カリキュラム・マネジメントを機能させる学年組織の在り方の研究
― 対話で教育活動を改善し続ける学年組織 ―
近江八幡市教育研究所
上原 秀一
Ⅰ．主題設定の理由

これからの社会の創り手となる子どもたちには、生きる力となる資質・能力の育成が最重要である。そのため
に、学校は様々な教育活動を実施していかなければならないが、人的・物的資源の有限性により、現場は運営
に厳しさを抱えている。そのため、あらゆる資源を効果的に配置し、組織的かつ計画的に教育活動の質の向上
を図る「カリキュラム・マネジメント」に努めなければならず、新学習指導要領でもその必要性が言及されている。
これについて、平成３１年度全国学力学習状況調査における学校質問紙の回答結果によると、本市はどの学
校も概ねカリキュラム・マネジメントに意欲的であるととらえられる。一方、教育活動の中心となるのは授業等であ
るが、本市の学級担任や教科担任などの授業等を担っている者からは、カリキュラム・マネジメントを理解しきれ
ていない、または学校の教育目標を意識して日々の授業等を行うことができていないという声もある。本市として
は、授業者が日々の授業を教育目標の実現に向けて改善し続けられるカリキュラム・マネジメントの取組方を明
確にする必要があると考えられる。さらにカリキュラム・マネジメントは、組織で「対話」を繰り返し、主体的・協働的
に取り組むことによって、よりよい教育活動の改善ができる。これについて、授業者が一般的に学年や学年部な
ど「学年組織」で授業づくりに取り組むことに着目し、対話によって教育活動を改善し続け、カリキュラム・マネジ
メントを機能させる学年組織の在り方を明らかにすることを目指す。

Ⅱ．研究の目標

本市の子どもの資質・能力向上のために、授業者が、教育目標の実現に向けて主体的・協働的に授業等の
教育活動を改善し続けることを目指し、カリキュラム・マネジメントを機能させる学年組織の在り方を明らかにする。

Ⅲ．研究の仮説

カリキュラム・マネジメントが機能する学年組織の在り方を明らかにすることによって、授業者が子どもの資質・
能力向上を目指して、教育目標の実現に向かって授業等の教育活動を改善し続けることができるであろう。

Ⅳ．研究についての基本的な考え方
田村は、カリキュラムマネジメント・モデル(図１)1の中で、「単元や授業のPDCA」と「カリキュラムのPDCA」の連

1

「カリキュラムマネジメント ハンドブック」37 項において、田村がカリキュラム・マネジメントの全体構造を図に示したもので

ある。田村は、教育課程だけでなく組織構造や組織文化、校外との関係まで見直す必要性を示している。

動の必要性を示している。つまり、教育目標の実現に向かって授業等の教育活動を改善し続けるには、教育目
標や子どもの実態を基に授業等の教育活動を計画(P)し、日々実施(D)していく中で改善し続け、その積み重ね
を基に年間の計画を見直し(C)改善(A)し続けていく必要があるということである。
本研究では学年組織においてこの2つのPDCAを連動させるために、多くの学校で取り組まれている「学年
会」を活用し、この学年会を主体的・協働的に運営していくための「役割」を設定する。

役割

学年会

図１

カリキュラムマネジメント・モデル

1. 「カリキュラムのPDCA」の学年会
学校教育目標の実現に向けて、学年の重点として育てたい資質・能力を決め、教科等横断的な計画を立
て、見直しと改善を繰り返せるように、年間の学年会を設定する。(図２)
段階

【P】計画

議題
１．役割分担、学年会
２．学年重点
（育てたい資質・能力）
３．教科等横断的
年間指導計画
４．重単元

【D】実践

５．日々の子どもの見
取りと毎週の学年会

【C】評価

６．計画の見直し

【A】改善

７．改善

方法
各役割を分担し、学年会の運営方法(時間、場所、記録方法、準備方法等)を決める。
学校の教育目標や児童の実態(アンケートや学力テスト等)を基に、学年で重点として育
てたい資質・能力（学年重点）と評価方法を決める。
学年重点を育成するために重要な単元を選び(重単元)、教科等横断的視点でのつな
がりが明確な単元配列を決める。
単元目標、評価規準、評価方法、単元計画等について、学年重点、子どもの実態、学
習活動や教材の特性を基に作成する。
授業参観をしたり、合同授業を行ったりしながら、学年重点についてあらかじめ決めた
評価方法で子どもを見取り、「単元や授業のPDCAの学年会」を実施する。
日々の子どもの見取りや記録の蓄積を基に、【P】の、年間指導計画等のカリキュラムや
学年会の運営方法、役割の内容や分担の仕方等を振り返る。
【C】評価を基に、【P】計画を改善する。
図２

