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 秋田県の取組と滋賀県の現状との比較・分析を通して，滋賀県の児童生徒の

確かな学力の向上を目指す「授業改善 近江プラン」を作成した。これは，秋田

県の長じた部分を参考に，滋賀県の強み「多様性」を生かした課題解決型学習

の推進を提案し，「自ら学び続ける子ども」の育成を目指すものである。課題解

決型学習については，４つの視点（授業づくり，学習集団づくり，指導技術の

向上，校内研究の活性化）から推進を図り，授業改善の促進につながるように，

秋田県の授業実践や滋賀県の実態に即した具体的な方策及び，方策により期待

される効果等をまとめた。今後，滋賀県内での普及・活用を目指す。  
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確かな学力の向上を目指す「授業改善 近江プラン」の作成

― 秋田県の取組と滋賀県の現状との比較・分析を通して ―

Ⅰ 主題設定の理由

滋賀県の児童生徒の学力や学習の状況は，平成26年度全国学力・学習状況調査の教科に関する調査にお

いて，基礎的・基本的な知識・技能の定着や，問題を読む力や書く力等の言語力の習得に課題があった。

また，児童生徒の質問紙調査の回答結果からは，学習意欲や学習への関わりについての課題，学校質問紙

の回答結果からは，学習の基本となる学びの姿勢や態度についての課題等が明らかになった。

滋賀県は学力向上策として，『第２期滋賀県教育振興基本計画』において，「子どもに『確かな学力』を

身に付けさせるための授業改善の推進」を掲げ，教員のより一層の指導力の向上を目指している。また，

昨今，教員の大量退職に伴う大量採用による県全体の教育力の低下も危惧され，「子どもの力を引き出し伸

ばす教職員の実践力の向上」を図る効果的な研修となるように，その充実が求められている。

平成27年度は，『学力向上のための教員長期派遣事業』において，研究員を秋田県総合教育センターへ派

遣している。これは，先進的な取組をしている秋田県において，授業改善に関する研究や，教員の指導力

を高める研修等に研究員を参加させ，その成果を滋賀県の学力向上の施策に反映させるためである。

秋田県は，平成19年度から始まった全国学力・学習状況調査において，毎回トップクラスの成績を収め

ている。これについて秋田県検証改善委員会は，学力向上を支える関連因子を見付け，それらを「一人一

人の学力を伸ばすあきたの学校～５つのエッセンス～」としてまとめている。

①学校体制でＰＤＣＡサイクルの確立 ②子どもたちが安心して学習できる環境づくり

③子どもたちの思考を促し深める授業づくり ④自発的学習を生み出すきめ細かな指導

⑤豊かな教育力を生む学校・家庭・地域の強い連携

また，秋田県では，全教育活動を通して取り組む最重点の教育課題を「“『問い』を発する子ども”の育

成」とし，児童生徒が自ら学ぶ意欲や態度等を育成している。これらに関する実践的な取組についての調

査が，確かな学力の向上につながる具体的な方策を見付けることに有効であると考える。

以上のことから，本研究では，秋田県の取組と滋賀県の現状との比較・分析を通して，滋賀県の実態に

即した望ましい授業及び，その実践を促す効果的な研修の在り方を探る。それに基づき，「授業改善 近江

プラン」を作成することが，児童生徒の確かな学力の向上につながると考え，本主題を設定した。

Ⅱ 研究目的

滋賀県の児童生徒の確かな学力の向上を目指し，秋田県の取組と滋賀県の現状との比較・分析を通して，

両県の相違点から授業改善の方向性を見いだす。それを踏まえて，授業改善の促進につながる具体的な方

策及び，方策により期待される効果等をまとめた「授業改善 近江プラン」を作成する。

Ⅲ 研究内容

１ 秋田県の取組と滋賀県の現状との比較・分析

「授業改善 近江プラン」について，単に秋田県の取組を紹介するだけでは，滋賀県における授業改善の

促進につながらないと考えた。そこで本研究では，秋田県の取組と滋賀県の現状とを比較・分析し，両県

の相違点から授業改善の方向性を見いだす。秋田県の取組については，総合教育センターでの研修や協議

会，秋田県内小・中学校の訪問・視察等を通して調査を行う。

相違点については，平成26・27年度全国学力・学習状況調査の結果も比較し，客観的に分析する。また，

滋賀県の課題については，その要因を考察することにより，根本的な解決につなげることを目指す。
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２ 比較・分析から明らかになった両県の主な相違点

