
新大分スタンダードによる
授業改善を勧める仕組みとポイント

大分県教育庁義務教育課

令和元年度 大分県公立学校教頭会 第１回研究部会研修会

令和元年６月４日（火）
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新大分スタンダード

・ 知識の関連付け、問題の発見・解決、情報を精査した考えの形成、思いや考えに基づく創造
・ 様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業

１ １時間完結型

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」

2 板書の構造化

*思考を整理したり促したりする板書、思考の過程を振り返ることができる板書

３ 習熟の程度に応じた指導

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開

*各教科等の見方・考え方を働かせて展開する
「課題設定情報収集整理・分析まとめ・表現・交流振り返り・評価」等の学習過程の繰り返しの中で行われる

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を創造する学習展開

新大分スタンダードで
主体的・対話的で深い学びを実現！

安心して学べる「学びに向かう学習集団」

H30.3月版



１ １時間完結型

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」

2 板書の構造化

* ③思考を整理したり促したりする板書
* ④思考の過程を振り返ることができる板書

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

◆授業で何を学習するのか、なぜそれを学習するのか、学習成果の自覚へ導く
①注目する情報に注意が選択される学習プランの提示。（プランニング）
②自分自身の認知スキル、課題の本質の確認（メタ認知）

◆板書に示した平面画像の各要素を意味づけをするデザイン。
③独立した要素の関係性を示す表示（同時処理）
④時系列に応じた順序を保つことを支援する表示（継次処理）
⑤配列された文字や図を機械的に探索できる標記 （選択的注意）

アレクサンダー・ルリアのPASS理論的（認知心理学）に考察すると・・・

（ノートとの一体化）

3

「学びに向かう学校」づくり中核校の取組
１ 視覚認識の効果的な活用～なんでも見える化
２ 自ら学ぶ意欲の喚起
３ 基礎基本の習得
４ 授業改善 「学びに向かう学校」づくりガイド より



３ 習熟の程度に応じた指導

＊「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り
＊「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫

「個に応じた指導の手引き（H29.3）」を参考！

２ 習熟度別少人数指導の導入に当たって

３ 習熟度別少人数指導を実施する際の留意点

４ 学習評価の在り方
（１）目標に準拠した評価・観点別学習状況の評価
（２）評価の妥当性
（３）評価の信頼性
（４）評定の留意点

５ 指導と評価の一体化

６ 個に応じた指導や支援の実践
（１）机間指導による個別支援
（２）習熟度に応じた複数の問題プリントの作成
（３）学びの困難さに対する手立ての準備

７ 学習形態の工夫
一斉学習、全体学習、ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習、個別学習、ペア学習
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「個に応じた指導の手引き（H29.3）」
２ 習熟度別少人数指導の導入に当たって
（１）最も効果的な指導方法の選択

① 効果は、学校・学級の規模や子どもの学力・学習状況…中略…教科の特質や授業のねらい、
内容によっても異なります。…中略…、その見極めを各学校で行う必要があります。

② 系統性の強い学習内容の場合は、習熟の程度に差が生まれ易いので、習熟度別の指導が効
果的…中略…。一斉学習ではねらいを実現することが難しい状況にある子どもにとって効果
的かどうかを判断基準とすべきです。

③ 学校に配置されている教員数（専門教科）との関わりから、…中略…子どもにとって最善
の学習指導や環境を構想していくことが大切です。

（２）学習のねらいについて
一斉学習であっても習熟度別少人数指導であっても学習のねらいは同じ…中略…、習得を位

置付ける場合は、習得すべき内容の焦点化を図り、ねらいを実現していく学習過程を仕組んで
いくことが大切となります。

３ 習熟度別少人数指導を実施する際の留意点
（１）普通教室で複数の習熟度別コースを設定する
（２）コース選択は、子どもと保護者が決定する
（３）単元ごとにコース選択・コース変更を認める
（４）子どもと保護者へのガイダンスを丁寧に行う
（５）公開授業を積極的に行う
（６）習熟度別少人数指導の効果を検証する

見極め？
判断？
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項目 障がいによる「つまずき」の視点
読み 文字の認識、語句理解、認識方法の特性 など
書き 綴る能力、手先の器用さ、正しい文法の摘要 など
計算 数学的演算の実行、問題に適した数学的演算の適用 など
注意 行為の遂行、外的刺激の影響、注意の維持・移動 など

