平成30年度(2018年度)

校内研究推進に関する研究

育成したい資質・能力を明確にした小学校における校内研究の充実
－校内研究会を軸とした二つのPDCAサイクルの連動を通して－
内容の要約
小学校学習指導要領(平成29年告示)解説総則編では、各教科等の指導を通し
てどのような資質・能力の育成を目指すのかを明確にして教育活動の充実を図
ることが求められている。
そこで、本研究では、
「資質・能力育成プラン」を作成し、全教員がビジョン
を共有して校内研究を進めた。｢自己分析・振り返りシート｣等の手立てを講じ
ることで授業研究会がつながり、集団のPDCAサイクルと個のPDCAサイクルを
効果的に連動させ、継続的な授業改善に取り組むことができた。これらのこと
で、児童の資質・能力の育成を目指した校内研究が充実した。
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教育課程企画特別部会 小学校学習指導要領
論点整理(平成27年8月) (平成29年告示)解説総則編

平成29年度学ぶ力向上
プロジェクト研究

・教育課程を編成し、実施し、
評価して改善を図る一連の
PDCAサイクルの確立

・授業研究会と授業研究会を
つなぎ、校内研究会を進展
させることに課題

・育成したい資質・能力の明確化
・三つの柱をバランスよく育成
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育成したい資質・能力を明確にした小学校における校内研究の充実
－校内研究会を軸とした二つのPDCAサイクルの連動を通して－
Ⅰ 主

題

設

定

の

理

由

小学校学習指導要領(平成29年告示)解説総則編において、「各教科等の指導を通してどのような資質
・能力の育成を目指すのかを明確にしながら教育活動の充実を図ること、その際には児童の発達の段階
や特性等を踏まえ、『知識及び技能』の習得と『思考力、判断力、表現力等』の育成、『学びに向かう
力、人間性等』の涵養という、資質・能力の三つの柱の育成がバランスよく実現できるよう留意するこ
と」１)と示されている。
また、中央教育審議会による「教育課程企画特別部会 論点整理」(平成27年８月)においては、児童
に必要な資質・能力を育成するための教育内容の質の向上に向けて、「教育課程を編成し、実施し、評
価して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立すること」２)の重要性が示されている。
当センターでは、平成29年度の学ぶ力向上プロジェクト研究「授業分析と授業づくりの往還による児
童生徒の資質・能力の育成」において、児童生徒の学びの姿を見取り、主体的・対話的で深い学びが生
まれる授業につなげる、授業分析と授業づくりの往還を充実させる研修プログラムの構築が行われた。
研究委員同士による省察が促され、授業分析の充実と授業力の向上が進み、主体的・対話的で深い学び
を実現する授業づくりの視点が見いだされたり、児童生徒の資質・能力の育成につなげられたりした一
方で、授業研究会と授業研究会をつなぎ、校内研究会を進展させることに課題が残った。
そこで、本研究では、児童の学びの姿を見取る力の向上や授業分析の充実等を目指して全教員が協働
的に学びを高めようとする、授業研究会を中心としたPDCAサイクル(以下、「集団のPDCA」という。)
と、授業研究会を含む校内研究会全般を通して得られた成果や課題を自らの授業実践につなげ、一人ひ
とりの教員が日々の授業改善に取り組むPDCAサイクル(以下、「個のPDCA」という。)の、二つのPDCA
サイクルを効果的に連動させ、継続的に授業改善に取り組む。これらのことで授業研究会につながりが
生まれ、校内研究が充実すると考え、本主題を設定した。
Ⅱ 研

究

の

目

標

育成したい資質・能力を明確にして、「集団のPDCA」と「個のPDCA」を効果的に連動させ、継続的
に授業改善に取り組むことで授業研究会をつなぎ、校内研究の充実を目指す。
Ⅲ 研

究

の

仮

説

育成したい資質・能力を明確にし、全教員がビジョンを共有しながら「集団のPDCA」と「個のPDCA」
を効果的に連動させ、継続的に授業改善に取り組むことで、授業研究会につながりが生まれ、児童の資
質・能力の育成を目指した校内研究が充実するであろう。
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方
１

育成したい資質・能力を明確にした「資質・能力育成プラン」
校内研究推進に向けて、学校教育目標や校内研究主題とつなが
る「育成したい資質・能力」を明確にし、全教員がビジョンを共

(

)小学校

A

資質・能力育成プラン（シート案）

学校教育目標、校内研究
主題、育成したい資質・能
力を明記

学校教育目標

有して日々の教育活動に取り組むことで、その活動の過程で生ま
校内研究主題

れる成果と課題を全教員の共通のものとして捉えることができ
ると考える。どのような資質・能力の育成を目指すかについては、
各校において設定するものとする。

今年度、特に育成したい資質・能力

具体的な児童の姿と活動・手立て等
1 年生

本研究では、各回の校内研究授業でどのような資質・能力の育
児童の姿

成を目指しているのかを学習指導案等に明確に位置付けたり、日

2 年生

3 年生

4 年生

5 年生

6 年生

各学年の発達段階に応じた目指す
児童の姿

々の教育活動を振り返る視点を明確にしたりするために、「資質
授業後の授業協議会で、「育成したい資質・能力｣と校内研究授
業での児童の姿を比較し、その姿が生まれることになった要因や

活動・手立て・ 共通実践事項

・能力育成プラン｣を作成する(図１)。それによって、校内研究

背景等について協議が展開されることを目指す。
また、「資質・能力育成プラン」には各学年の発達段階に応じ

中学年共通実践事項

低学年共通実践事項

高学年共通実践事項

全校共通実践事項

各学年や低・中・高学年、全校で
資質・能力を育成するための活動
や手立てと共通実践事項を設定

図１ 「資質・能力育成プラン｣(シート案)

