
   

 

令和元年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み一覧 

山形県教育庁義務教育課 

タイトル 取組みのポイント ページ 

町独自の保小中一貫教

育の推進による確かな

学力の育成 

１ 保小連携、小中連携した授業づくりを行っている。 

２ 保小中とつながる英語教育を行っている。 

３ 管理運営員会等により情報を共有し、保小中一貫した取組みを進めてい

る。 

1 

授業改善に向けた共通

実践の取組みと家庭学

習への支援 

１ 授業改善のポイントを焦点化し、町内全校で共通実践を進めている。 

２ 地域学校協働本部を中心として学習支援センターを設置し、中学生の家

庭学習への意欲を高める取組みを進めている。 

2 

子どもの学習意欲を高

め、主体的に学ぶ力を

育てる取組み 

１ 探究型学習による授業改善の推進と学ぶ力の育成を図るため、研修講座

や学校研究交流を実施し、町全体での課題の共有を図っている。 

２ 保幼小中連携による見通しをもった授業づくりや支援の充実を図ってい

る。 

３ 学力向上対策事業として学習会を実施している。 

3 

「教員の指導力向上」

を軸とした学力向上策

の取組み 

１ 小学校「単元研究委嘱」の実施 

２ 中学校「先進校授業視察、師範授業、相互参観研究授業」の実施 

３ 各種調査の結果分析と指導改善を図るＰＤＣＡサイクルの確立 

4 

学校間の連携を絡めた

町独自の学力向上策 

１ 町としての課題の分析・共有を目的とした研修会の実施及び学力向上を

目指した授業改善 

２ 「総合的な学習の時間」を核としたカリキュラム・マネジメント 

5 

授業改善、学力向上のた

めの市独自のきめ細か

な支援 

１ 市独自のプロジェクト事業によるきめ細かな支援事業 

２ 学校・家庭・地域の連携による児童生徒への学習支援 
6 

授業改善に向けた共通

実践と学習環境整備へ

の学校・家庭・地域が

連携した取組み 

１ 「授業づくりの基礎的ポイント」リストを活用し、小・中学校で授業改

善に取り組んでいる。 

２ 学校・家庭・地域が連携して、家庭学習の充実とメディア機器の適切な

使用に取り組んでいる。 

7 

教師・生徒の意識を高

めるための中学校の取

組み 

１ 「学びのスタイル」を教師・生徒ともに共有することによる学習習慣づ

くり・授業改善 

２ 「振り返り」を重視した授業づくり・単元づくり 

8 

小中一貫による系統だ

った「共有カリキュラ

ム」の実践について 

１ 小中一貫の短期カリキュラム・マネジメント表を作成し、生活科や総

合的な学習の時間を核としながら、教科横断的な視点をもって各教科の

授業を行っている。 

２ 職員一人一人のカリキュラム・マネジメント力の向上のための研修を実

施している。 

9 
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令和元年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

町独自の保小中一貫教育の推進による確かな学力の育成 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

本町では、保小中がそれぞれ１校のみである強みを生かし、幼児期から義務教育修了までを

見据え、「保小中一貫教育」を教育の柱に位置付け取り組んでいる。特に、確かな学力の育成を

めざし、会議や研修等で方向性を共有し、共通テーマを設定した校内研修による授業づくりを

進めている。 

 

２ 取組みのポイント 

（１）保小連携、小中連携した授業づくりを行っている。 

（２）保小中とつながる英語教育を行っている。 

（３）管理運営員会等により情報を共有し、保小中一貫した取組みを進めている。 

 

３ 具体的な取組み 

（１）保小連携、小中連携した授業づくり 

  小中連携では、小中一貫の下、同一研究テーマ「仲間と共に学び続ける児童生徒の育成」

を設定し、授業研究会に相互に参加して児童生徒の学びの姿を共有している。 

保小連携では、アプローチカリキュラムやスタートカリキュラムを共有することに加え、

小学校教員による保育士体験や相互参観を通して、円滑な接続を図っている。 

保小中共に外部講師を招聘して現職研修を行い、保育士・教員の指導力向上及びより質の

高い保育・教育活動を目指している。 

 

（２）保小中でつながる英語教育 

  外部講師を招聘して、英語教育研究会を年３回開催している。特に、保育園でも英語教育

研究会を開催し、幼児期より英語に親しめる環境を作っている。 

外部講師による示範授業（保小中）の参観、授業研究会の開催、保育士・教員対象の授業

づくり研修を通して、発達段階に応じた指導方法の工夫や保小中一貫した授業づくりを行っ

ている。これらの取組みにはＡＬＴも参加している。 

 

