
① 基礎的・基本的な知識・技能の定着を図る
「授業が分かる」と答える児童生徒の割合・・・小９０％，中８５％
単元末や定期考査等の低学力層（小６０％以下，中４０%以下）の児童生徒の割合・・・１０%以下

② 思考力・判断力・表現力を活用して課題の解決力の向上を図る
「話し合う活動を通じて考えを深めたり、広がった」と答える児童生徒の割合 小５２%・中７５%

③ 経験年数8年未満の教員の授業力向上を図る
経験年数８年未満の教員の全員が，年間に１回以上授業力向上ＡＤの指導の下で単元プランを作成する。（授

業力向上ＡＤが未配置の校種については管理職もしくは教務主任）
教務主任や管理職を中心に授業観察を行い，「新大分スタンダード」による授業展開の指導や学級経営につい

ての指導を行うとともに，市教委とも連携を取り，指導主事による学期に１回程度の学校訪問（授業観察・協議
等）を行う。

④ 小学校・中学校英語教育の推進を図る
市内各小学校での指導を行う小学校英語専科教員と，中学校英語教育推進教員が中心となって連携を深め，小

学校での学びを中学校へつなぐことで切れ目のない学習活動を展開できるようにする。
小→中への連携を深めるため，小学校の指導者が中学校へ，中学校の指導者が小学校へ授業参観を行い，情報

交換や指導についての協議を行う。その結果を広く啓発する活動に取り組む。
小学校英語専科教員の勤務する小学校英語教育推進校を設置し，児童の英語力の定着状況に基づく効果的な指

導の在り方について研修を深める。

① 津久見市学力向上アクションプラン

市内で統一した組織的な学力向上の取組の徹底

実現のために・・・その１ 「学級づくり・学習規律の確立」

(1)安心して発言のできる教室づくり
・津久見市スタンダード4点セットの周知徹底
・スタート・カリキュラムの取組の徹底（小１・中１）

・児童会・生徒会を中心とした「学習目標」「学習規律」づくり

(２)ＱＵ調査を活用した学級づくり
・年間２回のＨｙｐｅｒ－ＱＵ調査の実施（小３～中３）
・年間２回のＨｙｐｅｒ－ＱＵ活用研修への参加（未受講の学級担任を中心にして）

(３)人間関係づくりプログラムを活用した仲間づくり
・「朝の会」「帰りの会」「ＳＨＲ］などを生かして短時間での取組
・教育相談コーディネーターを中心とした活動例の交流

実現のために・・・その２ 「学び残しをつくらない手立ての工夫」

(1)学び残しをつくらない手立ての工夫
・授業での「具体的な評価規準（Ｂ評価）」を設定をするとともに習熟に応じた指導の具体化

・少人数指導を活用した個に応じた指導の推進

・「わかったこと」を意識する「振り返り」

・学力調査と連動した定着・弱点補強

・中学校での県問題データベース（国・社・数・理・英）の活用

・夏・春の学習クラブ,放課後学習クラブの活用

(２)ＧＩＧＡスクール事業 １人１台タブレットの活用

・一人１台のタブレットを効果的に活用し，「分かる授業」「主体的に取り組む授業」の展開



実現のために・・・その３ 「『新大分スタンダード』に基づいた授業改善」
主体的に学びに向かう「課題」設定と「振り返り」の充実

(1)「新大分スタンダード」に基づいた授業改善
・校内研修と学力向上プラン（授業改善の５点セット）の連動
・児童生徒が主体的に学びに向かう課題設定の工夫

必要な課題・まとめを位置付け、書く活動を重視したわかる授業
・言語活動を位置付けた問題解決的な授業の質の向上

計画的な実施（学期に複数回）と言語活動ハンドブック等の活用
・自分で読み，自分で考える活動の推進（読解力の向上）

(2)授業改善に向けた情報交換の推進
・各学校による授業公開を年２回以上設定する。（互見授業を含む）

授業力向上アドバイザーの活用
学年や教科部会等を活用した授業協議（年４回以上）

・市全体での学力向上に係る研修会（年２回）

(3)「生徒と共に創る授業」の推進
・授業公開や研究授業等に合わせた児童生徒による授業評価（年５回以上）
「話し合う活動」「課題を意識し自ら取組む」等の質問項目の導入