対人関係 話し言葉の理解、言外の意味理解 など

項目 必要な支援（合理的配慮を含む）の例
読み 振り仮名、関係図の活用、手順書の活用 など
書き 書字サイズの調整、紙の滑り止め、PC入力 など
計算 具体物の活用、実生活での活用例、計算機の活用 など
注意 刺激（音や色）の調整、注意を引く工夫 など

対人関係 文字や図表の活用、具体的表現の使用 など

本時の目標（ねらい）にある「付けたい力」の育成状況の把握

大部分の児童生徒が、「Ｂ:おおむね満足できる」状況 「Ｃ:努力を要する」状況の児童生徒が多い状況

「Ｃ:努力を要する」状況の児童生徒の具体的な状況（つまずき）の把握

「Ｃ:努力を要する」状況の児童生徒に必要な支援の検討

指導の工夫の
有効性を検証

指導の工夫の
問題点を分析

授 業 改 善

個別の指導計画の作成

②合理的配慮は、
・物理的環境の調整
・意思疎通の配慮
・慣習の変更の観点
で考える。

①ＩＣＦ大分モデル
ワークシートを活用
すると更に広範囲に
把握できる。

〈特別支援教育の視点を加えた習熟の程度に応じた指導イメージ〉

＊①～③は大分県教育員会HP『ICF大分モデルを活用した合理的配慮の検討』に公開（「ICF大分モデル」でWeb検索すると様式等をダウンロードできる。）

・他の教科・学年における活用の確認
・さらなる充実のための工夫の検討

・問題点の改善
・別の指導の工夫の検討

・障がいに
よらない
様々な支援

③様式（記入例付き）
を参考にできる。

評価規準に
照らし合わせたもの

④「個に応
じた指導
の手引き」
（H29.3)
を参考
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「芯の通った学校組織」推進プラン第２ステージ（H29.3）



＊問いの発見・解決、自己の考えの形成・表現、思いに基づく構想・創造
＊様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開

各教科の見方・考え方を働かせて展開する「課題設定⇒情報収集⇒整理分析⇒まとめ・発信・交流⇒
振り返り・評価」等の学習過程の中で行われる

主体的・対話的で深い学びを創造する学習展開

「新大分スタンダード」による授業改善≠「アクティブ・ラーニング」の視点による授業改善
→主体的・対話的で深い学びの実現！

「中央教育審議会答申」
○単元や題材のまとまりの中で以下の視点
で実現する。

・振り返る場面をどこに設定するか？

・グループなどで対話する場面を
どこに設定するか？

・子どもが考える場面と教員が教える
場面をどのように組み立てるか？

・学びの深まりを作り出す。

「新大分スタンダード」
○単元や題材等を問題解決的な展開にするよう改善。

○目指す授業は、具体的に設定する評価規準に基づく。
→児童生徒の「めあて」がねらいに沿った具体的なものになる。

→児童生徒が見通しをもち、意欲を高める。

○「めあて」に即した「振り返り」を設定する。
→本時の学びの成果等を実感する。
→学んだことを次の学びにつなげるようになる。

○生徒指導の３機能を意識した学習展開
→自己の考えをもち、表現する。
→様々な人との対話・協働する。
→自分の考えを深化・拡充する。
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・何をどのように考え、どのようにまとめればよいかなど、考える視点や方法を分からせておくこと
・見通しをもたせておくこと

自己存在感を感じる場 自分なりに考えを表現している 有用感をもつことができている
・グループ学習では、一人一人に役割が与えられ、自己有用感を感じさせる工夫・配慮が 必要
・全員が協力しなければ解決できない課題を設定
・単元末では、粘り強く取り組んで完成した作品の交流や発表会等の設定
・振り返り活動の充実等により、学びの成果を実感させる時間を確保

共感的な人間関係を育む場
交流活動等を通して児童生徒が自分の考えを変えたり、深化・拡大したりすることができている

＊日頃から大切にしたいこと
・児童生徒が話し手の方を見ながら聞くこと、頷きながら聞くこと、相槌を打ちながら聞くこと
・友だちの発言を分かろうという気持ちで聞き、質問や感想を返すこと

＊協働の価値に気付く学習場面を設定
・友だちの考え方のよさを自分の考えに生かすことで思考が深まった、
・友だちの意見を聞いて、一人では考えられなかったことが考えられた、
・グループで協力したり、励ましあったりすることで、できなかったことができるようになった等、