秋田県には，「児童生徒は熱意をもって勉強している」や「授業中の私

語は少なく，落ち着いている」と自信をもって回答する学校が多い。この

ような児童生徒の学びに対する姿勢や意欲は，両県の大きな違いである。

秋田県の児童生徒は，学習に対して「好き」「大切」「将来役に立つ」と感

じており，その内面には，学びに対する価値意識がある。さらに，学び方

の理解や，学習習慣の確立により，主体的に学ぶ様子が見られる（図１）。

秋田県の児童生徒はどのように育まれているのか，その背景に関する調

査及び，比較・分析を通して，以下の相違点が明らかになった。

(1) 秋田県が長じていること① 児童生徒が主体となる「秋田型授業スタイル」

秋田県で行われている授業を一言で言うなら，児童生徒が自ら考えることを大切にする授業である。児

童生徒は，学習の目的をもって，グループで話し合ったり，学級全体で意見交換したりして課題を解決し

ていく。「めあて（課題）の設定」→「個人⇔グループ⇔学級全体による探究」→「探究の振り返り」とい

う課題解決型・探究型の授業の流れは「秋田型授業スタイル」と呼ばれ，多くの学校で実践されている。

このような児童生徒自らが課題を設定し，解決に向けて話し合い，まとめ，表現する授業の背景には，

丁寧な教材研究とそれに基づく単元・授業のねらいの絞り込み，緻密な授業プラン，高い授業技術等があ

る。秋田県の児童生徒は，主体的・協働的な学びを通して，学ぶ喜びや楽しさを感じている。

(2) 秋田県が長じていること② 指導の温かさ・きめ細かさ・根気強さ

秋田県の学校を訪問すると，児童生徒が主体となる授業の基盤には，安心して学習できる環境があるこ

とを強く感じる。どの学校においても，児童生徒のよさや可能性を積極的に褒め，認め，評価し，自己有

用感をもたせようと工夫する教員の姿がある。このような温かい指導により，学びに対する前向きで真摯

な姿勢や支持的な学級風土が育まれ，児童生徒は学習集団の中で，成長し合う。

また，秋田県の児童生徒は，「私語をしない」「話をしている人の方を向いて聞く」「聞き手に向かって話

をする」等の学習規律が身に付いている。秋田県の学校では，全校で統一された「学習の約束」等があり，

全教職員が共通理解している。できたことを褒め，認めることで定着を図り，できないことはできるよう

になるまで指導を徹底する。また，話合いの指導やノート指導等，学び方についても実態に応じた具体的

なモデルを示し，きめ細かく指導している。このような指導を系統的に根気強く行う学校が多い。

さらに，秋田県では，家庭で計画的に学習し，授業の復習をしている児童生徒が大変多い。これは，授

業によって身に付いた学ぶ姿勢や学び方が，学習習慣の定着に結び付いていると考える。このように実体

験を通して定着された学習習慣は，確かな学力を向上させる自発的な家庭学習につながっている。

(3) 秋田県が長じていること③ 教員の団結力

「オール秋田」という言葉を目にすることが多く，県全体のベクトルがそろっている。他県の人事交流

教員は，学校間・教師間の取組の差が少ないことに驚く。これは，県教委・教育事務所→市町村教委→学

校という伝達の流れがスムーズで，指導の重点や授業改善の視点が明確に示されているからだと考える。

さらに，「チーム〇〇小」等の言葉の下，組織的に授業改善に取り組む学校が多い。特に，毎年効果のあ

る取組を進めている学校では，校内研修体制が充実している。このような小・中学校では，校内研究を具

現化した目的や手段が明確な共通実践事項が設定され，学校全体で常に実践を心がけている。また，これ

については，全国調査や秋田県学習状況調査等の結果を活用した検証や改善が行われている。

小中連携として，合同研修や教育課程の接続等が盛んに行われているのも秋田県の特長である。もとも

と人事面の交流があり，合同の研修講座や，近隣の学校同士で校種を超えた授業研究会等が盛んに行われ

ている。また，小・中学校で統一した共通実践事項を設定している中学校区もある。

(4) 授業改善に生かす滋賀県の強み「多様性」

秋田県が長じている部分だけでなく，両県の比較・分析から滋賀県の強みについて改めて考えた。古よ

り「近江を制する者は天下を制す」と言われ，交通や物流の要衝として発展してきた滋賀県は，現在も他

地域からの移住が多い。また，中央にある琵琶湖の存在は大きく，地域性も琵琶湖を挟んで異なる。県内

図１ 両県の児童生徒の相違点
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の学校には若手教員が多く，しかも幅広い年齢層の個性豊かな教員集団である。これらを踏まえて，滋賀