（３）管理運営員会等による情報共有 

  保小中の校長・教頭・教務主任等で構成する管理運営員会を年７回開催し、保育・教育活

動の成果と課題の情報共有を図っている。特に、全国学力・学習状況調査、県学力等調査、

ＮＲＴなどの分析結果から、町内の課題を洗い出し、授業改善の方向性を共有して、小中一

貫で取り組んでいる。 

  また、小学校の学校運営協議会では保育園の代表者もメンバーの一員となり、児童の学校

生活の様子や成長する姿など様々な情報を共有できるようにしている。 
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令和元年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

授業改善に向けた共通実践の取組みと家庭学習への支援 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

子ども主体の授業づくりを目指して、大学教授を招聘して町内全校で授業改善に取り組むこ

ととした。 

「地域とともに学びをつくる」ことを目指して、地域人材を活用しながら、子どもの学びを

支えるための地域総がかりの体制を整えている。 

 

２ 取組みのポイント 

（１）授業改善のポイントを焦点化し、町内全校で共通実践を進めている。 

（２）地域学校協働本部を中心として学習支援センターを設置し、中学生の家庭学習への意欲

を高める取組みを進めている。 

 

３ 具体的な取組み 

（１）町内全校における共通実践の取組 

○「学習量の確保」をキーワードに各学校で授業改善を進めている。 

○算数・数学の授業において、音声計算に取り組む。（中学校では、理科と英語へも応用 

している。） 

 音声計算：Ａ４版の計算問題を音読しながら解くことで、基礎基本の定着を図り、学習へ

の構えを整える。 

○各教科において、丸つけ法を実践し、計画的な支援や児童生徒の授業への参加意識の向 

上につなげている。 

 丸つけ法：授業者が全員の解答に丸つけを行う場面を設定し、学習状況を把握したり、適

宜評価を行ったりする。 

 

（２）学習支援センターを設置による、中学生の家庭学習を支援   

○教育委員会が、学習会の会場を提供し、地域のボランティアが１名支援にあたっており、

必要に応じて学習支援を行ったり、生徒同士で教え合ったりしながら自学自習を進めてい

る。地域ボランティアのコーディネートは地域学校協働本部が行っている。 

○生徒が自分の意思で参加し、課題を決めているので、学習意欲の高まりが感じられる。 

○本学習会の成果として、家庭学習へのつながりがみられるようになっている 

○地元企業と連携した土曜学習として、プログラミング教育に関する講座（対象：小学生）

やサイエンス講座（対象：小中学生）を実施しており、児童生徒の興味関心の幅を広げる

取組みが行われている。 
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令和元年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

 

 

 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

本町では、知徳体のバランスのとれた生きる力の育成をめざしており、学校教育では「学び

が楽しい、関わりが楽しい、また明日来たくなる学校」を重点として特色のある教育を展開し

ている。また、町教育研究所を組織して授業改善の研究や指導方法の研修、学ぶ力の育成をめ

ざした取組みを推進している。 

 

２ 取組みのポイント 

（１）探究型学習による授業改善の推進と学ぶ力の育成を図るため、研修講座や学校研究交流

を実施し、町全体での課題の共有を図っている。 

（２）保幼小中連携による見通しをもった授業づくりや支援の充実を図っている。 

（３）学力向上対策事業として学習会を実施している。 

 

３ 具体的な取組み 

（１）探究型学習による授業改善の推進と学ぶ力の育成 

 〇夏季休業の期間に講師を招いて夏季研修会を実施し、指導力向上へつなげている。内容に

ついては、本町における学習課題や外国語に関連する実践的な研修になるよう工夫してい

る。 

 〇学力向上対策会議（教務主任会）では、標準学力検査や全国学力・学習状況調査の結果に

ついての分析やつまずき発見問題集等の活用について情報交換を行っている。各小中学校

の課題だけでなく、町全体の課題や指導の方向性も共有している。 

 

