職員が各 自で設定 した 「研究テーマ」よる分かる授業の推進。
・職員の相互授業参観 と授業研究か ら授業改善 と指導力の向上を図る。
・家庭、地域へ積極的な情報発信を行い学校 との連携 を深める。
・小学校 と連携 して、小中のスムーズな学びの接続方法について合同研修の実施。
・教育活動全体を通して、人間としての生き方在 り方についての学習を推進する。
研究成果の検証は、保護者 ・生徒 ・教師によるアンケー ト調査や参観授業での保護者評価。教師間での相互

授業参観による授業評価等で行 う。 アンケー ト調査の方法は、質問調査形式でA… よくあてはまる。B… ま
ああてはまる。C… あまりあてはま らない。D… あてはまらないの四択回答 としてA．B回 答の合計を肯定的

回答 とする。実施時期は1・2学 期末の2回 実施 とする。保護者評価には、文章表記による意見 も求める。集
計は学校全体 と各学年に分けて行 う。調査結果は、保護者 ・生徒 ・学校評議員 ・校区内小学校に公表する。質

問に対する肯定的な回答率が60％に達 していない項 目については、その改善策を各学年で し検討 して実践する。
職員 よる自己評価の検証は研究推進委員会で行い改善策を計画 し実践する。外部有識者による第三者評価は、
大阪大学大学院教授志水宏吉先生に依頼 して教育課程の改善の参考資料 とする。
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Ⅲ2年 間の主な研究経過

【1年次 （平成18年 度）の主な研究経過】

時期 研究経過 研究成果についての考察

1
学

期

研究主題 ・組織の決定

評価項目と対象、集計方法の研修

第1回 教育活動評価アンケー トの実施と検証

統計処理研修 （統計ソフ ト使用）

CRTに よる基礎学力実態調査と分析結果公開

授業研究 （キャリア教育を意識 した授業）

第1回 小中合同研修会による授業研究

職員研修会（授業評価システム）

・生徒 ・保護者 ・職員を対象に した学校教育活動評価ア

ンケー トか ら重点指導事項を定め、教科指導で具体的

な取 り組みができた。アンケー トの結果は全保護者 に
公表 した。

・CRTの結果を分析 した資料 を保護者に配布 した。また、
テス ト結果 より苦手領域についての補充学習に取 り組

んだ。
・小中合同研修で生活実態調査結果による生徒理解 と教

科研究ができた。
・先進校のモデルを参考に授業評価票を改良した。
・相互授業参観 ・授業研究を通 して、授業者の工夫や
生徒の学びの実態が確認できた。

2
学

期

小中相互授業参観による授業研究

第1回 教育活動評価アンケー トの結果公表

第2回 小中合同研修会による授業研究

職員相互授業参観週間による授業研究

学校公開による保護者授業授業評価

分かる授業研修会

第2回 教育活動評価アンケー トの実施と検証

・小中の授業を相互参観す ることで、小学校教員 と中学
校教員の指導方法や授業観の違いが明確にな り授業改

善の手がかりとなった。
・相互授業参観 を学年毎に実施することで、「学びの成
立」の観点から教科の壁 を越 えた授業研究ができた。

・先進校の教育実践研究会に積極的に参加す ることで、
本校研究に参考になるな情報が得られた。

・年間2回 のアンケー ト調査を行 うことで、改善策その
方法が適当であったかの検証ができた。全体的には2

回目の肯定的回答率が低下 した。但 し3学 年について
は上昇傾向にあった。

3
学
期

第2回 教育活動評価アンケー トの結果公表

本多聞小学校実践研究発表会（中学校職員参加）

本多聞中学校実践研究会発表 （小学校職員参加）

職員研修 （年間反省 と次年度の展望）

・小中お互いの研究会にそれぞれの職員が参加 して、研
究討議を行 うことで基礎学力向上と分かる授業を進め
るための在 り方が明確になった。

・実践研究発表会を実施 したことで、多 くの参加者か ら
貴重な意見や情報を得 られたことは、次年度の活動に
向けて参考になった。

【2年 次 （平成19年 度）の主な研究経過】

時期 研究の予定 研究方法の説明

1
学

期

職員研修 （研究指定概要の再確認）

学校教育計画 ・評価規準表の作成 と配布

CRTに よる基礎学力実態調査 と分析結果公開

職員研修会を実施 して、研究の具体的方法や、評価項 目
の再検討を行 う。

校務分掌担当者が分担 して執筆。全職員が各 自の教科に
おいて設定 した 「私の研究テーマ」を掲載。評価規準表

は、全学期分を1冊 にまとめた。保護者会で説明を加えて

全保護者に配布 した。

18年度データと比較 して1年 間の授業実践の検証を行 う。

分析結果を学年通信で保護者に公表 した。
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1
学

期

保護者授業参観 授業評価

生活実態アンケー ト調査

職員研修（研究指定校連絡会報告）

相互授業研究（各学年で実施）

第1回教育活動評価アンケー トの実施 と検証

第1回小中合同研修会による授業研究

授業評価票は授業者に返却 して、授業改善の資料 とした。

教育相談資料として活用、調査集計結果を小中合同研修
の資料 として活用 した。

研究指定校連絡会の配布資料をもとに研修会を実施 した。

授業参観か ら学びの様子を観察 し、学年ごとに検討会を

実施。検討会を定例の学年会議で実施 した。

18年度9月 実施分 と比較を行い教育活動の検証を行 う。

生活実態アンケー ト調査結果による生徒理解。

算数 （数学）・国語 ・総合 （キャ リア）グループに分かれて

教科研修を行 う。

2
学

期

第1回 教育活動評価アンケー トの結果公表

第2回 小中合同研修会による授業研究

相互授業研究 （各学年で実施）

規範意識調査の実施 と検証

保護者授業評価の実施と検証

職員研修 （全国学力調査の検証）

職員研修 「新学力時代の課題」

講師 志水 宏吉先生

小中相互授業参観

小中児童 ・生徒交流学習会

前回の結果と対比できる資料にして全保護者に配布 した。

算数 （数学）・国語 ・総合 （キャリア）グループに分かれて
研修を行 う。
授業参観から学びの様子を観察し、学年 ごとに検討会を

実施。検討会を定例の学年会議で実施 した。

アンケー ト調査結果をもとに道徳の授業を実施 した。

調査結果は学年通信で保護者に公開 した。

保護者 に授業評価 をして貰 う。評価票は授業者に返却 し
て、授業改善資料 として活用 した。

全国学力調査の本校生のデー タをもとに研修会 を実施 し

た。分析結果は学校だよりで保護者に発信 した。

授業改善についてのア ドバスと全国学力調査の結果につ
いて研修を行 う。

小学校3回 、中学校2回 （学校公開日）実施。小中それぞ

れの教師が自由に授業を参観 して意見を交換 した。

総合的な学習の授業で、小6と 中1・ 中2の 生徒の交流

学習を実施 した。当該学年の職員 も参加 し交流を図った。

3
学

期

第2回 教育活動評価アンケー トの公表

本多聞小学校実践研究発表への参加

本校実践研究会発表の開催

職員研修 （年間反省 と次年度の展望）

前回の結果 と対比できる資料に して全保護者に配布予定。

「分か る授業の推進活動の取 り組み」について実践発表

を予定。本校職員も参加予定。

2年 間の研究成果の発表 と研究協議
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Ⅳ 研究の概要

1教 育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行 うに当たっての組織

○生活実態調査の実施 と分析6月
○教育活動評価アンケー トの実施 と分析7月12月

○CRTの 実施 と分析1．2学 年4月3学 年7月
○規範意識調査の実施 と分析10月

○全国学力調査の分析11月

○小中合同職員研修会8月10月
○保護者参観授業評価4月11月2月

○小中相互授業参観2学 期
○教育研究発表会 本多聞小学校20年1月29日 （火） 本多聞中学校20年2月18日 （月）

研究推進委員会 校長 教頭 研究主任 教務部長 学習指導部長 生徒指導部長 各学年主任

校内授業研究グループ 各学年で適宜授業研究会を実施 学年主任が計画

学校評議員 男性1名 女性3名
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2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）児童生徒の実態等

神戸市 が毎年 実施 してい る学力定着度調査では、全市の設定通過率 を上回 ったのは、3学 年 の国語 と数学 だけ

であった。18年 度 に実施 したア ンケー ト調査では 「授 業が分か りにくい、分か らない」 と答 えた生徒 が34．2％

で、特 に2学 年か らその数 値 が高 くな ってい る。 「授 業 中に分か らない ことを質問 しやす い先生がが多 い」 の

質 問には37．8％の生 徒が否 定的回答 を してい る。 「学校生 活全般 を通 して コ ミュニケー シ ョン力や 人間関係力

を高 める時間が あるか」 の質 問には40．4％の生徒 が否定的回答 を してい る。 人間関係 を うま く保てず トラブル

に発展す るケー スが最近増加 してい る。

（2）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生か した改善の取組の概要

【1年 次 （平成18年 度）の要点】

保護者対象 に した第1回 教育活動評 価ア ンケー ト（全32項 目）の内で、肯定的 回答 率が60％以下 であった6項

目の改善策 として以下の取 り組 み を行 った。

子 どもは授 業が楽 しく分か りやす い と言 ってい る。41％

・小学校 と合 同で 「分 か る授 業について」研修会 を行 った。
・本校職員間で相互 に授業参観 を行い、授業改善のた めの研 修 に取 り組 んだ。
・CRTの 結果か ら5教 科 の弱点領域や 単元についての補充学習 に取 り組 んだ。
・視聴覚教材 を使 って、視覚 に訴え る授 業を行 った。 （多 くの教科）
・数学において視覚的認知 を しやす い よ うに文 章を絵 に描 いて表現 した り、計算 にゲーム的要素 を取 り入れ

楽 しく学習で きるよ うに工夫 した。
・板書に図を増やす工夫 した。 （多 くの教 師）

学校 は、応 用力 （発 展的 な力）を身 につけるための取 り組 みで効果 をあげている。39％

・3学 年 の授 業でShow and tellと い うス ピーチ に一人ひ とり取 り組 ませ た。 （英語）
・演示実験 をふ まえ るな ど して よ り丁寧 に説明 を行 った。 （理科）
・授業 で使 う教材 の難 易度 に幅 を持 たせ た。 （数学）

学校は、家庭学習に対す る支援に効果をあげている。39％

・毎時間学習 した内容の宿題を出す。
・家庭学習用プリン トを作成。学力定着と家庭学習の意欲 を喚起させ るため小テス トを実施 した。 （社会科）
・宿題を細かく点検 して評価をした。

学校は、将来の進路や職業などについて適切な指導を行っている。57％

・1学 年 が 「ひ ょ うごの匠」 キャラバ ン隊を招 き職業体験 実習を行 った。
・1学 年 が 「私の しごと館 」 を訪 問 して職 業体験学習 を行 った。
・2学 年 が トライや るウィー クで職場 体験 学習 を行 った。
・2学 年 がゲス トテ ィーチ ャー を招 き、進路学習セ ミナー を行 った。
・3学 年 が進路 学習の一環 と して近 隣の大学訪問 を行 った。
・3学 年 が高等 学校 の先生方招い て進路講話会 を行 った。

学校は、進路に関して家庭への連絡や適切な情報提供を行っている。56％

・学校だ よ り、学年 通信 で進 路情報 を積極的 に発信 した。
・進路説明会、進路講話 会の案 内 を全保護者 に配布 し、1・2学 年の保護者 も参加 で きるよ うに した。

学校は地域の人材を積極的に教育活動に活用している。53％

・1学 年が朝の読書 で 「読み 聞かせ 」 を行い地域 の方14名 が協力。
・地域 の福祉 施設 よ りゲス トテ ィーチ ャー を招き、福祉 学習 を実施。
・地域 諸団体の代表者が トライや るウィー ク推進委員や合唱 コンクール審査委員 として協力。
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【2年 次 （平成19年 度）】

時
期

教育課程の実施状況及び児
童生徒の学習の実現状況の

実態

左記の実態等に対応 した自己点検 ・自己評価の

取組等

教育課程の実施状況に関する自己点検
・自己評価の結果と考察等 （把握した

成果や改善課題等）

4

月

研究 ・研修活動
情報発信活動

調査活動
外部評価

校内授業研究

研究内容、研究組織、研究方法の再確認
冊子 「学校教育計画」「評価規準表」配布
基礎学力調査 （1年）CRT（1．2年）

保護者授業参観による授業評価

学級活動 （1年）

年度 当初に学校の教育計画 ・評価
規準表 ・全職員の研究テーマを保

護者 ・生徒 に示 したことで本校の
教育方針を周知徹底できた。
CRTの 結果は前年より上昇傾向

5

月

校内授業研究
小中連携活動

美術 （2年） 国語 （3年）

小 中連絡会 （旧6年 担任 と中1学 年職員）

授業研究を学年毎に実施す ること
で実施回数を増やせた。

6

月

調査活動
校内授業研究

研究 ・研修活動

生活実態アンケー ト（全学年）

家庭科 （1年）

本指定連絡協議会報告 先進校視察報告

基本的生活習慣の定着に課題が見

られ る。教師に悩みを相談する生

徒が極端に少ない。通塾率は56％。

7

月

自己点検 ・自己評価
外部評価

調査活動
研究 ・研修活動

教育活動自己点検アンケー ト（全職員）
教育活動評価アンケー ト（保護者 ・生徒）
CRT（3年）

教育視察受け入れ （鹿児島県）

前回調査 と肯定的回答率を比較。
保護者評価32項 目中29項 目が上昇
生徒評価31項 目中19項 目が上昇

職員評価72項 目中49項 目が上昇

8

月

補充学習活動
小中連携活動

第三者評価
研究 ・研修活動

夏季学習会 （全学年6日 間）
合同職員研修会

大阪大学志水宏吉先生による教育評価検証
教育視察受け入れ （静岡県）

CRT結 果か ら学習会の学習内容を決

定。合同研修で児童生徒の生活学

習両面の実態が明確になった。教
科研修は国語 ・数学 ・総合で実施

10

月

外部評価
調査活動

校内授業研究
研究 ・研修活動

学校評議員 による教育活動評価

生徒規範意識調査 （全学年）

英語 （1．2．3年）数学 （2．3年）総合 （2年）

教育視 察受け入れ （文部科学省）

学校評議員の評価は概ね良好。規

範意識調査からいじめに関す る認
識にやや問題が見られた。

11

月

外部評価

校内授業研究
研究 ・研修活動

小中連携活動
研究 ・研修活動

学校公開による保護者授業評価

数学（1年）保体（2年）
「分かる授業の推進 」講師 志水宏吉先生

合同職員研修会 ・相互授業参観
教育視察受け入れ （山口県）

学校公 開 日の授業評価票への記入

者が少 ない。合同研修では、小中
の校務運営や児童生徒の活動実態

の相違点が確認できた。

12

月

自己点検 ・自己評価

外部評価
校内授業研究

研究 ・研修活動
小中連携活動

教育活動 自己点検アンケー ト（全職員）

教育活動評価アンケー ト（保護者 ・生徒）
技術 ・家庭科 （1年）

教育視察受け入れ （徳島県）
小中交流学習会 （小6と 中1．2）

教育活動評価は前回調査 と前年度
同時期の調査結果 との比較検証を
予定。教育視察の受け入れを通 し
て、参考 となる他都市の情報を得

ることができた。

1

月

研究 ・研修活動

第三者評価
小中連携活動
研究 ・研修活動

19年度研究紀要作成

大阪大学志水宏吉先生による教育評価検証

本多聞小学校研究発表会 （本校職員参加）
教育視察受け入れ（静岡県）

研究紀要は19年 度本校教育実践に
ついて全職員が分担して作成する。

個人の研究実践の発表 も掲載す る

2

月

研究 ・研修活動

外部評価

本多聞中学校研究発表会

授業公開、研究発表、研究討議、講演 会
保護者授業参観による授業評価

研究発表会案内は全国に発信する
研究討議は分かる授業、キャリア

教育、道徳教育の3分 科会
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（3）特に有効であった取組の具体例

〈分 か る授業 の実践 〉

生徒への質問① 「授業は分か りやすい」

生徒への質問② 「家庭学習のきっかけとなる宿題がでている」

生徒への質問③ 「数学 ・英語の少人数授業がある方が分か りやすくて良い」

○教員相互評価

昨年から本校で実施 された研究会や授業参観週間などのあらゆる機会に、職員が授業評価シー トに
気づいたことを記入 し、意見交換をしてきた。授業評価シー トを工夫 して、生徒の学びが成立 してい
るときとそ うでないときについて見るようにした。生徒の様子を観察することで、今までのように授

業の手法だけで、論議することがなくなり、生徒理解につながる話 し合いができるようになった。そ
のことが、生徒が分かる授業につながったと考えている。

○研究 ・研修活動

年度当初に職員全員が研究テーマを設定 し 「分かる授業」の研究に取 り組んでいる。また、全職員が
「その時間のね らいを生徒に明確に伝えること」を共通の課題 として日々の授業に取 り組んでいる。

○家庭学習の支援

昨年の生活実態アンケー ト調査の結果を見ると、家庭学習の平均時間が、テレビを見た りゲームを
する時間を大きく下回っていた。また、全校生徒の通塾率は56％であるが、1．2年 生では50％で り、家