の強みを「多様性」であると捉え，それを生かした以下の点を提案する授業改善に取り入れる。

○児童生徒の多様な考えを引き出し，それを生かすことで思考を広げ，深める協働的な学びの重視

○多様な教員の個性を生かし，望ましい授業の在り方について多面的に協議する校内研究の充実

○多様な地域性による各市町・学校の特色を生かすために，「オール滋賀」としての目指す子ども像の共有

３ 相違点を踏まえた滋賀県における授業改善の方向性

両県の相違点から，滋賀県における授業改善の方向性について考える。本研究では，秋田県が長じてい

る部分を参考に，滋賀県の強みを生かした課題解決型学習を授業改善の切り口とする。作成する「授業改

善 近江プラン」では，課題解決型学習を通じて主体的・協働的・継続的な学びを実現し，目指す子ども像

を「自ら学び続ける子ども」とする。「自ら学び続ける子ども」とは，具体的に以下の姿を設定する。

・主体性 疑問や必要感に基づき，自ら課題を発見・設定し，それに対する見通しや考えをもつ子ども

・協働性 話合い等による友達との関わりを通して，考えを広げたり，深めたりする子ども

・継続性 自他の学びを振り返り，変容や成長を自覚することで，自ら次なる学びを求める子ども

また，課題解決型学習を推進するために，以下の４つの視点から具体的な授業改善の方策を提案する。

(1) 課題解決型学習を推進する「授業づくり」

①授業に対する教員の意識転換

滋賀県の児童生徒に身に付けさせたい力（思考力・判断力・表現力等，学習意欲，言語力，学習規範等）

は，「教えて，練習させて，定着させる」教員主導の授業だけで育てることはできない。学ぶ楽しさや喜び，

大切さを味わわせ，学びに対する価値意識を育む授業づくりを目指す。それには，まず，教員が授業に対

する意識を変える必要があると考える。次期学習指導要領の改訂も見据えた確かな学力についての明確な

学力観及び課題解決型学習の意義や必要性を理解し，児童生徒が主体となる授業を目指す。

課題解決型学習は，児童生徒の思考の流れに沿って，学習の過程を組み立てたものである。さらに，多

様な考えを生かすことができ，主体的・協働的・継続的な学びを実現する有効な方法であると考える。

②ねらいの明確化・具体化

課題解決型の授業づくりにおいて，中核となるのが「ねらいの明確化・具体化」である。実態把握から

付けたい力や目指す子ども像を設定し，授業のねらいを明確で具体的なものにする。これを基にしてゴー

ルから逆算しながら授業を設計することで，ねらいを達成するための適切な学習活動を設定することがで

きる。また，教員はねらいに基づき，授業を振り返ることで授業改善や次時の手立てにつなげる。

ねらいには，学習の方法やゴール，評価規準等を具体的に示すことによって，学習の見通しが明確にな

る。さらに，ねらいを達成した具体的な児童生徒の姿を想定し，評価規準を設定する等，ねらいを中心と

して，学習課題（めあて）や学習活動，評価規準，まとめ，振り返り，教材・教具等との整合を図ること

で，児童生徒が主体的に学習に取り組むと考える。

③課題解決型学習で大切にしたい５つの学習活動

目指す子ども像の実現に向け，課題解決型学習において，大切にしたい５つの学習活動を設定する。

・課題の発見・設定 疑問や必要感，困り感に基づいた学習課題に主体的に向き合う。

・見通し 既存・既習の知識・技能と結び付け，解決の糸口を見付ける。

・自力解決 自分の力を頼りに一人で課題に向き合い，自分の考えをもつ。

・学び合い 友達との関わりを通して，考えを広げたり，深めたりする。

・まとめ・振り返り 学習をまとめ，振り返り，変容や成長を実感する。

各教科等の特質はあっても，授業に対する基本的な考え方は共通するものと

考え，教育活動全体で課題解決型学習の推進を図る。また，特定の「型」とし

て学習活動を設定するのではなく，授業づくりの基盤（根）や中核（幹）の視

点から学びを見直し，目指す子ども像の実現に向けた本質的な授業改善につな

げる（図２）。

図２ 授業づくりの構造
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(2) 課題解決型学習を推進する「学習集団づくり」