た目指す児童の姿を表す。このことにより、授業者が６年間の児童の姿を見通すことができ、系統立
てて育成したい資質・能力について意識することができると考える。
さらに、「資質・能力育成プラン」作成においては、各学年、低・中・高学年、全校等の集団ごと
に資質・能力を育成するための活動や手立てと共通実践事項を決めておく。そうすることで、学校教
育目標や校内研究主題と各学年や一人ひとりの教員の取組とのつながりが明確になるだけでなく、授
業協議会等において授業を語る共通の視点になると考える。
２

集団と個の二つのPDCAサイクルの連動について

(１) 「集団のPDCA」について
「集団のPDCA」とは、全教員が児童の学びの姿を見取る力
の向上や授業分析の充実等を目指し、教員相互が協働的に学び

校内研究会
夏季休業中の校内研究会等

を高めようとするPDCAサイクルである(図２)。このサイクル

授業研究会

は、一般的に授業研究会と呼ばれ、本研究では指導案検討会、

P

D

指導案検討会

校内研究授業

A

C

校内研究授業、授業協議会等を含んだものとする。
「集団のPDCA」のPにあたる指導案検討会では、「資質・能
力育成プラン」に表されている育成したい資質・能力とのつな
がりを意識したり、授業づくりのポイントをチェックしたりす
るためのシートを作成・活用しながら学習指導案を検討する。

成果と課題

そうすることで、各教員は授業づくりの視点を確かなものにし
ていくことができると考える。また、年間を通した校内研究会

図２

授業協議会

「集団のPDCA｣と校内研究会

の方向性を確かめることも「集団のPDCA」のPにあたる。研究
主任を中心に教員集団の強みや弱みを分析したり、教員対象質問紙調査の結果から教員の意識を捉
えたりして、校内研究主題に迫れるような校内研究会のもち方や進め方を計画していく。
「集団のPDCA」のDにあたるものとして校内研究授業がある。校内研究授業では「資質・能力育
成プラン」等から校内研究を通して解決したい課題を明らかにし、授業参観の視点として明確に位
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置付ける。教員が同じ視点をもって授業を参観することで、授業研究会の協議のポイントを絞るこ
とができ、成果と課題についても整理しやすくなる。
「集団のPDCA」のCとして、校内研究授業後の授業協議会がある。ここでは、授業者が育成した
い資質・能力をどのような手立てによって育もうとしていたのか、その成果と課題、校内研究主題
との関わり、授業の組立て方やねらい、進め方等について、具体的な児童の姿を通して協議するこ
ととする。そのための方法として、ワークショップ型の授業協議会を実施する。参観したそれぞれ
の教員によって見いだされた成果と課題を一人ひとりが付箋等に書き出して交流し合うことによっ
て、多様な視点を獲得することにつながり、教員の授業を見る目が養われる。
「集団のPDCA」のAでは、授業協議会で見いだされた成果と課題を研究主任や外部講師等がまと
め、全教員で改善点や共通実践事項等を共有するとともに、共有したことを個のPにつなぐようにす
る。
(２) 「個のPDCA」について
「個のPDCA」は、一人ひとりの教員が日々の授業改善に取り

P

組むPDCAサイクルである(図３)。
「個のPDCA」のPでは、「集団のPDCA」を通して得られた成

D

授業計画

日々の
授業実践

A

C

果や課題を基に、自らの授業を振り返り、今後の授業計画を立
てていく。そのための手立てとして、「自己分析・振り返りシー
ト｣を取り入れる(図４)。これは、一人ひとりの教員が自らの課

授業分析・学び
の姿の見取り

成果と課題

題と、解決のための方策を明らかにしたり、校内研究会での学
びを生かして授業を実践したりするための契機になると考え

図３

「個のPDCA｣

る。
「個のPDCA」のDは、日々の授業実践を意味している。共通
実践事項や自らの課題、それらに対する取組について検証する

自己分析・振り返りシート(例)

②校内研究で取り組みたいこと

し、児童の学びの姿を見取り、その姿が生まれた要因や、その姿

校内研究と自分の実践をつ
なぎ、課題解決を目指す

から自分は何を学んだのか等を記録しておく。発言等の記録と
考察、写真とコメント、ノートのコピー等、具体的な姿を蓄積し
ておくことで、児童の学びの姿を捉える資料となるだけでなく、
自らの授業実践を振り返る根拠ともなる。

)

自分の実践を分析し、課題
を見つける

ためには、日々の授業実践の具体的な成果や課題を記録してお
くことが大切になる。そこで、「学びのポートフォリオ」を作成

名前(

①授業に関する自己分析(自分の授業の課題について)

③学んだこと・取り組みたいこと・感じたこと
学んだこと
第

これから取り組みたいこと

取り組んでみて感じたこと

回
月

日(

年

)

組
科

｢
｣

「個のPDCA」のC・Aでは、児童の学びの姿を見取り、「学び
のポートフォリオ」に蓄積された事実や、自らの授業を分析す

第

回
月
年

日( )
組

校内研究会で学んだことと、
自分の実践をつなぐ

科
｢
｣

ることを通して成果と課題を明らかにし、改善に向かう。また、
校内研究会で学んだことや共通実践事項に取り組んで感じたこ

図４ ｢自己分析・振り返りシート｣(例)