庭学習時間が1時 間以下の生徒が25％を以上という結果であった。保護者のアンケー トを見ても 「学校
は、家庭学習に対する支援に効果を上げている」の質問に対する肯定的回答率は40％に満たなかった。
そこで、今年度より家庭学習を全校的に推進する方法 として、自主学習ノー トによる家庭学習の支援

を全校体制で取 り組んだ。ノー トの点検には学級担任 と副担任が連携 して行っている。内容よりも継

続することに主眼を置き、家庭学習の習慣化を目標にしている。学級担任の工夫もあって定着率、提
出率 ともに現在上昇傾向にある。今年度の保護者のアンケー トの数値は62％と昨年を上回った。
○新学習システムによる授業

本校では、生徒の特性に応 じて、少人数授業や同室複数指導を行っている。今年は1学 年の数学と

英語、選択国語 （漢字進級）で少人数授業。2学 年は英語で少人数授業。数学で同室複数を行っている。
上記③の質問を学年別に見ると1学年の肯定的回答率が85％と他学年を大きく上回 り、少人数授業が有

効に機能 していることが分かる。

32



3教 育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価にかかわる説明責任の状況

（1）主な説明の事例

時
期

説明
対象

説明した内容と方法 質疑応答や反応等

1
学

期

保護者
生徒

・冊子 「学校教育計画」を全家庭に配布

・冊子 「評価規準表」を全家庭に配布
・全職員の 「私の研究テーマ」を学校教育計画に

掲載
・日常的な学校の様子を学校便 り、学年通信、学
通信で紹介

・CRTの 分析結果を学年通信に掲載

・個人懇談会、学年保護者会で生徒個人の学習到
達度や課題、校内生活について説明

地域他 ・学校教育計画、評価規準表を校区小学校に配布
・学校だよりを学校評議員 ・地域諸団体に配布
・生活実態調査結果を校区内小学校に提供

2
学
期

保護者
生徒

・冊子 「第1回 学校教育評価結果」を全家庭に配布

・日常的な学校の様子を学校便 り、学年通信、学

級通信で紹介
・生徒の規範意識調査結果を学年通信 に掲載
・全国学力調査の分析結果を学校だよりに掲載

・個人懇談会、学年保護者会で生徒個人の学習到
達度や課題、校内生活について説明

地域他

・冊子 「第1回学校教育評価結果」を校区内全小学

校に配布
・冊子 「第1回学校教育評価結果」を学校評議員に

配布
・学校だよりを学校評議員 ・地域諸団体に配布

3
学

期

保護者
生徒

・冊子 「第2回 学校教育評価結果」を全家庭に配布
・日常的な学校の様子を学校便 り、学年通信、学
級通信で紹介

・学年保護者会で学年の学習到達度や課題、校内
生活について説明

地域他

・冊子 「第2回学校教育評価結果」を校区内全小学

校に配布
・学校だよりを学校評議員 ・地域諸団体に配布
・冊子 「19年度本校教育実践」を校区内小学校

本校PTA役 員、学校評議員に配布

〈学校評価保護者アンケー トで検証〉

（肯 定的回答率 と前年度 との比較）

①学校は、教育方針 をわか りやす く伝えてい
る。

前年度調査66％ 今年度調査77％

②学校は、家庭への連絡や意思疎通を積極的
に、きめ細かく行っている〉

前年度調査64％ 今年度調査75％

③通知表は、子 どもの学力を適切に評価でき
るよう工夫 されている。

前年度調査67％ 今年度調査70％

④学校は、保護者が授業参観 をする機会をよ
く設けている。

前年度調査82％ 今年度調査79％

⑤学校は、保護者に出す文書 ・事務連絡等を
わか りやすいものにしている。

前年度調査86％ 今年度調査89％

〈学校評価生徒アンケー トで検証 〉

①授業がわか りやすい。

前年度調査59％ 今年度調査69％

②通知表などの学習評価のつけ方は納得でき
る。

前年度調査74％ 今年度調査73％

③ 学校 の先生は、私 たちのこ とを適切 に ・公

平に評価 して くれ る。

前年度調査63％ 今年度調査61％

（2）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価にかかわる説明責任に関する成果と課題

・年度当初に学校教育計画 と評価規準表を全家庭に配布 したことが
、保護者回答①の上昇につながった。

・学校だより・学年通信を通 して、日常的な学校の様子を積極的に発信 したことが保護者回答②の上昇につな
がった。

・全職員が 「研究テーマ」を設定して、教科研究に取 り組んだことが、生徒回答①の上昇につながった。
・評価規準表を全家庭に配布 したが、生徒回答②や③の結果を見ると、生徒への説明が不十分であり、次年度
の課題 と言える。
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Ⅴ 研究の成果 と課題

保護者 ・生徒 ・職員 を対象 に昨年度 と今年度 に実施 した学校教 育活動評価 ア ンケー ト結果の比較で本研究の成

果 と課題 を検証 す る。方 法 としては、数値 の絶対値 が、 「1％ 以 内」の時 は 「横 ば い」 「2～4％ 」 の時 は 「や

や 上昇」 あ るいは 「やや低 下」、 「5％ 以上」の時は 「上昇」 あ るいは 「低下」」 した。 評価項 目の詳 細は資料 と

して掲載 した集計結果 を参照 され たい。

1成 果

〈保護者評価 〉

32項 目中 「上昇」25項 目。 やや上昇 は4項 目。 「横 ばい」が3項 目。 前回調査 に比 べ肯定的回答率 が大幅 に

ア ップ してい る。 特に上昇が 目立 ったのが 「職員について」で あ り、4項 目全てが上昇 している。親 の教職員

に対す る信頼度 が深 まった と考 えられ る。ただ し、生徒 の回答 とは必ず しも一致 して いない。学習 に関 しては
「学校 は家庭学習 に対 す る支援 に効果 を上げてい る」 が最 も上昇率が高 く25％ア ップ してい る。 これ は、 自主

学習 ノー トの指 導が定着 し、それ を保護者が評価 した と考え られ る。 また、保護 者は子 どもが学校行事や部活

動 を楽 しみ に してお り、積極 的に参加 してい ると評価 してい る。 この結 果か らも学校 行事や部活動 が本校教育

の大 きな柱 になってい ると考え られ る。

〈生徒評価 〉

31項 目中 「上昇」 は9項 目。や や上昇 が10項 目。 「横 ばい5項 目」。前 回調査 に比 べ19項 目で肯 定的回答率

がア ップ して い る。特 に上昇 が 目立 ったのは、 「授 業が分 か りやす い」10％ ア ップ。 「火災や 地震 な どが起 こ

った ときは、 ど うすれ ばよいか を知 らされ ている」20％ ア ップ。 肯定的回答率 が高かったの は 「体 育会、宿泊

行 事 な どの学校 行事 を楽 しみに してい る」87％。 「部 活動 に積 極的 に参加 して い る」86％。 「学校 の先生 は誤 っ

た行動 は厳 しく指導 して くれ る」83％。 これ らは保護者 の回答 とも合致 して いる。

〈教師評価 〉

72項 目中 「上昇」 は46項 目。 「やや上昇」3項 目 「横 ばい」4項 目。 特に次の項 目が顕 著な上昇 を示 し、研

究活動 に対す る職員 の意識 の向上が うかが える。
・思考力 を重視 した問題解 決的な学習 を行 っている30％ア ップ

・生徒 の実態 を踏 まえ、参加 体験型 の学習 を行 うな ど指導 方法の工夫 ・改善 を行 ってい る。26％ア ップ
・カ ウンセ リングマイ ン ドを取 り入れた生徒指導 を行 ってい る。23％ア ップ
・生徒指導 におい て、家庭 と密接 な関係 ができている。40％ア ップ
・人権尊重 に関す る様 々な課題や 指導法について全教職員 で話あってい る。35％ア ップ
・教員間で授業法等 につ いて検討 す る機 会が よくある。26％ア ップ
・研 修 ・研究 に参加 した成果 を、他の教職員 に伝 える機会 が設 け られてい る。25％ア ップ
・近隣の小学校や高等学校 との校種 間連携 の機会 を設 け、教育活動全般 に生 か してい る。30％ア ップ

保護 者、生徒 、職員 とも前 回に比べ 「上昇 」 「やや 上昇 」 の項 目が増 えてい る。 これ は研 究実践 の成果 の

表れ と見て よいので はないか。

2課 題

〈保護者評価 〉
「低下」及び 「やや低下」はなかったがものの肯定的回答率が低かったのは、「子 どもは授業が楽 しく分か

りやすいと言っている」「学校は応用力 （発展的な力）を身に付けるための取 り組みで効果をあげている」の2
つである。学力向上の取 り組みに関 して、保護者は厳 しい目を有 しているようだ。分かる授業に関しては保護

者 ・生徒 と教職員の間に意識のずれが見える。

〈生徒評価 〉

「や や低 下」4項 目。 「低 下」3項 目で あった。 肯定的 回答 率が低 い項 目 として、 「自分 の考 えをま とめた

り発表 す るこ とが よ くある」49％。 学校の先生 につ いての項 目で は、 「学校 の先生 は、私 たちの こ とを適 切 ・

公平 に評価 してい る」 「学校 の先 生は、私た ちの相談 に応 じて くれ る」 の2項 目が前回 よ り低 下 してい るが保

護 者の回答 は上昇 してい る。 生徒の意見 を尊重 して改善 を図 りたい。

〈教師の評価 〉

「やや 低下」 は7項 目 「低 下」は12項 目であったが 、 「低下 」のなか でも5項 目は肯定的回答 が80％を超 え

てい るので全体的評価 としては悪 くはない。人権教育 と校内環境整備 に課題 が見 えた。

保護者 ・生徒とも学年によって評価の相違が見られた。各学年での検証 とその対応を考える必要がある。
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平成18・19年 度教育課程の実施状況に関す る自己点検 ・自己評価 に係 る研究指定校事業研究成果報告書

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る研究指定校事業 【平成18・19年 度】における研究の要点 ―平成19年 度―

Ⅰ 研究指定校の概要

学校 ・
地域の

特色

本校は，平成15・16年 度文部科学省学力向上フロンティア事業指定校

平成17年 度より福山市教育支援事業 （算数科）の指定を受け，分析 （教材

分析 と児童実態学力分析）を根幹に算数科を中心に，児童の論理的思考力を

培 うための研究を積み重ねてきた。

Ⅱ 研究主題

確 かな学力を身につけ，主体的 に学ぶ子 どもの育成

～ 自己点検 ・自己評価活動を通 して～

Ⅲ 研究のね らいや考 え方 （教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行 う目的や考え方，評価対象等についての説明を含む）
1学びのすすめ」に述べられているように 「基礎 ・基本を身に付け，それを基に，自分で課題を見つけ自ら学び，自ら考え，主体的に判断 し・行動 し・よりよく問題を解決

する能力や豊かな人間性，健康と体力などの 〈生きる力〉を育成する」ことをねらいとして，本校では研究主題を上記のように設定した。そのためには，現在の教育課程実

施状況における児童の学習状況の結果を踏まえ，その指導計画や指導方法及び授業時数が適切であるか自己点検 ・自己評価 し，改善していくシステムを構築していくことが

重要である。

本校の児童の課題としては，基礎的学力は向上しているが，学力差が大きいこと，分か りやすく説明したり書いたりする表現力が十分ついていないこと，見通しをもって

学習したり，活用 した りする力が不十分であることが挙げられる。そこで，1年 次は児童の論理的思考力と教師の指導力向上を目指し，年間を通 して計画的 ・効率的に自己

点検 ・自己評価することで，教育課程の改善を図ってきた。2年 次は1年 次の取組をもとに，自己点検 ・自己評価の精度を上げている。

Ⅳ 取組の概要
1年 次 （平成18年 度 ）

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の要点

教育課程の実施状況及
び児童生徒の学習の実
現状況の実態

左記の実態に対応した自己点
検 ・自己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する自
己点検・自己無価の結果と考察
並びに改善等

①表現力が乏 しく，
進んで発言する児童
の割合は、学級の約
3割 程度である。ま
た授業におけるかか
わり発言が少ない。

・自分の考えをノー トに書

く時間を保障 し，その後意
見交流を行 う。
・かかわり発言の仕方 （付

加，比較，異化，事例仮定
，推測等）を提示 し，意識
して意見交流をさせた。

・アンケー ト結果，判断する
基準を共有化していなかっ
たために，ね らいに対する達
成感にずれが生 じた。
・発言 しようとする児童は増

えたが，指導者の発問が課題
である。

2年 次 （平 成19年 度）

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の要点

教育課程の実施状況及び児
童生徒の学習の実現状況の
実態

左記の実態に対応した自己点検・自
己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する
自己点検・自己評価の結果と考
察並びに改善等

①表現力が乏しく，自分
の思いを書くこと，集団
の中で話すこと，理由を
つけて発言すること，か
かわ り発言が不十分であ
る。理由をつけて発言す
る児童が各教科や生活の
場で少ない。

・国語 科 「書 く」 単 元 に お い て

CAPDCA（PDCAの 前 に

Check・Action） シス テ ム で 指

導 工 夫 改 善 を 行 う。
・言 語 技 術 習 得 を通 し，論 理 的

思 考 力 を育 て る こ とば タイ ム

を工 夫 す る。

・指導目標に準じる判断基

準を明確にし，プレテス ト
や レディネステス トを作成
実施 し，指導工夫 しながら
実践 している。



・発言の仕方（結論先

行で理由を述べる）
やかかわ り発言のス
キルが身に付いてい
ない。

・11月より朝のスピーチタ

イムをスピーチ活動か ら問
答ゲーム （結論先行，理由）
に変えて重点月間 として取
り組んだ。 （TT指導）
・全教科や領域で問答ゲー

ムの話 し方で話すように取

り組んだ。

・問答ゲームでは理由をつけ

て発言はできるが，授業中や
生活等の場面での意識は低
い。
・発言の声が小さく，発言の
仕方が十分身に付いていな
いので，継続 しての取組 とす
る。

② 「数 学 的 な 考 え 方 」

の観 点 にお い て ，60

未 満 の 児 童 の 割 合 が

高 く，学 力 差 が 大 き

い。

（一 ・二 学 期 ）

・算数科において，全学年T
T指導や習熟度別少人数指

導で児童実態に応 じた指導
を行った。
・児童が見通 しをもった学

びになるように，予め児童
に判断基準を提示した。

・単 元 テ ス トの 結 果
，60未 満

の 児 童 の 割 合 が 一 学 期 は9．

8％ ， 二 学 期 は5．8％
・算 数 科 だ けで な く，国 語 科
「書 く」単 元 にお い て もCA

PDCAシ ステ ムで 取 り組

む 。

・二学期 単元テ ス

ト結果 ， 「数学的な
考え方」の60未満の
児童の割合は10％未
満であった。
（三学期）

・算 数 科 だ け で な く， 国 語

科 「書 く」 単 元 に お い て も

CAPDCAシ ス テ ム で 取

り組 ん だ。
・個 を 追 求 し

， 絶 えず 形 成

的 評 価 を行 った 。

・60未 満 の児 童 の割 合 減 少

「数 学 的 な考 え方 ］

単元 テ ス ト6％ ，

学 力 テ ス トCDT11．2％
「書 く」

学 力 テ ス トCDT15．9％
・ス パ イ ラル に よ るカ リキ ュ

ラ ム編 成や 指 導 が 必 要。

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る説明責任の状況例
・児童 ・保護者 ・地域を対象に年間2回 学校評価アンケー ト実施，公表
・学校だより，校長だよりで自己点検 ・自己評価の取組について紹介
・公開研究会における授業公開 ・研究報告 ・研究紀要を通して普及

1年 次の成果と課題

○算数科における本校の研究システムを生かし，国語科 「書く」単元において
CAPDCAで 実践を始めた。児童実態を把握し，指導目標を明 らかにしたC
APDCAシ ステムの有効性を実感することができた。

●教材解釈力や児童の見取り，個に応じた手立ては不十分。質の向上を目指す
●論理的に表現する発言の仕方，かかわ り発言は不十分である。

・ことばタイムでは理由

をつけて発言できるが，
各教科や生活の場で活用
できる児童が少ない。

・どんな場面で教師が切 り返 し

を行 うのか明確に持てるよう
に，各学年で教材研究を行 う時

間を設定する。
・ことばの年間計画を見直し，
問答ゲーム等言語技術指導を

継続 して行 う。

・10月の公開研究会アンケ
ー ト結果， 「大きな声では
きはきと発表」 「かかわ り

発言」については満足度が
80％ 未満であった。
・指導者が意識 して各教科

や生活の場で取 り組む。

②平成18年 度からの学力
差が縮まったが依然とし
て大きい。
「数学的な考え方」
「書く」

（一学期）

・算数科において，全学年TT指
導や習熟度別少人数指導で児
童実態に応 じた指導を行 う。
・基礎基本の習熟を図る久松台

タイムの工夫を行 う。
・スパイラルを意識 した単元構

成で指導を行 う。

・単元テス ト，基礎基本定
着状況調査 （広島県）全国
学力調査共に，通過率で県
全国平均を大幅に上回る。
・一学期の単元テス トの結

果，60未 満の児童の割合
は昨年度より減少した。

●一学期の単元テス トの

結果，60未 満の児童の
割合は昨年度より減少 し
少 し学力差が縮まった。
（二学期）

・算数科において レディネステ

ス トの結果を踏まえ，抽出児童

の学習状況を毎時間Checkし ，

指導方法の検証を図る。

・抽出児童を決め，個に応
じた指導とCAPDCAに
よる指導を行った単元では

学年全体も基礎コースの児
童の正答率も伸びている。

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る説明責任の状況例
・児童 ・保護者 ・地域を対象に年間2回 学校評価アンケー ト実施，公表
・学校だより，校長だよりで自己点検 ・自己評価の取組について紹介
・公開研究会における授業公開 ・研究報告 ・研究紀要を通 して普及
・教務主任研修，校長研修会で，研究の概要を発表，普及