時期

年度始

日々
長期休業中、
年度末

「カリキュラムの PDCA」の学年会

2. 「単元や授業のPDCA」の学年会
学年重点を基に、日々の授業の中で子どもを見取り、学年組織での対話を通して授業の振り返りと改善を
繰り返せるように、毎週短時間の学年会を設定する。
（１）

学年重点の評価方法に加えて、日々の様子や授業での発言、ノート、撮影した写真などで、子どもを見
取る。

（２）

学年会で話し合うことは重単元の授業に絞り、短時間（１つあたり１５分）で協議する。

（３） 授業を改善するためには、子どもとの意識の「ズ
レ」に気付き、子どもの実態を適切にとらえる必要が
あるため、本研究ではコルトハーヘンが紹介してい
る8つの窓2（図３）を活用して授業を振り返る。さら

教師

子ども

①何をしたか
⑤何をしたか
②何を考えていたか
⑥何を考えていたか
③何を感じていたか
⑦何を感じていたか
④本当は何がしたかったのか
⑧本当は何がしたかったのか
図３ ８つの窓
学年重点や単元目標など
学年会

に、学年重点に向けて適切な改善策を考案できるように「④教師は、本当は何

平和学習(15 分)

月

日

がしたかったのか」では、常に学年重点や単元の目標を想起する。

（４） 学年会で話し合って決めた授業等の改善点や単元計画、単元配列、時数

運動会(15 分)

の変更などのカリキュラムの計画改善に関わる内容は、記録(図4)する。
図４ 学年会記録

3. 学年会のための役割
授業者が、学年組織において主体的・協働的、継続的に授業等を改善できるように、「役割」設定する。
役割
リーダー
学年重点
年間指導計画
重単元
教材
学年外連携
その他

内容
学年会計画と開催、学年全体管理。
学年で重点として育てたい資質・能力（学年重点）を評価方法ととも
に学年会に提案。日々の学年会で提示。
重点を育てるための教科等横断的な年間指導計画を学年会に提
案。日々の学年会を記録し、計画の見直しに生かす。
重点を育てるために選んだ単元(重単元)の目標、評価規準、評価
方法、単元計画等を、学年会に提案。
単元目標を実現する学習活動や教材作成。
管理職、他学年、家庭、地域等、学年外との連携。
必要に応じて設定。

※学年組織員数、経験年数や担
当校務等を踏まえ、弾力的に分
担する。役割はあくまで、各内容
遂行のための役割であり、計画・
実施・評価・改善に当たっては、
学年組織で協働的に取り組む。

Ⅴ．研究の進め方
１

研究の方法

（１）

市内小学校第６学年の担任４名(A,B,C,D)を協力員として研究を進める。

（２）

研究員は、学年会に参加しつつ、研究の考え方と実践方法を共有しながら進める。

（３）

「役割分担」と「学年会」によって「単元や授業のPDCA」が機能しつつ「カリキュラムのPDCA」が機能して
いたかどうかを、学年会の観察と面接調査で検証する。

２

研究の経過
時期
4月
5～７月
8月
9～11 月
12 月
1月
2～3 月

2

活動
・研究の仮説と研究計画の決定、情報収集
・研究協力校・学年決定、研究計画共有、役割分担、学年会
計画、学年重点決定、教科等横断的年間指導計画作成
２学期計画
学年会、検証授業
中間報告
２学期計画評価と改善
研究過程の評価、研究発表大会
３学期計画、研究紀要作成
３学期計画評価、改善、研究紀要配布

調査内容（方法）
他自治体の取組や本市の課題等
「カリキュラムの P」の学年会（観察）
「単元や授業の PDCA」の学年会（観察、授業参観)
「カリキュラムの CA」の学年会（観察）
「役割分担」「学年会」の機能性（面接調査）