と等を「自己分析・振り返りシート」に記入する。そうすることで、一人ひとりが日々の授業実践
の中で感じた成果と課題が授業研究会の視点となるような、
「個のPDCA」のAと次の「集団のPDCA」
のPをつなぐ意識が育まれると考える。
(３) 二つのサイクルの連動について
本研究では、研究協力校での全教員による「集団のPDCA」において、校内研究の進め方について
のビジョンを示し、そのサイクルを検証し、改善して「個のPDCA」につないだり、各教員が日々の
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授業実践で課題だと感じていることについてまとめ、「集団のPDCA」につないだりする役割を主に
研究委員である研究主任が担う。そのため、本研究では、指導案検討会、校内研究授業、授業協議
会等において、資質・能力の育成に向けた手立ての検討や、授業での児童の学びの姿を見取る視点
の共有、授業協議会のもち方や進め方等、研究主任と情報を共有して進める。
全教員が授業研究会を通して明らかとなっ
た成果と課題を自らの授業実践に取り入れ

「集団のＰＤＣＡ」

(「集団のPDCA」のAから「個のPDCA」のPへ

「個のＰ

つなぐ)、継続的に授業改善に取り組むために
は、日常的に自らの授業実践を振り返る機会が
必要となる。そこで、授業研究会を通して見い
だされた成果と課題から、全校での共通実践事

「集団のＰＤＣＡ」
Ｐ：指導案検討会
Ｄ：校内研究授業
Ｃ：授業協議会
Ａ：成果と課題

項を設定して各教員が担当する授業において

「個のＰＤＣＡ」
Ｐ：授業計画
Ｄ：日々の授業実践
Ｃ：授業分析・
学びの姿の見取り
Ａ：成果と課題

実践したり、各教員が自身の実践についての記
録を残して成果と課題について整理したりす

図５

「二つのサイクルの連動｣

る。このような、授業研究会と授業研究会をつなぐ日常的な取組を、研究主任や各教員に過度の負
担とならないように配慮しつつ、育成したい資質・能力を明確にして進めることで、
「集団のPDCA」
と「個のPDCA」の連動が生まれ、校内研究会がつながりをもって進むものと考える(図５)。

Ⅴ 研
１

究

の

進

め

方

研究の方法

(１)

研究委員は、研究協力校の研究主任とし、研究の対象は全教員とする。

(２)

研究協力校と事前の打合せを行い、研究協力校の校内研究の内容や方向性を十分に把握するとと

もに、それらを踏まえた研究の進め方を共通理解し、「資質・能力育成プラン」を作成する。
(３)

校内研究会においては、指導案検討会、校内研究授業、授業協議会等の授業研究会に参画し、そ

の後の授業実践での各教員の取組も把握する。
(４) 「集団のPDCA」と「個のPDCA」による成果と課題を全教員で共有し、それらを踏まえて授業改
善を図ることができる校内研究会を実施する。
(５)

研究協力校の全教員に事前と事後の質問紙調査を行い、校内研究の課題に対する教員の意識がど

のように変容したのか、また、授業研究会のつながりや授業研究会と授業実践との連動がどうであ
ったかを検証する。
２

研究の経過
４月

５月

５月～７月

８月

研究構想、研究推進計画の立案
専門・研究委員および研究協力校の委嘱
研究協力校との打合せ(協力校の把握)
第１回専門・研究委員会
・研究構想、校内研究会への参画Ⅰの検討
研究協力校との打合せ(進め方の検討)
教員対象質問紙調査(事前)
校内研究会への参画Ⅰ
・指導案検討会
・校内研究授業・授業協議会
・研究会後の授業実践
第２回専門・研究委員会
・校内研究会への参画Ⅰの検証
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９月～10月

11月

11月～12月
１月
２月
３月

・校内研究会への参画Ⅱの検討
校内研究会への参画Ⅱ
・指導案検討会
・校内研究授業・授業協議会
・研究会後の授業実践
教員対象質問紙調査(事後)
第３回専門・研究委員会
・校内研究会への参画Ⅱの検証
・研究の成果と課題の分析
研究論文原稿執筆
研究発表準備
研究発表大会
研究のまとめ

校内研究推進に関する研究

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果
１

校内研究に関する教員の実態
研究協力校の教員を対象に、校内研究推進に関
する教員対象質問紙調査(事前)を６月に実施し

①学校教育目標や校内研究の主題を知っている

30

た。
各項目の回答状況(図６)を見ると、「①学校教
育目標や校内研究の主題を知っている」について

63

7

②校内研究会では、自分の考えを伝えることが
できている

は、
「やや当てはまる」が60％を超える数値となっ

13

49

38

ている。肯定的な回答ではあるが、知っていると
は言い切ることができない教員の状況がうかがえ
る。また、「②校内研究会では、自分の考えを伝え

③校内研究会で学んだことを、日々の授業実践に
つないでいる

7

77

16

ることができている」については、「当てはまる」
を選択した教員は13％にとどまっている。続いて、
「③校内研究会で学んだことを、日々の授業実践
につないでいる」「④校内外の研修や研究会に参

④校内外の研修や研究会に参加し、その成果を
教育活動に積極的に反映している

11

60

加し、その成果を教育活動に積極的に反映してい

当てはまる
あてはまる

る」についても、「当てはまる」を選択した教員

あまり当てはまらない
あまりあてはまらない

25

4

やや当てはまる
ややあてはまる
当てはまらない
あてはまらない
(数値は％、回答総数 46)

はそれぞれ７％、11％と低い値であった。
一方で、各項目の回答状況について、相関関係i）

図６ 教員対象質問紙調査(事前)の結果より

を分析したところ、多くの項目に正の相関があることが分かった。相関の強い順から並べると②と④、
③と④、①と④、②と③、①と②となる。相関係数は②と④が0.6で最大、①と②が0.24で弱い相関で
あった。なお、①と③は0.19でほぼ相関なしという結果であった。これらのことから、校内研究会の
充実を目指すにあたり、各教員が学校教育目標や校内研究主題をしっかりと把握できたり、校内研究
会で自分の考えを伝えることができたりするような手立てを講じることとした。
さらに、質問紙調査の自由記述欄に設けた「これから
の校内研究会や授業実践を通して目指したい児童の姿
(育成したい資質・能力)」や「授業改善について、悩み
や課題に感じていること」という項目の記述内容を分析
し、キーワードとしてまとめた(図７)。これらのキーワ
ードと学校教育目標や校内研究主題を関連付け、教員の
実態やニーズに応じて校内研究を進めることが、授業協
議会での活発な協議を生んだり、教員自らが主体的に学
び、課題解決に向けて取り組んだりすることにつながる
ことを各校の研究委員と確かめた。