2年 次の成果と課題 ・今後の展望

○自己点検 ・自己評価の取組をシステムの構築 と考え，実践してきたことで，算数科
を中心に国語科 「書く」だけでなく，他教科や学級集団づくり，体力づくり等の教育

活動においてもCAPDCAの 考え方で推進できている。
○次年度は本年度の実践をもとに，児童実態や他教科や領域との関連を考えたカリキ
ュラム編成を考えていく。

Ⅴ 教育課程の実施状況に関ずる自己点検 ・自己評価を進めるに当たって，他校等の参考になること

○ 単元に入る前 （入 り口）にレディネステス トやプレテス トで児童実態をCheckし ，単元終了後 （出口）には評価規準に到達できたかをテス トや作品を通 してCheckす るこ

とで，指導計画や指導方法が適切であったかどうかを評価 し，次への指導工夫改善につなげることができた。

○CAPDCAを システムとして構築 したことで，さらに幅が広が り，教材研究や児童実態の学級集団づ くりや体力づ くり等，教育活動のいろいろな領域にもシステムと

して自己点検 ・自己評価する体制ができつつある。

○問い合わせ先

市町教育委員会担当課 福山市教育委員会 学校教育部 指導課 電話番号 084（928）1183
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平成18・19年 度教育課程の実施状況に関する 自己点検 ・自己評価 に係 る研究指定校事業研究成果報告書

平成18・19年 度教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る研究指定事業
研究のまとめ （平成19年 度）

Ⅰ 研究指定校の概要

学校 ・地域
の特色

地域の歴史は浅く，開校28年 目の学校であるが，保護者や地域の教育に対する関心は高く，学校に寄せ

る期待は大きい。地域の方はとても協力的で，クラブ活動や防犯ボランティア等で本校を支えてくださってい

る。

本校は，平成15・16年 度文部科学省学力向上フロンティア事業指定校，平成17年 度より福山市教育支

援事業 （算数科）の指定を受け，分析 （教材分析と児童実態学力分析）を根幹に児童の論理的思考力を培 うた

めの研究を積み重ねてきた。その研究の積み上げのもと，平成18・19年 度は本事業を受け，児童の学習面

における課題を克服するために，短期 ・中期 ・長期のサイクルでCheckし ，Actionす るシステムを構築し，実

践 している。算数科を核 として国語科 「書く」領域においてもCAPDCA（PDCAの 前にCheck，Action

を行 う）システムを取 り入れることで，指導方法の工夫改善を行い，教師の指導力の向上並びに児童の活用力

や表現力の向上を目指 している。

Ⅱ 本研究についての考え方
1研 究主題

確 かな学力を身につけ，主体的に学ぶ子 どもの育成
～ 自己点検 ・自己評価活動を通 して～

2研 究のね らいや考 え方

（教育課程の実施状況に関する自己点検 ．自己評価を行う目的や考え方，評価対象等についての説明を含む）

「学びのすすめ」に述べ られているようにこれからの教育は， 「基礎 ・基本を身に付け，それを基に，自分で課題を見つけ

自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，行動 し，よりよく問題を解決する能力や豊かな人間性，健康と体力などの 〈生きる

力〉を育成する」ことである。本校では，学校教育目標 と今求められている学力を基に，研究主題を上記のように設定した

本校の児童の課題 としては，基礎的学力は向上 しているが，学力差が大きいこと，分か りやすく説明したり書いた りする

表現力が十分ついていないこと，見通しをもって学習 した り，活用 したりする力が不十分であることが挙げられる。

本校においては，現在の教育課程実施状況における児童の学習状況の結果を踏まえ，その指導計画や指導方法及び授業時

数が適切であるか自己点検 ・自己評価 し，改善 していくシステムを構築 していくことが重要である。そこで，1年 次は児童

の論理的思考力と教師の指導力向上を目指 し，年間を通して計画的 ・効率的に自己点検 ・自己評価することで，教育課程の

改善を図ってきた。2年 次は1年 次の取組をもとに，自己点検 ・自己評価の精度を上げている。

40



Ⅲ2年 間の主な研究経過

【1年 次 （平成18年 度 ）の主な研究経過】

時期 研究経過 研究成果についての考察

5

月

・自己点検 ・自己評価活動を推進するための組織体制

づ くりをする。 （5プロジェク トチームを編成）

●組織を立ち上げたものの，今ある校務分掌 との関連やテーマを

模索 していたために，各プロジェク トチームの行 うべき内容が

精選されず，スムーズな運営には至らなかった。

9

月

・課題を踏まえて，プロジェク トチームを見直 し・改

編する。

・教師の指導力の向上を目指 し，授業者は略案を作成

し，観察者は授業評価表をもとに視点 （学習集団づ

くり・発問指示の適切 さ・活動の場の工夫等）を決

めて授業を見合い，事後研修を行 う。

○プロジェク トチームを論理的思考力チーム と教師の指導力向

上チームの2体 制に見直ししたことにより，実働 しやすい体制

となった。

○若い教員が多く，課題に迫るための 「かかわり発言」 「切 り返

し方」 「教師の発問」 「学級集団づくり」等，協議を行 うこと

で多くのことを学ぶことができた。

10

月

・公開研究会において，論理的思考力の向上を目指 し

た研究授業を全学級公開する。

○論理的思考力を育成するための研究の歩みについて公開・普及

に努めた。

●本事業についての趣旨を本校職員が十分理解できていなかっ

たために，十分な普及はできなかった。

11

12

1

月

・どのような研究システムを構築していけばよいのか

模索 していたが，本校の算数科における研究システ

ムを生か し，CAPDCAシ ステムを算数科と国語

科の 「書く」単元で，取 り組む。

○Check（ 児 童 実 態把 握 ） ，Action（ 補 充 ） を ふ ま え て ，PD

CAを 考 え，実 践 した こ とで ，CAPDCAシ ステ ム を意 識 し

た 取 組 を実 践 す る こ との 重 要性 を 実感 で きた 。

○ 特 に，算 数 科 に お け る単 元 テ ス トで は ，数 学 的 な 考 え方 の到 達

率 が1学 期78％ で あ っ た が ，3学 期 に は85％ と7ポ イ ン ト

伸 び た。

11

12

1

月

・論理的思考力の向上を図るため，朝のことばタイム

の見直しを図る。1ヶ 月間をことばの重点月間と決

め，毎朝 （週4回 ）問答ゲームを行 う。

○全学年 ・全学級が，一斉に問答ゲームを取り入れ実施 したこと

で，「問答ゲーム（結論先行）の話 し方で言ってごらん。」等，

授業や生活のあらゆる場面で指導ができ，根拠や自分の立場を

明確にした話 し方のスキルが身に付き始めた。 （12月 の児童

満足度85％ ）

2

3

月

・外部講師 （ラジオパーソナ リティ・小畠氏）を招聘

し，正しい発声の仕方や伝えることの意義等を学習

する

・平成18年 度の実践のまとめをする。

・効果的に自己点検 ・自己評価するための組織の見直

しを行 う。

○本校児童の課題を踏まえ，全学年全児童がことばの学習を受け

る。

○平成18年 度の研究のまとめをすることで，成果と課題を明ら

かにし，次年度の研究の方向性を明確にする。

【2年次 （平成19年 度）の主な研究経過】

時期 研究の予定 研究方法の説明

4

月

・プロジェク トチームを中心に自己点検 ・自己評価活

動の取組を推進するための職員研修をもつ。

・本校研究の構想に本事業がどのように組み込まれているかの共

通理解を図るための研修をもつ。

○指導力を向上するための自己点検が必要

○活用力を育成するための自己点検が必要
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5

月

・外部講師 （ラジオパーソナ リティ ・小畠氏）を招聘

し，正 しい発声法や伝 えることの意義について，全

児童が学習する。

・算数科と国語科 「書く」単元を中心にCAPDCA

の実践を行 う。

・指 導 力 の 向上 を 目指 して ，5月 よ り毎 月授 業観 察 を

行 う。

・6月 には ，全 員 算 数 科 にお い て ，CAPDCAに よ

る全 体研 究授 業 を行 う。

・7月 （中 学年 ）11月 （高 学 年 ）1月 （低 学 年 ）が，国 語 科

「書 く」 単 元 に お い て ， 全 体 研 究 授 業 を行 う。

・本 校 の 課 題 を踏 ま え
，表 現 力 の 向 上 を 目指 し，Actionと して

こ とば の研 修 を行 い， 本 年 度 の 朝 の こ とば タ イ ム の礎 とす る。

・算数科と国語科 「書 く」単元において既習事項の事前Check

と復習 （Action） を取り入れた年間3単 元CAPDCAサ イ

クルで実践を行 う。

・年間学習指導計画 （シラバス）をもとに，実践 した授業時数と

作業的体験的活動の内容及び単元テス トの結果を記録し，評価

委員会に報告する。 （学期末）

・授業後，授業者 と参観者で教師の発問を中心に，授業観察評価

表の視点にそって，事後研修を実施する。

・6．月全学年で講師を招聘 して活用力を育成するための研究授業

を行い，研究の視点にそって，今後のActionに 向けて研究協

議会をもつ。

・7月・11月・1月の国語科研究授業において，講師を招聘 し，国

語科 「書く」単元のPlanづ くりに向けて研究協議を行 う。

9

月

・ア ンケ ー トの結 果 を踏 ま え
，こ とば タイ ム と久 松 台

タイ ム の 内容 に つ い て ，CAPDCA実 践 の 分析 ・

見 直 しを す る。

・アンケー ト分析を視点にそって行い，HPで その結果と今後の

方向性について公開する。

10

月

・公開研究会において，CAPDCAサ イクルで算数

科の研究授業を行い，研究を公開 ・普及する。

・単 元 途 中 のActionと して の 帯 タイ ム 学習 と授 業 を公 開 し， 研

究 の あ ゆみ を報 告す る。分 科 会 や ア ン ケー トで 教 育 関係 者 の意

見 を聞 き， 今 後 の 改 善 （Action） に 生 かす 。

11

月

・研究授業の授業分析を行 う。

・表現力育成のための 「言語技術指導」の職員研修を

もつ。

・国語の 「書く」単元について，高学年の全体研究授

業行 う。

・算 数 科 にお け る研 究授 業 を活 用 力 を育成 す るた め のCheckと し

て授 業 分 析 を行 い， 今 後 の 改 善 （Action） に生 か す 。

・担 当を 中 心 にActionと して
， 今 後 の 指 導 に生 か す 「言語 技 術

指 導 」 の研 修 を もつ 。

・校 内研 究授 業 を市 内 小 学校 に
，授 業 公 開 し，講師 の指 導 ・助 言

の も とで，表 現 力 育 成 の た め の指 導 方 法 のCheckと して研 究 協

議 を行 う。 （11月の み）

12

月

・二学 期 の こ とば タイ ム とCAPDCA実 践 の分 析 ・

見 直 しをす る。

・研 究 授 業 を表 現 力 を 育成 す るた めに 授 業 分 析 （Check） し
，今

後 の 指 導 （Action） に 生 か す。

●ア ンケ ー トの 分析 を視 点 にそ って 行 い ，HPで そ の 結果 と今 後

の 方 向 性 に つ い て公 開 す る。

1

月

・算数科 と国語科 「書く」単元を中心にCAPDCA

の実践を行 う。

・実 践 の 記 録 を ま とめ る
。

2

月

・研 究 の あ ゆ み を ま とめ る
。

・2年 間の研究のあゆみをまとめ，取組の成果 と課題を明らかに

する。
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Ⅳ 研究の概要

1教 育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行うに当たっての組織

（評価体制や授業等の教育活動の公開を含む）

2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）児童生徒の実態等

平成17年 度末の学力テス トCDTの 結果，算数科において どの観点 も全国平均 を上回 る。 （全国平均 を100と

す る と，数学的 な考 え方111．3ポ イン ト，表現 ・処理 が105．8ポ イ ン ト，知識理解が108．6ポ イ ン ト）しか し， 「数

学的 な考 え方」の観 点において3学 年 で60ポ イ ン ト未満 の児童 の割合が15％ 以上あ り，学力差が大 きい ことが

明 らか となった。

国語科 において もどの観 点 も全国平均 を上回 る。 （全国平均 を100と した場合 ，話す103．5ポ イン ト，書 く

104．1ポイ ン ト，読む108．9ポ イ ン ト，言語110．5ポ イ ン ト）しか し，児童実態 と して，表現力が乏 しく，アンケ

ー ト結果で も 「自分の考えを進 んで発言 してい る」が76 ．8％， 「つなが り発言 （かかわ り発言） を してい る」

が69．9％ と課題 があ る。 また根拠 を明確に した発言や筋道 を立てて考える力 が弱 い。
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（2）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生か した改善の取組の概要
【1年次 （平成18年 度）の要点】

〇論理的思考力の育成のために 「つながり発言」を一手段 として取 り入れ，実践していく中で 「話し方スキル」や 「つなが

り発言 （関わり発言の具体的なイメージ」の必要性を感 じ，朝のことばタイムの内容を変更 してきた。 しかし取組方法や

取組に対するCheck等 の徹底が不十分で，話し方スキルの習得は十分身に付かなった。次年度は，朝のことばタイムや教

科等外の言語技術習得の時間を活用 し，具体的な取組内容と方法 ・Checkのかけ方等を共通理解し，実践していく。

〇算数科における本校の研究システムCAPDCAを 生かし，個への取組や国語科「書く」単元における実践をしたことで，

児童実態を把握 し指導 目標を明らかにしたCAPDCAサ イクルの有効性を実感することができた。しか し，まだ内容は

十分なものとはいえず，今後も継続 して検証していく。

〇教師の指導力向上に向けて，授業観察評価表をもとに授業観察を継続 してきたことで，教師の切 り返 し方や関わ り発言の

させ方等の具体的なイメージをもつことができた。しかし，児童の満足度が高い授業力の向上にはまだ至っていない。そ

こで，次年度 もさらに教材研究を深めると同時に，自己課題を明らかにしながら継続して授業観察を行い，授業力の向上

を目指す。

〇確かな学力を身につけるためには，スパイラル学習が有効であると学んだ。そこで次年度は，算数科を中心にスパイラル

を意識して編成 した単元構成で作業的体験的な活動を重視 した実践を行 う。

【2年 次 （平成19年 度）】
取組1表 現力の向上を目指 して

時
期

教育課程の実施状況及び児
童生徒の学習の実現状況の

実態

左記の実態等に対応した自己点検 ・自己評

価の取組等

教育課程の実施状況に関する自己点検・自己評

価の結果と考察等 （把握 した成果や改善課題等

）

一

学

期

・自分の思いを相手に分か り

やす く伝えた り，書くこと

集団の中で話すこと，理由

をつけて発言 した りす る

等の表現力が乏しい。

○国語科 「書 く」単元においてCAPDC

Aサ イクルで指導工夫改善を行 うこと

で，各教科でのつけたい力を確実に定着

させる。

〇話し方等について，言語技術指導を行い

論理的思考力 を育てることばタイムを

工夫する。

・単 元 内 で つ け た い力 を明 確 に して ，プ レテ ス

トや レデ ィネ ステ ス トを作 成 し，指 導 工夫 し

な が ら，実 践 を して い る

・結論先行の発言形式の徹底

・一学期の実践結果

「理由をつけて

発言 している

児 童74．8％

教 師40．6％

二

学

期

・ことばタイムでは理由をつ

けて発言できるが，他教科

や生活の場面で活用 でき

る児童が少ない。

〇 自分たちの考えを言い合える場面の設

定，そのための教材研究を行 う。

〇ことばの指導年間計画を見直 し，多用な

言語技術の指導を継続 して行 う。

・10月 公開研究会におけるアンケー ト結果

「大きな声ではきはきと発言できる」

保 護 者 ・地 域

75．3％

「関 わ り発 言 が で きて

い る」

保 護 者 ・地 域75．9％

教 育 関 係 者74．1％

11

月

・理由をつけた発言や関わり

発言ができる児童が少な

い。

〇ことばの教育の研修を行 う。

・再話を日常的に行 うための取組

・描写 ・説明の指導の仕方

「理由をつけて発言できる」

「かかわり発言ができる」
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取組2す べての児童を 「おおむね満足」に到達 させ るために