（２）保幼小中連携による見通しをもった授業づくりや支援の充実 

〇保幼小中学校の学校研究等における授業の相互交流 

  ・保育園幼稚園、町立小中学校が相互に学校研究会の日程、題材、授業内容について案内

し、保育や授業を見合う機会を創出している。また、１１月には町公開研究会として、

該当校が公開授業研究会を実施している。 

  ・保幼小連携の充実という観点から、保幼小の保育士及び教諭による小学校生活科の授業

研究会を実施している。特に５月の小学校生活導入期に授業を行うことで、子どもの姿

を通して保幼小接続の在り方を研修することができる機会となっている。 

 〇「小学校卒業まで身に付ける基礎・基本」を作成・配布し、全町の取り組みとして基礎基

本の定着に取り組んでいる。内容としては、①共通事項視写、発表等 ②各教科の基本的

内容等 ③家庭学習等 が記載されている。 

 

（３）教育委員会が主催する学力向上対策事業として学習会を実施 

〇学習意欲向上を目的として、小学校５・６年生対象に年間計２２回開催している。今年度

は算数と外国語を実施し、延べ７９名（約３割）が参加した。内容は、教科書の問題の予

習・復習や活用問題を使用するもので、東北公益大の学生５名の協力を得て行っている。  

 

 

子どもの学習意欲を高め、主体的に学ぶ力を育てる取組み 
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令和元年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

 

 

 

例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

学力向上の三本柱（「学習環境の充実」「教員の指導力向上」「学習習慣の確立」）を軸として

取組みを行ってきた。その中でも特に「教員の指導力向上」が重要であると考え、ＮＲＴ、Ｑ

－Ｕ、全国学力・学習状況調査の結果を分析しながら、学力向上策を検証・実施している。 
 

２ 取組みのポイント 

（１）小学校「単元研究委嘱」の実施 

（２）中学校「先進校授業視察、師範授業、相互参観研究授業」の実施 

（３）各種調査の結果分析と指導改善を図るＰＤＣＡサイクルの確立 

 
３ 具体的な取組み 

（１）小学校「単元研究委嘱」の実施 

①指導と評価の一体化を図る評価問題づくり 

  ・教師自身が評価問題を作成することで「教科書で教える」の具現化につながる。 

  ・教師だけでなく、子ども自身が学びを実感し、振り返ることができる。 

 ②「つけたい力」を軸とした単元づくり 

  ・評価問題により「つけたい力」を明確にし、単元を通してその育成を図る。 

  ・単発的な研究授業ではなく、より協働的で深い研究への改善を図る。 

  ・評価問題の結果を分析し、ＰＤＣＡサイクルによる授業改善につなげる。 

 

（２）中学校「先進校授業視察、師範授業、相互参観研究授業」の実施 

 ①先進校授業視察，師範授業によるインプットの機会の確保 

  ・師範授業や先進校の授業を参観し、学習者主体への授業改善を進める。 

  ・先進校の生徒の様子を複数で参観し、つけたい力や目指す生徒像の共有を図る。 

 ②２校間での相互参観研究授業によるアウトプットの機会の確保 

  ・視察で学んだことを、挑戦性の高い研究授業の実践を通して共有する。 

  ・複数の学校間での交流を通して、さらなる授業改善につなげる。 

  ・探究的な課題を扱うことによって生徒の教科に対する関心や意欲を高める。 

 

（３）各種調査の結果分析と指導改善を図るＰＤＣＡサイクルの確立 

 ①全国学力・学習状況調査の分析と授業改善 

  ・市全体の分析資料を学校と保護者に配布し、課題の共有と意識の向上を図る。 

  ・各校で調査問題と調査結果の分析を行い、今後の授業改善に活かす。 

 ②Ｑ－Ｕの分析と子どもの主体性を育てるための指導改善 

 ・Ｑ－Ｕアンケートを年２回実施し、学級状態等について経年で調査、分析する。 

  ・各校で研修会を実施し、調査結果を共有しながら、指導改善につなげる。 

 ③教育支援員による指導改善サポート 

  ・各校に教育支援員を配置し、一人ひとりに寄り添った指導の充実を図る。 

  ・個別の児童生徒理解をサポートしながら、より深い教材研究につなげる。 

 

「教員の指導力向上」を軸とした学力向上策の取組み 
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令和元年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

学校間の連携を絡めた町独自の学力向上対策 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 
事例Ⅱ 学校の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

 全国学力・学習状況調査の課題を受け、小学校算数の学力向上を目指した学習指導力向上研

修会を開催し、実効性のある授業改善に取り組んでいる。また、町全体で生活科・総合的な学

習の時間を核としたカリキュラム・マネジメントに取り組むことによって、総合的な学習の時

間と他教科との関連を図りながら資質・能力の育成に努めている。 

 