目指したい児童の姿
○主体的な姿 ○対話的な姿 ○学びを深める姿
○話す姿
○聞く姿
○書く姿
○知識・技能を身に付けた姿 ○学びに向かう力
○思考・判断・表現する姿
○学び合う姿
○最後までやり抜く姿
○基礎・基本を身に付けた姿

授業改善についての悩みや課題
○学びを生かす
○時間の使い方
○発問・切り返し
○児童理解のために
○スタンダード化
○個に応じた支援のあり方
○自尊感情の育成
○対話的な学びのために
○児童が主体の授業のために
図７

２

自由記述欄の分析から得られたキーワード

校内研究の実際

(１) 「資質・能力育成プラン」の作成
研究協力校Ａの今年度の校内研究主題は「一人ひとりが生きる授業の創造－主体的・対話的で深
i

)

相関関係とは、二つのものが密接に関わり合い、一方が変われば他方も変わるというような関係のことである（例えば身長と体重の
関係）。相関の強さは係数で表され、「0～0.2…ほぼ相関なし、0.2～0.4…弱い正の相関、0.4～0.7…正の相関、0.7～1…強い正の相
関」とされる。因果関係ではないことに注意が必要である。
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い学びをめざして－」であった。主に算数科で

(

校内研究授業を行うが、教科横断的に「話す力」
「聞く力」「書く力」の育成を目指していた。一

学校教育目標

よく考え 心豊かで

方、研究協力校Ｂでは「自ら考え、学び合う子ど
もの育成－基礎的基本的な学習内容の定着をめ
ざして－」を校内研究主題として、新学習指導

一人ひとりが生きる授業の創造
～主体的・対話的で深い学びをめざして～
今年度、特に育成したい資質・能力

①話す力

1 年生

児童の姿

校内研究の充実を目指して研究協力校Ａにて作
成された「資質・能力育成プラン」である。
両校とも「資質・能力育成プラン」の作成にあ
く、各学年で検討された「育成したい資質・能
力」「具体的な活動」「手立て」「共通実践事項」
等を記載することとした。また、作成過程にお

活動・手立て・ 共通実践事項

たっては、研究主任が一人で作成するのではな

り、全教員の考えが集約された「資質・能力育成

③書く力

2 年生

3 年生

4 年生

5 年生

6 年生

①互いの話に関心をもち、相手 ①相手に伝わるように、理由や ①話の内容が明確になるように
の発言を受けて話をつなぐ児
事例などを挙げながら、中心
事実と感想、意見とを区別
童
に気を付けて話す児童
し、構成を考えて話す児童
②大事なことを落とさないように ②必要なことを記録・質問しな ②話合いの中で、互いの立場
聞き、感想(どう思い、どう感じ
がら聞き、話の中心を捉え自
や意図を 受け止め、自分の
たか)をもつ児童
分の考えをもつ児童
考えを広げたりまとめたりする
③内容の中心を明確にして、ま
児童
③経験したことや想像したことを
とまりで段落をつくるなど、構 ③引用したり、図表などを用い
順序に気を付けて書く児童
成を考えて書く児童
たりしながら、構成を工夫して
考えを書く児童
①尋ねたり応答したりするなどし ①説明や報告など、考えたこと ①意見や提案など自分の考え
て、少人数で話し合う活動
や調べたことを話したり、聞い
を話したり、聞いたりする活動
たりする活動

下部に目指す児童の姿、活動・手立て・共通実
学習の土台作り徹底(ベル着、あいさつ、挙手の仕方、発表の仕方及び
践事項等を記載
聞く態度【話しやすい雰囲気作り)
各教科の学習で課題を見つけるしかけづくり

②ネームプレートを用いて、児 ②児童の発言で授業を組み立 ②討論や提案など、それぞれの
童の発言を板書へ位置付け
てていく
立場から考えを伝える活動
る
②インタビューをしたり、友だち
の考えを確かめたりする活動
各教科で、子ども同士の学び合いの場の設定
③見聞きしたこと、思ったことや ③事実やそれを基に考えたこと
伝えたいことを書く活動
を書く活動

いては、５ページの図７で示したキーワードも
検討材料として活用されていた。このことによ

②聞く力

具体的な児童の姿と活動・手立て等

三つの視点で再整理された、各教科等の学習で
育む資質・能力の育成に注目していた。図８は

上部に学校教育目標、校内
研究主題、育成したい資質・
能力を明示
たくましい子どもの育成

校内研究主題

要領において「知識及び技能」「思考力、判断
力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の

)小学校 資質・能力育成プラン

Ａ

③事象を説明したり、意見を述
べたり考えたことや伝えたい
ことを書いたりする活動

各教科の学習で振り返りを書く場面
※①話す力に関係するもの ②聞く力に関係するもの ③書く力に関係するもの

図８

研究協力校Ａの「資質・能力育成プラン」

プラン」となった。それぞれの学校の「学校教育目標」「校内研究主題」「育成したい資質・能力」
が一目で分かるように明確に示され、校内研究の方向性が全教員で共有しやすいものとなり、「集
団のPDCA」を確立していく上での基礎とすることができた。
(２) 「集団のPDCA」の視点から
「集団のPDCA」のPとして、研究協力校Ａにおいて校内研
究授業に向けた指導案検討会が行われた。授業者は第６学年

