
カリキュラムマネジメント

大阪教育大学 田村知子

新学習指導要領をはじめとして、行政文書では「カリキュラム・マネジメント」と

表記されるが、学術論文では報告者を含めてカリキュラムとマネジメントを一体的に
捉える意図などにより「・」のない表記が多い。



カリキュラムマネジメントをどう捉えるか

1. 学校を基礎としたカリキュラム開発（School Based 
Curriculum Development；SBCD）のマネジメントの側面

2. 教師を単なる「カリキュラム・ユーザー」としてではなく
「カリキュラム・メーカー/ディベロッパー」としてみる

3. 1970年代ごろ論じられた教育課程経営論を基盤として、
1998年前後に「カリキュラムマネジメント」の用語による研
究が始められた。

4. 1998/99年学習指導要領改訂「総合的な学習の時間」
創設と密接な関係がある（→学校独自のカリキュラム開発
が全ての学校に求められた）

教師の専門性に立脚した、学校主体のカリキュラム開発の分脈



カリキュラムマネジメントの定義(1)
• 「教育課程行政の裁量拡大を前提に、各学校が教育目標の具現化のために、

内容、方法とそれを支える条件整備との対応関係を確保しながら、ポジテｲブな
学校文化を媒介として、カリキュラムを作り、動かし、これを変えていく動態的な
営みである」中留武昭(2005)「学校改善に機能するカリキュラムマネジメント」日
本教育制度学会『教育改革への提言集』第４集，第10章

• 「実践計画としての静的なカリキュラム観を超えてＰＤＳ過程論を踏まえた動的
なカリキュラム観を前提に、学校組織やそれと協働するコミュニティー団体等の
教育目標を実践化するために、教育内容・方法上の指導系列としての教育活
動と、それを支援する条件整備系列の経営活動との２系列を『融合』してカリ
キュラムを開発・経営するトータルな活動」倉本哲男(2008)『アメリカにおけるカ
リキュラムマネジメントの研究』ふくろう出版,p.2

• 「学校教育目標の実現に向けて、カリキュラムを編成・実施・評価し、改善をは
かる一連のサイクルを計画的・組織的に推進していく考え方であり手法である」

天笠茂（2013)『カリキュラムを基盤とする学校経営』ぎょうせい，p.２４
• 「各学校の教育資源を最大限に活用し、教授・学習過程の最適化を志向する授

業のクオリティ開発の取り組み」原田信之（2017）日本カリキュラム学会第28回
大会課題研究Ⅰ報告「学力調査を生かしたカリキュラム評価のあり方―ドイツ
との比較を通して」日本カリキュラム学会『カリキュラム研究』第27号，p.45



カリキュラムマネジメントの定義(2)

• 「学校の裁量権の拡大を前提として、「学校の教育目標を実現化するた
めに、教育活動(カリキュラム)と条件整備活動との対応関係を、組織文

化を媒介として、ＰＤＳサイクルによって組織的・戦略的に動態化させる
営み」田村知子(2005) 「カリキュラムマネジメントのモデル開発」『日本教
育工学会論文集』29巻Supple号, p.139

• 「各学校が、学校の教育目標をよりよく達成するために、組織としてカリ
キュラムを創り、動かし、変えていく、継続的かつ発展的な、課題解決の
営み」田村知子編著(2011)『実践・カリキュラムマネジメント』ぎょうせい，
2011,p.2

• 「カリキュラムを主たる手段として、学校の課題を解決し、教育目標を達
成していく営み」田村知子（2014)『カリキュラムマネジメントー学力向上へ
のアクションプラン』日本標準,p.12

• 「各学校が教育目標を実現化するために、学校内外の諸条件・諸資源を
開発・活用しながら、評価を核としたマネジメントサイクルによって、カリ
キュラム開発と実践を組織的に動態化させる、戦略的かつ課題解決的な
組織的営為である」田村知子(2018)「第３章カリキュラム・マネジメント研

究の進展と今後の課題」日本教育経営学会編著『教育経営学の研究動
向』学文社,p.24
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ウ．組織構造
（人、物、財、組織と運営、