２ 取組みのポイント 

（１）町としての課題の分析・共有を目的とした研修会の実施及び学力向上を目指した 

授業改善 

（２）「総合的な学習の時間」を核としたカリキュラム・マネジメント 

 

３ 具体的な取組み 

（１）全国学力・学習状況調査から見える課題を踏まえた学習指導力向上研修会の実施 

 ①全学年・全学級でのアクションプランの作成と活用 

  小学校１年生から中学校３年生までの全学級において算数・数学のアクションプランを作

成し、情報を共有している。学校として課題が見られた問題を分析し、当該学年ではどの単

元に力を入れて取り組めばよいのか、具体的にはどんな手立てを講じればよいのかを自分事

として考えることにより、授業改善への意識を高めている。 

 

②「小－小連携、小－中連携」の授業づくり 

  本町は、すべての小学校が単学級のため、学校の枠を越えた学年部会を編成して、複数の

教員で算数の授業づくりを行っている。町としての課題を受け、３学期に扱う単元の中から

1 つを選択して１時間分の授業構想を行い、確実に実践することにより、授業改善を推進す

ることができている。第５学年部会・第６学年部会には、中学校の数学教員も加わり、小・

中の系統性を踏まえた教材研究の実現とともに、現行の教科書と来年度使用の新しい教科書

とを比較しながら深みのある教材分析の実現にもつながっている。 

 

（２）「総合的な学習の時間」を中心としたカリキュラム・マネジメント 

  本町では、小・中学校ともに生活科・総合的な学習の時間を核としたカリキュラム・マネ

ジメントに取り組んでいる。地域の特色を踏まえた探究的な学習が意図的・計画的に実施さ

れており、全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙からも、地域とのつながりが高い傾向

にあることがうかがわれる。また、中学校に関しては、今年度の全国学力・学習状況調査に

おいて、国語・数学・英語が全国・県平均を上回っている。これまで総合的な学習の時間に

おいて大切にしてきた探究のプロセスや、協働して課題を解決しようとする学習活動が、教

科等を越えたすべての学習の基盤となる資質・能力の育成につながった一つの要因だと推察

される。 

  今後は、保－小－中の連携を視野に入れ、生活科・総合的な学習の時間を中心とした１２

年間のカリキュラムづくりを計画している。 
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令和元年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

授業改善、学力向上のための市独自のきめ細かな支援 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 
事例Ⅲ 地域・家庭と連携した取組み 

１ 実施の経緯 

 子どもたちのコミュニケーション能力を育成するためには、英語教育を充実させることが必

要と考え、３年前から外国語の授業改善と、子どもたちの英語力向上のためのプロジェクト事

業に取り組み、今年度も継続している。また、全国学力・学習状況調査の結果から課題が見ら

れた算数・数学においても、昨年度プロジェクト事業を立ち上げ、小・中学校が連携した学力

向上対策を講じている。 

 

２ 取組みのポイント 

（１）市独自のプロジェクト事業によるきめ細かな支援 

（２）学校・家庭・地域の連携による児童生徒への学習支援 

 

３ 具体的な取組み 

(１) 学力向上のためのプロジェクト事業 

 ①外国語の授業改善と英語力向上のための取組み 

  小・中学校ともに「魅力ある授業づくり」を目指して、中学校区ごとに小中相互に外国語

の授業を参観したり、小中乗り入れ授業の提案をしたりする取組みを行っている。過去２年

間で、延べ４８０名以上の先生方が小中連携の視点で他校の外国語の授業を参観できている。

授業を参観し合い、外国語教育で求められる資質・能力の系統性を明らかにして授業改善を

行っている。その結果、外国語の指導に長けた先生方が各学校で増え、小学校の先生方の授

業力の向上が顕著である。 

  中学校では、「コミュニケーションの目的をよりよく達成するための英語の運用力を高め

る」ことを目指し、ＧＴＥＣの活用にも力を入れて取り組んでいる。 

 