課題解決型学習では，互いに尊重しながら信頼で結ばれた，成長し合える集団の中でこそ，一人一人の

力を育むことができる。そのためには，全ての児童生徒にとって教室が，安心して学べる場（土壌）とな

っていることが大切である。そこで，授業においては，学習集団づくりに関わる次の点を考慮する。

・全ての児童生徒が主体的に参加できる授業の形態 ・児童生徒同士の学びをつなぐ学習活動

・児童生徒の多様な意見を引き出す発問 ・言動に対する教員の価値付けと意味付け

また，安心して学べる土壌づくりとして，アンケートを活用し，「学級力」を向

上させる取組を推奨する（図３）。これについては，新潟大学教育学部附属新潟小

学校の実践を参考にした４領域８項目に沿って，児童生徒が学級生活を自己評価す

る。その結果をレーダーチャートで把握することと，その改善に向けた意図的な取

組を計画・実践していくことを繰り返す。これによって，望ましい学級をつくる課

題解決型の学級活動を目指す。

(3) 課題解決型学習を推進する「指導技術の向上」

課題解決型学習において，児童生徒の力を引き出し伸ばすには，教員の授業技術

が重要な鍵となる。本研究では，「あきたのそこぢから」（2011年秋田県総合教育セ

ンター）に示された授業技術を参考に，滋賀県の実態を考慮した視点を加えた授業

技術を提示する（図４）。

また，課題解決型学習の活動の基盤となる児童生徒に身に付させたい方法

や技能を学習スキルとしてまとめる。この学習スキルについては，まず，児

童生徒が「知る」ことから始め，課題解決型学習の過程において「使う」場

面を意図的に設定する。そして，振り返りの場面において児童生徒が，うま

く使えたことを「自覚する」ことにより，効果的に身に付くと考える。さら

に，全校体制での統一された系統的・計画的な指導により，発達段階に応じ

た学習スキルを児童生徒に確実に身に付けさせることを目指す。

(4) 課題解決型学習を推進する「校内研究の活性化」

昨今，学校への期待とその対応の増大から，教員が個々で解決できない問題も増

えている。そのため，教員の組織力を高め，協働型の組織へ転換する必要がある。

確かな学力の向上につながる授業改善についても，学校組織として取り組むべき喫

緊の課題である。そこで，共通実践事項を中心とした以下の手立てで校内研究を活

性化し，課題解決型学習の推進を図る（図５）。

①学校体制でのＰＤＣＡサイクルの確立

調査結果等を活用し，児童生徒のつまずきの原因や学習状況の改善すべき点を全教員が共通理解する。

また，改善点等を踏まえた上での共通実践事項の設定や，それを検証する際にも調査結果等を活用する。

②校内研究の具現化（指導の重点と系統性の明確化）

学校組織として同じ方向を向いて取り組むには，校内研究を具現化した指導の重点や系統性を明確にす

る必要がある。校内研究のテーマや仮説は，日常の授業改善の目的や方針とし，「何のために，具体的に何

をやるのか」を共通理解した上で，いつも意識でき，必ず実践できる共通実践事項を設定する。

③日常の授業の公開

日常の授業改善の目的や方針となる校内研究に基づき，各教員が日常的に授業を公開することで，互い

に高め合う教員集団や各々の実践的知識の共有化を目指す。研究授業は，共通実践事項により児童生徒が

どのように変容してきたのかを学校全体で確認する機会として位置付け，日常的な授業改善を目指す。

④小中連携

校種の壁を超え，互いのよさを学び合うことで，課題の解決や指導力の向上につながる研修の充実を図

る。また，中学校区単位での連携により，９年間を見通した指導の充実や徹底を目指す。

このような「チーム学校」を意識した組織マネジメントの視点から校内研究を活性化させることで，教

図５ 校内研究の活性化

図３ 「学級力」の指標

図４ 授業技術と学習スキル
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員の団結力が高まる。また，若手教員の人材育成として，ＯＪＴの視点からも校内研修を活用する。

