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神奈川県立総合教育センター研究集録 31:69～72.2012     

 

授業改善プロジェクト（中間報告） 

－ よりよい授業づくりをめざす取組み － 

 

総合教育センター授業改善プロジェクトチーム 

 学習指導要領改訂に伴い、「思考力・判断力・表現力等の育成」がポイントの一つとして示され、それらを

身に付けさせるため、授業においては言語活動を充実させることが喫緊の課題となった。これを受けて、神奈

川県立総合教育センターでは、所内で「授業改善プロジェクトチーム」を立ち上げて、「授業づくり」「授業

観察」の二方面から研究・検討を行い、その成果を学校に、広く、確実に還元することにした。 
 

はじめに 

 

 平成 20年に小・中学校、平成 21年に高等学校の新

学習指導要領が告示されたが、そのポイントとして示

されている、いわゆる学力の３要素の中に「思考力・

判断力・表現力等」がある。これを育成することは、

「知識注入型」、「講義一辺倒型」とも指摘されてき

た一部の授業の在り方を問い直す機会が与えられたと

も言える。中央教育審議会はその答申の中で（平成 20

年１月）、これに関連して、校種や教科を問わず「言

語活動の充実」を教育内容に関する主な改善事項の一

つに挙げ、言語活動を各教科の指導計画に位置付けて

授業の構成や進め方を改善する必要があることを指摘

した。 

総合教育センターでは、教職経験に応じた基本研修

において「授業力向上」の区分に位置付けた研修を実

施しているが、これまでも、新しい学習指導要領の求

める力の育成や授業内での言語活動の取り入れ方など

を踏まえた内容を、研修の柱として充実させていくこ

とに努めてきたところである。 

 そして、こうした研修講座等における授業改善に対

する取組みをこれまで以上に充実したものとするため、

平成 23年４月に全所的な取組みとしての「授業改善プ

ロジェクトチーム」を立ち上げ、研究と議論を重ねて、

学校の授業改善に資する具体的な取組方法を発信し、

より直接的な形で学校を支援することにした。このプ

ロジェクトは２～３年の計画で始動したが、本稿は、

主に平成 23 年度の取組みと成果をまとめたものであ

る。 

 

本プロジェクトの概要 

 

１ 基本的な考え方 

 本プロジェクトでは、「授業改善」に関して、総合

教育センターとして何をするべきかという点について

まず議論した。その結果、「授業をつくる」、「授業

を観る」、「授業を伝える」の三つを授業改善の視点

として作業を進めていくことにした。 

「授業をつくる」視点とは、新しい学習指導要領が

示す授業の在り方をまとめ、授業改善につながる方策

を追究していくものである。 

「授業を観る」視点とは、授業の相互観察や研究協

議など、教員全体で取り組む、すなわち組織で授業改

善に取り組むための方策を追究していくものである。 

また、「授業を伝える」視点とは、これらの成果を

総合教育センターとして、個々の教員あるいは学校に

発信・還元する方策を追究するものである。 

そして、小・中・特別支援学校に比べて、高等学校

の授業改善に関する取組みに関する資料や方策が、十

分に提供されていないのではないかとの認識に立ち、

主に高等学校における授業改善を視野の中心に置くこ

とを、基本的な考え方とした。 

 

２ プロジェクト内の組織、方向性について 

 プロジェクトの推進に当たり、「授業づくり部会」

と「授業観察部会」の二つの作業部会を設置した。そ

れぞれの部会で議論を重ね検討した方向性をプロジェ

クトチームの全体会で協議することで、研究を深めた。

また、全所員対象の研修会などを開き、そこでの報告

や所員からの意見集約を積み重ねていった。 

 総合教育センターとしては、学校の授業改善の取組

みに資する方策をまとめ、「授業を伝える」という使

命を果たさなければならない。県内の各学校での授業

改善の推進に向けて、これらの成果をより効果的に還

元していく方策について、教科ごとの話合いをするな

ど、全所的に協議を重ね、取り組むこととした。 

 

23年度の取組み 

 

１ 各課事業における授業改善の取組意識の共有化 

 まずセンター全体で授業改善に取り組むために、所

員の共通理解を目的として、５月に全所員参加の研修

会を開催し、課ごとの業務内容を踏まえ、授業改善に

係る課題の共有化に努めた。そして、各課の担当業務

から捉えられる「授業改善」の目的や方法について、

その共通点や相違点を整理分析し、センターが取り組
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むべきことを確認した。 

そして、「よい授業」とはどのようなものかについ

て、センターとしてきちんと整理、発信することの必

要性と、組織的な授業改善の推進に向けた、管理職層

への具体的な働き掛けの必要性が明らかになり、この

２点を最優先課題として取り組むこととした。 

さらに、この研修会を踏まえて、所員対象のアンケ

ート調査を実施し、「授業づくりに必要なもの」、「授

業改善に関してセンターとしてできること」などにつ

いての所員の意識調査を実施し、集計・分析をしてプ

ロジェクトチームの議論の参考にした。（第１図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 授業づくりに必要なもの 