＊振り返りの視点
・「友だちの考えのよさとそれを踏まえた自分の考えの変化」や
・「話し合うことのよさ」「協働の成果」「協力してやり遂げることの意義」等を設けること

8 生徒指導の３機能を生かした授業のイメージ：「個に応じた指導の手引き（H29.3)」より

自己決定の場 自分なりの考えをもつことができている
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「『目標達成に向けた組織的な授業改善』推進手引き」の考え方を活用し、
「新大分スタンダード」の視点からの授業改善をＰＤＣＡサイクルにのせて組織的に進めましょう。

【授業づくりのポイント１】
「めあて・課題・まとめ・振り返り」の適切な設定と板書の構造化

【めあて】 「活動のゴールの姿」「ゴールとそれまでの道筋」
・付けたい力を身に付けさせるためのもの
・単元や題材の「めあて」を提示することもある。

【課 題】 その時間に解決すべき事柄。
「なぜ～なのか？」
「～することはできるだろうか？」
「どうしたら～できるか？」など

【まとめ】 本時の課題に対する答え（結論）

【振り返り】 めあてに対する振り返り。
・学びの成果を実感させる。
・学んだことが、意欲・ 問題意識等につながる視点を設定

各
教
科
等
の
目
標

課
題
達
成
の
た
め
の
方
略

＊「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」は、提示の順序やタイミングも授業によって変化
→児童生徒の思考の流れがすっきりとなるよう設定するもの

＊「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」等を板書に位置付ける。
→何をどのように学んでいるか等を、児童生徒が振り返ることができる配慮

課題

まとめ

めあて

振り返り
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【授業づくりのポイント】 「めあて・課題・まとめ・振り返り」の適切な設定

【めあて】 「活動のゴールと道筋」「単元の目標」
（本時の学習の確認、予測・洞察）

その時間に解決すべき事柄。
「なぜ～なのか？」
「～することはできるだろうか？」
「どうしたら～できるか？」など

本時の課題に対する答え・結論
（学んだ内容の整理・確認）

学びの成果を実感させ、意欲・問題意識へ
（各自の学びの意味付け・価値付け：メタ認知）

ギ
ャ
ッ
プ
解
消

課題

まとめ

めあて

振り返り
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【課題を工夫する要素】
・既習事項や既有事項との
ズレ

・素朴な驚きや疑問、憧れ
からの問題意識の醸成 等

【各教科等の資質・能力】
・生きて働く知識、技能
・未知の状況にも科学的に探究する力
・人生や社会に生かそうとする態度

順
序
・
解
決
・
方
法
・
解
決
の
可
能
性

・めあてに対して気になる状態を創り出す

新大分スタンダードのすすめ（理科補足資料）
～『学びに向かう力・人間性等の涵養』を目指す授業の『めあて・課題・まとめ・振り返り』～

【主体的な学び】
・学ぶことに興味や関心をもつ。
・自己のキャリア形成の方向性と関連付ける。
・見通しを持って粘り強く取り組む。
・自己の学習活動を振り返って次につなげる。

【対話的な学び】
・子ども同士の協働
・教職員や地域の人との対話
・先哲の考え方を手掛かりに考える。
・自己の考えを広げ深める。

【深い学び】
・知識を相互に関連付けてより深く理解する。
・情報を精査して考えを形成する。
・問題を見いだして解決策を考える。
・思いや考えを基に創造することに向かう。

「理科の見方・考え方」を
働かせて解決！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「めあて」・「課題」・「まとめ」・「振り返り」の意図を示したもので、授業に必要な要素（考え方、スキル）である。「めあて」は単元単位で設定すれば、数時間の授業で同一なこともあり得るもの。授業後に、授業者の指導方法を「めあて」・「課題」・「まとめ」・「振り返り」の視点で評価することができる。また、セルフチェックすることもできる。



学びを人生や社会に生
かそうとする

学びに向かう力・
人間性等の涵養生きて働く

知識・技能の
習得

未知の状況にも
対応できる

思考力･判断力･表現力
等の育成

【主体的な学び】

【対話的な学び】

【深い学び】
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学習指導要領解説理科編（p.29～31を抜粋）
（１）身近な物理現象
イ 身近な物理現象について、問題を見いだし見通しをもって観察、実験
などを行い、光の反射や屈折の規則性や関係性を見いだして表現する。
・身近な物理現象を日常生活や社会と関連付けながら理解させる
・思考力、判断力、表現力等を育成する。