コルトハーヘン(オランダ・ユトレヒト大学)は、教師の経験学習における理論と実践をつなぐリアリステ
ィック・アプローチを提案し、その具体的な方法として ALACT モデル(図 5)を提案している。ALACT
モデルでは循環する５つの局面「①行為、②行為の振り返り、③本質的な諸相への気付き、④行為の
選択肢の拡大、⑤試み」が設定されており、授業に当てはめると、①授業、②授業の振り返り、③教師
自身の思考のクセや思い込みへの気付き、④授業の選択肢拡大、⑤授業改善となる。これらのサイク
ルをたどって省察を成立させる。このサイクルの中では③が重要であり、そのための②における省察
を促すツールとして「８つの窓」を紹介している。

４．行為の選択肢の拡大
４．行為選択肢の拡大

図５

ALACT モデル

Ⅵ．研究の内容とその成果
１．カリキュラムの PDCA【計画段階】
（１）

役割の分担
A
B

（２）

リーダー
学年重点
学年外連携
重単元

C

学年重点の評価方法、
学習活動や教材作成、
仕事の見える化

D

年間指導計画担当

研究員が各役割を説明し、協力員４名で、経験や所属校勤務年数などに応じ
て役割分担をした。学年会は基本的に毎週火曜日に教室で行うこととなった。
「仕事の見える化」とは、組織全体が仕事の見通しを持つために仕事を細分化し、可視
化する役割であり、協力員の実態に合わせて新たに設定された役割である。（別紙 1）

学年重点（学年で重点として育てたい資質・能力）の決定
学年重点は、A 教諭が研究員とともに考案し、提案した。学年重点は、すべての計画の基盤となるもので
あるため、協力員はこだわって１時間ほどかけて協議した。(図６)

【学校教育目標】

キャリア教育、
平和学習、
人権教育に、
力を入れている

重点目標

生き方を

1

いろいろな人と出会いや、様々な生き方や考え方があることに気付
き、自分の生き方を見つめ直している。

2

自分の成長やよさに気付き、理想の自分を目指している。

夢をもち

3

「理想の自分」を実現するために、自ら考え、努力している。

仲よく

1

自ら問いを立て、課題を設定し、計画している。

2

目的に合わせて必要な情報を集めている。

元気で

総合的な学習の時
間を柱としている

考える力

評価規準

問題発見
・解決力

3

がんばる
子ども

集めた情報を、目的に合わせて思考ツールを使って整理・分析して
いる。

4

自分の思いを、自信をもってわかりやすく表現している。

協力

1

他者を認め、誰とでも協力している。

する力

2

相手の意見を尊重し、自らの考えを伝え合える活動をしている。

図６

学年重点

【学校教育目標や教育活動の積み上げ、子どもの実態から】
まず、協力校の教育目標【夢をもち 仲よく 元気で がんばる子ども】の【夢をもち】やキャリア教育の積
み上げから、将来のことを考えたり目標を実現したりする力について検討した。その中で、「夢をもつのも大
事だけれど、夢はまだもてない子もいてもいいと思う。それ以上に、いろんな生き方とか考え方を学習して、
『自分はこんな人になりたい、こんな自分でありたい』という理想の自分を思い描いて、その自分に向かって
いけるようになってほしいと思う」という意見から、昨年度からも６年生でキーワードとしていた「理想の自分」
という言葉を用いて≪生き方を考える力≫を、１つ目の学年重点として設定した。
その「理想の自分」に向かっていくとき、児童は様々な問題を発見し、解決していくこととなる。協力校は、
特にふるさと教育やキャリア教育、人権教育など、総合的な学習の時間に力を入れて、子どもたちの問題
発見・解決力の育成を目指しており、昨年度も、総合的な学習の時間の学習を柱として年間指導計画を立
てていた。協力員は、これらを踏まえ、生き方を考えるために必要な≪問題発見・解決力≫も２つ目の学年
重点とし、総合的な学習の時間の学習指導要領解説を参考にしながら、評価規準を設定した。
そして、学校教育目標にも【仲よく】とあるように、問題を発見・解決していくためには、他人との協力が欠
かせない。これについて、「これから生きていく上で、全員と『仲よく』する必要はないかもしれない。でも、仕
事をする上ではやっぱり誰とでも『協力』はできた方がいい。でも今の子らにはまだまだ十分じゃないから、
ここを育てよう。」という意見のもと、≪協力する力≫を３つ目の学年重点に設定した。