４ 「授業改善 近江プラン」の内容

(1) 作成にあたってのコンセプトを踏まえた特長

滋賀県における授業改善の促進には，教員が以下の必要性を感じ，見通しをもつ必要があると考える。

・必要性：「なぜ，授業改善が必要なのか？」「何のために授業を改善するのか？」

・見通し：「具体的に何をすればよいのか？」「やれば児童生徒がどう変わるのか？」

これらを考慮し，「授業改善 近江プラン」では，以下の特長をもたせることにした。

①授業改善について深く理解するための「秋田授業のヒミツを探る！」「秋田教員の声！」

授業における秋田県教員の言動や学習展開の意図を知ることで，その役割や手立ての有効性についての

理解を深め，秋田型の授業スタイルをなぞるだけではなく，本質的な授業改善につなげることを目指す。

また，児童生徒の様子を示すことで，授業改善の効果を実感し，見通しをもつことにつながると考える。

②滋賀県教員の困り感を解決するための「こんな授業になっていませんか？」

よくある教員の困り感を解決するという視点から，授業改善への意欲を高める。また，課題解決型学習

が特別なものではなく，これまでの授業実践とつながっていることや，今後の具体的な改善点を示す。

③授業改善に役立つ活用資料

課題解決型学習の推進に活用できる資料を紹介する。これについては，各章に活用例を示し，巻末に添

付した資料は，書き込みのないものとすることで，すぐに活用できるようにした。

④滋賀県のよさ・強みを生かした授業改善にするための「近江の視点」

秋田県の取組だけでなく，滋賀県内の有効な取組を紹介した方が，授業改善の促進には有効であると考

える。滋賀県の教育のよさや強みを生かした授業改善を目指し，前向きな促進を図る。

①～④の特長については，単独で示すよりも，組み合わせることでストーリー性が生まれる（例：②教

員の困り感→①④実践の紹介→③資料）。これにより，提案の説得力が高まり，授業改善の促進に効果的で

あると考える。また，「授業改善 近江プラン」は，授業に対する基本構想を示すものであり，実践スキル

の「HOW TO」に偏重しないようにする。そのために，具体的な方策として「何をするか」だけでなく，「何

のために」という意図と理論を結び付け，特定の教科だけではなく，全教育活動での幅広い活用につなが

ることを目指す。

(2) 「授業改善 近江プラン」の構成

第１章において，授業改善の

方向性を明確にし，第２～５章

において，課題解決型学習を推

進するための４つの視点をま

とめた（図６）。これらの視点

はそれぞれ独立したものでは

なく，互いに深く関連するもの

であるため，各章・項目におい

て，関連する他の章・項目のタ

イトルやページ番号等を合わ

せて示した。

(3) 活用方法の提案

授業改善の促進や，研究内容

の普及を目指し，「授業改善 近

江プラン」の活用方法について

提案する。

①リーフレット版の活用

「授業改善 近江プラン」の

図６ 「授業改善 近江プラン」の構成
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概要をまとめたリーフレット版を作成した。これには，授業実践が主体的・協働的・継続的な学びとなっ

ているかどうかを「授業者」「児童生徒」それぞれの視点から，数値化して確認することができるフレーム