時

期

教育課程の実施状況
及び児童生徒の学習
の実現状況の実態

左記の実態等に対応 した自己点

検 ・自己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の結果と考察等

（把握した成果や改善課題等）

一

学

期

・平成17年 度より

学力差が縮まった

ものの，依然とし

て大きい。

【平成18年 度末学

力テス トCDTに

おける60未 満の

児童の割合】

「数 学 的 な考 え方 」

11．6％

「書 く」15．9％

（1）本年度 も算数科において，

全学年TT指 導や少人数指導

を通 してCAPDCAサ イク

ル （単元に入る前に児童実態

を把握する。Checkし ，つま

ついている所を補充Action

後PDCAに よる実践 単

元終了後の補充）による指導

工夫改善で習熟を図る。

（1） 〈一学 期 算 数 ア ンケ ー ト結 果 〉

○ 「算数が楽しい」 「分かる」はどちらも80％ 以上の満足度が

ある。

○ 「コース別学習が好き」の満足度が高 く，児童実態に応 じた指

導ができているといえる。

〈一学期単元テス ト結果〉

【学校全体の平均点】 【60未 満の児童の割合】

○一学期の単元テス トの平均点においては，昨年度より上回った

○60未 満の児童の割合を昨年度 と比較すると，どの観点におい

ても割合が減少 した。

○CAPDCAサ イクルで児童実態を見取 り，児童実態に応 じた

適切な手立てを講じていったことが有効であったと考えられ

る今後は，さらに学年間での教材研究や授業観察を通 して授業

力向上を目指す。

〈「基礎 ・基本」定着状況調査 （広島県5年 生実施）結果〉

・算数科通過率 平 成18年 度81．8％ （県 平 均80．2％ ）

平 成19年 度84．6％ （景 平 均75．6％ ）

○通過率が県平均を9ポ イン ト上回 り，30％ 未満の児童の割合

は0％ であった。今までの研究の積み上げの成果 と言える。

算 数 アン ケー ト結 果

単元テスト結果比較 60未 満の児童の割合

基礎基本定着状況調査通過率
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一

学

期

（2）本単元との関連を考えた基

礎基本の定着を図る久松台タ

イムの工夫を行う。

・漢字 （火 ・木）Gと 算数スキ

ル （計算 ・図形 ・説明の仕方

等を含む （月 ・水 ・金））を

行い，実施 した内容を記録化

していく。

●意欲が持てるように，本校独

自の漢字検定を月1回 行う。

（3）スパイラルを意識 した単元

構成で指導を行 う。
・昨年度末に習熟を図るための

単元配列 と授業時数の見直し

を他社の教科書を参考に行っ

た。

・前学年や前単元とのつながり

を工夫した単元や本時の導

入を行 う。

・昨年度と本年度の単元テス ト

の結果を学年 ・学期ごとに到

達率 と60未 満の未到達児

童の割合及び誤答の多かっ

た問題を分析 し，その結果を

次の授業改善に生かす。

〈全国学力調査結果 （算数）〉

（2）〈一学期の実践結果〉

○7月 漢字検定90％ 以上の達成児童全校平均69．7％

○単元テス ト一学期の総合平均点

言 語 事 項 （漢 字 と言 葉 ）87．0点

表 現 ・処 理88．6点

○7月 の児 童 ア ンケ ー ト結果

「久 松 台 タイ ム の 漢 字検 定 をす る こ とに よ って ， 漢 字 を

しっか り覚 え よ うとが ん ばれ た か。 」

児 童 満 足 度91．1％

（3）〈一学期の実践結果〉

例）第4学 年 （※資料 参照）

●習熟を図るために，予想以上の時間数をかけてしまった

ために，昨年度の課題であった 「およその数」に時間を

かけることができず習熟を図れなかった。

●しっかり授業計画を立て，久松台タイムを有効的に活用

し，スパイラルで習熟を図る。

全国学力調査正答率（算数）

単元テスト結果（全学年平均）

4年一学期平均点
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二

学

期

・60未 満 の 児

童 の 割 合 が

減 少 し た も

のの， 「数 学

的 な考 え方」

において，依

然 と して10

％以上あ る。

・算数科において，CAPDC

Aサ イ クルに よる実践 を行

う。

・レデ ィネステス トの結果 を

踏まえ，抽出児童 の学習状

況 をCheckす ることで，指

導方 法の検証 を図 る。

〈研究授業 を行った単元テス トの結果〉

3年 「か け算の筆算 」

総合到達度 ：85．5％ （考え方 ：82．9％ ）

基礎 コース ：75．6％ （考え方 ：71．8％ ）

4年 「小数」

総合到 達度 ：92．6％ （考 え方 ：90％ ）

5年 「小数 のかけ算」

総合到達度 ：94．1％ （考 え方 ：90．6％ ）

6年 「分数 のか け算」

総合到達度 ：95．8％ （考 え方 ：93．8％ ）

基礎 コー ス ：88．1％ （考 え方 ：87．8％ ）

○抽 出児童 （レデ ィネステス トにおいて習熟が難 し

い児童）を決 め，指導方法 を検証 し、改善 していっ

たこ とが成果であ る。

● 日常生活 と関連づ けなが ら，既習事項の活用 を教

師 自身が意識 して指 導 をす る。

●学級掲示に頼 るのではな く，児童 自身 が既習事項

を生か して活用 してい く力が必要である。
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取組3見 通 しをもって学習 した り，学習 したことを活用 した りするために

時
期

教育課程の実施状況
及び児童生徒の学習
の実現状況の実態

左記の実態等に対応した自己点検
・自己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の結果と考
察等 （把握した成果や改善課題等）

一

学

期

・平成18年 度末学

力テス トCDTや

単元テストの誤答

分析結果，見通 し

をもって学習 した

り，学習したこと

を活用 したりする

力が弱いことが明

らかとなった。

（1）自力解決の時間の保障をする。

・自分で考える時間を大切にする

・自力解決の場で，机間指導をし

ながら適宜児童の考えを把握

し，授業構成を考えたり，自力

解決が難 しい児童への手立て

を講 じたりする。

（2）1時 間ごとの判断基準を児童

に提示 し，見通しを持った学習

ができるように工夫する。

・昨年度より，児童がゴールをイ

メージし，見通 しをもった主体

的な学びになるように算数科

において実施 している。本年度

より国語科 「書 く」単元におい

ても，判断基準を提示 し，自己

評価や相互評価における視点

を明確に している。

（1）一 学期 の算 数 ア ンケ ー ト結 果 （満 足 度 ）

○ 自力解決の時間の保障や判断基準に提示により，児童の学

習への意欲が向上し， ［自分の考えが書けるようになった】

［児童は考える力がついた］と満足度は伸びている。

（2）一 学 期 の 国語 ア ン ケー ト結 果 （満 足 度）

〈「基礎 ・基本」定着状況調査 （広島県5年 生実施）の結果〉

・国語科通過率64 ．4％ （県平均64．2％ ）

「書 く」 ・・・通過率45．2％ （県平均40．6％ ）

○児童の国語科 「書く」単元における授業満足度は高い。

●教科書分析をすることを通 して，単元における判断基準を

明確にするために教材研究をさらに深め，ねらいに迫る授

業力を高めていく。

●児童が書くことの必然性を持てるように，場の設定や他教

科 ・領域との関連を図っていくことが必要である。

二
学

期

・見通 しをもって，

既習事項を活用 し

ながらの学習が弱

い。

○算数科において，活用力を見取る

小テス トを作成 し，指導の成果と

課題を明らかにする。

○今までの学習と同 じ所や違う所

に着 目し，どんな既習事項を活用

したのかを明らかにしながら指

導する。

算数アンケート結果

児童アンケート結果
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（3）特に有効であった取組の具体例

取組1「おおむね満足」に到達させるために
～ 算数科CAPDCAの 実際 ～

〈実践例6年 分数のたし算とひき算〉13時間
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3教 育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価にかかわる説明責任の状況

（1）主な説明の事例

時
期

説明
対象

説明 した内容と方法 質疑応答や反応等

4

月

保護者

・校長室便 りで本校の経営理念や重点取組について紹

介する。

・ 「学校の様子が分か りやすい。」 「どんな子どもた

ちを目指そうとして取 り組むのか分かった。」等

特に転入生の保護者から声が出された。

・日課表と年間教科指導計画で，評価計画 （シラバス）

を学級懇談で配布 し，説明する。

・ 「どんな学習内容をいつするのか分かった。」 「て

いねいな指導計画がされていてす ごいですね。」等

の意見が出された。

5

月

保護者 ・校長室便 りや学級便 りで，外部講師 （レディオびん

ご ・小畠氏）の便 りや声を紹介 しながら，ことばの

大切さや取組について伝える。

6

月

保護者 ・習熟度別学習のね らいや意味，指導方法について学

年便 りで伝える。

・ 「どの コー ス で 学習 して も，分 か らな い時 は ちゃ ん

と補 充 を して ほ しい。」等 どの子 も分 か る よ うに 指

導 を して ほ しい とい う意 見 が 出 され た 。

9

月

保護者

地域

学校関

係者

・7月 のアンケー ト結果 （児童 ・保護者 ・教職員）の

結果 と今後の方向性を学級懇談で説明し，HPに 掲

載する。

・学校 の 取組 が分 か る よ うに ， これ か ら も通信 等 で

伝 え て ほ しい。

・ 「一 生 懸 命 指 導 を して くだ さっ て あ りが た い 。」 と

い う意 見 が 出 され た 。

保護者 ・学校便 りで，本校の取組を項 目ごとに少 しずつ解説

し，改善点を伝えている。

10

月

保護者

学校関

係者

・公開研究会にて，教育課程の実施状況に関する自己

点検 ・自己評価に係る取組について説明 ・授業公開

する。

・保 護 者 ア ンケ ー トの結 果

「大 き な 声 で発 表 して い る」75．3％

「関 わ り合 っ て発 言 して い る」75．9％

（学 校 関 係 者74．1％ ）

80％ 未 満 で あ った 。

・学校 関係 者 にお け るア ンケ ー ト結 果

「分科 会 は参 考 に な る」84．6％

「研 究 が分 か る」78．9％

「研 究 は参 考 にな る」79．8％

・分 科 会 の研 究 協議 会 を通 して ，算 数 科 に お け る研 究

につ い て は ，理 解 が得 られ た が ，本研 究 につ いて の

趣 旨は 十 分 理解 を得 られ て い な い。

保護者 ・学校便りで，本校の取組を項目ごとに少 しずつ解説

し，改善点を伝えている。
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（2）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価にかかわる説明責任に関する成果 と課題

○学校便 りや校長室便 り ・学年便 り ・学校評価 アンケー トを通 して，Check・Actionで 工夫改善 を しなが ら教育

活動 を行 っているこ とを 具体的な取組 を通 して理解 を得 ることができてい る。

○公 開研 究会 にお ける研究発表や分科会を通 して，本校の研究について説明 し，質疑応答 を受 けた。本研究の

意義や これか らの学校教育の在 り方 につ いて，少 し理解 を得るこ とがで きた。

●公 開研 究会の分科会 において意見交流 の時間が十分な く，本研究の趣 旨について十分な理解 を得 られていな

い。

Ⅴ 研究の成果と課題

1成 果

○ 単元に入る前 （入 り口）にレディネステス トやプレテス トで児童実態をCheckし ，単元終了後 （出口）には評価規準に

到達できたかをテス トや作品を通してCheckす ることで，指導計画や指導方法が適切であったかを評価 し，次への指導

工夫改善につなげることができた。またその補充を帯タイムを使って実施することで，成果を上げることができた。

○ 算数科における本校の研究システムCAPDCAを 生かし，国語科「書く」領域に取組を広げて実践をしたことで，児童実

態を把握し指導目標を明らかにしたCAPDCAサ イクルをシステムとして構築することができた。その中で，教材研

究や児童実態の見取りについて互いに学び合えることができるようになった。

またCAPDCAを 合言葉に取 り組んできたことで，学級集団づくりや体力づくり等，教育活動のいろいろな領域にも

システムとして自己点検 ・自己評価する体制ができつつある。

2課 題

● 算数科 と国語科 「書く」単元については，CAPDCAを システムとして推進 しつつあるが，教材分析や児童の実態に

応 じた指導方法の工夫等 授業力の質の向上が課題である。

● 授業観察を通 して指導力の向上を目指 しているが，加配教員の減少に伴い，授業観察や授業反省会の時間を確保が難 し

い。

● 児童の課題である表 現力について，CAPDCAでCheck・Actionし なが ら取組 を行 っているが，なかなか成果

が表れていない。 さらな る工夫 が必要であ る。

● 算数科においては，スパイラルを意識してカリキュラムを編成し，指導工夫改善に努めているが，他教科については教

科の特徴 もあり，十分でない。次年度は，本年度の実践をもとに，児童実態や他教科 ・領域との関連を考えたカリキュ

ラム編成を行っていく。
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広島県 大崎上島町立大崎中学校
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平成18・19年 度教育課程の実施状況 に関す る自己点検 ．自己評価に係 る研究指定校事業研究成果報告書

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る研究指定校事業 【平成18・19年 度】における研究の要点 ―平成19年 度―

Ⅰ 研究指定校の概要

学校 ・
地 域 の
特色

広島県南部 の瀬戸 内海 に位 置す る大崎上島 にある小規模 校であ る。 過疎に よる少子高

齢化 が進 み，生徒数が減少 してい る。生徒 は，概 ね落 ち着いて学習 してお り，学力面は

平均的 であるが，自主的 に学習 しようとす る意欲は高 くない。

Ⅱ 研究主題

授業改善に生かす教育課程実施状況に関す る自己点検 ・自己評価の在 り方

Ⅲ 研究のね らいや考 え方 （教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行う目的や考え方，評価対象等についての説明を含む）

本研究は，教育課程の実施状況について 自己点検 ・自己評価を行 うことにより，授業改善を推進するものである。授業改善を行 うためには，授業改善の視点を明確にす
ることが大切であり，授業改善視点表を作成 した。

次に，授業改善視点表を基にした教師間による日常的な授業参観や生徒による授業評価を実施 し，その結果 と単元テス トや定期テス ト等の授業成果を関連付けた分析を
行 うことが必要であると考える。

さらに，評価活動を円滑に進めるためのPDCAサイクルに基づくシステムを構築し，評価計画に沿って実施することで，自己点検 ・自己評価が効果的に進められると考える。

Ⅳ 取組の概要
1年 次 （平成18年 度 ）

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の要点

教育課程の実施状況及
び児童生徒の学習の実
現状況の実態

左記の実態に対応 した自己点
検 ・自己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する
自己点検 ・自己評価の結果と
考察並びに改善等

授 業 につ い て の
ア ンケ ー トよ り，
20％ の生 徒 が授
業 が分 か りに くい。

授業のねらいやまとめ
を含め授業改善を進める
ため，生徒以外の評価に
ついて研究した。

授業のね らいやま とめ
などが生徒に十分伝わっ
ていないことが明確にな
った。

生徒が分か るた
めの授業改善の視
点が明確でない。

自己点検 ・自己評価に
より授業改善を行 うため
に，授業改善の視点に対
して研究 した。

授業改善視点表に基づ
く授業評価シー トを作成
した。

2年 次 （平成19年 度）

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の要点

教育課程の実施状況及び児
童生徒の学習の実現状況の
実態

左記の実態に対応した自己点検 ・
自己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する
自己点検 ・自己評価の結果と
考察並びに改善等

教師間での授業評価
が単発的で，課題の発
見や改善につながって
いない。

日常的な教師間での授業
参観 ・評価 にな る よ う，計
画的に実施 した。

授業の分か りやすさや
ねらい，まとめ等で否定
的評価が減少 した。

授業改善の視点を明
確にした授業評価項 目
を作成す る必要 があ
る。

授業改善視点表に基づ く
授業評価シー トによる授業
評価を実施 した。

授業参観 ・評価の積み
重ねにより授業の課題が
明確になり，改善につな
がった。



授業改善につな
げるための多面的
な評価ができてい
ない。

授業改善のためには，
生徒，教師，協力者等多
面的な評価の必要性につ
いて研究 した。

生徒，教師，協力者な
ど多面的な授業評価を実
施 した。

授業評価 を授業
改善につなげるた
めの計画性 が未整
備である。

授業改善のための授業
評価を計画的に実施す る
ための研究 した。

授業評価を自己点検 ・
自己評価として計画的に
実施するための計画表を
作成 した。

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る説明責任の状況例

生徒による授業評価アンケー ト結果 と改善策を生徒へ説明した。ま
た，学習の定着状況や 自己点検 ・自己評価の取組の結果について，学
校評議員や保護者に対 し，資料配布や学校ホームページに掲載 し説明
した。

1年 次の成果と課題

授業改善の視点を明確に し，授業改善視点表を作成す ることができ
た。それに基づく授業評価 シー トによる授業評価を計画的に実施す る
ことができた。教師による授業評価の回数が少ない状況がある。

授業改善により生徒
の学習の実現状況がど
の程度改善 されたか十
分把握できていない。

教師が実施 した授業の成
果であるテス ト等の観点別
到達状況や正答率について
の分析を実施 した。

授 業の課題が明確 にな
り，具体的手だてにつな
が った。

学習の定着状況が十
分でない部分への手だ
てができていない。

生徒のニーズを反映 した
計画的な補充的教育活動を
実施 した。

自主的，主体的に学習
する生徒が増加 し，学習
の定着状況が改善 した。

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る説明責任の状況例

生徒による授業評価アンケー ト結果 と改善策 を生徒へ説明 し，生徒 と教科
担当が常に意識するよ うに した。また，学習の定着状況や 自己点検 ・自己評
価の取組の結果について，学校評議員や保護者に対 し，資料配布や学校ホー
ムページに掲載 し説明 した。