（３）

年間指導計画の決定
D 教諭が研究員とともに、昨年度協力校で作成された教科等横断的年間指導計画(図７)を参考にしなが
ら今年度の年間指導計画(別紙２)を考案し、２学期分を中心に夏休みの学年会で、約３０分で協議した。

図７

昨年度の教科等横断的年間指導計画

【重単元の精選と分類】
昨年度の計画に取り上げられている単元を重単元として、学年重点の 3 つの力に分類し、色分けをした。
例えば総合的な学習の時間“平和の誓いを発信しよう”は、自分で課題を発見し、情報収集、整理・分析、
まとめ・表現をする中で、「平和のために自分にできること」を考えるので、≪問題発見・解決力≫と≪生き
方を考える力≫を育てる重単元とし、そこに活用できる国語科“新聞の投書を読み比べよう”や“町の幸福
論”等を≪問題発見・解決力≫の重単元とした。
また、総合的な学習の時間“ゲストティーチャーの生き方・考え方から学ぼう”は、生き方・考え方を学ぶ
だけでなく、聞いたことをメモして、付箋を使って整理し直し、自分の考えとともに作文に残すため、≪生き
方を考える力≫と≪問題発見・解決力≫を育てる重単元とした。また、そこに関連する道徳科の偉人や偉
業について学ぶ単元も≪生き方を考える力≫とした。
行事の取組は、振り返りを活用して、自分の目標を設定してだれとでも協力しながら粘り強く取り組めるよ
うにするため、運動会や音楽会につながる体育科と音楽科の単元を≪生き方を考える力≫と≪協力する力
≫に設定した。
これに加え、C 教諭がキャリア教育研修で、振り返りによって児童が自分の成長を実感することの大切さ
を学んだことから、毎学期末に、学級活動として、自分自身を振り返る時間を設けた。また、今年度は総合
的な学習の時間の体験学習である修学旅行に合わせて戦争の史実を学べるように、社会科を２学期前半
に集中させ、その他の教科の単元をいくつか後半に移動させた。
（４）

２学期の重単元の計画や教材についての検討

【学年重点とのつながり】
年間指導計画を協議した後に、B 教諭が、重単元の柱である総合的な学習の時間(図８)や道徳科、国語
科の学習について、昨年度までの単元計画や教材を見直して提案し、学年重点に向かって単元のつながり

を意識しながらどのように授業を行って
いくかについて、複数回にわたって協
議と共有をした。必要となった教材は、
C 教諭が B 教諭と協働しつつ、適時作
成した。
運動会につながる体育科の単元は C
教諭が目標や計画を立て、提案した。
音楽会に向けての音楽科の単元は、D
教諭を中心に９月中に協議することとな
った。異動してきたばかりの C 教諭と初
めて６年生を担任する D 教諭はわから
ないことも多かったため、昨年度も協力
校６年生を担任していた A 教諭や B 教
諭が昨年度の取組を共有しながら進め
た。
【評価方法の決定】
重単元について協議する中で、学年
重点の具体的な評価方法(図９)も決め
た。ただし、具体的な評価方法はあくま
で中心となる場面であって、実際に一
人一人の児童を見取るときは、重単元

図８ 平和学習の単元計画

以外の姿も含めていくことを確認した。
協力員たちは、児童が平和学習やゲストティーチャーのお話等、様々な学びを生かして、実際に自分たち
の生活や学級の中で生かしていくようになることを期待して、話し合いを進めていた。
資質・能力
生き方を
考える力

問題発見・
解決力
協力する力

評価規準
1

総合的な学習の時間において、学習を通して考えたことを表現している。

2
3
1
2
3
4
1
2

行事の取組を中心に、自分の成長を実感し、よりよい自分を目指している。
行事の取組を中心に、自分の目標を決め、粘り強く取り組むことができている。
総合的な学習の時間において、調べたいことや発信したいことを課題として設定できる。
総合的な学習の時間において、設定した課題に向かって情報収集ができる。
総合的な学習の時間において、国語科の学習を生かして情報を分類できる。
総合的な学習の時間で学習したことを、国語科の学習を生かしてわかりやすく表現できる。
行事の取組を中心に、様々な考え方を受け入れ、自分の考えを伝えることができる。
行事の取組を中心に、他者を認め、協力することができる。