 

２ 「単元構想」という考え方 

所員アンケートでは、授業づくりに必要なこととし

て、「児童・生徒の実態や学力を的確に把握する」、

「身に付けたい力を明確にする」、「その力が確実に

身に付く単元での展開を考える」などの意見が多かっ

たことから、授業づくり部会では、「評価規準や方法

が明確にされた単元指導計画に基づく授業」を「よい

授業」として考え、単元指導計画を授業づくりの中心

に置くことにした。 

そして、「評価規準や方法が明確にされた単元指導

計画に基づく授業」を構想するためのツールとして「単

元構想シート」を作成することとした。（第２図） 

「単元構想シート」は、従来の１単位時間の展開を

重視した学習指導案とは別に、単元全体の指導、評価

計画を意識できるような様式にしている。単元の評価

規準をまず立て、生徒に身に付けさせたい力と観点別

の評価規準を決める。そして、単元を通して力が身に

付くような指導のプロセスを考えられるようにした。

 また、評価規準で示した生徒に身に付けさせたい力

が、確実に身に付いたかどうかをどのように検証する

のか「評価の手立て」を考え、「主たる学習活動」に

つなげるようにした。 

この「単元構想シート」は、授業づくりの考え方を

示す一つの形だと考える。教科の専門性や、校種によ

る違いも当然考えられることから、今後発信の際には、

校種・教科に応じた工夫を加えて、活用していきたい

と考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 単元構想シート 

 

３ 「授業づくりガイド」作成 

 学習指導要領が改訂され、「思考力・判断力・表現

力等の育成」、「言語活動の充実」等が重視された授

業が求められるとともに、増大する若手教員の育成も

求められている。そこで、授業づくりについて分かり

やすく理解してもらうために、授業づくりの基本につ

いて説明する冊子として「授業づくりガイド」を作成、

発信することとした。 

初任者が気軽に利用でき、実効ある冊子になること

を目指し、見やすさに留意した紙面構成にした。また、

その内容についても、研修講座や校内研修での活用を

想定し、全体を「授業づくりの前に」、「授業の計画」、

「授業の実践」、「授業の振り返り」の４章に分け、

各章で 10項目を立項している。 

例えば第２章「授業の計画」では、「基礎的・基本

的な知識及び技能を習得し、これらを活用して課題を

解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育

成するとともに、主体的に学習に取り組む態度を養う

ための授業」は、どうすればつくれるのかという点に

ついて、各項目２ページ見開きの分量で記載している。 

 

 

観点別評価規準 

 
③ １単位時間ごとの具体的な評価規準

を考え、バランスよく配置します。 

これが、指導のプロセスであり生徒

の学びのプロセスです。 

② 単元を通して身に付けさせ

たい力を明確にします。 

① 観点別の単元の評価

規準を設定します。 

④ どのような方法で評価する

のかを決めます。併せて「努

力を要する」状況の生徒への

支援も考えます。 

⑤ 本時の評価規準を

達成するための学

習活動を考えます。 

 

 

児童・生徒の実態把握 

身に付けたい力の明確化 

教材の本質を捉える 

系統性を考える 

教材の選択 

評価計画作成 

個々への配慮 

授業を構造的に組み立て

る 
児童・生徒の反応を予想する 

先を見通して考える 

核となる発問を考える 

0   10   20   30   40 
(人) 
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第３図 「授業づくりガイド」ページ構成 

 

 左ページではテーマについてのポイントを解説し、

右ページに、関連した具体的な事例を掲載している。

また、欄外に用語や個別支援が必要な生徒への対応を

記載して、初任者が活用しやすい工夫をした。（第３

図） 

この「授業づくりガイド」は、初任者研修講座にお

ける授業力向上区分での積極的な活用はもちろんのこ

と、校内授業研究での活用や、カリキュラム・コンサ

ルタントでの活用も考えている。また、教員志望者を

対象としている「かながわティーチャーズカレッジ」

における活用も予定している。 

 