（ｱ）光と音
光の反射や屈折の実験を行い、光が水やガラスなどの物質の境界面

で反射、屈折するときの規則性を見いだして理解する。
ｱ 光の反射・屈折（反射部分のみを抜粋）
・光の反射や屈折の実験を行い、光が水やガラスなどの物質の境界
面で反射、屈折するときの幾何学的な規則性を見いだして理解さ
せる。
＊生徒自身が関係性や規則性に気付き、理解する。

・光を鏡で反射させる実験を行い、光の進む道筋を記録させ、
入射角と反射角が等しいことを見いだして理解させる。

・鏡に映る像を光の反射と関連付けて理解させる。
＊生徒自身が「あること」と「他のあること」を関連付けて
理解する。

理科の見方・考え方を働かせ、学習指導要領の目標を達成する。

教師が授業を見直す視点 教師が、子どもの姿から評価する項目

各教科等の本質（資質・能力）に迫ることで、汎用的な能力を育成する！

【理科の見方・考え方】
自然の事物・現象を、

質的・量的な関係や時
間的・空間的な関係な
どの科学的な視点で捉
え、比較、関係付け、
条件制御、多面的に考
えることなどの科学的
に探究する方法を用い
て考えること

・未知の場面で活用できる能力
・実社会・実生活の中で活用できる能力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アクティブ・ラーニングな授業の中で、理科の見方・考え方を働かせることで、理科の本質（教科の目標）に迫り、汎用的な能力の育成を目指す。アクティブ・ラーニングは目標ではなく、教科の本質の育成を目指すための手段になる。授業での子どもの状態を、主体的な学び・対話的な学び・深い学びに示した項目で評価できる。



140

60cm

60cm

10cm
10cm

200cm 200cm

【既習事項】 （教師）全身をうつすためには、鏡の大きさは何cm必要か？
・実験より、鏡は70cmでよいことが分かった。→特定の条件下での事実理解のみ

幾何学的な規
則性を見いだ
して理解した
事項

像を光の
反射と関
連させて
理解した
事項

（教師）なぜ、身長の半分でよいのか説明して？

・頭のてっぺんと足のつま先から出た光の進み方を、入射角と
反射角が等しくなるように作図すると、どちらもAさんの目に届
くから。【光の反射の規則性を見いだして表現できている。】

→目標(ｱ）の理解と、目標イの達成
（教師）鏡を通して見えている像は、何？
・400cm離れたところにいるAさん（虚像）と同じものを見ている。

【像を光の反射と関連させて表現できている。】
→目標（ｱ）の理解と、目標イの達成

・鏡とAさんの距離が変わるとどうなるの？ 問題を見いだし見通しをもって
実験を計画する能力

浅い
学び

深い
学び

深い
学び



○「『目標達成に向けた組織的な授業改善』推進手引き」（H27.3)を踏まえ組織的な授業改善
○全教員が児童生徒の状況や「授業改善の５点セット」を共通理解
○ＰＤＣＡサイクルを学校全体と個々の教員で確実に回す。

