
カリキュラム・マネジメントの実際
～県立教育センターとしての３年間の取組～

新潟県立教育センター 阿部 一晴

期日 平成31年１月16日（水）

会場 文部科学省 ３階講堂



県立教育 発表① 発表② 発表③
センター提案 協議 協議 協議

十日町市立
松之山小学校

十日町市立
松之山中学校

新潟県立
十日町高等学校

テーマ決定 ４月

協力校決定 ４月
趣旨説明 ～５月

情報収集
支援 ～12月

教育
フォーラム

２月

実 践

研究推進方法 H28

研究テーマ

カリキュラム・マネジメント
『３つの側面』からのアプローチ



協力校の実践概要 H28

協力校 十日町市立松之山小・中学校 新潟県立十日町高等学校

特 徴
併設型小中一貫校
『松之山学園』発足準備の年

特別進学クラス
『アドバンストクラス』設置元年

主目的
『小中一貫９年間の学びの充
実・改善を図るカリキュラム・
マネジメントの取組』

『教育目標の実現に向け、生徒に必
要な５つの力を共通目標とした教育
活動の取組

構 想

小中職員研修の活性化
①課題研修…学校課題解決のた
めの個人研修
②カリキュラム研修…９年間
（系統性のある教育課程）
③マネジメント研修…各分掌業
務の合同会議

目指す生徒像を明確化
（職員アンケート・協議）

※教科間、学年間の共通理解



つながる 共通理解 可 視 化

研究のまとめ（成果） H28

推進のための３つのキーワード

共通の取組として見えてきた５つの視点

教育活動と経営活動をつなげる

学習指導要領の趣旨を理解する 組織全体で共通認識をもって取り組む

学校教育目標を共通理解する これまでの取組を価値あるものに高める

１．教科等横断的なカリキュラム編成

２．ＰＤＣＡサイクルの確立

３．内外リソース活用

３つの側面からスタート

ＣＭＮ28
カリキュラム・マネジメント

新潟スタイル



情報収集
支援 ～12月

県立教育 発表① 発表② 発表③
センター提案 協議 協議 協議

村上市立
保内小学校

上越市立
吉川中学校

新潟県立
正徳館
高等学校

テーマ決定 ４月

協力校決定 ４月
趣旨説明 ～５月

教育
フォーラム

２月

実 践

研究推進方法 H29

十日町市立
南中学校参考協力校 ４月

研究テーマ

カリキュラム・マネジメント
新潟スタイル『ＣＭＮ28→29』



参考協力校…試験的に先行実践→他の参考にする
実践者：学年主任
テーマ：「１学年の生徒の資質・能力の育成のために」

他指定：小学校教育研究会指定
実践者：研究主任
テーマ：「生活科・総合的な学習の時間を中核に

児童の資質・能力を育てる」

協力校の実践概要 H29



実践者：校長
テーマ：「授業改善を軸に、学力向上を目指した

カリキュラム・マネジメント」

協力校の実践概要 H29

実践者：教務主任
テーマ：「特色ある学校、地域に根ざした人材育成を

目指したカリキュラム・マネジメント」



研究のまとめ（成果） H29



県立教育 発表① 発表② 発表③
センター提案 協議 協議 協議

村上市立
保内小学校

十日町市立
南中学校

新潟県立
村上高等学校

テーマ決定
チェックリスト開発

４月

協力校決定 ４月
趣旨説明 ～５月

情報収集
支援 ～12月

教育
フォーラム

２月

実 践

研究推進方法 H30

研究テーマ

カリキュラム・マネジメント
『ＣＭＮチェックリスト2018』完成



ＣＭＮチェックリスト（小学校）

新学習指導要領総則の

カリキュラム・マネジメントとの

関連部分を抜粋して作成した。



ＣＭＮチェックリスト（中学校）

平成29年度研究の成果物『ＣＭＮ分類表』を再編集した。



ＣＭＮチェックリスト（高等学校）

『ＣＭＮ分類表』に３つの側面を加え、更にＣＭＮの３つのキーワードで軽重
を付けて再編集した。



協力校の実践概要 H30① 村上市立保内小学校

主目的
児童の資質・能力の向上
・コミュニケーション能力 ・主体的に学びに向かう力 ・課題発見力・課題解決能力・次の学びへの活用力

構 想

「生活科」「総合的な学習の時間」で主体的・対話的で深い学びを実現し、児童の資質・能力の向上を図る。
・校内外の素材（リソース）、教科等間連携、学校生活・家庭生活の「つながり」を大切にした学習プロセスを
構築する。