４ 授業観察シート（「授業レリーフシート」）の作

成・発信 

 よい授業づくりをしていく際には、自分の授業を客

観的に捉えられることが必要であり、その際の観点が、

今求められる授業の観点に即していることが必要であ

る。そして、授業の相互観察や研究協議が、日常的か

つ効果的に行われることが望ましい。 

 そのために、授業改善につながる視点を盛り込んだ

共通の授業観察シートの開発に取り組み、授業の様子

を浮き彫りにする(relief)という意味で「授業レリー

フシート」を作成した。（第４図） 

基礎的な授業技術の視点に加えて、生徒に基礎・基

本が定着しているか、思考力・判断力・表現力などが

身に付く授業であったか、生徒の学習意欲の高まりが

見られる授業であったかなど、新学習指導要領の趣旨

を踏まえた観点を共通項目として提示した。また、学

校独自項目として、校内授業研究における視点等を加

えて観察結果を記入できるようにし、授業後の研究協

議に効果的に活用できるように工夫した。 

管理職が授業観察をする際には、事前に授業者が「本

時のねらい、生徒に身に付けさせたい力」、「授業者

が特に観察を希望する点」などを記入しておくと、観

察の視点が明確になり、効果的な指導・助言につなが

る。また、授業者にとっても、観察してほしい点を明

らかにすることで、授業への意欲が高まる。 

研究協議に活用する際にも同様に、「本時のねらい、

生徒に身に付けさせたい力」、「授業者が特に観察を

希望する点」を記入したものを配付する。共通の視点

で授業を参観することで協議のテーマの焦点化ができ、

授業後の協議が活発になると考える。 

また、組織として授業改善に取り組む際、各々の観

察者が作成した「授業レリーフシート」の内容を集約

し、分析することで、協議の中では表面化しなかった

課題が浮き彫りになり、授業改善につながると考える。 
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第４図 授業観察用「授業レリーフシート」 

 

５ 「組織で取り組む授業改善」参考資料の作成  

平成 24年３月に神奈川県教育委員会が作成し、全県

立高等学校及び中等教育学校の全教員に配付した「組

織的な授業改善に向けて～高等学校における授業研究

の取組～」においては、その作成チームに総合教育セ

ンター所員も加わり、積極的に携わってきた。そこで

は、各学校での授業改善の推進に当たって、個々の教

員の授業がよりよいものになることはもちろんのこと、

学校全体で共通の目標を定め、組織的な授業改善を進

めていくことが重要であることが述べられている。 

そこで、総合教育センターでは、組織的・計画的に

授業改善に取り組もうとするときに、管理職はどの点

に留意すればよいか、授業観察やアドバイスのポイン

トは何か、どのような研究協議の形式が有効か、各学

校での組織的な授業改善につながる資料を作成するこ

とにしている。具体的には、先進的な取組みを紹介し

ながら各学校で取り組むべきことや留意することなど

を分かりやすく説明し、組織として授業改善に取り組

むときの参考となる資料とする予定である。 

 

24年度に向けて 

 

 今年度は本プロジェクト初年度ということで、「授

業づくり」と「授業観察」の視点を中心に取組みを進

めたが、次年度は「授業を伝える」視点での取組み、

すなわち、23 年度の取組みの成果を効果的に学校に向

けて発信、活用していくことが課題となる。 

具体的には、センターで行われる研修講座、カリキ

ュラム・コンサルタント事業での紹介や活用、あるい

は各校で行われる校内研究での「授業づくりガイド」

の活用や、「単元構想シート」の発信を行うことが挙

げられる。さらに、活用する中で内容を充実させてい

くことが必要である。 

 また、組織として授業改善に取り組むに当たっては、

授業改善について全教員の日常における意識向上が不

可欠である。成果物を発信するだけでなく、学校に対

してより直接的な手助けとなる方法などについて、更

に追究していく必要があるだろう。 

 

おわりに 

 

 授業改善の取組みの成果とは、各学校での組織的な

授業改善が進み、各学校で行われる授業が変わり、そ

して児童・生徒の学力向上が実現されることである。 

 そのために、総合教育センターとしての研究を一層

深めていくこと、成果を発信し続けることが重要と考

える。授業改善プロジェクトの取組みは、はじまった

ところであるが、今後、よりよい授業のために充実し

た取組みにしていきたい。 

［総合教育センター授業改善プロジェクトチーム］ 
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同課主幹（兼）指導主事      角田 洋子 

教育人材育成課主幹（兼）指導主事 石井 智之 

教育課題研究課長         戸田  崇 

同課指導主事           神橋 憲治 

教育相談課主幹（兼）指導主事   春日  彰 

特別支援教育推進課指導主事    山田 良寛 

 

授業観察用「授業レリーフシート」  【授業中記入用】  ○表  

年月日 授業担当者名 科目名 学年、クラス 観察者名 

     
 

本時のねらい・生徒に身に付けさせたい力 

 

 
 

授業の流れ 生徒の学習活動 

 

 

 

 

 

自由記述 

 

 授業観察用「授業レリーフシート」  【事前・事後研究用】 ○裏  

  項目 振り返り 

共

通

項

目 

 授業のねらい・目標に沿った授業であったか。また、生徒にそれが伝わったか。  

 授業の基本的スキルは発揮されていたか。  

 生徒の意欲や関心を高める工夫が見られたか。  

 思考力・判断力・表現力等を育成するための言語活動が意識されていたか。  

 基礎・基本となる知識や技能を身に付けさせることが配慮されていたか。  

独
自
項
目 

   

   

   

そ
の
他 

 

 

   

 