高学年部

第６学年主任

研究主任

担任、教職４年目の若手教員であった。指導案検討会には授
授業者

業者、研究主任、第６学年主任、校内研究推進委員(低学年部
１名、高学年部１名)の５名が参加した(図９)。この指導案検
討会では、１学期の授業研究会や夏季休業中の校内研究会を

低学年部

踏まえ、導入の工夫の仕方や校内研究授業での学習のねらい

図９

指導案検討会(１回目)の様子

等を検討した後、日々の授業実践の中で授業者が感じている「児童が主体ではない授業」をどのよ
うに改善していくかについても話し合われた。また、全教員が事前に記入した「自己分析・振り返
りシート」には、「児童が振り返りを書く時間をなかなか確保できない」という記述が多数見られ
たことから、「時間の確保」という視点についても検討された。このように、研究主任等が、授業
者をはじめとした各教員の「自己分析・振り返りシート」に記述されていた授業に対する課題や悩
み、取り組みたいこと等を捉え、校内研究会に生かそうとしたことで、「個のPDCA」のAと「集団
のPDCA」のPがつながった。しかし、この指導案検討会だけでは、具体的な授業の流れをまとめる
ところまでには至らず、１週間後に２回目の指導案検討会が行われることとなった。
２回目の指導案検討会には、校内の算数科主任も参加した。デジタル教科書の活用や自力解決の
場、ペア・グループでの話合いのもち方等、参加者が気付いたことを自由に話していた。そこで、
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授業の流れに沿って話
をまとめるため「授業ナ
。

ビシート」を提案した。
そうしたところ、算数科
主任がシート下部の「課
題発見・解決のプロセ
ス」の「課題を見つける」

板書計画のメモ

「見通しをもつ」等の部
分を用いて授業の流れ
を整理したり、授業者が
「本時の展開」のスペー
スに板書計画を立てた
りして(図10)、効率よく
指導案検討会を進める
ことができた。このよう
な指導案検討会を経て、

「課題発見・解決のプロセス」を用いて、授業の流れや手立て等の確認
図10 第２回指導案検討会での授業ナビシート(囲み枠等は筆者)
主体的に学ぶ土台となる既習の学び

校内研究授業に向けて
の学習指導案には、授業
の流れにプロセスが明
記されたり、板書計画が
添付されたりした。板書
計画を見ると、既習の学
びを生かしたり、対話的
に学ぶ場を設定したり

対話を整理し、学びをつなぐ

することで、児童主体の
授業となるような手立
てが記載してあること
が分かる(図11)。

図11 学習指導案に添付された板書計画(囲み枠等は筆者)

「集団のPDCA」のDとして、校内研究授業が行
われた。「資質・能力育成プラン」で示された共
通実践事項の検証や「自己分析・振り返りシート」

授業参観シート

（

）

参観の視点①

授業展開と時間配分について←【振り返りの時間の確保】

を基に見いだされた課題の解決を目指した授業で

成

果

課

題

ある。このときまでに共通実践事項の一つとして
「各教科で、子ども同士の学び合いの場の設定」
が提案されており、各教員が自らの授業実践を通
して課題意識を高めていた。また、参観の視点を
明確にし、集団として共有するために、「授業参
観シート」が研究主任によって作成され、全教員

参観の視点②

児童の学びのつながり
←【学習形態(ペア・グループ等)の効果、教師の役割】
成

果

課

題

に配付された(図12)。今回の校内研究授業では、
「授業展開と時間配分について」「児童の学びの

図12 授業参観シートの上部(下線は筆者)

つながり」の二つの視点から授業を参観することとされた。校内研究主題を受けて設定された共通
実践事項や、日々の授業実践を通した課題等を基に参観の視点を設定したことが、全教員が研究の
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方向性を共有することにつながり、校内研究授業を「集団のPDCA」のDとして位置付けることがで
きた。さらに、このことは、校内研究授業後の授業協議会の焦点化にもつながった。実際の授業で
は、振り返りの時間を確保するために前時に学習したことを素早く確認したり、児童による学び合
いが生まれるようにペアやグループ等の学習形態を工夫したり、児童の発言を板書に構造的に位置
付けたりする等の工夫が見られた。授業研究会という集団としてのねらいを意識して行われた校内
研究授業であったといえる。
「集団のPDCA」のCとして行われた校内研究授業後の授業協議会では、参加する教員が自分の考
えを伝えやすくするための工夫として、少人数のグループでのワークショップ型研究会が行われて
いた。また、多様な意見を交流しやすくするための工夫として、現在担当している学年や校務分掌、
教職経験年数等がなるべく重ならないようにグループ分けされていた。グループでの協議では、
「授
業参観シート」で視点が示されていたことにより、各教員が自分の経験とつなげながらも、共通の
土台で話すことができていた。協議したことをまとめる際にも、研究主任から「まとめ方の例」が
示されていたことで、成果と課題がわかりやすく整理されていた。さらに、グループでの協議を発
表する場面においても工夫が見られた。１学期の授業協議会では「発言機会の確保」という視点で、
グループ協議の司会・発表者に若手教員が指名されていたが、今回の授業協議会では「協議内容を
適切にまとめる」という視点で、グループ協議の司会・発表者に経験豊富な教員が指名された。こ
のことによって、協議がさらに焦点化されただけでなく、短時間で成果と課題が整理されることに
つながった。研究主任が授業協議会のゴールイメージを明確にしていたことで、充実した授業協議
会にすることができた。
「集団のPDCA」のAとして、研究主任や管理職、外
部講師等から、授業研究会をどのように次へつなげる
のかという観点で、授業研究会を通した成果と課題を
まとめた助言があった。その中で、参観の視点として
設定されていた「時間配分」「児童の学びのつながり」
だけでなく、「本時のめあて」等についても言及され
ていた(図13)。このことで、参加していた全教員が校
内研究授業や授業協議会を通して得られた成果と課
題を受け止め、自ら学んだこととして「自己分析・振
り返りシート」に書き込んだ(図14)。また、「めあて
のもち方」については、次の授業研究会に向けての共
通実践事項として、一人ひとりの教員が日々の授業実
践の中で取り組むこととされた。
「集団のPDCA」として、個の課題と集団の課題をつ