・「生活科」「総合的な学習の時間」を中核に、教科横断的で系統的なカリキュラム・マネジメントを行う。

側面①
教科等横断的な編成

・「生活科」と「総合的な学習の時間」との系統性をもたせる。
・他教科等横断的な教育課程を編成する。 ※視覚的カリキュラム表を拡大・掲示

側面②
ＰＤＣＡサイクル

・ＣＡＰを全職員によるワークショップ型研修で行う。
・各種検査データの分析。 ※学校運営協議会準備委員会（４回）
・授業研究を起点に全職員で評価を行う。

側面③
リソース活用

・今ある素材・活動を生かす。 ※地域教育推進委員会（月１回）
・学区の農家、農業法人、ＮＰＯ法人（地域おこし法人） ・そのための予備調査活動が重要

成 果

・子どもの変容 ・職員力ＵＰ ・地域との関係強化
・「生活科」「総合的な学習の時間」の保内モデル単元完成
◎「生活科」「総合的な学習の時間」→『教科等』に視点が戻る
『探究的な見方・考え方 ← 各教科等の見方・考え方』

効果的に働いたもの

<人>・職員（学級担任・学年主任・研究主任） ・地域の方々（農業法人・地域おこしＮＰＯ）
・学校運営協議会準備委員会

<物>・研修資料室 ・視覚的カリキュラム（拡大掲示・随意加筆）
<事>・職員研修（研究組織・推進プロジェクトチーム） ・地域教育推進委員会

・研究発表会（研究授業・協議会）

課 題

◆地域コーディネーターの効果的な活用
研究指定校ということで、これまでは学年組織を中心に様々な取組を行ってきた。しかし、継続させるために

は、外とのつながりの部分で「地域コーディネーター」を効果的に活用したい。そのためには、もっと学校の内
側に入れる（関係強化・人材発掘）
◆研究概念の共通理解
主任層から学級担任まで、目指す子どもの姿に向かって、全職員一枚岩で進むためには、常に原点を確認する

ことが重要（ＷＳ型研修）



主目的
生徒の資質・能力の向上（教育の質の向上）
・コミュニケーション能力 ・生命尊重（いじめ根絶） ・自制心・忍耐力 ・生活習慣（健康・体力）

構 想

「道徳科」を中心に、教科等横断的なカリキュラム・マネジメントを行うことにより、上記の資質・能力を向上
させる。
<道徳科の重点指導内容>
Ａ(１)自主、自立、自由と責任 Ａ(４)希望と勇気、克己と強い意志
Ｂ(９)相互理解、寛容 Ｄ(19)生命の尊さ (22)よりよく生きる喜び

側面①
教科等横断的な編成

・「道徳」を中心に、教科等横断的なカリキュラム編成を行う。
・授業や行事等で同じ視点を設定する。 ※教えやすく学びやすい

側面②
ＰＤＣＡサイクル

・評価・改善（ＣＡＰ）を全職員によるＷＳ型研修で行う。 ・各種検査データの分析。
・支援組織によるＷＳ（学校運営協議会・青少年育成協議会）
・教育期を設け、期ごとに評価・改善（ＣＡＰ）を行う。 ※職員研修・学校評価

側面③
リソース活用

・今ある活動を生かす。（後援会・同窓会・ＰＴＡ）
・学校運営協議会（新設） ※地域コーディネーター

成 果
・バラバラだった教育活動に、柱が通った。
・職員力ＵＰ ・職員、生徒のモチベーションＵＰ ・地域との関係強化
◎教科等の「授業」に、言語活動の視点（聞く・対話・議論）を共通に設けることにより、授業改善がなされた。