2年 次の成果と課題 ・今後の展望

授業改善に向けた 自己点検 ・自己評価を計画的に実施することができた。
授業改善や補充的教育活動の充実により生徒の学習の実現状況が改善 された。

今後，授業展開等についての研究をより深めていく必要がある。

Ⅴ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を進めるに当たって，他校等の参考になること

本校は，各学年1学 級で教職員11名 の小規模校である。今回は授業改善そのものに視点をあてた取組を行った。授業改善を行 うためには，目的を明確にし，
自己点検 ・自己評価す る内容を焦点化する必要があった。また，授業改善の進捗状況を測る際には，生徒数が少ないため，全体的な傾向だけに着 目せず，
個々の生徒の質的変容にも着 目してきた。生徒の質的変容について，個々の生徒の学習状況の把握 と課題がどの程度改善 されたかを明らかにしていった。

○問い合わせ先

市町教育委員会担当課 広島県大崎上島町教育委員会総務課 電話番号 0846－64－2074
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平成18・19年 度教育課程 の実施状況 に関す る自己点検 ・自己評価 に係 る研究指定校事業研究成 果報告書

平成18・19年 度教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る研究指定事業

研究のまとめ （平成19年 度）

1研 究指定校の概要

学校 ・地域
の特色

広島県南部の瀬戸内海に位置する大崎上島にある小規模校である。過疎による少子高齢化が進

み，生徒数が減少 してい る。生徒は，概ね落ち着いて学習 してお り，学力面は平均的であるが，

自主的に学習に取 り組 もうとす る意欲は高 くない。

Ⅱ 本研究についての考え方

1研 究主題

授業改善に生かす教育課程実施状況に関する自己点検 ・自己評価の在 り方

2研 究のね らいや考え方

（教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行う目的や考え方，評価対象等についての説明を含む）

本研究は，教育課程の実施状況について 自己点検 ・自己評価を行 うことにより，授業改善を推進するもので

ある。授業改善を行 うためには，授業改善の視点を明確にす ることが大切であり，授業改善視点表を作成 した。

次に，授業改善視点表を基に した教師間による日常的な授業参観や生徒による授業評価を実施 し，その結果
と単元テス トや定期テス ト等の授業成果を関連付けた分析を行 うことが必要であると考えた。

さらに，評価活動を円滑に進めるためのPDCAサ イクルに基づくシステムを構築 し，評価計画に沿って実

施することで，自己点検 ・自己評価が効果的に進められると考えた。

Ⅲ2年 間の主な研究経過

【1年次 （平成18年 度）の主な研究経過】

時期 研究経過 研究成果についての考察

前

期

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評

価 を行 うシステムを構築 し校 内組織 を確立 し
た。

授業 改善 を効 果的 に進 め るた めに，PDCAサ イ クル に

基づ くシステ ムが必要で ある。

中
期

授業改善の視点を明確に した授業改善視点表を

作成 した。

授業改善視点表に基づ く，生徒，教師，協力者等による

多面的な授業評価が必要である。

後
期

自己点検 ・自己評価の実施を計画的に進めるた
めの実施計画を作成 した。

日常的な教師間での授業評価の実施に加 えて授業の実施
による生徒の学習の実現状況の把握が必要である。
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【2年 次 （平成19年 度）の主 な研究経過】

時期 研究の予定 研究方法の説明

随

時

教師間での授業参観 ・授業評価を日常的に実施
するために，計画的かっ継続的な教師間での授

業参観 ・評価の実施による授業改善を推進す
る。

①原則1週 間に1人1回 以上授業参観の実施
参観予定を授業1週 間前までに授業参観予定表に記入
しておき，誰でも確認できるように してお く。

②授業参観者は，授業評価 シー トに記入 し，授業者 と教
務主任に提出する。

③授業者，教務主任は授業評価シー トよ り課題の分析 と
改善策を考え授業の中に反映する。

④授業改善の視点を指導案に明示 し，校内授業研修な ど
で進捗状況を確認す る。

毎
学
期
毎

生徒による授業評価を実施 し，以前の授業評価

において課題であった項 目について考察 し，改

善策を講ずる。

参
観

日
等

保護者による授業評価を実施する。

・「授業が分 か りに くい」 「ね らい」や 「ま とめ」が不十

分である とい う生徒 に よる授 業評価の結果 が どの程度

改善 され ているか授業評価 を実施 し検証す る。

・生徒 ，教師間，保護者 に よる授 業評価結果 の 「ずれ」

について分析 ・考察す る。

随

時

授業成果を分析 し，定着状況が不十分な部分に
ついて補充的教育活動を実施す る。

①授業改善が どの程度進んだかは，生徒が身に付けた学
力の定着状況を分析する必要がある。単元テス トや定
期テス トの観点別到達状況や個々の設問に対す る正答

率を分析することで，授業の課題を明確にする。
②教師は，授業成果の分析により明 らかになった課題か

ら，授業展開や指導方法，教材教具について振 り返 り，

改善する。

③授業改善に加 えて，補充的教育活動を効果的に実施す
ることで，生徒の学力向上を図 る。生徒にとって理解
が不十分なところや定着率が低い部分を補充的教育活

動で取り上げ，確実な理解 ・定着を図る。

3
学

期

授業改善による生徒の学習の定着状況の変化
について検証する。

これまで実施 してきた授業改善のための自己点検 ・自己

評価の結果，生徒の学習状況がどの程度改善 されたのか

を検証 し，課題を明確にす る。

年
度
末

次年度に向けて研究を継続するために，課題を

明確にし，改善策を提示する。

授業を改善するために授業評価 を中心に教育課程の実施

状況に関する自己点検 ・自己評価 を行ってきた。次年度
につながるよう，課題を明確に し，修正 ・改善策 を立て
る。
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Ⅳ 研究の概要

1教 育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行 うに当たっての組織

（評価体制や授業等の教育活動の公開を含む）

（1） 自己点検 ・自己評価に関する研究推進組織

校内研究体制

授業改善班 と補充的教育活動工夫班は常に連携を取り合いながら，授業改善の取組を通 して見えてきた課題
を補完する生徒のための教育活動を仕組むことを基本 とする。

（2）授業改善に関わる自己点検 ・自己評価実施の流れ

本校の授業評価の特徴は，教師間による授業評価を日常的に行っていることである。教師は，常に自分の授
業を公開するとともに，他教師の授業を週1回 以上参観 し評価することで授業改善を推進 している。

60



2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）児童生徒の実態等

本校 生徒は，学力的 には県 の調査 （「基礎 ・基本 」定着状況調査）か ら，平均 的であ る と考 え る。 （図1，図2）

本校 では，教 師 自身が 自 らの授業 を振 り返 り，授業改善 を推進す るために，平成17年 度 よ り生徒 に よる授 業

評価 を実施 してきた。 この結果 か ら，私た ちは，授 業の際， 「ね らい」や 「ま とめ」 を提示 したつ もりであっ

たが，生徒 はそ の よ うに理解 していなか った こ とが分 か った。 「どち らか とい うとあて はま らない」， 「あては

ま らない」 の割合 の高い項 目を課題 と して捉 えた。 中で も図3で 示 され るよ うに約39％ の生徒 が 「ね らい」

を分 か りやす く説 明 していない と回答 し，また約32％ の生徒が 「ね らい」に対す る まとめが不十分 （図4）

で ある と感 じている。 これ らの課題 を克服す るため には，校内授 業研 究会 を積極的 に行 い，授業改善 を推進 し

てい く必要が ある と考える。

（2）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の概要
【1年 次 （平成18年 度）の要点】

生徒による授業評価の実施により，「ね らい」の提示の仕方に課題があることが明確になった。 しかし，ど

う改善 していけばよいかについては，生徒による授業評価だけでは不十分であると考えた。そこで 自己点検 ・
自己評価 として他教師や保護者による授業参観 ・授業評価を導入 し，多面的な評価 を行 うことで授業改善が図

られ，生徒の学力も向上すると考えた。
そこで，教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を授業改善に生かすために次のような流れで研究

を推進 した。

①教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行 うシステムを構築 し校内組織を確立

②授業改善の視点を明確にした授業改善視点表を作成
③ 自己点検 ・自己評価の実施を計画的に進めるための実施計画の作成

図1

平成18年 度 「基礎 ・基本」定着状況調査

図2

平成19年 度 「基礎 ・基本」定着状況調査

図3

平成18年 度7月 月実施

授 業の始 めに，その授 業のね らい （めあて）
を分か りやす く説明 してい る

図4

平成18年 度7月 実施

授 業の 「ね らい」に対す る 「ま とめ」 を して
いる
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【2年 次 （平成19年 度）】

時
期

教育課程の実施状況及び児
童生徒の学習の実現状況の

実態

左記の実態等に対応 した自己点検 ・自己評価の

取組等

教育課程の実施状況に関する自己点検
・自己評価の結果と考察等 （把握した

成果や改善課題等）

随

時

○年間を通 じた 自己点検
・自己評価計画が不十

分

自己点検・自己評価をPDCAサ イクルに

基づいて実施す るために，評価実施計画を

作成 した。学校行事 との関連を考え，評価
活動の内容，評価者，評価の場，評価方法，

改善の方向性 を明確にした。

あま り多 くの項 目を評価 す ると，

デ ー タの処 理 に時間 を取 られ ，修

正 ・改善 に生か され ない。

随

時

○教師間での授業参観 ・
授業評価 を日常的に実

施
○計画的かつ継続的な教

師間での授業参観 ・授

業評価による授業改善
の推進

ア1週 間前に授業参観予定表に記入する。

（原則1週 間に1人1回 以上参観する）
予定表は，前週の木曜までに記入

→教務主任が把握

イ 参観者は，授業評価シー トに記入する。

ウ 参観者は，授業後，評価シー トを授業
者 と教務主任に提出する。

エ 授業者，教務主任は授業評価シー トを

もとに，課題を分析するとともに改善
策を考え，授業の中に反映する。

オ 改善の視点を指導案に明示 し，校内授

業研究などで進捗状況を確認する。

ア10月 末までの授業参観 ・評

価の総数は55回 であった。
オ2学 期の校内授業研究か ら改

善の視点を明記 した指導案を

もとに研修を行った。
・教師間での授業評価の繰 り返 し

によ り，授業における課題が明

確になり，改善につなげる。
・1学 期間に行 った授業評価を集

約 し，各教科が傾 向について分

析する。
・授業参観 については，時間割の

関係上ば らつ きがあり，時間割
編成時に配慮が必要である。

学
期
末

○生徒 による授業評価 を

実施 し，以前の授業評
価において課題であっ
た項 目について分析 ・

考察 ・改善

生徒授業評価アンケー トを実施する。

（各教科）

平 成18年 度1学 期 か ら平成19年 度2学 期 生徒授 業評価 の変遷

教 師 は，授 業 のね らい を示 して
い るつ も りで あった が，生 徒 に よ

る授 業評価 を実施 す ると，生徒 に

十分伝 わ ってい ない ことが判 明 し

た。 以後，授 業 のね らい を意識 的

に示す授 業づ く りを進 めて きた。

その結果 ， 「授 業の分か りやす さ」

や 「授業 のね らいを明確 に示 した」
の項 目にお いて大満 足 の割合 が増

加 してい る。

参

観

日
毎

○多面的 な評価のために

保護者 による授業評価
の実施

保護者 による授業評価を実施す る。 保護者による授業参観は，授業
時間全てを参観 しなければ評価で
きない ようなものや，専門的な評

価項 目は設けず， 自由記述欄を大
きく取 り，広 く意見を聞くことも

必要である。

授業の内容は，分かりやすい 授業の 「ねらい」を分か りやすく示す

授業の 「ね らい」に対する 「まとめ」を している 板書の適切さと書き写す時間の確保

授業の内容は分か りやすい

授業の 「ねらい」を内容は分かりやすく示している

授 業の 「ね らい」に対す る 「まとめ」を している。

板書の適切さと書き写す時間の確保
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随

時

授業成果の分析 ①授業改善がどの程度進んだかを把握する
ために，生徒が身につけた学力の定着状

況を分析する必要がある。単元テス トや

定期テス トの観点別定着状況や個々の設
問に対する正答率を分析す ることで，授

業の課題を明確にする。
②教師は，授業成果を分析することで明 ら

かになった課題か ら，授業展開や指導方

法，教材 ・教具について振 り返 り，改善

する。

教師は，授業やテス トの実施に
よ り経験的に生徒の苦手分野を把

握 しているが，授業成果であるテ
ス トの分析を行 うことによって，

生徒の理解 が不十分なところを明

確 にすることができた。課題が明

確化できたことで，生徒が十分理
解できるよう，授業にフィー ドバ

ックしながら指導を行った。 さら
に，授業構成や授業形態，教材教

具の工夫等，教師の指導方法の改

善へ活用す ることも可能 となった。
また，補充的教育活動で再度指

導す ることによ り，定着率の向上
が見 られた。

テ ス ト分 析 に よ る学 力 の 定 着 状 況

例 ：3年 理科 （23名 ）

1学期中間 →1学 期期末

随

時

補充的教育活動の実施 授業改善に加 えて，補充的教育活動を効

果的に実施することで，生徒の学力向上を
図る。生徒にとって理解が不十分なところ
や定着率が低い部分 を補充的教育活動で取
り上げ，確実な理解 ・定着を図る。

補充的教育活動を，次の図に示す。

○長期休 業中の学 力補 充 （夏休み ）

①補充学習 日の設 定
・2教 科 以上実施 可能 な 日を補充 学習 日

とし，合計12日 間を設 定。

（国 ・社 ・数 ・理 ・英）

②ア ンケー トの実施
・授 業評価 ア ンケー トに よ り生徒 自身 の

振 り返 り。 （よ く分 か らない単 元や も
っ と分か りたい単元等）

③講座 （内容）提示
・生徒 ア ンケー ト結果 （特 に要望の多 い

上図は，夏季休業 中及び冬期休

業中の補充学習の生徒の参加回数
を示 している。（下限を夏季5回 ，

冬季3回 と定め実施 した。）
生徒 自身の希望によ り講座 を選

択 して参加する方法にした ところ，
参加回数 について下限を設けては
いるが，ほとん どの生徒が主体的

に参加 している。

夏休 みの補充学習については，
「これ からも続 けて欲 しい」 と回

夏休み補充学習の参加回数

冬休み補充学習の参加回数
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随

時

単元）と授業成果の分析から得 られた
課題 を学習内容に反映 させた講座を各
教科で提示。

④生徒による教科 ・単元の選択
・生徒は希望する日時 ・教科を選択 し，
希望票に記入 して提出。

・原則5コ マ以上の参加 とする。

○ふ りかえりタイム

①授業後，テス トの実施

（定期テス ト，単元テス ト，小テス ト）
②テス ト結果の分析

③苦手分野 ・観点別評価 による課題の明確
化

④ふ りかえりタイムの実施
⑤定期テス ト

答 した生徒の割合が約83％ （1
・2年 生合 計） と継続 を望む声 が

多い。生徒のニーズ に応 じた学習

単元 を提示 した こ とが意欲の 向上
につなが った。

教師が経験的に生徒の苦手分野
及び学習理解状況は把握 している
にもかかわらず，授業の中だけで

は，フォローが難 しかった。 この
課題 を解決するためにテス ト等授

業成果の分析を実施 し，定着率が
低かった内容について 「ふ りかえ

りタイム」で指導を行 った。これ
は，生徒 自身も自らの状況 を振 り

返ることでメタ認知を高め，学習
に対する意欲付けに有効である。

多面的な授業評価活動か
ら授業スタイルの構築

生徒個々が授業の中で思

考 を深めるよ うな学習活
動が少な く，授業の振 り

返 りが不十分

授業評価活動から生まれた本校オ リジナル
の授業展開を実施

授業の振 り返 りに 「自己質問 カー ド」 を活

用

授業のねらいを明確にすること
は， どの学校においても取 り組ま
れていることである。 しか し，そ

れは教師側の授業参観や 自己評価
から生まれたものが多 く，生徒側
からの視点ではないとの認識が持

てた。教師は 「ね らいを提示」 し

ているつ もりになっていたことに
気がついたの も，生徒授業評価ア
ンケー トの結果によるものである。

授業評価は，教師自身の授業を見

直す きっかけとなったことはもち
ろんのこと，昨年度までの教育研

究を深化 ・発展 させ ることで，次
のような授業改善の視点にによる，

大崎中学校独 自の授業スタイルを

築くことができた。

生徒の学習に対す る課題 を克服

す るためには，生徒が 自己の学び
を振 り返 ることが有効である。そ
の為 に，学習 したことをもとに，

自分 自身に対 して問題 を作成する
「自己質問カー ド」の取組を進め

てきた。また， 「問い―探求― 表

現」の授業構成を基軸に，探求の
学習活動に十分な時間確保を行 う
ことで，生徒の深 く思考する姿が

見られ るようになった。
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（3）特に有効であった取組の具体例