評価方法
発信の成果物やゲストティー
チャーの授業の振り返り
行事の振り返り、毎月の振り
返り、キャリアパスポート
課題設定シート
ワークシート、ノート
Y チャート
発信の成果物
行事の振り返り、毎月の振り
返り、キャリアパスポート

図９ 学年重点の評価規準

２．カリキュラムの PDCA【実践段階】
学年重点

発問や支援
を参考に
５～１０分で

８つの窓
子どもの学習物

自分の授業と
比べて

図 10 相互に授業参観

子どもの
視点で
教材担当が作成
した教材

学年会記録
図 11 毎週の学年会

（１） 子どもの見取りと毎週の学年会
２学期を通して、計画段階で決定したことをもとに授業を実施していった。その中で短時間の授業参観
(図 10)も行っていた。そして、日々子どもを見取り、毎週の学年会(図 11)をした。
毎週の学年会では、一人で活動が難しい児童のためにグループ活動を
設けたり、単元の目標を再確認しつつ働きかける方法を考え直したりする
など、８つの窓を活用しながら振り返りと改善を繰り返していた。
例えば、“平和学習”修学旅行等の体験活動後は、多くの児童が語り部
さんの「原爆について伝え続けていきたい」という思いを聴き、「自分も伝え
続けていきたい」という感想を書いているのを見て、発信への関心が高まっ
ていることを、協力員は見取っていた。実際に情報収集をさせると、どんど

図 12 情報収集する姿

ん調べたいことを見つけたり、自主学習としてインターネットで調べたり家
族に聞いたりして、主体的に情報収集する姿(図 12)が見られたとのことだった。また、調べ方がわからない
児童は、同じ課題の友達に尋ねたり、教師とともに探したりして取り組んでいたと話していた。
しかし、８つの窓で振り返ってみる(図 13)と、実際には情報収集に意欲的ではない児童に、話の焦点が
当たった。その児童の設定している課題を見ると、「発信するため」ではなく、興味のあることを情報収集し
ており、興味のあるものが見つからないために主体的に情報収集することができていない可能性があること
に気付いた。そして、他の児童も具体的な「発信」の意思は弱いかもしれないと気付いた。それは、児童が
修学旅行で関心は高まったものの、実際に自分が学校や家族に対して発信するという「使命感」を感じてな
いことや、発信する相手が明確になっていないことが原因ではないかと話していた。
省察の視点

教師
調べたいことを見直し、情報収集をするよう伝え
た。

何をしたか。
何を考えていたか。
その時の感情は。
本当は何がしたかったの
か。（目標想起）

修学旅行によって、発信の意欲が高まっている。
期待と不安
平和の誓いの発信に向けて、その根拠と
なる情報を見つけてほしい。

気付き

ズレ

児童
調べたいことを見直して、情報収集した。
自分たちも語り部さんのように、戦争や平和に
ついて伝えていきたい。
熱心。困惑
興味のあることを見つけて調べたい。
発信はそのうち・・・
図 13 8 つの窓を用いた授業の振り返り

発信に向かって情報収集をしていない児童もいる

発信の意識がない!?
「相手」をはっきりさせよう！
「使命感」を持たせよう！

改善

そこで、改めて発信の相手を明確にし、なぜ発信
する必要があるのかという「目的」を考えさせ、発信
の使命感を明確に持たせることにした。
これを基に、次の授業では、児童に改めて体験

図 14

授業の板書

したことや修学旅行で学んだことを想起させ、平和
を築くために自分たちがしなければならないと思う

ん

ことを考えてさせた。(図 14)

被爆者の思いを発信する方が
５年生の心に響くと考えた。

その後の学年会では、発信の目的や相手を明
確にしたことで、課題を設定し直す児童の姿(図
15)が見られたと振り返っていた。

５年生に伝えるのなら同じ「子ども」
の思いを伝えた方がよいと考えた。
図 15

児童の思考の変化

この授業では、学年支援員の E 教諭が参観をしたため、研究員が学年会に参加を要請した。E 教
諭は６年生担任の経験や平和学習に関する実践が豊富で、児童がより主体的に学習を進められる授
業について助言をした。例えば協力員たち
は、発信相手を５年生に絞る方がよいと考
えていたが、この授業では児童から５年生
以外の発信相手も候補として発言が挙がっ
ていた。E 教諭は、この児童の発言も踏まえ
つつ、発信相手の選択肢を広げることで児
童がより主体的に活動することができると