13




PLAN

ACTION

DO

CHECK

・現状把握・問題点の明確化

・授業改善テーマの設定

・授業改善の重点・取組内容の設定

・取組指標の設定

・検証指標の設定

・授業改善計画（校内研究計画）の立案

・授業改善を推進する組織づくり



学校の教育目標・重点目標との連動

学校評価との連動

教員評価システムとの連動

取組内容・取組指標に基づく実践

・児童生徒による授業評価

・研究授業・研究協議・互見授業

・管理職等の授業観察

・学年部会・教科部会





Ｐ

Ｃ









各教員が

単元単位等で行う

授業改善

Ｄ

Ａ

取組指標・検証指標に基づく評価

・各教員の取組状況の把握

・児童生徒の変容の把握

　　・単元末テスト・各種学力調査

         ・学校評価・児童生徒による授業評価

      ・目標管理シート

成果と課題の分析

・改善方針・計画の立案

・組織の役割の見直し

・指導体制の見直し

・学力向上プランへの反映

・教育課程の改善



ベクトルを合わせて

 協働と切磋琢磨

【組織的な授業改善の考え方】





image1.png







【組織的な授業改善のポイント】
取組内容・取組指標に基づく共通実践による一人一人の授業力向上

○授業改善５点セット【取組内容】【取組指標】は？
・個々の教員が「どのような授業改善の取組を行うのか」を明確にしたもの
・個々の教員が授業改善を進める。

→学校全体の授業改善のＰＤＣＡサイクルの『ＤＯ』に該当

【個々の教員が行うこと】
○学校全体の改善の方向性を理解する。
○【取組内容】【取組指標】に基づき小さいＰＤＣＡサイクルを短期に回す。
○得られた成果や課題、困り等について学年部会や教科部会等で情報交換する。
○問題の解決や【取組内容】の質を向上させる。

【学校全体の授業改善の充実】
「目標達成に向けた組織的な授業改善」推進手引き（H27.3）
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中学校学力向上対策 ３つの提言

大分県教育委員会（Ｈ２８年２月）

１ 学校の組織的な授業改善による「新大分スタンダード」の徹底
①生徒指導の三機能を意識した問題解決的な展開の授業を充実させるとともに、
習熟度別指導を積極的に導入する。

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

２ 学校規模に応じた教科指導力向上の仕組みの構築

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

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

３ 「生徒と共に創る授業」の推進
①生徒による授業評価を実施し、それを授業改善に反映する。

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



Ⅱ 教科の壁を越え、授業改善を学校組織全体で進める仕組みの構築

中学校学力向上対策プロ
ジェクト会議（ Ｈ２８年 1 月）

Ⅳ 学校規模に応じた教科指導力向上を図る仕組みの構築
（１）小規模校は、校内研修の枠で、近隣の学校と合同の教科部会をもち、 評価問題や指導案・教材作成等を通 して、教科指導力の向上を図る。
（２）複数の教科担任がいる学校は、教科担当のタテ持ちや日課表・週時程表に位置づけた教科部会を実施し、 教科の専門性に関わる相談や授業づくりの打ち合わ
せを行う必然性をつくる。

Ⅲ 授業改善が進まない教員に対するきめ細かい指導

（１）授業改善が進まない教員には、管理職等が個別の具体的な指導を行い、改善を促す。
（２）管理職や主幹教諭・指導教諭等は、授業観察に基づき、問題点を具体的に指摘して改善の方向性を示すとともに、一定期間を置いて、改善されているかどう
か確認する。
（３）提案授業等の際には、指導教諭や学力向上支援教員が指導案作成時から関わり、事後研には指導主事も加わって、きめ細かい指導・助言を行うことを繰り返
し行う。

（１）校長が授業改善の責任者であることを自覚し、リーダーシップを発揮して、全教員が授業改善に取り組む体 制をつくる。
（２）教科共通の具体的な取組内容・取組指標・検証指標を設定し、授業改善の短期ＰＤＣＡを実働させる。
（３）目的を明確にして、教科共通の視点による互見授業・提案授業・研究協議を行う。
（４）管理職等は、「授業観察シート」を活用した授業観察を行い、授業改善の進捗状況を把握するとともに、指導助言を通して教員一人一人の授業改善に積極的
に関わる。

Ⅵ 生徒と共によりよい授業を創造する「学びに向かう学習集団」づくりの推進

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

Ⅴ 生徒に困りや戸惑いを生じさせない指導の工夫・配慮
（１）補充指導に全教員で組織的に取り組み、「分からないところをそのままにさせない」体制を整える。
（２）学びに向かう力が高まる中学校生活のスタートを学校全体で創出する。

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

Ⅰ 密度の濃い授業を目指した「新大分スタンダード」に基づく授業改善の徹底

（１）生徒が困りや疑問を表出でき、それを解決する楽しさや必要感がある授業にすることが重要である。 「新大分スタンダード」の中でも、特に生徒指導の三機
能を意識した問題解決的な展開の授業の充実に努める。
（２）単位時間の評価規準を具体的に設定し、「C 努力を要する」状況の生徒への手立てをその時間内に講じると ともに、小テストや単元テスト等で学習の定着
状況を把握する。
（３）評価を生かして、習熟度別指導を実施したり、指導計画を変更したり、個に応じた補充指導や家庭学習の課題提示等を行ったりするなど、 きめ細かい指導を
重ねていく。

中学校の学力向上に向けた改善 ７つのポイント
参考
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