小学校・中学校英語教育の推進

(１)小中の連携（中学校英語教育推進教員の活用）
・市内各小学校での指導を行う小学校英語専科教員と，中学校英語教育推進教員が中心となっ
て連携を深め，小学校での学びを中学校へつなぐことで切れ目のない学習活動を展開できる
ようにする。

・小→中への連携を深めるため，小学校の指導者が中学校へ，中学校の指導者が小学校へ授業
参観を行い，情報交換や指導についての協議を行う。その結果を広く市内全校に啓発する活
動に取り組む。

(２)中学校習熟度別指導推進教員，小学校英語専科教員の活用
・中学校において，習熟度別の指導を行うことで個に応じた指導を充実させる。
・小学校英語専科教員が市内の小学校において，担任とＴＴ指導することによって，充実した
指導とともに，担任の指導力向上を図る。

(３)小学校英語教育推進校の取組
・小学校英語専科教員の勤務する小学校英語教育推進校を設置し，児童の英語力の定着状況に
基づく効果的な指導の在り方について研修を深める。

Ｒ３年度 新たな取組



小学校英語指導力向上事業 小学校英語教育推進校の取組（Ｒ３～Ｒ５）

目的

取組

児童の英語力の定着状況に基づく効果的な指導の在り方の普及

(1)児童の正確な英語力を測る民間テストの実施 (2)指導方法の工夫・改善
(3)学習到達目標の作成 (4)公開授業の実施
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画
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への参加

公開授業の実施
民間テスト実施
※学校希望日

・テスト結果受領 資料
提出

民間テスト、オンライン説明会について

【目的】
児童生徒の確かな英語力（中学校では正確な英語４技能）を測定し、各学校で設定する学習到達目標の達成に向け
た授業改善のＰＤＣＡサイクルに活用することを通して、指導方法の工夫・改善を図る。
【取組・方法】
 業者は、９月～１０月の英語推進校が希望する期間に、問題用紙やタブレット等のテスト資材を配送する。
 英語推進校は、学校が希望する日に英語４技能のテストを実施し、終了後にテスト資材を返送する。
 業者は、１２月中旬に、テスト結果を英語推進校に発送する。
 業者は、１２月下旬にオンラインによる帳票説明会を実施し、帳票（結果）の見方等を英語推進校に伝える。

公開授業について

【目的：小学校】
児童の確かな英語力を育む効果的な指導の在り方を近隣の学校に公開し、大分県の児童の英語力向上と教師の英語指導力育成
を目指す。
【取組・方法：小学校】
 英語推進校はテスト結果に基づきこれまでの指導内容等を振り返り、４技能における課題を克服するための授業を検討する。
 英語推進校は、基本的には同一市内の小学校教員（各学校１名程度）を対象にして、６月から１０月に公開授業を実施する。
 英語推進校は、公開授業を実施する際に、Ｒ４は指導案＋学校用帳票の概要、Ｒ５は指導案＋指導方法の工夫と改善が分か

る１枚ものの資料を作成し、効果的な指導の普及に努める。
 英語推進校は、Ｒ５のテストの結果を踏まえた指導方法の工夫と改善が分かる１枚ものの資料を３月に作成・提出する。
 教育事務所は、市教育委員会と連携しながら英語推進校における公開授業の開催に際して必要な指導助言を行う。

中学校英語科授業力パワーアップ研修 中学校英語教育推進校の取組（Ｒ３～Ｒ４）

目的

取組

生徒の英語４技能の定着状況に基づく効果的な指導の在り方の普及

(1)生徒の正確な英語４技能を測る民間テストの実施 (2)指導方法の工夫・改善
(3)学習到達目標の達成状況の把握 (4)公開授業の実施
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画
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推進校連絡協
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民間テスト実施
※学校が希望す
る日に実施

・テスト結果受領
・結果帳票の見方に関する
オンライン説明会

公開授
業実施

【目的：中学校】
生徒の英語４技能の定着状況に基づいた効果的な指導の在り方を近隣の学校に公開し、大分県の生徒の英語力向上と教師の英
語指導力育成を目指す。
【取組・方法：中学校】
 英語推進校はテスト結果に基づきこれまでの指導内容等を振り返り、４技能における課題を克服するための授業を検討する。
 英語推進校は、基本的には同一市町村内の英語科教員を対象にして、２月に公開授業を実施する。
 英語推進校は、公開授業を実施する際に、Ｒ３は指導案＋学校用帳票の概要、Ｒ４は指導案＋指導方法の工夫と改善が分か