図 17 Y チャート

図 16 資料活用の視点

助言した。これにより、児童の発言を基に、
発信相手を広げる方向へ軌道修正した。
その後も、学年会を繰り返しつつ、児童には国語で学習した資料活
用の視点(図 16)を生かして、集めた情報の分析(図 17)と発信(図 18)を
させた。協力員は、情報分析のときは戸惑って手が止まる児童がいれ
ば、矢印や図を活用して分析を工夫する児童がいたと、一人一人見取
図 18 下級生に発信

っていた。発信については、多くの児童が自分の考える平和について
自信をもって発信できていたとの
ことだった。

自分の現状を
毎月振り返る

行事では、日々の姿や振り返り
（図 19）から、児童が自分やクラス
の課題をとらえ、目標を決めて友
達と協力しながら粘り強く取り組
む児童が徐々に増えていったこと
が見取れたとのことだった。毎月
の振り返りシート（図 20）でも、重
単元ではない行事や授業でも、
誰とでも協力したり、普段の生活
でも「理想の自分」に向かってい

図 19 行事の振り返り

図 20 毎月の振り返り

たりする記述が見られた。
キャリアパスポートを各クラスで集計し、学年重点の≪協力する力≫と≪生き方を考える力≫に関する項
目（図 21）に注目すると、約半数の児童が重点目標に対して肯定的に自己評価していることが分かった。ま
た、具体的に自分が成長したと感じたことを書くことができている児童も見られた。しかし、反対に、どの項
目も半数近くの児童が成長した、よくできたとは感じていない可能性も示唆されていることも読み取り、原因
としてはまだまだ「自主性・自発性」が足りないために、児童が学年重点の必要性を感じられていないことに
あるのではないかと分析した。これを踏まえ、３学期は「自治性」をもっと高めていくとのことだった。
観点

１学期よ
りできた

１学期と
同様に◎

①友達や家の人の意見を聞くとき、その人の考えや気持ちを考えることができましたか。

協力する力①

３０％

２３％

②自分の考えや気持ちを、相手にわかりやすく伝えようと気を付けることができましたか。

協力する力①

３８％

２６％

③委員会、係、当番、行事等で、だれとでも力を合わせて行動することができましたか。

協力する力②

３０％

３５％

④好きではないことや苦手なことでも、自分から進んで取り組むことができましたか。

生き方を考える力③

２４％

２４％

⑦理想の自分に向かって、生活や勉強の仕方を工夫できましたか。
図 21 キャリアパスポート

生き方を考える力③

２９％

３３％

質問事項

３．

カリキュラムの PDCA【評価と改善】
学期末に、これまでの単元や授業の PDCA の中で重点を基に行ってきた日々の児童の見取りと学年会

の積み重ねを基に、年間指導計画の単元配列や単元時数等を見直した。また学年会の運営や役割分担、
各役割の内容等も見直した。合わせて１時間程度で協議した。
議題

〇成果
〇 総合的な学習の時間で、国語科の学習を生かし
て学習を進めることができたことから、単元の配列が
効果的であったと判断できる。
〇１学期の社会科などで思考ツールを使っていた学
級の児童は、Y チャートを上手く活用できていた。

年間指導計画
(単元の配列、
時数等)

〇 修学旅行に合わせて社会科を９月・１０月に集中
させることで、社会科と総合的な学習の時間をつな
げることができた。

▲課題と☆改善案
“平和学習”の情報分析の時
に、困っている児童が多かった。
☆ 情報収集の前に国語科で学習
した説得ポイントの視点を改めて
提示する。
▲

▲ 音楽会は、行事の重複による多
忙感とそれによる事前の教師間
の対話不足が原因で、児童にあ
らかじめ明確な目標を持たせるこ
とができなかった。
☆ 重単元は長期休暇中に詳しく
決めておく必要がある。

図 22

２学期の時数

“平和学習”では、導入段階でもっと豊富な出会いの体験を
させたり、準備した発信を見直し修正したりと、時間をもっと確
保したかった。２学期の授業時数(図 22)を確認すると、行事の
影響で、体育科と音楽科と図画工作科が、学校の配当時数より
も、それぞれ１０時間ほど多く、総合的な学習の時間の時数が１
０時間ほど少なかった。
☆ 行事に関わる単元の取組方を見直す。
▲