ワークを添付した。これを活用することにより，課題解決型学習について，俯瞰して確認することができ

る。また，各チェック項目を具体的な目標及び到達点とし，ゴールをイメージしながら授業改善に取り組

むことを図った。各教員にとって不明な点や課題と感じる点については，本編の対応する章・項目を確認

することで，重点的に理解を深めることができると考える。

②授業改善の重点と具体的な実践事項の設定

授業は極めて多くの要素が絡み合い展開されるため，その全てを改善するのは難しい。本研究では，授

業がなかなか変わらない原因がそこにあると考え，リーフレット版を活用した実践の振り返りを踏まえて，

授業改善の重点を絞ることを提案する。重点については，本編で理解を深めるだけでなく，具体的な実践

事項を設定し，日常の授業で重点的に取り組む。授業は多くの要素が絡み合うため，重点の改善を試みよ

うとすれば，授業全体を変えていくことにつながると考える。授業改善の重点的な実践を通して，教員が

他の要素との関連に気付き，授業全体に関わる改善となることを目指す。

③授業改善を実践する資料の活用

授業改善の実践には，添付した資料を活用することを提案する。ねらいを達成した児童生徒の姿から授

業を構想する「授業プランシート」や，共通実践事項を全教職員で検討する「実行策検討シート」，付箋紙

を使ったワークショップ型の授業研究会に使用する「授業検討シート」，学習スキルを身に付させるための

掲示物（話型）等を活用資料として添付し，授業改善の一助となることを目指す。

Ⅳ 研究のまとめ

１ 「授業改善 近江プラン」の普及方法・計画

作成した「授業改善 近江プラン」は，滋賀県総合教育センターのホームページから，各章ごとにダウ

ンロードできるようにする。また，以下の方法・計画から，より広い普及を目指す。

(1) 滋賀県総合教育センターにおける研修講座等での活用及び，リーフレット版の配付

教員の授業力の向上や校内研究の活性化に資する研修講座等において，「授業改善 近江プラン」を活用

する。また，他の研修に訪れた教員にも，リーフレット版を配付し，活用を促す。

(2) 各市町・学校への普及

各市町・学校における研修会や授業研究会等への支援派遣にも活用し，リーフレット版を配付する。

２ 検証方法

平成27年度は，秋田県の取組と滋賀県の現状との比較・分析を通して，「授業改善 近江プラン」を作成

した。平成28年度以降，その有効性を中心に，以下の方法で本研究を検証する。また，検証結果を生かし

た「授業改善 近江プラン」の更なる改善や，滋賀県内における有効な取組を加えることを目指す。

(1) リーフレット版のフレームワークを活用した調査

「授業改善 近江プラン」を活用した研修講座等に参加した教員に，リーフレット版のフレームワークを

活用した調査を行う。これについては，活用前と，活用による授業改善の後の変容を追跡調査する。

(2) 全国学力・学習状況調査

本研究の目的である滋賀県における授業改善の促進や，児童生徒の確かな学力の向上についての検証に

ついては，全国学力・学習状況調査を活用する。これについては，質問紙調査の結果を中心に，単年度だ

けでなく，経年変化についても検証する。
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