る１枚ものの概要資料を作成し、効果的な指導の普及に努める。
 教育事務所は、市町村教育委員会と連携しながら英語推進校における公開授業の開催に際して必要な指導助言を行う。



① 授業力向上アドバイザー（小学校）

【目的】

授業力向上アドバイザーは、配置校及び域内の人材育成を担い，言語活動を位置付けた問題
解決的な授業の質の向上を通じた児童生徒の学力向上を目指し、経験年数の浅い（経験年数
８年未満）教員を対象に個に応じた授業力向上に向けた支援を行い、校内及び域内の授業改
善を推進する。

【具体的な取組】

言語活動ハンドブック等を活用した単元構想に基づくわかる授業づくりについて、授業参
観や指導案（単元プラン）作成指導等を行うとともに、必要に応じて模擬授業，授業公開を
兼ねた模範授業等を行う。

配置校及び域内の学校長と協議し、全ての経験年数の浅い（経験年数８年未満）教員に
対する巡回指導に係る巡回計画(対象教員の実施する単元ごと）や支援方針等を立案し、支
援を実施する。実施に当たっては、月例報告書を作成し、当該校長及び市教育委員会に提
出する。

指導に当たった教員がその成果を発信する際には、単元プランや使用資料等の実践事例
を学校間共通フォルダに格納するとともに、可能な限り事後協議等に参加し、必要に応じ
て授業づくりの観点等を示しつつ協議等を進行し、その取組の校内、域内への普及・啓発
に努める。

また，指導にあたった教員が公開する授業には，他の指導にあたっている教員が参観で
きるよう，広く情報交換を行うとともに，学校教育課とも連携し，担当指導主事も参観し
ながら指導を行うよう配慮する。

市教育委員会が行うＰＴ連絡会及び作業部会に参加するとともに、県教育委員会が行う
年間２回の「授業力向上アドバイザー協議会」に参加し、授業力向上アドバイザー配置校調
査等に協力する。

市教育委員会は，授業力向上アドバイザー、習熟度別指導推進教員、英語
教育推進教員、教科担任制推進教員、初任者研修拠点校指導教員、英語専
科教員、体育専科教員、各校管理職・主任等による「学力向上プロジェク
トチーム連絡会」及び、係る作業部会を開催し，津久見市学力向上アクショ
ンプランに掲げる目的の達成を目指す。管内教員は、各校が行う授業公開
に年２回程度参加するよう努める。また、習熟度別指導推進教員の授業公
開に当たっては、関連する教科部会員は参加することを原則とする。

学力向上プロジェクトチームについて



② 中学校英語教育推進教員（中学校英語科）

【目的】
中学校習熟度別指導推進教員は，県教育委員会作成の資料等を参考にして、習熟度別指導の

効果的な進め方，習得の学習活動の工夫について研究するとともに、習熟度別指導を通じた
生徒の学力向上を目指し、授業公開等を行い、校内及び域内の授業改善を推進する。

※参考とする県教育委員会作成資料
「個に応じた指導の手引き」（平成２９年３月）
「言語活動ハンドブック（平成３１年３月）」
「英語科習熟度別指導ガイドライン」（令和元年１０月）
２０２０からの新しい授業づくりハンドブック【小・中学校】等

【具体的な取組】
言語活動ハンドブック等を活用した単元構想に基づくわかる授業づくりにおける習熟度別指

導について実践的研究を行うとともに、公開授業を計画的に年間３回以上実施し、その成果
を発信し、域内の授業改善を推進する。

成果を発信するに当たっては、UDの視点も参考として、習熟度別指導の視点や手立てを明
示した指導案等を作成し、公開授業で使用した単元プラン，本時案，板書計画及び写真や動
画等の実践事例を学校間共通フォルダに格納・県教育員会へ提供するとともに、事後協議・
教科部会に参加し、支援の視点や手立て等を示し、その取組の校内、域内への普及・啓発に
努める

※参考とする県教育センター作成資料
「UDの良さを取り入れた 学級・授業づくりハンドブック」

市教育委員会が行うＰＴ連絡会及び作業部会に参加するとともに、県教育委員会が行う
「未来を創る授業力向上協議会」及び「習熟度別指導推進教員協議会（年間２回）」に参加
し、習熟度別指導推進教員配置校調査等に協力する。