時間、情報など）

ア. 教育目標の具現化

イ．カリキュラムのPDCA
C評価

A改善

P計画D実施

オ．リーダー

⑩連携・協働 ⑪規定・支援

カ．家庭・地域社会等 キ．教育課程行政

⑨リーダーシップ⑧リーダーシップ

⑦リーダーシップ

①反映 ②成果 ⑥影響

④相互
関係

③相互関係 ⑤相互関係

C評価

P計画
D実施

単元や授業のPDCA

A改善

法令・学習指導
要領等
実態把握
課題設定

エ．学校文化＋個人的価値観

（組織文化、カリキュラム文化、
生徒文化、校風文化）

出典：田村知子2011



カリキュラムマネジメントの基軸 「つながり」

カリキュラム面の連関性

目標とカリキュラム、授業

目標と評価

授業と授業、単元と単元、学年間

教科と教科、総合、道徳、他

計画→実施（授業）→評価→

改善→計画→実施→．．．

幼稚園→小学校→中学校→高校

学校の学びと生活経験、将来

マネジメント面の協働性

教職員同士（教科間、学年間．．）

学校と保護者、保護者相互

学校と地域、保護者と地域

この学校と他の学校（小中高校大学
の接続など）

子どもと教員、子どもと地域 など

カリキュラムとマネジメントをつなぐ

子どもの中で学びがつながり
「知の総合化」がおこっているか

子どもの学びが自律的かつ
協働的なものになっているか

社会関係資本の有効性の実証化
（露口健司2014など）

連関性と協働性をカリキュラムマネジメントの「基軸」と論じたのは、中留武昭(2001)『総合
的な学習の時間ーカリキュラムマネジメントの創造』日本教育綜合研究所



カリキュラムマネジメントの基軸

「つながり」
カリキュラム面の連関性

目標とカリキュラム、授業

目標と評価

授業と授業、単元と単元、学年間

教科と教科、総合、道徳、他

計画→実施（授業）→評価→

改善→計画→実施→．．．

幼稚園→小学校→中学校→高校

学校の学びと生活経験、将来

子どもの中で学びがつながり
「知の総合化」がおこっているか

めざすのは

学習の転移

「単元配列表」はツールのひとつであり、
カリキュラム・マネジメントではない。



マネジメントとは、「実行すること」

「人を通してパフォーマンスすること」Joan Magretta 2001

学習指導要領の主旨は、学校の校門、教室のドアで止まる？
「制度改革 - 教室の実践」
「学習理論の発展 – 教室の実践」

流す授業？ やりっぱなしの授業？
教科書をこなす授業、教科書を教える授業？

教科の学びと総合的な学習の時間の学びがつながっていない？
学年間で学びがつながっていない？

求められる、教科書がない教育活動、横断的な学習の充実。
教育課程全体で資質・能力を育てること。

活動的だが学びの浅い「アクティブ・ラーニング」に陥る危険性の指摘。

学校の先生方は、勤務校の課題、教育目標、力を入れている
授業の在り方など、自分の言葉で語れるだろうか？

大断絶？ぎこちない関係？

カリキュラムマネジメントの意義



カリキュラムマネジメントが機
能していない例（授業レベル）

カリキュラムマネジメントが機
能している例（授業レベル）

単に教科書や指導書の内容を順番にこなす、
いわば「教科書を教える」授業。

児童生徒が「何を、どのように学び、何を身に
付けるか」を考え、そのために「教科書を使っ
て教える」授業。

「今日は教科書○ページから」と始まり、目標
やねらいがない授業。教師にはねらいがあっ
ても、それが児童生徒には伝わらない授業。

教師はもちろん児童生徒も、本時や単元のね
らいや目標、学習課題などを意識しながら臨
む授業。ねらいに迫る本質的な問いや、学び
の振り返りのある授業。

１単位時間ごとの授業は意図的・計画的かつ
工夫されたものであっても、中長期的に育成
する資質・能力の視点が弱い，「本時主義」の
授業。

ひとつの単元全体，あるいは複数単元を見通
し、個別的知識やスキル、概念や方略、原理
をいつどのような手順で学習させるのかが設
計された授業。既習事項や今後学ぶ単元との
系統性や他教科等との関連性を考慮し、中長
期的に育成する資質・能力（目標）が意識され
た授業。