〇 短い時間で、子どもの実態と目標を照らし合わせ
ながら話し合うことができた。
〇 授業について困っていることを相談できた。
学年会運営

〇 参加できなかった者に対しては、後で記録を基に
共有をした。
〇

リーダー

徐々に１議題約 15 分で話し合えるようになっ
ていった。

〇 学年会に限らず、伝達等は普段からできた。

学年
重点

〇 学年全体が、目標を意識して学習活動に取り組
めた。

年間
指導
計画

〇 計画時に、単元配列や時数の調整ができた。学
年会記録ができた。

役
割
重単元

〇 昨年度のものを参考にしつつ、学年で共有でき
た。
〇 担当単元の教材を作成し、共有できた。

教材

学年外
連携
仕事の
見える化

〇 自分で試しにやってみて、改善できた。
〇 ゲストティーチャーと交渉し、スケジュール調整が
できた。特別教室の確保もできた。
〇 キャリア教育の予算があったからたくさんのゲスト
を呼べた。
〇 夏休み分は作成できた。

▲ 計画上で不十分な点があったり重単元の時期が重なったり
すると、話し合いに時間がかかった。
☆ 計画時に、活動内容をもっと具体的に決めておく必要があ
る。
▲ 話し合ったことの解釈が異なっていたことがあった。
☆ 毎回の学年会の最後には、話し合ったことを必ず確認し、整
理してから記録する。
▲ お互いにもっと参観したい
☆ お互いにもっと授業参観をした方が授業の軌道修正がより良
いものになるので、週予定を合わせて参観頻度を安定させる。
▲ 十分に見通しをもって、学年の仕事を分配できなかった。
☆ 放課後の時間をマネジメントし、学年全体が円滑に仕事に取
り組めるように、業務を細分化する。
▲ 意識を徹底するよう、十分に働きかけることはできなかった。
☆ レジュメに記載する。
☆ 児童と一緒に考えると、もっと児童が主体的になる。
▲ こまめに変更を反映させることはできなかった。
☆ デスクトップや週予定と一緒のフォルダにするなど、常に見え
るところに保管して、その都度修正する。
☆ 今回は夏休みに計画したが、前年度から系統立てて計画し、
実行していく必要がある。
▲ 計画の詳細が不十分で、変更点が多かった。
☆ 長期休暇中に細部まで協議して、計画を立てる。
▲ もっと前もって作成する必要があった。
☆ 長期休暇や、単元の１か月前ほど前から準備していく必要が
ある。
▲ ゲストティーチャーの年間を通したスケジュール管理が不十分
だった。
☆ 年間指導計画に、ゲストティーチャーを呼ぶ時期を書き込む。
▲ 学期中は、どのように作成したらいいのかわからなかった。
☆ 冬休みに、冬休みから３月の分までを一気に作る。

４．面接調査
「学年会」と「役割」の機能性について、協力員にインタビューした。
【カリキュラの PDCA の学年会】
〇
〇

計画

学
年
会

実施

評価・
改善

役
割

学年重点を明確に決めたことで、目指す子どもの姿を具体的に共通理解でき、日々の授業の指針となった。
異動してきた者や初めて６年生を担任する者は、教科等横断的年間指導計画についてもみんなで話し合ったこ
とで、１年間の全体の流れや重単元の内容や単元同士のつながりの意味がわかり、見通しを持つことができた。
〇 協力員全員が自分の想いを伝え合いながら学年重点を決めたことで、学年重点を自分ごととしてとらえられ
た。
【単元や授業の PDCA の学年会】
〇 毎週の学年会の負担はなかった。短い時間で行うためには、あらかじめ話題を絞っておくのが大事。
〇 毎週の学年会がないと、学年重点や計画を意識し続けるのが難しかったと思う。
〇 短い時間でも学年会で対話を繰り返したことで、学年重点に向かいつつ児童の実態に合わせて授業の軌道修正をする
ことができた。それは、最初にみんなで学年重点を話し合って決め、共通理解したからだと思う。
〇 繰り返し話し合うことで、自分自身の理解が浅いところにも気付き、改善ができた。
〇 話の焦点が絞られて、負担感や他業務への影響が軽減された。
〇 短い時間でもみんなで集まる時間を意図的に設定するのは大切で、それによって多角的・多面的に授業を振り返れて、
新しい気付きも得やすい。
【短時間の授業参観】
〇 短い時間でもお互いの授業を参観し合うことで、児童への発問や声掛けの効果を児童の姿から学ぶことができた。授業
はやっぱりお互いに見るべきだと思った。他クラスを見ることで、教師の発問による子どもの反応を冷静に、客観的にとらえ
ることができ、自分の指導も冷静に振り返ることができた。
〇 授業参観をしておけば、共通の子どもの姿を基に話ができるので、学年会を短縮できる。
〇 週予定を調整するのは負担ではないので、お互いの参観はもっとできる。
〇 授業は誰もがいつも完ぺきではないので、上手くいってなくてもいいからお互いに相談を持ちかけるように見に行かせて
もらったり見に来てもらって感想をもらったりという姿勢が大事だと思う。
〇 計画や学年会、役割の評価と改善をしたことで、できたこととできてないことがはっきりしたので、３学期に向
けて、冬休みなどから早めに準備していこうと思えた。
〇 しっかり計画を立てたので、バランスよくできたと思っていたけど、実際に時数を計算すると、まだ偏りがある
んだと感じた。