成果
○前時を振り返るわかりやすい掲示 ○導入の工夫
○時間配分を考えた授業づくり
○子どものつまずきから考える学習課題
○グループ学習の効果と日頃の学級経営

課題
○めあて(提示、子どもの言葉、まとめとの連動)
○自力解決→話合い→全体交流の流れを明確にし
て、子どもが見通しをもてる授業展開にする
図13 グループからの発表後に行われた
研究主任によるまとめ(研究協力校A)
○めあての提示
○めあての大切さ
○めあてとまとめの連動 ○自力解決の時間確保
○グループ学習の内容
○時間配分
○ICT を活用した児童の発表を視覚化する工夫
○既習事項を掲示しておくこと
図14 授業研究会後の自己分析・振り返りシート
「学んだこと」より抜粋

なぎ、解決の方法を指導案検討会で考え、校内研究授業で実践し、授業協議会で検証し、指導講話
等を受けて改善を図るサイクルを確立した。このことで、一人ひとりの教員が自らの授業を改善す
る意識が高まり、次の「個のPDCA」のPへとつなげることができた。
(３) 「個のPDCA」の視点から
「個のPDCA」のPとして、一人ひとりの教員による授業計画が挙げられる。授業を担当する中で、
「学びを生かす」「児童が主体の授業のために」「対話的な学びのために」等、５ページの図７で
示したような悩みや課題を授業者は抱えていた。そこで、「自己分析・振り返りシート」を用い、
授業中の児童の様子や育成したい資質・能力と照らし合わせた児童の実態等、校内研究に関わる視
- 8 -
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点等から自分の授業を振り返り、課題を意識する機会とした。図15は研究協力校Ｂの教員Ｅの「自
己分析・振り返りシート」である。①の１学期の授業に関する自己分析の部分には、「めあてやま
とめ」「課題設定」「ゴールする10分i）の確保」の３点について記述が見られる。②の校内研究で
取り組みたいことにも、その三つの視点から記述されている。③は校内研究会において学んだこと、
これから取り組みたいこと、取り組んでみて感じたことを記述していった部分である。記述を詳細
に見ていくと、モニターの利用や話型等について、校内研究会で学んだことを日々の授業実践の中
で取り組んで見直し、次に生かそうとしている教員Eの姿を捉えることができる。「集団のPDCA」
を「個のPDCA」につないでいる姿である。
実際に「個のPDCA」のDにあたる日々の授業実践の中で、第６学年算数科「拡大図と縮図」の授
業で教員Eは図15の下線部分について、図16のように生かしていた。参観した授業では、ノートに書
かれた前時の振り返りから始まり、児童の言葉を使って本時のめあて(クエスチョン型)が設定され
た。また、日常の事象から問題を見いだし、主体的に学習へ取り組むために、児童が身近に感じて
自己分析・振り返りシート

名前(

教員Ｅ

・教師の言葉でのめあてやまとめであった。
・関心がわく課題設定を吟味できていなかった。
・ゴールする 10 分が確保できないことがあった。

・子どもの言葉でめあてをつくること。
・子どもが疑問に思う課題設定。(クエスチョン型)
・ゴールする 10 分
・単元計画

③学んだこと・取り組みたいこと・感じたこと

３年２組算数科
｢かけ算の筆算｣
１年 1 組算数科
「いくつといくつ」
第２回
７月２６日(木)
夏季校内研
算数科

これから取り組みたいこと

取り組んでみて感じたこと

・子どもの意欲につながる
学習場面の設定。
・パターン化で学び方を習
得させる。
・モニターの活用。

・子どものノートをモニタ
ーに映し交流を図る。
・どんな力を身につける
ために 取り組 むのか を
考えて評価問題 と練習
問題を設定する。

・ノートをモニターに映
すことで発表者は説明
しやすい。しかし、モニ
ターは一人しか映せず
考えを 比較 するこ とは
黒板で行った。

・計算方法をペアで唱え
る（言い方の繰り返し）。
・本時のねらいを見取る
ために評 価問題を 絞っ
て出す。
・振り返りを書く。

・ 定型 文 が あ る と 唱え
やすい。
・黒板の中にある言葉
を使って本日の学習で
学んだことを書いた。

・何を指導するかではなく、
どのように学ぶかが大切。
・教師は話しすぎない。
・ゴールする 10 分の設定。

｢ ７月 ３日の 県 教
委の指導内容｣

・めあてを子どもの言葉
で作る(クエスチョン型)。
・既習内容が振り返られ
るようにノートを使って学
習する。
・「まつ」ことを大切に学
習規律を見直す。

・５年生から学び合いを
行っているので学び合
いを取り入れやすかっ
た。学び合いでの課題
設定を考える必要があ
る。

前時までの学習

・めあてをクエスチョン
型にすることで、まとめ
につなげやすくなった。
また、子 どもの発言が
増えた。

めあて

・ペアやグループでの対
話や学び合いのタイミン
グをよく考え、子どもの
多 様な考 えが活きる授
業作りを心がける。
・他者の教科書も参考に
しながら、授業作りをす
る。

第６回
１１月２８日(水)