②算数・数学における学力向上のための取組み 

  「算数・数学学力向上プロジェクト事業」として、マス・アドヴァイザーを１名、マス・

サポーターを２名配置し、小・中すべての学校へのかかわりを通して、授業改善に対する助

言を日常的に行っている。各学校には、プロジェクト推進委員を置き、その先生方を中核と

した授業づくりの検討会等を実施しながら、各学年で課題の見られる単元を中心に授業改善

を推進している。 

  また、ＮＲＴの出題の傾向についても丁寧な分析をしており、中学校の数学の学力向上の

ために、小学校段階のどの学習とつながっているのか、どういった問題で補充することが有

効であるのかという、小・中学校の系統性を意識した問題作成・補充のための分析に力を入

れている。 

 

（２）学校と家庭・地域との連携による学習支援 

  本市では、学校を核とした地域づくりに力を入れており、学校・家庭・地域での連携を図

っている。学力向上に向けた取組みとしては、市内の退職教員や塾講師に協力いただきなが

ら、「未来塾」と称した中学校１年生・２年生を対象とした基礎的学習支援事業を行っており、

少しずつ成果が出始めている。 
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令和元年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

授業改善に向けた共通実践と学習環境整備への 

学校・家庭・地域が連携した取組み 

事例Ⅰ 市町村の優良な取組み 

事例Ⅲ 地域・家庭と連携した取組み 

１ 実施の経緯 

町研修所調査研究委員会において行っていた、町小・中学校児童生徒の「知能・学力の学年 

別・教科別総合診断」および「全国学力・学習状況調査」等の分析検討を各学校で行い、平成

２９年度より授業改善について同委員会で町全体の共通実践について検討することとした。 

メディア機器の使用については、かねてから町全体の課題ととらえてきた。町研修所生徒指 

導特別委員会で行っている情報モラルに関するアンケート（親子対象）を分析し、学校だけで

は解決が難しい課題も見えてきているので、家庭・地域と連携した取組みを進めている。さら

に、メディア機器の適切な使用と家庭学習の充実を合わせて進めていきたいと考えている。 

２ 取組みのポイント 

（１）「授業づくりの基礎的ポイント」リストを活用し、小・中学校で授業改善に取り組んで 

いる。 

（２）学校・家庭・地域が連携して、家庭学習の充実とメディア機器の適切な使用に取り組ん 

でいる。 

３ 具体的な取組み 

（１）「授業づくりの基礎的ポイント」リスト活用による、全小・中学校における授業改善の推

進 

○指導過程の「導入」「交流」「まとめ」のプロセスにおいて、「導入」「まとめ」については、

共通の項目を設定し、「交流」では、校内研究の視点等、各学校の特色を生かした項目を設

定した「授業づくりの基礎的ポイント」リストを作成している。 

○単元テストの結果や指導方法等を集約し、町内全小学校の５年担任による拡大学年部会に

おいて検討する場を設けている。 

○「授業づくりの基礎的ポイント」リストについてはデータで配布し、各学校の実情に合っ

た項目を設定して完成させ、日頃の授業実践に生かしている。 

 

（２）学校・家庭・地域が連携した学習環境整備への取組み   

○町独自で「小中 9 年間を見通した家庭学習の手引き」を作成しており、進級時に配付する

とともに、学級、学年、学校だより等の文書による周知やＰＴＡ総会の折に各学校で校長

から家庭への協力を促す機会を設定している。 

○町統一様式による情報モラルに関するアンケートを実施し、メディア機器所有状況や家庭

で使用する際の約束等の実態を把握している。 

○各学校の実情に応じた公表、活用を図っている。（各種通信による情報発信や親子研修会の

実施等） 

○学校運営協議会等でメディア機器の使用について話題にし、適切な機器の使用について理

解を深めるようにしている学校もある。 

○ＰＴＡ研修会において、アンケート結果を踏まえた研修を企画し、児童生徒、保護者へ情

報モラル教育の指導や啓発を行っている。親子でメディア機器の適切な使用や学習環境の

整備への意識の向上を促す等、家庭・地域・学校が協力して取り組んでいる。 
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令和元年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

教師・生徒の意識を高めるための中学校の取組み 

事例Ⅱ 学校の優良な取組み 

１ 実施の経緯 

 児童生徒の実態及び全国学力・学習状況調査における結果から見られた課題を受け、一昨年

度、校内共通の「学びのスタイル」を作成し、教室掲示をした。この「学びのスタイル」を教

師と生徒が共有することによって、教師・生徒ともに学びの習慣づくりの意識化が図られ、学

力向上として成果が表れている。 

 