③ 小学校英語専科教員

【目的】
市教育委員会の津久見市学校教育指導方針にそって、健康で心豊かな人間の育成をめざした

外国語指導の充実を図る。英語専科教員は、各校でＴ１指導を行うとともに，各担任が授業づ
くりに関する内容において、津久見市教育委員会が進める授業改善の方向性に沿った指導及び助
言を行う。

【具体的な取組】
小学校英語専科教員は，市内の各校を巡回し，指導及び助言を行うことから、学級又は教科を

担当しないものとする。併せて各種主任等、校務分掌上の役割を担当しないものとする。

各担任の授業づくりに関する指導を行うに当たっては、学力向上ＰＴが進める単元構想に基づ
く「わかる授業づくり」に沿った指導及び助言を行うものとする。

※参考とする県教育委員会作成資料
「主体的・対話的で深い学びを実現するための単元計画例（単元プラン）」県ＨＰ
「主体的な学びを促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の設定例」県ＨＰ
「個に応じた指導の手引き」（平成２９年３月）
「言語活動ハンドブック（平成３１年３月）」
「UDの良さを取り入れた 学級・授業づくりハンドブック」
「２０２０からの新しい授業づくりハンドブック【小・中学校】 等

「小学校英語指導力向上事業」小学校英語教育推進校の取組においては，児童生徒の学びが小か
ら中へ連なった学びとなるよう，推進校を中心に各小学校はもちろん，中学校英語科教員とも連
携を図る。授業公開の際には授業者に対して，単元プランや活動例などアドバイスを行うものと
する。

その他，あらゆる英語指導の場面において，児童の言語活動・表現活動を充実させるようＡＬ
Ｔとも連携を図る。



④ 小学校教科担任制推進教員について

【目的】
小学校教科担任制推進教員は，配置校において小学校高学年等における教科担任制を推進す

る。

【具体的な取組】
小学校教科担任制推進教員は，学級担任は行なわず，原則として高学年の１～２教科を担当

し、自校の教科担任制を推進し、その取組に係る資料を学校間共有フォルダに格納するとと
ともに、域内の全小学校に広めるよう努める。

小学校教科担任制推進教員は、市教育委員会が行うＰＴ連絡会及び作業部会に参加すると
ともに、県教育委員会が実施する「小学校教科担任制推進教員協議会（年間２回）」に参加
する。

推進校の管理職及び小学校教科担任制推進教員等は，県教育委員会が開催する「小学校教
科担任制推進校連絡協議会」に参加し，取組の成果や実践上の課題とその解決方法等につい
て協議を行うとともに，その取組に係る資料を県教育委員会に提供する。

推進校は，取組の成果を測るため，各学年に関連する学力調査等を利用して，取組の成
果を検証し、その結果を県教育委員会（義務教育課）に報告するとともに、県教育委員会の
準備する調査を年３回（４月・１０月・２月）実施し，「学びに向かう力」等の向上につい
て測定し、その結果を県教育委員会（義務教育課）に報告する。

※各学年に関連する学力調査等
第５学年：大分県学力定着状況調査と市独自の学力調査又は推進校独自の学力調査
第６学年：全国学力・学習状況調査と市独自の学力調査又は推進校独自の学力調査

⑤ 初任者研修拠点校指導教員（以下、拠点校指導教員とする）

【目的】
初任者研修は、新任教員に対して、１年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養う

とともに、幅広い知見を得させることを目的とするものである。拠点校指導教員は、授業づ
くりに関する内容において、津久見市教育委員会が進める授業改善の方向性に沿った指導及
び助言を行う。

【具体的な取組】
拠点校指導教員は，市内の初任者に対して指導及び助言を行うことから、学級又は教科を担

当しないものとする。併せて，初任者を指導するにあたって支障を来すような各種主任等、
校務分掌上の役割を担当しないものとする。

初任者の授業づくりに関する指導を行うに当たっては、授業力向上アドバイザーとも協力
し、学力向上ＰＴが進める単元構想に基づくわかる授業づくりに基づく指導及び助言を行う
ものとする。