効果的に働いたもの
<人>・職員（教務主任・道徳教育推進教師・学年主任） ・地域コーディネーター
<物>・目指す生徒の姿（拡大掲示・随意加筆）
<事>・企画委員会 ・職員研修 ・学校運営協議会

課 題

◆総合的な学習の時間の単元開発
・各教科等で培った力を、総合的に発揮するための単元開発
・学年ごとに発展性、系統性のある単元開発

◆学習指導要領・学校教育目標の趣旨を全職員で共通理解する
この時間（授業）が、学校教育目標（生徒像）のどの部分に向かっているのかを、一人一人が理解し、意識で

きる職員集団 ※研修の充実、地域との連携（チーム学校）

協力校の実践概要 H30② 十日町市立南中学校



主目的
豊かな人間性と社会性を身に付け、地域の発展に貢献する人材の育成
・コミュニケーション能力 ・情報活用能力 ・郷土愛 ・キャリアプランニング能力

構 想
村高イヨボヤプラン（探究活動：村上学）を行うことにより、生徒の人間性と社会性を高め、将来地域の発展

に貢献するための資質・能力を身に付けることができる。

側面①
教科等横断的な編成

・「英語」「情報」「総合的な学習の時間」等を横断的に編成する。（イヨボヤプラン）
・年度授業進度表（全教科並列）を作成し、可視化・共有化する。
※台湾への修学旅行で、英語によるプレゼンを行う等

側面②
ＰＤＣＡサイクル

・年度当初の職員研修で、カリキュラム・マネジメントの講義と、ＷＳ型協議で現状把握を行う。
・職員同士の授業見学・参観をスタート
・「チェックリスト」の活用

側面③
リソース活用

・既存のイヨボヤプランの改良。（目標の明確化・教科等横断的な関連付け）
・地域素材の調査 ・地域住民や同窓生との関わり（インタビュー・講演会の講師）
・祭りボランティアへの参加

成 果

<職員>・職員研修により、教員同士の意識を共有することができた。 ※協働意識
・授業参観等により、他教科への関心が高まった。 ※横断的な視点

<生徒>・学習への自主性が高まった。（地域人材との関わりや、自分の将来とのつながり）
<地域>・「つながり」が「新たなつながり」を生んでいる。

効果的に働いたもの
<人>・職員（進路指導主事・学年主任・英語科・情報科・学級担任） ・地域人材等
<物>・イヨボヤプラン単元 ・年度授業進度表 ・チェックリスト
<事>・職員研修 ・授業見学（参観） ・県指定「魅力ある学校づくり推進事業」（予算）

課 題

◆教科により、取り組みやすさに差がある。
・選択科目や少人数履修科目などでは難しい場合がある。 → 共通履修教科を中心に取り組む。

◆取組が散在していて、改善の余地がある
・村上学単元の改良（精選） ・地域資源活用の定着可（基盤づくり）

◆全職員の意識が継続しない
→定期的な職員研修や、掲示物等により、原点を忘れない工夫をする。

協力校の実践概要 H30③ 県立村上高等学校



成 果

○多くの学校に紹介するための実践例（実践校）が増えた。

○取組のきっかけとなる成果物ができた。

・ＣＭＮ ・分類表 ・チェックリスト
○教育目標やグランドデザインの変更に着手する学校がある。

○年度末の教育フォーラムをとおして、成果物の共有と実践手法の
普及ができている。

○「やってもらう研究」から「支援する研究」へと変わってきた。

・年度当初の校内研修に入り込む場合もある。
・地域や学校の現状、校長の願いを知るところからはじめる。

課 題

◆校内研修制度の成熟度により、関わり方を変える必要がある。
→校種によって大きく違うため、担当任せにせず、研究チームとして
の対策・方針を決める。

◆学校組織の改善は分かるが、子どもの変容の見取りまでは到達してい
ない。→校内研修で、目指す子どもの指標を作る。（学校評価結果）

◆現状把握と年間を見通した計画を立てるために、年度当初に複数回の
訪問支援が必要である。→早めの打診と旅費の確保

教育センターとしての成果と課題
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