1補 充的教育活動の実施

（1） 本校 の補 充的教 育活 動

本来 ，授業 で基礎 ・基本 の定着 を図 ることが望 ま しい。 しか し，授業 で定着 してい ない場合 もあ る。 したが
って，本校 では，以 前 よりテス ト期 間中の質 問教室や 夏休 み ・冬休 みの補 充学習を実施 して きた。 実態 として

は 「昨年 と同様」 「いつ もと同 じ」等 ，取組 の振 り返 りも十分に行 わず ，修正 ・改善 も不十分で あった。

次 に示す図 は，現在 ，本校 が行 っている補充的教 育活動 の変遷 と新 たな取組 について，工夫点や 改善点， 目

的等 を示 した ものである。
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（2）質問教室から長期休業中の学力補充，水曜マイタイムへ
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（3） ふ りかえ りタイム

2自 己質問カー ドの活用

「自己質 問カー ド」 は，生徒 自身 が授業

内容の理解度 を測 り， さらに深 い学 び と振

り返 りによ り，生徒 自身 の思考 を問 うこ と

で，学習 内容 の内 実化 を図 るため の もので

ある。

教 師は， 自己質 問カー ドの内容 に よ り，

教師 自身 の授 業の振 り返 りと，生徒 の理解

度 のチ ェ ックを行 うことができる。

自己質問カー ドの3つ のタイプとそのね らい
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3教 育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価にかかわる説明責任の状況

（1）主な説明の事例

時

期

説明
対象

説明した内容と方法 質疑応答や反応等

学
期
末

生 徒
保護者

各教科の評価の観点 と評価の対象
生徒個人の学習到達度 と課題

学級懇談会及び個人懇談会で話すとともに
1学 期末に一覧をプ リン トに して公表

目標に準拠 した評価や評定の根拠を提示す

ることにより，教科担任の責任を明確にし，
評価に対 して生徒 ・保護者か ら納得を得 るこ
とができた。

2

・
3

学

期

初

生 徒 生徒による授業評価アンケー トの結果

各教科教室に評価結果を分析 し掲示 したものを，

課題を生徒と共有化

生徒による授業評価を導入 した当初は，す
べてが同じ評価のような回答 も見られた。 し
かし，現在では，授業は生徒と教師が協力 し
ながら築 くものであることを説明するととも

に，生徒を一人の評価者 として教師側が認め，

記名 させ ることで価値 ある評価 となってい
る。そして授業評価の結果は，各教師が分析
し，改善策を含めて生徒に説明 している。 こ
の中には，生徒のもつ課題に対する指導も含

まれるが，生徒が行った評価に対 し教師が応

えることで生徒の評価に対する責任や 自己効
力感の向上にもつながっていると思われる。

随

時

保護者 授業評価 （参観 日ごと）
本校取組内容 をま とめた 「保護者懇談会資料」

を作成
学校運営についての 自己評価

学校便 り，各種通信 ，HP等 で公表

多面的な視点での授業評価の必要性から参

観 日等で来校 される保護者に授業評価をお願
いしてきた。 しか し，事前の説明が不足した

ため，保護者より評価を受けた数が少なくな
ってしまった。また，50分 間の授業すべて

を見なくても評価できるような評価項 目を考

えたが，評価 しにくいようであった。

毎
学
期

学校 評
議員

学校の自己点検 ・自己評価内容
教師の自己点検 ・自己評価内容

生徒による授業評価内容
行事等を通 しての成果 と課題

日常的な生徒の様子

授業参観，意見聴取

・学習に関す るオ リエ ンテー シ ョンを行って

い るが，個 々の生徒に対応 した取組 も必要

ではないか。
→ まず全体 で指導 し，個 々への対応 は 「放

課後 ほっ とタイ ム」等 で行 う。
・「ふ りかえ りタイム」 な どは ，生 徒のつ ま
づ きに着 目してい る とい うこ とか ら，生徒

と教師が コ ミュニ ケー シ ョンを とりなが ら

学習 を進 めてい る。
・生徒はす ごく頑 張 ってい るが，や ることも

多 く大変ではないか。
→ 「本 年度5月 末か らふ りか え りタイム を

始めたがスムースに移 行で きた。
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（2）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価にかかわる説明責任に関する成果 と課題

○成果
・保護者 に対 し学校の取組について学校便 り，各種通信，HP等
で情報発信を定期的且つタイム リーに行っている。右評価アン

ケー トの結果か ら，「学校からの案内等，概ね分か りやすい」

ものとなっていると考えられる。
・教育課程の実施状況に関わる自己点検 ・自己評価によって生ま

れた授業改善の取組 を中心に，新たな取組を広 く保護者に理解

していただくため，今年度 より，授業参観 日等を月に1度 は必

ず設定することができた。生徒の学習活動の様子がよく分かる
と好評である。

・学校の取組や生徒の学習活動の様子が分かる学校説明資料を作成 し，関係者に配布することができた。

（保護者，学校評議員，民生児童委員，大崎上島町教育委員会，広島県教育委員会，本校来校者等に配布）
・生徒による授業評価アンケー トの結果を各教科教室に掲示 した。その際，評価結果を分析 し，課題を生徒
と教師が共有化することができた。

○課題
・HPの 更新 の遅れ等 に よ り， 「学校 のホー ムペー ジが充実 して

お り， よ く見て いる。」の項 目の否 定的 回答 が多かった。今後，

更新及 び内容の充実 を図 り，改善 してい く。
・地域への積極的 な情報発信 が，不十分 である。

学校 か ら家庭へ の案内 ・お知 らせ ・

各通信 等の内容 は，分 か りやす い。

学校のホー ムペー ジが充 実 してお り，

よ く見ている。
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Ⅴ 研究の成果と課題

1成 果

1教 師間授業評価

ア　授業課題の明確化
昨年度まで，本校では1人 の教師が1年 に1回 程度研究授業を行い

教師間での授業評価 を実施 してきた。 しかし，実施回数の少な さや授
業改善の視点が不明確であったため，授業改善につなが りにくい とい

う課題があった。
そこで，本年度は，計画的に教師間の授業参観 と授業評価 を実施す

ることで，教師の授業技術における課題や生徒の学習状況を明確にで

きると考えた。

右図 （国語科）で示 したような課題は，一人の教師が年に1・2回
授業を公開 したのでは分からなかった。 しか し，1．2学 期だけで数

回から十数回授業参観 ・授業評価す ることで統計的に課題 を発見する
ことができた。各教師は，平均値が低い項 目を意識 して授業づ くりを

行 うことで改善が図られている。
また，授業評価シー トの自由記述欄に記入 された内容は，評価項 目

では図 りに くい具体的な課題やア ドバイスが示 されていることも改善
に役立っている。

イ　教師の意識の変化
教師間での授業参観 ・授業評価 を 日常的 に行 うこ とで，最 も大きな変化 は，教師の意識 変革が図 られた こ

とである。最初 は，他の教師に授業 を頻繁 に見 られ るこ とに抵抗 があったの も事実 であるが，回数 を重ね る

ごとに抵抗感 が減少 した。 また，授業参観 ・授業評価が あるこ とで，よ りよい授業 を しよ うと教材や発 問 ・

展 開の工夫 を熱 心に行 うよ うにな った。この ことは，よ り分 か りやす い授 業 として生徒へ還 元 されてい った。

2生 徒授業評価アンケー ト

ア　教師の意識の変化
生徒による授業評価は，平成17年 度 より実施 してきたが，導入当初は教師側に抵抗感があった。自分の

欠点を指摘 されることには抵抗があ り，生徒から評価 され ることに躊躇する気持ちもあった。 しか し，授業
の振 り返 りを行い改善するためには，生徒による授業評価が必要であった。実際に生徒による授業評価を実

施すると，教師 自身がやっているつもりだったことが，生徒にとっては不十分 と感 じていることなどもあり，
教師の意識変革につながった。

イ　生徒の意識の変化
生徒による授業評価 を導入 した当初は，すべてが同 じ評価のような回答 も見 られた。これは，生徒に対 し

授業評価の意味を十分理解 させないままに実施 したためである。 しかし現在では，授業は生徒 と教師が協力
しながら築 くものであることを説明するとともに，生徒を一人の評価者 として教師側が認め，記名をさせ る

ことで，価値ある評価 となっている。そ して授業評価の結果は，各教師が分析 し，改善策を含めて生徒に説

明 している。この中には，生徒の持つ課題に対す る指導も含まれるが，生徒が行った評価に対 し教師が応え
ることで生徒の評価に対す る責任や自己効力感の向上にもつながっていると思われる。

3補 充的教育活動
これまで夏季休業中等に行われていた補充的教育活動は，生徒の学力やニーズを十分考えたものでなく，

場当た り的に実施するという状況があった。そのため，補充学習に参加 させ られているとい う意識が強く，
主体的な学習になっていなかった。 しかし，試験期間中の放課後に実施 してきた質問教室は，試験前とい う
こともあって生徒が意欲的に学習す る姿が見られた。そこで，生徒が意欲的に参加 し学習できるよう補充的

教育活動の工夫 ・改善を行ってきた。

平成18年 度の夏季休業中の補充学習から，生徒が学習 したい内容を予め調査 し，それをもとに，講座を
開設する形で実施 した。生徒自身の希望により講座 を選択 して参加する方法にした ところ，生徒の主体的に

学習 している姿が見られるようになった。参加回数について下限を設けてはいるが，ほとん どの生徒が主体
的に参加 している。

教師間授業評価の積み重ねによる課題の明確化 （国語）
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4学 習の実現状況

全国学力調査 の結果 か ら 「知識 ・技能 を活用す る力」

は国語，数 学 のいず れ も全国 平均 を7ポ イ ン ト上回 っ

てい る。

授業改 善を進 め 「統一授業 スタイル」 を確 立 し，授

業に思考場 面や授 業 を振 り返 る 「自己質問カ ー ド」 を

導入 した事 が， 「知識 ・技 能 を活 用す る力」 の 向上 に
つ なが った もの と思われ る。

今後 ， 「基礎 ・基本 」 の確 実 な定着 を図れ ば， よ り

学力 も向上す る と考える。

2課 題

1教 師間授業評価

参観者が自由に授業参観予定表に参観す る日を記入 し，実施してきた。 しか し，時間割の関係 もあ り，参

観教科にばらつきが生 じて しまった。今後は，教務主任が調整しながら計画的に実施 していきたい。

2保 護者による授業評価

保護者による授業評価は，教師や生徒とは異なった視点での貴重な意見を得ることもできている。しか し，
保護者にとって評価 しにくい項 目もあり，評価項 目の改善が必要である。また，自由記述欄を大きく取 り，
広 く意見を聞 く等改善を図りたい。

3補 充的教育活動

今年度は，様々な形で補充的教育活動を展開 してきた。 しか し，学校生活における時間が限 られている中
での活動に，窮屈 さを感 じている意見もあった。今後は，より効果的な補充的教育活動になるよう修正 ・改

善を図っていきたい。

4学 習の実現状況

全国学力調査の結果から見ると，学力は定着 しつつあると考えられる。 しか し，日々の生徒の状況をみる
と，まだ自分で課題意識を持ち積極的に取 り組んでいるとは思えない場面もある。今後は，「自己質問カー

ド」を有効に使い，生徒の学習意欲を高め，より学習の実現状況の向上を図 りたい。

5授 業改善に係る研究協議会

生徒一人一人の学びを保証するためには，第一に生徒 との信頼関係を築くこと，そ して全教科共通の学習

形態をとり，「問い―探求―表現」の授業展開を確立す ることであると考える。今後 も授業参観，校内授業
研究協議会の内実化を図 り，生徒個々の学習状況を的確に把握 し，授業の中身作 りの研究を進めていきたい。

平成19年 度 全国学力調査
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平成18・19年 度教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る研究指定校事業研究成果報告書

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る研究指定事業 【平成18・19年 度】における研究の要点 ― 平成19年 度 ―

Ⅰ 研究指定校の概要

学校 ・

地 域 の

特色

・学校評価，授業評価システム等の研究実績をもつ。
・教科毎の到達度 目標 （教科マニフェス ト）の設定とその評価活動，授

業評価指標 （ルーブ リック）による授業研究を実施 している。

Ⅱ 研究主題

心豊かに，たくましく生きる生徒を育てる教育課程の創造 ― 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価 を通して ―

Ⅲ 研究のね らいや考え方 （教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行う目的や考え方，評価対象等についての説明を含む）

本研究では，本校の学校教育目標 「心豊かに，たくましく生きる生徒の育成」の達成を目指 し，教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の活用を通 して，①

学習の実現状況の改善，②学校の運営状況の改善，の二点に取 り組む。①学習の実現状況の改善については，「教科達成目標 （以下教科マニフェス ト）」及び 「授業評価

システム」の活用，授業研究会における 「授業評価指標 （以下ル ーブリック）」による授業実践の自己点検 ・自己評価 を実施することで，授業者一人ひとりの授業力の

向上を図ることができるようにする。②学校の運営状況の改善については，「教育課程評価プログラム」によるPDCAサ イクル上の教育課程編成に係 る定期的な自己点検 ・

自己評価を実施することで，生徒の学習の実現状況の改善のための教育課程編成上の具体的な工夫，改善ができるようにする。

Ⅳ 取組の概要

1年 次 （平成18年 度）

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の要点

教育過程の実施状況及び児童

生徒の学習の実現状況の実態価

左記の実態に対応した自 己点検・自己評

価の取組等

教育課程の自施状況に関する自
己点検 ・自己評価の結果と考察並

びに改善等

○生徒 の実態 と教師

の実態把握 に差違

が見られる。

・「授業評価システム」を活

用 した生徒 による授業評

価の実施

・発問等の指導技術や評

価に関する授業改善

2年 次 （平成19年 度）

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の要点

教育過程の実施状況及び児童

生徒の学習の実現状況の実態

左記の実態に対応した自己点検 ・自己評

価の取組等

教育課程の実施状況に関する自
己点検 ・自己評価の結果と考 察

並びに改善等

○教科間に学習の実

現状況の把握に差

違が見られる。

・教科の身に付けさせたい諸

能力に基づいた 「教科マニ

フェス ト」の作成

・教科の研究 レベルの差

異や具体性に乏 しい

手だての改善



○教科の基礎 ・基本の

定着が不十分であ

る。

・チームティーチングや少人

数対応授業の実施

・自己点検 ・自己評価に

よって明確 になった

効果的な指導方法や

改善策の共有

○単元全体の学習状

況を把握する。

・「教科マニフェス ト」にお

ける数値 による達成 目標

の設定

・学習の実現状況の評価

基準の再検討

教育課程の実施状況に関する自己点検 ．自己評価に係る説明責任の状況例

PTA総 会や学校評議員会において学校運営，学校経営方針，生徒の実態調査

等の口頭による説明を行 うことで，生徒の学習面，生活面の状況等の報告をする

ことができた。

1年 次の成果と課題

○ 「授業評価システム」の活用による授業改善

○授業研究会による教師の指導技術の向上と授業改善

○生徒の基礎学力の向上

●チームティーチングや少人数対応授業等の具体的な指導方法の工夫改善

○学校運営状況を明

確にし，各種委員会

の取組 の重点化 を

図る。

・学校経営要綱を基に した

「教育課程評価プログラ

ム」の作成 と学校教育 目標

の達成状況の分析

・学校運営の系統性や

段階性，評価の内容

項 目等の明確化

○生徒の学習の実現

状況及び学校教育

目標の達成状況を

公表する。

・学校教育目標達成状況報告

書による説明

・具体的な改善策や個

別に学習の実現状況

を説明する場の設定

教育課程の実施状況に関する自己点検 判自己評価に係る説明責任の状況例

教育相談やPTA総 会，地域懇談会等の場面において学校教育目標達成状況

報告書による説明を行 うことで，教育課程の実施状況 と学習の実現状況につい

て理解を得ることができた。

2年 次の成果と課題 ・今後の展望

○ 「教科マニフェス ト」の作成，「授業評価システム」による評価，学校教育目

標達成状況報告書による結果の公表といった一連 の取組手順の構築

○ 「教育課程評価プログラム」による目標，方策等の整合性の向上

● 「確かな学力」の実現状況について自己点検 ・自己評価を行 う方法の究明

Ⅴ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を進めるに当たって，他校等の参考になること
○学習の実現状況の改善を 「教科マニフェス ト」の作成， 「授業評価 システム」による評価 ，学校教育目標達成状況報告書による結果の公表 といった一連の手順によっ

て構成することで効率の良い取組ができるようになった。

○ 「教育課程評価 プログラム」によって学校教育 目標を具現化するための方針，重点目標，具体的方策等の整 合性を図ることができた。
○学校教育目標達成状況報告書の公表によって，学校評価アンケー ト等において具体的な評価や意見を得ることができるようになった

。

○問い合わせ先

都道府県教育委員会担当課 福岡県教育庁教育振興部義務教育課 電話番号
092－651－1111



平成19年 度自己点検 ・自己評価年間計画表 【校務分掌関係】
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平成18・19年 度教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る研究指定校事業研究成果報告書

平成18・19年 度教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る研究指定事業
研究のまとめ （平成19年 度）