２ 取組みのポイント 

（１）「学びのスタイル」を教師・生徒ともに共有することによる学習習慣づくり・授業 

改善 

（２）「振り返り」を重視した授業づくり・単元づくり 

 

３ 具体的な取組み 

（１）校内で共有した学びの習慣づくり 

  生徒が安心して学習に取り組むための基盤となるよう、すべての学級で「学びのスタイル」

を共有している。落ち着いた学習習慣が下支えとなり、安定した学校経営と確かな学力の育

成につながっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「振り返り」を重視した授業づくり 

  本年度は「学びのスタイル」の⑦⑧を受け、学びの定着と定着した力を生かす幅を広げる

ために、「振り返り」に重点を置いている。 

・「どんなことを習得したか」 

・「どんな能力や技術を使うことで理解につながったか」 

・「身につけた力をどこで生かせるか」 

という視点で授業・単元の振り返りを行い、習得した力をどこで生かしていけるのかを記録

として残している。学習者の「習得・活用・探究」の過程を見える化する振り返りを行うこ

とによって、他の単元や教科、日常生活との関連付けを図っている。 

 

 

 

【学びのスタイル】 

① 目で、心で、姿勢で聞きます。話します。 

② 仲間と協力して課題やめあてに取り組みます。 

③ 発表や作品などから、共感できる部分を見つけます。 

④ 発表や作品などから、自分との違いを見つけます。 

⑤ その違いから、自分の考えを深めたり、自分の技術を高めたりします。 

⑥ 根拠を持って、自分の考えや作品を表現します。 

⑦ 自分の学習や生活をふり返り、新しい課題を見つけます。 

⑧ 学んだことを生かし、新しい課題に取り組みます。 
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令和元年度 県教育委員会が紹介したい市町村の取組み 

小中一貫による系統だった「共育カリキュラム」の実践について 

事例Ⅱ 学校の優良な取組み 

事例Ⅲ 地域・家庭と連携した取組み 

１ 実施の経緯 

全国学力・学習状況調査等の結果より、学力の基礎基本及び活用する力に課題が見られた。

これまで力を入れていた地域学習について、再度カリキュラム・マネジメントの視点から見直

しを図り、児童生徒につけたい資質・能力の育成のために、生活科や総合的な学習の時間を核

とした小中一貫の共育カリキュラムを作成し実践している。 
 

２ 取組みのポイント 

（１）小中一貫の短期カリキュラム・マネジメント表を作成し、生活科や総合的な学習の時間

を核としながら、教科横断的な視点をもって各教科の授業を行っている。 

（２）職員一人一人のカリキュラム・マネジメント力の向上のための研修を実施している。 

 
３ 具体的な取組み 

（１）小中一貫の短期カリキュラム・マネジメント表の作成について 

カリキュラム・マネジメント表の作成を通して、「目指す子ども像」から小・中系統 

立った「生活科」、「総合的 

な学習の時間」を核とした 

効果的な探究型学習のサイ 

クルを探る。ＰＤＣＡサイ 

クルに基づき、１学期の短 

期計画を基にした実践を検 

証の上、２学期の短期カリ 

キュラム・マネジメント表 

を作成する。育成を目指す 

資質・能力や教科横断的な視点を取り入れ、具体的に取り組む方向性を示す。 

【中３の例】 

  発表後、振り返りに留まっていたまとめが、小・中の総合的な学習の時間の集大成 

として言語化による卒業論文作成という教科横断的な活動を生み出した。 

【中２の例】 

  修学旅行でタブレットを活用し、故郷の良さを巣鴨商店街においてＰＲする活動 

につながり、活動のダイナミックさと資質・能力の向上につながった。 

（２）職員一人一人のカリキュラム・マネジメント力の向上 

〇年度初めと夏季休業期間中に外部講師を招聘し教職員の研修会を実施した。カリキュラ

ム・マネジメントの意義、方法等を学ぶ機会として実施した。また、「生活科」や「総合的

な学習の時間」をカリキュラム・マネジメントの核として位置づけ、教科横断的に育成し

たい資質・能力を明確にして取り組んでいる。資質・能力の３観点で検証・整理を積み重

ねることが学校としての教育的財産につながっている。 

〇特に中学校では、学年ごとにカリキュラム・マネジメント表の作成を行うことで、計画段

階から実施、検証まで一貫した取組みにより同僚性が発揮され、ＯＪＴの効果的な推進に

つながっている。 

 

 