〇 役割を設けたことで、カリキュラム・マネジメントで何をすればいいのかがはっきりした。それを分担することで一人
一人の負担が軽減され、みんなで授業を作っているという協働性が実感できた。
▲ 目の前のことに追われると後回しになりやすい。

学年会の観察や面接調査を基にした「学年会」と「役割」の機能性評価
「カリキュラムの PDCA」の計画段階では、学年会で対話を繰り返すことで、協議または共有できていたこと
が見とれた。誰かが一方的に決めるのではなく、全員で協議することで、主体的に計画に取り組めたととらえ
られる。役割を設定することで、全体の仕事を協働で行うこともできていた。目標や計画を子どもたちと決めて
いくことができたら、もっと子どもたちの力をつけることができただろうとも話していた。
実施段階では、重点や計画を基に、日々の授業に取り組みつつ児童を見取り、毎週の学年会で対話を通
して授業を振り返り、改善し続けることができていた。面接調査でも「毎週の学年会がないと、学年重点や計
画を意識し続けるのが難しかったと思う」と、協力員自身が機能性を感じていたことがわかる。授業参観は満
足にできなかったが、授業参観をすると共通の子どもの姿を基に学年会で交流できる上に、学年会で話す
時間をさらに短縮できることなど、協力員はその効果を強く感じており、週予定を調整して機会を確保してい
く必要があるなど、前向きにとらえていた。
評価・改善段階では子どもの見取りと毎週の学年会の積み重ねを基に、学年重点や計画、学年会や役割
の見直しと改善をすることができていた。計画段階について、学年会や役割まで見直すことで、包括的な視
点で改善策を考えることができたとのことだった。
このように「学年会」と「役割」を活用することで「単元や授業の PDCA」を機能させつつ「カリキュラムの
PDCA」を機能させることができた。カリキュラム・マネジメントでは、本研究のように「対話の時間を確
保すること」が必要であり、多忙な中でも、その「時間の確保」の優先順位を高め、意図的にその時
間を設定しなければならない。そのためにも、各学校が、教育目標の実現に向かって業務や教育活動
を精選・改善し、
「対話」の時間を確保していかなければならない。

Ⅶ．研究の成果と課題
【成果】
（１）

学年組織において「学年会」と「役割」を活用することで「単元や授業の PDCA」を機能させつつ
「カリキュラムの PDCA」を機能させ、授業者が教育目標の実現に向けて授業を改善し続けることができた。

（２）

学年会を活用することで、経験を共有したり短時間の授業参観で児童観や指導観を養ったりと、OJT
の機能も発見された。

（３）

役割分担による業務の明確化や学年会の効率化、年間指導計画活用による教育活動精選方法の明
確化等、働き方改善の機能も示唆された。

【課題】
（１）

児童の資質・能力を、より効果的に向上させるためには、行事等の学校全体に関わる教育活動
の取組方を、学校に関わる者全員で見直す必要がある。

（２）

学年で「対話」の時間を確保するには、学校全体として「時間」をマネジメントしなければならない。

（３）

カリキュラム・マネジメントの機能性を高めるためには ICT を活用したより効率的なシステムが必要であ
る。
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