学んだこと

モニター

・子どもの言葉でめあてを
作る。
１０月 ４日(木)
・子どもに疑問を持たせる
４年２組算数科
課題設定の工夫。
｢垂直・平行と四
・ゴールする 10 分を作り出
角形｣
すには単元計画が大切。
・プリントではなく、ノートを
使う。
・個人の考えが行き詰まっ
第５回
ているときこそ、ペアでの
１０月３１日(水)
対話を取り入れていく。
６年１組算数科
・教科書通りの授業ではな
｢拡大図と縮図｣
く、子どもの実態に合わせ
た授業づくりをする。
・子どもの多様な考えを教
師が見取ることが大切。
第４回

②校内研究で取り組みたいこと

６月 ６日(水)

・単元計画を立てて、学
び合いを取り入れる。
・前時の学習と関連付け
たまとめをする。

８月２２日(水)
夏季校内研

①授業に関する自己分析(自分の授業の課題について)

第１回

・すべての教科で学び合い
を取り入れる。
・子どもの理解できる言葉
でまとめをする。
算数科
・前時と関連付けたまとめ
｢２学期の事前
と振り返り。
研｣
第３回

)

なずな学級
１～４組
｢
｣

④10 月までを振り返って
教師が話しすぎてしまっているところがある。子どもが疑問に思うときこそ、学び合いを取り入れてい
きたい。また、単元計画を立て、教師が教える場面と学び合う場面を設定する。プリントを使って学習
を進めていたことがあったので、基本はノートで学習し、既習内容が振り返られるようにする。めあて
と課題の設定について、Let’s 型から Question 型へと変え、子どもの言葉で作っていけるようにす
る。

話型
図15 自己分析・振り返りシート（下線は筆者）

めあて
めあては「実際の高さを求めるにはどうしたらいい
だろう」とクエスチョン型のものを児童と作成

モニター

話型

前時までの学習

説明の仕方(話型)、振り返
りの書き方等を掲示

黒 板 横 の ボ ー ドに は 、
前時までの学びを掲示

モニターには、立式根拠の書かれた児童のノート
が映されている

図16 授業実践に生かされた学びの数々(写真は校内研究授業時のもの)
i ）「ゴールする10分」とは、研究協力校Ｂにおいて、
「本時の評価問題」
「本時の振り返り」
「今日の宿題・家庭学習について等」を行う

授業時間(45分間)の最後の10分の使い方をいう。
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いる学校のポプラの木の高さを拡大図と縮図の関係を利用して求めるという課題を設定していた。
これらの教員Ｅの取組から、校内研究会や日々の授業実践を振り返り、自分の学びや取り組みたい
ことについて整理しておくことが、授業改善の視点への意識を高め、日々の授業実践へつながった
ことが分かる。
「個のPDCA」のCとして、自らの日々の授業実践や校内研究会での学び等を蓄積した「学びのポ
ートフォリオ」の作成に取り組んだ。このファイルには、「資質・能力育成プラン」や「自己分析
・振り返りシート」も綴じておくことで、いつでも校内研究の方向性や共通実践事項、自分の課題
等を振り返ることができた。また、校内研究会で学んだこと、授業中の児童の様子から感じたこと
等、授業づくりと授業分析をいつでも往還できるようなものであった。研究協力校Ｂの教員Ｆは第
３学年算数科「かけ算」で
１学期の校内研究授業を担
当した。学習のめあては、
「312×３の計算のしかた
を考えよう」というもので
あった。授業協議会で課題
とされたのは、ペア学習の
見取り方や立式根拠の弱さ
めあてと課題につい
ての指導講話をまと
めている

等で、めあてについて言及
されることはなかった。と
ころが、夏季休業中に書か
れた「学びのポートフォリ

数ページ遡ると、校
内研究授業の指導案
が綴じられている

オ」には、１か月半前の自
らの校内研究授業のめあて
を見直し、「312×３はどの
ようにするといいのかな」

1ヶ月半前の校内研究授業と
指導講話をつなげて考える

図17 教員Fの「学びのポートフォリオ」（囲み枠等は筆者）

と書かれていた(図17)。この記述からは、校内研究会の学校全体に関わるような指導講話を受けな
がらも、１か月半前の自身の授業のめあてを思い出し、児童がより主体的に学習に取り組むことが
できるようにめあてを見直そうと、自らの授業を分析し、改善を図ろうとしている教員Ｆの姿勢が
感じられた。ポートフォリオとして１冊にまとまっているからこそ、児童の学びの姿を思い起こし、
自らの授業の改善へとつなげることができた。
「個のPDCA」のAでは、自らの授業を分析し、成果と課題を明らかにして、授業改善へと向かっ
た。「自己分析・振り返りシート」や「学びのポートフォリオ」で取組を振り返ることで、自らの
授業を見直し、授業改善へ向かう契機とすることができた。また、このような手立てによって授業
改善へ向かう個の意識が高まり、授業づくりの視点を養うことにもつながった。
(４) 二つのPDCAの連動の視点から
「集団のPDCA」と「個のPDCA」を連動させるために、「集団のPDCA」のAと「個のPDCA」の
Pをつないだり、「個のPDCA」のAを「集団のPDCA」のPにつないだりしたことはすでに述べたと
おりである。研究主任や校長、教頭、外部講師が授業協議会等から得られた集団としての成果と課
題を整理したり、研究主任等が一人ひとりの教員の課題を集約し、集団で解決を目指す課題として
提示したりする等、二つのPDCAを連動させるための手立てを講じた。その手立ての中心となった
のは、「自己分析・振り返りシート」である。授業協議会終了後の５分間、一人ひとりの教員は研
- 10 -
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究協議会で整理された成果と課題と日々の授業実践を結び付け、自らの思いを「学んだこと」の欄
に記入した。全教員が無理なく続けられるために、少しの時間で自己を見つめ直す場を設定するこ
とで、連動が進んだと考える。ただしそれは「集団のPDCA」による授業研究会と「個のPDCA」に
よる日々の授業実践の追究が同じビジョンのもとに行われるからこそ、二つのサイクルは互いに結
び付き、連動していったのである。このような視点から二つのPDCAの連動について見直すと、「資
質・能力育成プラン」においてビジョンを共有しておくことは、「集団のPDCA」の基礎となるだけ
でなく、連動を生む有効な手立てともなっていた。
３