※参考とする県教育委員会作成資料
「主体的・対話的で深い学びを実現するための単元計画例（単元プラン）」県ＨＰ
「主体的な学びを促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の設定例」県ＨＰ
「個に応じた指導の手引き」（平成２９年３月）
「言語活動ハンドブック（平成３１年３月）」
「UDの良さを取り入れた 学級・授業づくりハンドブック」
「２０２０からの新しい授業づくりハンドブック【小・中学校】 等

その他、初任者研修に係る計画や報告及び拠点校指導教員に関する規定等については、県教
育委員会による「初任者研修実行要項及びその留意事項」によるものとする。



授業公開等への参加体制
（５プランに基づく年間２回程度の公開と参加）

【管内での授業】

各学校は、１・２学期を中心に年間２回以上の授業公開を計画する。ただし，各校で行
われる互見授業等をこれに当て，近隣校へ案内を配布する。

また、各学校はこれにあわせ、授業直後に１単位時間程度のワークショップ型等での事
後協議を設定し、協議を進行する（校内研修とは別にもつことを推奨）。これについて
は、参観者と授業者に研究主任や学年部を加えたり、教科部会等を活用したりすることが
考えられる。

※別途，取り組む指導主事招聘を兼ねる場合には，事後研究会を必ず設定し，原則とし
て全校の教員が参加するものとする。

市教育委員会は、各学校の授業公開及び習熟度別指導推進教員等の授業公開について、
おおよその計画を５月中旬までに集約し、各学校に共有する。各学校では、他校の授業公
開計画をもとに、他校の授業公開もしくは自校の公開授業に，各教員の参加体制（個々が
年２回以上参加することが望まれる）をついて作成し、予定を市教育委員会に送付する。

各校の研修を推進する教員（研修主任・教務主任等）は，積極的に他校の授業公開に参
加し，研修の還流を行うものとする。

各学校は授業公開の実施に当たり、２週前までに案内文書（案）を作成し、市教育委員
会に送付する。市教育委員会は、学校からの案内文書(案）の送付を受けて事務連絡を発出
し、各学校に詳細を案内するとともに、参加者と様態（授業のみ・事後協議参加）を集約
し、開催校に連絡する。

【管外での授業】

市教育委員会は，管外の優れた取組等について、大分教育事務所等と協働して情報を
収集し、市内各学校に「５プランに基づく授業改善に係る授業参観」としての案内を行
う。各学校では参加者について、市教育委員会に報告する。

【学力向上ＰＴの取組】

学力向上ＰＴについては，教員の授業力向上の観点から，Ｔ１指導による授業を公開
するのではなく，授業力向上の指導を行った教員の指導案（単元プラン）作成等に携わ
り，本時ではＴ２として指導に参加することとする。

特に授業力向上アドバイザーの指導の対象となった教員については，授業を公開する
ことを推奨する。



津久見市の学習の基盤
「津久見市スタンダード４点セット」

学習環境
□チリのない廊下や階段 □きれいな黒板
□ＵＤを意識した教室全面 □整頓された机・いすとロッカー
□体に合った机・いすの高さ調整

学習規律
□チャイム着席 □目と耳で聴く
□話型を意識した話し方
□学習道具の準備（授業に不要なものは持ってこない）

学習指導
□授業構成の確立「導入－展開－終末（確認テスト等）」
□板書の構造化
「めあて」と「振り返り」、必要な「課題」と「まとめ」の位置付け

□互見授業での授業観察シートの活用
□生活(連絡）ノートへの記入の徹底（計画的な宿題と取組状況の確認）

学習環境
□個に応じた課題（中学校問題データベースの活用）
□家庭との連携強化

津久見市の授業観察シート 「観察の視点」

本時のねらい
・児童生徒が学習の見通しを持ち、主体的に取り組めるめあてや課題が設定され
ているか

・児童生徒が意欲的に取り組む必然性や工夫があるか

単元構成

・単元の中で，児童生徒が「自分の考えを持つ場」「課題解決に取り組む場」
「自分の考えを表現する場」等が効率よく計画されているか

・単元計画の中で本時は効果的に位置づけられていたか
・「主体的・対話的な深い学び」は効果的に取り入れられていたか

振り返り
・児童生徒が本時で習得した学び方を振り返る内容であったか
・本時のねらいとの整合性はあるか

評 価
・具体的な評価規準を設け、児童生徒のみとりができているか
・Ｃ評価の児童生徒への手立ての工夫は適切か