Ⅰ 研究指定校の概要

学校 ・地域

の特色

本校は，朝倉市のほぼ中心に位置する果樹園芸業主体の三奈木，稲作農業主体の金川の2小

学校区からなり，20㎞ を超えるスクールバスによる通学区域のある県内で最も広い校区面積を

持つ学校である。地域住民の生活や意識は農村型から都市型への変化が見られ，兼業農家や共

働き家庭が増加 している。また，学校荒廃の経験からPTA， 地域公民館を中心とした青少年

健全育成の取組に熱心であり，地域住民の本校の学校教育に対する関心，期待は高い。

以上のような地域の期待を具現化するために，本校は，平成13年 度から文部科学省の研究指

定 「学校評議員制」による学校評価についての実践，福岡県モデル校として 「ピア ・サポー ト

活動」の実践，平成14年 度から福岡県教育委員会重点課題の研究指定を受け，研究主題を 「基

礎 ・基本の定着を図る学習活動の創造」，副主題を 「個が生きる単元構成 と評価の工夫を通 し

て」とし， 「授業評価システム」の構築 と実践に取 り組んできた。 これ らの実践研究により，

学校評議員やPTA保 護者会等における授業公開，地域懇談会等における学校，学力状況の公

開，外部評価の実施を行い，校内では教科ごとの到達度目標 （教科マニフェス ト）の設定とそ

の評価活動，授業研究における授業評価指標 （ル ーブリック）に基づいた教師相互の評価活動

等の授業改善に取り組んでいる。

Ⅱ 本研究についての考え方

1研 究主題

心豊かに，たくましく生きる生徒を育てる教育課程の創造
― 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の活用を通 して ―

2研 究のね らいや考え方

（教育過程の実施状況に関する自己点検 ．自己評価を行う目的や考え方，評価対象等についての説明を含む）

本研究では，本校の学校教育目標 「心豊かに，たくましく生きる生徒の育成」の達成を目指 し，教育課程の

実施状況に関する自己点検 ・自己評価の活用を通 して，①学習の実現状況の改善，②学校の運営状況の改善，

の二点に取 り組む。①学習の実現状況の改善については，「教科達成目標 （以下教科マニフェス ト）」及び 「授

業評価 システム」の活用，授業研究会における 「授業評価指標 （以下ルーブリック）」による授業実践の自己点

検 ・自己評価を実施することで，授業者一人ひ とりの授業力の向上を図ることができるようにする。②学校の

運営状況の改善については，「教育課程評価プログラム」によるPDCAサ イクル上の教育課程編成に係る定期的

な自己点検 ・自己評価を実施することで，生徒の学習の実現状況の改善のための教育課程編成上の具体的な工

夫，改善ができるようにする。
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Ⅲ2年 間の主な研究経過

【1年次 （平成18年 度）の主な研究経過】

時期 研究経過 研究成果についての考察

一
学
期

○ 「教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自

己評価に係る調査研究」のための校内研修会

○研究主題と副主題の設定と評価に関する理論

研究

〇第一回生徒実態アンケー トの実施

○一学期の 「教科マニフェス ト」の作成と検討

○ 「学習のとびら」の作成と検討

○ 「ルーブリック」の提案，検討

○第一回授業研究会

○単元構成 と評価の在 り方に関する校内研修会

の開催

○保護者による授業参観と授業評価

○一学期の 「教科マニフェス ト」の振 り返 りと

改善点の検討

本校の授業改善の視点は，学習形態，指導組織，授業

設計，メディア，学習評価，学習環境，学習訓練の7つ

を設定している。今年度は新たに教師の指導技術の視 点

を加えた。本年度の生徒の実態を分析 した結果，基礎学

力の定着が不十分で，時間を要することが分かった。そ

こで，1時間の授業で確実にめあてを達成させるために，

教師の指導技術を生徒の視 点から改善 していくことを重

点化し，生徒による授業評価を実施 した。特に指導技術

の中でも教師の目線 発問や説明，指示の仕方等が改善

点として明らかになり，全教師で共通理解を図るように

なってきた。

単元を構成 していく上での留意点と評価の基礎理論に

ついての研修会を開催 し，明確な評価規準の設定と学習

内容とね らいに即 した評価方法について全教師が共通理

解できた。

二
学
期

〇二学期の 「教科マニフェス ト」の作成

○第二回授業研究会の実施

○道徳 特別活動，総合的な学習の時間等の教師

と生徒の自己評価の実施

○保護 者による授業参観 と授業評価

〇二学期の 「教科マニフェスト」の振り返りと改

善点の検討

2学 期は引き続き授業研究会を実施するとともに，道

徳，特別活動，総合的な学習の時間等については，質問

紙法，自由回答法による教師と生徒による自己評価を行

った。多くの生徒から学習意欲が高まったとい う回答が

得られた。

三
学
期

○教材研究の在 り方に関する校内研修会の開催

○研究推進委員会による評価に関する理論研究

○評価を生かした授業改善に関する校内研修会の

開催

○教師の指導技術における自己評価

〇研究のまとめ作成と反省会

3学 期の校内研 修会では，外部講師による授業評価を

実施 した。授業整理会では授業を分析し，改善の視 点を

指摘 していただいた。本校では外部講師 をメンターと称

し，教科のエキスパー トとして全教師が指導 ・助言を受

けている。また，指導技術における教師の自己評価を行

ったところ，教材 ・教具開発は日常から改善が図られて

いることが分かった。

【2年次 （平成19年 度）の主な研究経過】

時期 研究の予定 研究方法についての説明

一
学
期

○教育課程検討委員会
・ 「教育課程の実施状況に関する自己点検 ・

自己評価に係る調査研究」のための校内研

修会の実施
・第一回生徒実態アンケー トの実施

・ 「教育課程評価プログラム」の構築と一学

期の実現状況の自己点検 ・自己評価

○評価工夫改善委員会
・一学期 「教科マニフェス ト」の作成及び実

現状況の自己評価 ・自己点検

・教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係

る研究指定校事業の平成18年 度中間報告書と連絡協

議会の内容，本校研究の内容，進捗状況の共通理解を

図り，研究推進体制の再編を行 う。
・学校経営要綱の作成内容を基にした教育課程編成に係

る各分掌組織の評価一覧表を構築，運用する。

・第一回生徒実態アンケー ト及び各教科の評価，評定状

況の前年度 との比較分析を行い，各教科の一学期の単

元 ・題材の達成 目標を設定する。
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一
学
期

○指導工夫改善委員会
・チームティーチング，少人数対応授業の指

導方法に関する研究

○支援工夫改善委員会
・教科シラバス （学習のとびら）の在 り方に

ついての研究

・自主学習 （家庭学習ノー ト）の在 り方につ

いての研究

○授業研究会
・ 「ルーブリック」による教科論実践授業の

自己点検 ・自己評価

・ 「授業評価システム」によって，ALTとJET（ 英

語科），補充学習クラスと発展学習クラス （数学科）

の授業研究会を実施する。

・学習指導要領との整合性を点検するとともに，授業時

に説明を行い，生徒の質問や意見を収集 し改善する。

・自主学習の実施教科ごとに学習内容と実施方法及び点

検方法について意見交流会を実施する。

・事前研究会において授業評価指標の設定項目に関する

模擬授業を行い，授業検討会の効率化を図る。

二
学
期

○教育課程検討委員会
・第二回生徒実態アンケー トの実施

・ 「教育課程評価プログラム」による二学期

教育課程の実現状況の自己点検 ・自己評価
・学校教育目標達成状況中間報告書の在 り方

についての研究
・学校評価アンケー ト （生徒

，保護者，学校

評議員）による自己点検 ・自己評価

○評価工夫改善委員会
・二学期の 「教科マニフェス ト」の作成及び

実現状況の自己点検 ・自己評価

○指導工夫改善委員会
・小中連携による発展学習プログラムに関す

る研究

○支援工夫改善委員会
・小中連携による基礎 ・基本の定着に関する

研究 ・
・補充的学習 （励み学習）についての研究

○授業研究会
・ 「ルーブリック」による教科論，領域論の

自己点検 ・自己評価

・一学期の実現状況との比較分析を行い，三学期の改善

策を作成するとともに，次年度教育課程編成方針につ

いて検討する。

・文章表現又は数値による 「教科マニフェス ト」の達成

状況と学級経営の状況についての報告書を作成する。
・学校教育目標達成状況中間報告書に関する内容項目を

設定したアンケー トを実施する。

・第二回生徒実態アンケー ト及び各教科の評価，評定状

況の一学期との比較分析を行い，各教科の二学期の単

元 ・題材の達成 目標を設定する。
・補充学習クラスと発展学習クラス （数学科）の公開授

業研究会を実施する。

・英語科，社会科，道徳の時間について公開授業研究会

を実施する。
・学力分析テス トの結果を基に，個別 自主学習のための

課題を設定する。
・事前研究会において授業評価指標の設定項 目に関する

模擬授業を行い，授業検討会の効率化を図る。

三
学
期

○教育課程検討委員会

・第三回生徒実態アンケー トの実施

・ 「教育課程評価プログラム」による年度末

の実現状況の自己点検 ・自己言判面

・学校教育目標達成状況最終報告書の作成，

配布 （生徒，保護者，学校評議員）
・学校評価アンケー ト （生徒，保護者，学校

評議員）の実施，分析
・次年度教育課程編成方針の作成

○評価工夫改善委員会
・三学期の 「教科マニフェス ト」の作成及び

実現状況の自己点検 ・自己評価

○授業研究会
・授業研究の自己点検 ・自己評価

・一学期の実現状況 との比較分析を行い，次年度の改善

策を作成するとともに，次年度教育課程編成方針を作

成する。
・ 「教科マニフェス ト」の達成状況と学級経営の状況に

ついての最終報告書を作成する。

・学校教育目標達成状況最終報告書に関する内容項 目を

設定したアンケー トを実施する。
・組織マネジメン トの手法 （SWOT分析）による教育課程

編成上の課題及び改善策の検討を行 う。
・第三回生徒実態アンケー ト及び各教科の評価，評定状

況の二学期 との比較分析を行い，各教科の三学期の単

元 ・題材の達成目標を設定するとともに，次年度の年

間指導計画について検討する。

81



Ⅳ 研究の概要

1教 育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価を行うに当たっての組織

（評価体制や授業等の教育活動の公開を含む）

① 校長

○ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己

評価を基にした学校経営方針の策定
・本校の学校教育目標

・重点目標，経営の重点
・学校評議員制度

② 教頭
○ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己

評価を基にした校務運営構想の策定
・校務運営方針

・校務運営の重点 とその具体策

・本年度の努力 目標

○ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己

評価を基に した校務運営の重点事項具現化の
ための全体構想の策定

③ 教務主任
○ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己

評価を基にした教育課程編成の基本方針の策

定
・学力向上プラン

・選択教科，道徳，学級活動，総合的な学習の

時間の計画
・年間授業時数の計画

・週時間割の計画

○ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己

評価を基にした学校行事，生徒会行事，欠課時

数年間計画の作成

○ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己

評価を基にした教務運営構想の策定
・運営の重点 と具体的方策

④ 教育課程検討委員会

○ 教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自

己評価を活か した教育課程の編成に関する

研究
・生徒実態アンケー ト

・学校評価アンケー ト

・「教育課程評価プログラム」

・学校教育 目標達成状況報告書

⑤ 評価工夫改善委員会

○ 成績，評価 に関す る研究

・「授業評価システム」

・「教科達成 目標」 （教科マニフェス ト）

・「授業評価指標 （ルーブ リック）」

⑥ 指導工夫改善委員会

○ 指導方法，内容に関する研究
・チームティーチング

・少人数対応授業

・発展学習プログラム

⑦ 支援工夫改善委員会

○ 基礎学力，補充的学習に関する研究
・教科シラバス （学習のとびら）

・自主学習 （家庭学習ノー ト）

・補充的学習 （励み学習）

⑧ 授業研究会

○ 教科，領域に関する授業研究
・教科論，領域論，研究指定等
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2研 究内容及び具体的な研究活動

（1）児童生徒の実態等

平成18年 度の結果によると，本校 と県内で同じテス トを実施した学校全体の平均点を比較した場合，第1学

年は11．8ポイン ト，第2学 年は18．1ポイン ト上回っている。第3学 年は6．3ポイン ト下回っている。

〈第1学 年〉

学習規律や学習目標を理解して学習に取 り組むことができる。知識 ・理解の定着は学年全体の6割 の生徒

ができている。思考 ・判断の定着には個人差があり，全体的に個人の思考させる場を多く設定 して学習指導

を行っていく必要があると考える。また，観点別評価がC段 階にある生徒が学年全体の6％ であり，個別指

導や反復指導を継続 していく必要がある。

〈第2学 年〉

学習意欲が徐々に高まり，知識 ，理解が定着してきているが，定着させるまでに時間を要するのでスモー

ルステップで反復指導していく必要がある。思考 ・判断の定着が徐々にできているが，観点別評価がC段 階

にある生徒が学年全体の10％ であり，個別指導や反復指導が必要である。また，自分の考えを表現する力を

定着させていくためにも交流活動の場の設定が必要である。

〈第3学 年〉

学年全体の6割 が知識 ・理解の定着ができている。自分の考えや意見を表現 したり交流 した りする活動で

は意欲的に取 り組むことができる。思考 ・判断は徐々に定着してきているが，全体の半数までには至ってい

ない。観点別評価がC段 階にある生徒が全体の8％ であり，個別指導や反復指導が必要である。全体的に学

習意欲は高まりつつあり，学習する目標を理解しながら取 り組むようになってきている。

（2）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の調査研究を生かした改善の取組の概要

【1年次 （平成18年 度）の要点】

○ 「授業評価システム」による教科授業の改善

これまでの本校研究の成果 として構築された 「授業評価システム」による診断的評価，形成的評価，総括

的評価の手法を活用 し，生徒の学習の実現状況と授業者の 「教科達成目標 （教科マニフェス ト）」との差違を

把握，分析することで各教科の授業改善ができるようにした。

○ 「教科達成目標 （教科マニフェス ト）」による教科授業の改善

各教科の基礎 ・基本や学習内容を明確化するために，各学期に実施する単元 ・題材の数値 目標等の客観的

な達成目標を設定し，単元末，学期末の生徒の学習の実現状況を把握，分析することで各教科の授業改善が

できるようにしたが，教科間の達成目標の設定内容の差違や客観性，学習の実現状況の公開について課題が

残った。

○授業研究会における 「授業評価指標 （ルーブ リック）」による授業改善

事前研究会において模擬授業を行い，授業評価の観点や基準について共通理解を図ることで，授業観察や

授業検討会の効率化を図ることができたが，教科目標や単元目標の設定が不十分であったり手だての有効性

の検証が不可能であった りする授業研究が見られた。

各学年の学力分析テス トの結果 （平成18年4月 実施，業者テス ト）
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【2年 次 （平成19年 度）】