教員の意識の変容
研究協力校の教員を対象に、校内研究推進に関
する教員対象質問紙調査(事後)を11月初めに実

事前

施した。

事後

各項目の回答状況(図18)を見ると、「①学校教
育目標や校内研究主題を知っている」について
は、「やや当てはまる」が減少し、「当てはまる」

事前

プラン」において、学校教育目標と校内研究主題
て発信したことにより、定着が図られたと考え

52

事前
事後

る。続いて、「②校内研究会では、自分の考えを
伝えることができている」については、肯定的な

事前

回答が10％以上増えた。これは、授業協議会にお

事後

いてグループ分けを工夫したり、グループ協議の

27

41

7

46

27

③校内研究会で学んだことを、日々の授業実践に
つないでいる
7
77
21

16

68

11

④校内外の研修や研究会に参加し、その成果を
教育活動に積極的に反映している
11
60
25
18

58

あてはまる
当てはまる
あまりあてはまらない
あまり当てはまらない

発表者を指名したりするといった研究主任によ

7

②校内研究会では、自分の考えを伝えることが
できている
13
49
38

事後

が50％を超える数値となった。「資質・能力育成
を明確に位置付け、研究主任等が何度も繰り返し

①学校教育目標や校内研究主題を知っている
30
63

20

4
4

ややあてはまる
やや当てはまる
あてはまらない
当てはまらない
(数値は％、回答総数 45)

る工夫の成果が出ていると考える。さらに、「③

図18 教員対象質問紙調査(事後)の結果より

校内研究会で学んだことを、日々の授業実践につ

ないでいる」「④校内外の研修や研究会に参加し、その成果を教育活動に積極的に反映している」の
いずれの項目においても「当てはまる」の割合が上昇した。このことは、「集団のPDCA」と「個の
PDCA」の二つのサイクルが連動し、集団での学びを個の授業実践に生かせたことを表している。
事後調査においても相関関係を分析した。事前
調査において見られた相関は、事後調査において

「授業づくりにおいては、育成したい資質・能力を明確にして
いる」と「児童は課題の解決に向けて、自分で考え、自分から
取り組むことができている」の相関係数

も確認できた。さらに、事前調査では相関が見ら

0.02(事前)→0.42(事後)

れなかった「授業づくりにおいては、育成したい
資質・能力を明確にしている」という項目と、
「児

「授業づくりにおいては、育成したい資質・能力を明確にして
いる」と「児童は友達との間で話し合う活動を通じて、自分の
考えを深めたり、広げたりすることができている」の相関係数

童は課題の解決に向けて、自分で考え、自分から

0.12(事前)→0.56(事後)

取り組むことができている」という主体的な学び

図19 相関係数の変化

に関する項目や「児童は友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりする
ことができている」という対話的で深い学びに関する項目との間に、それぞれ相関が見られるように
なった(図19)。このことは、「授業づくりにおいては、育成したい資質・能力を明確にしている」と
いう項目と二つの項目に対する回答の伸びが関連していることを表している。この結果から、校内研
究を通して、育成したい資質・能力を明確にした授業づくりをした教員は、担当する授業において、
主体的に学ぶ児童、対話的で深い学びに向かっている児童の学びの姿を見取ることができたというこ
- 11 -
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とと、育成したい資質・能力を明確にした授業をつくり、児
童の学びの姿を見取ることができた教員が事前の調査時よ
り増えたということが分かった。授業において児童が主体
的に学ぶ姿や対話的で深い学びに向かう姿を見取ることが
できた教員にとって、校内研究に真摯に取り組み、多くの学
びを得たことは、自身の成長や校内研究の意義を感じる要
因となった。教員Ｇは半年間の取組を振り返り、校内研究に
ついて右のようにまとめた(図20)。このように、育成したい
資質・能力を明確にし、ビジョンを共有して「集団のPDCA」

校内研究会で様々な学級の授業を参観させてい
ただくのは、自分の学級にとって大変プラスに
なった。また、授業研究会で、グループで授業に
ついて話し合う場があり、様々なことを学ぶこ
とができた。多くの先生の様々な考え方や教材
観等について知ることができ、教職をしていて
良かったと感じる瞬間でもあった。このような
貴重な場に対して、「学ばせていただく」という
感覚をもって取り組むことが大切であると感じ
た。「たら、れば」ではなく、子どもの実態を見
て、授業について語れる校内研究はとても価値
あるものだと思う。
図20 教員Gの振り返り(下線は筆者)

と「個のPDCA」を連動させたことで、校内研究が充実した
ものになったと考える。

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題
１

研究のまとめ

(１)

育成したい資質・能力を明確にしたことで全教員がビジョンを共有することができ、「集団の

PDCA」と「個のPDCA」の効果的な連動や継続的な授業改善につながり、校内研究が充実した。
(２) 一人ひとりの教員が授業実践を追究し「個のPDCA」を確立したことで、授業研究会と授業研究会
の間につながりが生まれた。
２

今後の課題

(１) 一人ひとりの教員が日々の授業実践をより客観的に振り返り、継続的に授業を改善していくため
には、管理職や研究主任、学年主任等による他者評価を日常的に取り入れ、授業分析を行う必要が
ある。
(２) 学校教育目標と校内研究主題、育成したい資質・能力をつなげ、より校内研究を充実させていく
ためには、カリキュラム・マネジメントの視点で教育課程を整理することが求められる。
文
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