キャリア教育、国際理解教育、環境教育、食
育・健康教育、人権教育….といった多様な教

科横断的な教育課題について、総合的な学
習の時間等の１単位時間を使って、単発的・
イベント的に対応する授業。

教科横断的な教育課題について、総合的な
学習の時間や課題研究等を核としながら、各
教科・領域における関連単元を見出し、教育
課題や学習対象に多面的・多角的・総合的に
アプローチし、生徒の知の総合化を図る授業。



カリキュラムマネジメントの基本的な方法

①学校課題と教育目標を明らかにして共有化を図る

②評価を核としたマネジメントサイクルをつくる

（開発の前提。改善だけでなく、取組を継続・発展させることも重要）

③教育内容・方法上の「連関性」を確保する

④①や③の手法として、カリキュラムに関わる各種文書の工夫
（年間指導計画、週案、本時案、家庭学習の手引きなどの工夫により

「見える化」を図る。ただし、作成することが目的とならないよう要注意）

⑤組織運営上（学校内および学校外）の「協働性（協働体制と協働

的な組織文化）」をつくる

⑥カリキュラムの計画段階や評価段階への参画の促進により、

関係者の当事者性を高め、主体的な取り組みにする。
（全員の主体的な関与を促すツールとして、ワークショップ型研修は有効。

ワールドカフェ、アプリシエイティブ・インクワイアリーなども着目されている）



Ａ
（維持・
改善）

Ｐ
（計画）

Ｃ
（評価）

Ｄ
（実施）

評価規準・基準の作成
評価方法・評価時期の設定
評価データ蓄積の方法の設定
指導要録・通知表の方針決定

評価規準・基準を意識した授業
形成的評価を生かした指導
評価データの蓄積
研究授業による検証
子どもによる評価

評価計画に従った評価
蓄積した評価データの活用
“子どもの姿”を語り合う

単元の
サイクル

年間の
サイクル

評価の過程で改善策を立案
次年度の計画の土台とする

他校の実践も参考
（日頃の情報収集）

Ｃ

Ｐ

Ｄ
Ａ

Ｃ・Ａ・Ｐ段階
への教職員
の参画

形成的評価に基づい
た単元計画の修正と
その記録

目標と連動
評価の計画

目標・計
画と連動

目標・計
画と連動

出典：田村知子2011

（参考資料）



カリキュラムマネジメントは特別なことではない

→当たり前のこと、やってきたことも多い。
しかし、今一度、実践を見直してみる価値はある

カリキュラムマネジメントは手続きではない

→（基本的な方法もあるけれど）考え方が大事（応用可能）
学校づくりの戦略である

カリキュラムマネジメント自体は目的ではない

→子どもの学びのマネジメントが目的

カリキュラムマネジメントは「管理職だけの仕事」ではない

→授業に関わる者すべてがその主体である

まとめに変えて



本資料のうち、報告者著作に関する内容は、以下の図書を参照ください。（一般書のみ掲載）

１）田村知子・村川雅弘・吉冨芳正・西岡加名恵『カリキュラムマネジメント・ハンドブック』ぎょう
せい，2016
２）田村知子著『カリキュラムマネジメント-学力向上へのアクションプラン』日本標準，2014
３）田村知子編著『実践・カリキュラムマネジメント』ぎょうせい，2011
（理論解説と15の小中学校実践事例：言語活動、読解力、キャリア教育、道徳、小中一貫教

育、スタートカリキュラム、総合的な学習の時間、体力づくり、特別支援教育、別室登校、カリ
キュラム管理室他）

４）中留武昭・田村知子『カリキュラムマネジメントが学校を変える』学事出版，2004
（理論解説と高等学校の実践事例）

５）原田信之編著『カリキュラム・マネジメントと授業の質保証』北大路書房，2018
（田村は序章を担当。本書は、8カ国のカリキュラムマネジメントを比較検討）

６）村川雅弘・田村知子・東村山市立大岱小学校編著『学びを起こす－授業改革困難校をトッ
プ校へ導いた“大岱システム” の奇跡』ぎょうせい，2011
（（言語活動の充実化を中心として飛躍的な学力向上に成功した学校。授業、校内研究、カリ
キュラムマネジメントの視点から多角的に分析）

７）田村知子「第３章カリキュラム・マネジメント研究の進展と今後の課題」日本教育経営学会
編著『教育経営学の研究動向』学文社,2018,pp.24-35
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