①学習の実現状況の改善

時
期

教育課程の実施状況
及び児童生徒の学習
の実現状況の実態

左記の実態等に対応した自己
点検・自己評価の取組等

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の結
果と考察等 〈把握した成果や改善課題等〉

一
学
期

○ 「授業 （学習内容）

が よ くわか らな

い （14％）」（第一

回生徒実態 アン

ケー トか ら）

・学習指導要領との整合性を

図った教科シラバス （学習

のとびら）による学習内容

のオ リエンテーション
・家庭学習ノー トの実施率や

学習内容の把握，分析

・前年度の学習内容との系統性や段階性を意識 した

教科シラバスを編成することができた。教科目標

や基礎 ・基本について表記することができた。
・生徒が学習の達成目標を把握できるように

，評価

規準，評価基準の教科シラバスへの掲載について

検討する必要がある。
・家庭学習ノー トは，授業内容を振 り返る取組が多

く見られることから，授業時に意図的な板書計画

を行 う教科が見られるようになった。
・主体的な学習のための家庭学習ノー トによる予習

的な取組の在 り方について検討する必要がある。

○教科間 によって

学習の実現状況

の把握 に差違 が

見られる。 （一学

期 の観 点別評価

のC段 階の割合

から）

・学習の実現状況についての

共通理解 を図る研修会の

魏
・各教科で身に付けさせたい

諸能力を設定した教科論，

領域論の設定と 「教科マニ

フェス ト」の作成

・教科によっては評価基準を見直した場合の評定値

の算出について再考する機 会となった。

・「授業評価システム」による客観性の高い評価の在

り方について共通理解を図ることができた。
・教科の研究主題における研究レベルの差異や具体

性に乏しい手だての設定が見 られるので，本校研

究の共通理解の徹底を図る必要がある。

二
学
期

○ 「授業 （学習内容）

が よ くわか らな

い （23％）」（第二

回生徒実態 ア ン

ケー トから）

●習熟度別少人数分割授業

（数学科）による授業実践
・ALTやJETに よるチー

ムティーチング （英語科）

による授業実践

・「授業評価システム」による自己評価を実施 した上

でクラス分割の自己選択や教材の設定を行 うこと

で，生徒の主体的な学習活動が見られるようにな

った。

○教科間に よって

学 習の実現状況

の把握 に差違 が

見 られる。 （二学

期 の観 点別評価

のC段 階の割合

から）

・教科論
，領域論に基づいた

授業研 究の実施 とその検

証

・模擬授業や授業検討会において主眼の達成方法や

達成状況について協議 し，授業評価を行 うことが

できるようになった。

・観点別評価のC段 階の生徒について，家庭学習ノ
ー トの活用方法や放課後補充学習などの支援工夫

改善の視点からの改善策を考える必要がある。

○基礎 ・基本の定着

が不十 分な生徒

の学力 を向上で

きるようにする。

・放課後補充学習における個

別指導の実施

・生徒の自主学習だけではなく
，教科担任の判断に

よる習熟度別の課題や教科別指導ができるような

方策を考える必要がある。

○基礎 ・基本の定着

が十分 な生徒の

学 力 を さらに向

上 で きるよ うに

する。

・習熟度別少人数分割授業に

おける発展学習プログラ

ムによる授業実践 （数学

科）

・発展学習担当と補充学習担当による二種類の指導

案の比較によって，「教科マニフェス ト」の評価基

準の客観性について共通理解を図ることができ

た。
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三
学
期

○ 「授業 （学習内容）

が よくわか らな

い」（第三回生徒

実態 ア ンケー ト

から）

・春季休業時における補充学

習会の実施

・実施教科の選択及び実施計画を公表 し，生徒の主

体的な取組として実施できるようにする。
・個別の学習の実現状況について把握 し

，取り組む

内容を精選し，短期間での学力向上を図ることが

できるようにする。

②学校の運営状況の改善

一
学
期

○本校独 自の多様

な取組 につ いて

の成 果や課題 を

共有し，教科授業

や学級 経営 に還

元 したい。

・研究推進委員会における評

価工夫改善委員会，指導工

夫改善委員会，支援工夫改

善委員会の設置
・教育課程検討委員会におけ

る各種委員会での取組に

ついての自己点検 ・自己評

価 による学習の実現状況

の把握，分析

・混在 していた取組や研究内容を
，成績，評価に関

する研究 （評価工夫改善委員会），指導方法，内容

に関する研究 （指導工夫改善委員会），基礎学力，

補充的学習に関する研究 （支援工夫改善委員会）

に整理することができた。
・教育課程検討委員会において各種委員会の取組の

実施状況を確認 することで，各種委員会の取組相

互の関連性や分担の明確化を図ることができた。

・校務分掌組織 と研究体制の互換性を考慮すること

で，会議等の時間確保や効率化を図る必要がある。

○教育課程 をは じ

め とす る学校運

営状 況 の成果 と

課題を明確にし，

各種委員 会の取

組 の重 点化 を図

りたい。

・学校経営要綱を基に した

「教育課程評価プログラ

ム」の作成と学校教育目標

の達成状況の分析

・A4判 の評価表の形式をとり，それぞれの内容を

比較検討することよって，学校教育 目標，校務運

営構想，教務運営構想，各種委員会の系統1生や段

階性といった運営組織の整理，評価の内容項 目，

具体的方策，評価方法を明確にすることができた。
・複数の分掌部会に参加できるようにするために，

実施する分掌の整理 と段階的な実施時間の設定が

必要である。

二
学
期

○生徒の学習の実

現状況及び学校

教育 目標の達成

状況を公表する。

・学校教育目標達成状況報告

書の作成

・事前に試作版を作成 し内容を検討することで，A

3判 に全教科の内容を掲載するとともに具体的な

記述ができた。
・生徒や保護者に対 して具体的な改善策や個別に学

習の実現状況を説明する場が必要である。

三
学
期

○学校評議員制度

に よる学校評価

を実施 し，その結

果を公表する。

・学校教育目標達成状況報告

書の公表

・「授業評価システム」の活用や 「教育課程評価プロ

グラム」の内容 と関連させるとともに学校評議員

の意見を取 り入れた学校評価アンケー トを作成す

る必要がある。
・学校評価の結果を共通理解するための研修会の実

施が必要である。

○今年度の教育課

程の実施状況と

生徒の学習の実

現状況から次年

度の教育課程編

成を検討する。

・評価工夫改善委員会，指導

工夫改善委員会，支援工夫

改善委員会による 「教育課

程言判面プログラム」の実施
・組織マネジメン トの手法

（SWOT分 析）による教育

課程編成上の課題及び改

善策の検討

・次年度の学校運営方針の原案が早期に提示 される

必要がある。
・各種委員会による分析の過程を統合できるような

SWOT分 析を実施する必要がある。

・SWOT分 析において客観性のある内部環境，外部

環境の要因が設定できるように，事前に生徒，保

護者，学校評議員に対する実態調査を行 う必要が

ある。
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（3）特に有効であった取組の具体例

学習の実現状況の改善と学校の運営状況の改善による教育課程改善の取組

【生徒の実態】

学力分析テス ト等の結果から，知識 ・理解の定着状況は6割 前後であるが，思考 ・判断の定着には

個人差や不十分な状況が見られる。また，観点別評価がC段 階にある生徒が全体の1割 程度であり，

個別指導や反復指導を必要 とする状況にある。

【学習の実現状況改善の方針】

○学習の実現状況の改善を 「教科マニフェス ト」の作成，「授業評価システム」による評価，「教

育課程評価プログラム」による組織的活動といった一連の手順によって構成することで効率の良

い取組ができるようにする。

【授業改善における評価の観点】
・各教科において，単元 ・題材毎の評価の具体

的な達成目標を設定した授業を行っている。
・目標達成の評価において，客観的かつ多様な

評価資料を用いて，数値による評価活動を行

っている。

【評価の方法】
・「教科マニフェス ト」による学習の実現状況

の評価

・「授業評価 システム」による授業改善

・「ルーブリック」による授業改善

【配慮事項】
・評価工夫改善委員会による定期的な実施状

況，実現状況等の把握，分析，公表

【改善の状況】
・思考力 ・判断力向上を目的とした教科論実践

による授業及び授業研究の日常化

・各教科における習熟度別学習，放課後補充学

習等の 日常化

「確かな学力」の定着

【学校運営の改善における評価の観点】
・各種委員会において，目標，方針，方策に基

づいた具体的な取組がなされている。

・目標達成の評価において，客観的かつ多様な

評価資料を用いて，数値による評価活動を行

っている。

【評価の方法】
・「教育課程評価プログラム」による学校運営

の実施状況の評価

・学校教育目標達成状況報告書による学校教育

目標の実現状況の公表

【配慮事項】
・年間指導計画，月行事予定等における各種会

議，活動時間の保障

【改善の状況】
・思考力 ・判断力向上を意識 した各種委員会の

活動実践の日常化
・各教科における習熟度別学習

，放課後補充学

習等の活動時間の確保

「信頼される学校づくり」

学校教育目標の実現
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3教 育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に関わる説明責任の状況

（1）主な説明の事例

時
期

説明

対象
説明した内容と方法 質疑応答や反応等

一
学
期

生徒 ○各教科の学習内容 と評価の方法について
・教科シラバス （学習のとび ら）

・学習 内容を理解できた。
・評価の仕方が分 かった。

・単元 ごとのシラバスをつ くってほ しい。

保護者 ○学校教育 目標，学校経営方針について
・PTA総 会における説明資料

・学校通信

・学力向上に尽力 してほしい。
・学力だけではなく，学校行事の成功や部

活動の成績も向上してほしい。

保護 者，

地域，

学校

評議員

○一学期の教育課程の実施状況と学習の実現状況

について
・学力分析テス トの結果報告

・地域懇談会における説明資料

・学力分析テス トの結果には満足できる。
・読書ではなく朝自習や放課後等の授業時

間以外でも教科の学習に取 り組んでほ

しい。

二
学
期

生徒 ○二学期の学習内容 と評価の方法について
・教科シラバス （学習のとびら）

・1学 期の学習内容で分からなかったとこ

ろを復習してほしい。

保護者 ○二学期の教育課程の実施状況と学習の実現状況

について
・学校教育目標達成状況報告書

・教育相談

・学校教育目標達成状況報告書を作成する

に至った経緯 についての説明を求める

意見。
・学校教育 目標の達成状況の基準をどのよ

うにして設定しているのかを問う意見。
・生徒 自身が学習の実現状況について理解

できるようにしてほしいとする意見。

地域，

学校

評議員

○二学期の教育課程の実施状況と学習の実現状況

について
・学校教育目標達成状況報告書

・一学期の課題と二学期の改善策との関連

について問う意見。
・学校評価の内容項 目に関する意見。

三
学
期

生徒 ○三学期の学習内容 と評価の方法について
・教科シラバス （学習のとび ら）

・通知表の評定値の理由を知 りたいという

意見、

保護者 ○三学期の教育課程の実施状況と学習の実現状況

について
・学校教育目標達成状況報告書

・教育相談

・通知表の評定と入試評定との関連につい

て説明を求める意見。
・学習の実現状況に対するより具体的な説

明責任を求める意見、

地域，

学校

評議員

○三学期の教育課程の実施状況と学習の実現状況

について
・学校教育目標達成状況報告書

・次年度の学校経営の方針や重点目標につ

いて説明を求める意見。

・学校経営に対するより具体的な説明責任

を求める意見、

（2）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に関わる説明責任に関する成果と課題

①学習の実現状況の説明責任について

教科シラバス （学習のとびら）によって学習内容の見通 しを持つことができるようにしたことは，生徒の

学習意欲や好奇心を持たせる上で有効であったが，生徒一人ひとりの学習の実現状況を単元ごとに知 らせる

など指導と評価の一体化を図る必要がある。

②学校の運営状況の説明責任について

PTA総 会や地域懇談会の参加状況から見て，学校評価アンケー ト実施の時期や方法，学校ホームページ

等による常時公開の方法について考える必要がある。
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Ⅴ 研究の成果と課題

1成 果

①学習の実現状況の改善について

各学年の学力分析テス トの結果 （平成19年9月 実施，業者テス ト）

本校と県内で同 じテス トを実施 した学校全体の平均点を比較すると、第1学 年は5．4ポイント上回る結果

となった。同様に第2学 年は22．1ポ イント上回る結果 となり，平成18年 度の4月 当初の結果からは10．3

ポイントの伸びが見られた。第3学 年は3．7ポイン ト上回る結果とな り，平均点を上回ることができた。

○学習の実現状況の改善を 「教科マニフェスト」の作成，「授業評価 システム」による評価，学校教育目標達

成状況報告書による結果の公表といった一連の手順によって構成することで効率の良い取組ができるよう

になった。

○学習の実現状況の改善を目的とした教科論 領域論による授業研究会や 日常的な学習活動に取 り組むこと

で問題解決的な学習過程や教材研究を活かした授業づくりができるようになった。

○教師と生徒との目標準拠評価に対する共通理解によって生徒が意欲的に学習に取り組むことができるよう

になった。

②学校の運営状況の改善について

○ 「教育課程評価プログラム」によって学校の運営状況に対 して効率の良い一貫性のある自己点検 ・自己評

価ができるようになった。

○ 「教育課程評価プログラム」によって学校教育目標を具現化するための方針，重点目標，具体的方策等の

整 合性を図ることができた。

○学校教育目標達成状況報告書の公表によって学校評価アンケー ト等において具体的な評価や意見を得るこ

とができるようになった。

2課 題

①学習の実現状況の改善について

● 「確かな学力」の実現状況について自己点検 ・自己評価を行 う方法を明らかにする。

●単元ごとの学習の実現状況を生徒一人ひとりに説明するための具体的な方法を検討する。

●チームティーチングや少人数対応授業を他教科においても実施できるようにする。

②学校の運営状況の改善について

●組織マネジメン トに 「教育課程評価プログラム」を位置付けることによって効率良く改善策を作成できる

ようにする。

●校務分掌等の分掌による教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価の方法を明らかにする。

●外部評価を行 う学識経験者等を設定 し，学校評価における客観性の向上を図る。
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【資料】

「授業評価システム」の概要

「教育課程評価プログラム」に使用する評価表 （一部抜粋）

平成19年 度 校務運営評価表 【教頭 】
朝倉市立十文字中学校
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資 料

教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係 る

研究指定校事業実施要項 93

平成18・19年 度

教育課程の実施状況に関す る自己点検 ・自己評価に係 る

研 究指定校事業指定校一覧 95

教育課程 の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係 る

研究指定校事業 （平成18・19年 度指定）担 当官 95
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教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に係る

研究指定校事業実施要項

平 成18年4月1日

国立教育政策研究所長決定

1趣 旨

学校における教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価に関す る実践的な調査研究を

行い，児童生徒の学習の実現状況の一層の改善に資する。

2研 究指定校事業の委嘱

（1）教育課程の実施状況に関する自己点検 ・自己評価 に係 る研究指定校 （以下 「研究指定校」と

い う。）は，小学校，中学校及び中等教育学校の前期課程 （以下 「学校」 とい う。）を対象 と

する。

（2）都道府県教育委員会，都道府県知事又は附属学校を置 く国立大学法人学長は，都道府県教

育委員会にあっては域内又は所管の学校，都道府県知事にあっては所轄の学校，附属学校を

置く国立大学法人学長にあっては所管の学校の うち，研究指定校による研究の希望がある場

合には，適切な学校を選定 し，別紙様式によ り，国立教育政策研究所に提出するものとす る。

（3）国立教育政策研究所は，上記 （2）により提出のあった内容を審査 し，本事業の委嘱が適

当と認めた場合，別途定める実施計画書の提出を求める。

（4）国立教育政策研究所は，上記 （3）により提出のあった実施計画書が適切であると認めた

場合，公立学校にあっては当該都道府県教育委員会，私立学校 にあっては当該学校の設置者，

国立大学法人附属学校にあっては当該国立大学法人学長 （以下 「都道府県教育委員会等」と
い う。）に調査研究を委嘱する。

3研 究期間

原則 として2か 年 とす る。

4指 定校数

20校 程度 とす る。

5研 究主題

研究指定校は，次の研究主題を踏まえ，自校における具体的な研究主題 を設定す るものとす

る。

目標 に準拠 した評価によって得 られた児童生徒の学習の実現状況の結果を，学校

における教育課程の実施状況に関す る自己点検 ・自己評価の過程にどのように生か

し学習の実現状況を改善 していくか （生か していく項 目 ・方法，そのための年間等

を通 しての取組，保護者等 との関係，配慮事項など）について調査研究する。

6研 究指定校の運営等

（1）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，国立教育政策研究所 と密接な連絡をとり，その援

助 と助言を受けて調査研究を行 うもの とする。

（2）国立教育政策研究所は，研究の円滑な実施に資するため，連絡協議会並びに研究協議会を

開催する。なお，研究協議会は成果の普及のために公開とす ることも検討する。
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7報 告書等の提出

（1）研究指定校は，校内の研究体制を整備 し，計画的，継続的に研究を進めるために，各年度

の初めに実施計画書を，各年度の終わ りに研究成果報告書を都道府県教育委員会等に提出す

るものとする。

（2）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，研究指定校 の実施計画書及び研究成果報告書をと

りまとめ，都道府県教育委員会及び国立大学法人学長 においては直接，私立学校の設置者に

おいては当該都道府県知事を経由して，国立教育政策研究所に提出するものとする。

なお，研究成果報告書については，第1年 次の終了時に中間報告書を，研究の終了時に最

終の報告書を提出す るもの とし，これ らの様式，その他必要な事項については，国立教育政

策研究所か ら別途連絡するもの とする。

8成 果の普及

（1） 研 究成果 報告書 につい ては，国立教育政策研 究所 においてその集 録 を編集 し，書籍 ，イ ン

ターネ ッ ト及 びその他 の媒 体 によ り公表す る ことがで きる もの とす る。

（2） 研 究指定校 において は，地域や学校 の実態 に応 じて，成果発表会 ，公 開授業 ，研修 会等 の

開催 ，イ ンター ネ ッ トに よる情報提供 な どの取組 を実施す る ことに よ り，本事業 の成 果 を他

校 と共有 し成果 の普及 を図 るよ う，積極的 な情報提 供 を行 うもの とす る。

9経 費

（1）国立教育政策研究所は，予算の範囲内で，各年度毎に研究に必要な所要額を都道府県教育

委員会等からの請求に基づいて支払 うもの とする。

（2）委嘱金の支払いの対象 となる経費及び各経費項 目への配分額は，実施計画書の とお りとし，

変更する場合はあらか じめ国立教育政策研究所に報告 し，その指示 を受けるもの とする。た

だ し，各経費項 目における配分額の変更増減が委嘱金額の20％ 以内，もしくは，5万 円以

内の場合には，この限 りでない。

（3）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，各年度終了後速やかに別途定める収支精算書を，

都道府県教育委員会及び国立大学法人長においては直接，私立学校の設置者においては当該

都道府県知事を経 由して，国立教育政策研究所に提出するものとする。

10そ の他

国立教育政策研究所は，必要に応 じて，研究の実施状況及び経費の処理状況について実態調

査を行 う。
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教育課程の実施状況に関する自己点検．自己評価に
係る研究指定校事業（平成18・19年 度）研究指定校一覧

― 平 成19年 度 ―

担当官

宮崎 活志　 文部科学省初等中等教育局視学官

井上 一郎　 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

杉田 洋　 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

吉川 成夫　 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

高須 一　 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

吉開 潔　 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

大倉 泰裕　 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
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