
小学校からの教科専門性向上事業 
～瑞浪小学校における教科担任制の取組～ 

（補足資料）  

瑞浪市立瑞浪小学校 
 教科担任制推進委員長       
 教科担任制推進副委員長     
 （小中連携担当）        
                  

 

久野智治 
西尾   新 



 H25から導入（H26：東教推実践交流会発表）  
  全校児童８７５名 学級数２９（うち特支３） 通級１  
  第６学年（４学級１５３名）     第５学年（５学級１６３名）   ８教科で導入       

   第４学年（４学級１４９名）     第３学年（５学級１４２名） １教科で導入 

  

視点１:組織・指導体制 

視点４:研修 視点３：カリキュラム 指導方法等 

視点２:運営 

○第５．６学年の職員構成（→教科担任制実施教科） 
 ※（  ）は他学年より、 は実施教科の教員免許状の所有無、算数は少人数） 
 ・第６学年 主：国 １：理 ２：社 ３：家 ４：社         →国、社、理、音、体、家、外 
 ・第５学年 １：国 ２：理 ３兼主：体 ４：家 ５：図 F：算  →国、理、（音）、図、体、家、外 

＜基本スタンス＞学年内教科担任制、高学年を中心に導入、教科の教員免許状を  
所有していなくても十分な指導実績があれば担当、学級経営力を加味した配置 

小学校からの教科専門性向上事業 
瑞浪小学校における教科担任制 

〒509-6115 瑞浪市北小田町１丁目６６番地 

Tel 0572-68-4535  Fax0572-66-1057 

Mail zuisho@city.mizunami.lg.jp 
教科担任制 推進委員長 久野  副委員長 板橋 西尾 

○組織編成（教科担任制推進委員会） 
 校長、教頭×２、教務主任、推進委員長（兼副研究主任）、推進副委員長（編集担 
 当：兼少人数指導委員長、小中連携担当：兼生徒指導主事）、研究主任 
 ※年度当初の時間割作成、学年会（毎週木曜）における打合せの指示、 
   学習状況調査（経年変化）、アンケート（児童・保護者・教員）の実施及び・分析 
  （全体傾向、個別）→啓発資料作成（Q&A集）、小中学校の連携及び円滑な接続 

○時間割編成等の在り方（詳細は別添資料） 
 ※学担→出張授業一覧表→授業者一覧（教科担任）→時間割一覧 
              →特別教室使用時間割→教師の指導一覧表（教科担任制） 

○学級担任と教科担任との情報交換 
 ・学年会（毎週木曜）における情報交換と評価の吟味（教科担任制推進委より） 
  ←特支コーディネーターからの情報（知的障がい・情緒障がい・発達障がい等）   
  ←生徒指導委員会からの要援助児童の情報 
  ←ケース会議（毎週水曜）からの情報（不登校、DV、ネグレクト等） 
 ・学業支援員（７名）との情報共有と連携 

○授業研究会の活用（全員公開・小中交流） 
 ※研究推進と教科担任制のリンク（主に研究内容１：「追究」において実践研究） 
 （１）系統性を意図した単元（題材）の構造化 
 （２）課題達成のための「まなび＝ねらいを達成するための要件」の明確化と手だ 
   ての工夫  ＜第５～６学年以外についても実践し、専門性の向上を図る＞  
・学校支援課訪問（理・音）、事務所訪問（社、体、図工）等の研究会において、実践 
 研究の方向性を協議、ご指導をいただき、その後の実践に生かす。 
・研究内容２：「評価」について、観点別評価モデルの作成を行い、それに基づいた 
 評価において、評価の窓となるキーワードを検証しつつ、教科部会、学年会等で 
 吟味する。 

○指導計画の在り方 
 ※小中連携と研究推進の中で教科主任のイニシアチブ（主に研究内容１「追究」） 
 （１）系統性を意図した単元（題材）の構造化において（小中合同教科部会も実施） 
・学年間・学年内（小中）、校種間の系統性を明確にした年間指導計画の吟味 
・単元（題材）内における各単位時間の順序性・関連性の明確化 

○教材・教具の在り方 
 ※教科主任を中心に、データベース化された教材・教具を、吟味された指導計画   
  に即して整理。 

○指導方法の在り方 
 ※研究推進の中で教科主任のイニシアチブ（主に研究内容１：「追究」） 
 （２）課題達成のための「まなび」の明確化と手だての工夫において 
・効果的な指導・援助を生み出すための児童理解 
・「まなび」に応じた指導方法の工夫・改善（授業アイデア集：H25.9国研参考） 
・今までの算数における少人数指導の実践（実態把握と手だての明確化）を生かし 
 た指導方法の吟味 
 
 

○校外研修及び校内研修 
・総合教育センターの研修講座の活用（受講全２９講座中、悉皆の研修を除く） 
 ＜教科の専門性向上に関する講座＞（道徳、特活は除く） 
 １１講座：算数、国語×２、理科×３、家庭、図工、体育、特支×２ 
 ＜児童理解、組織マネジメント等に関する講座＞ 
 ４講座：コーチング、教育相談×３ 
・総合教育センターの講座受講者による伝達講習 
 職員会、研究職員会、研究推進委員会、教科担任制推進委員会、教科部会等 
 で、伝達講習を確実に位置付ける。 
・全国の先進的な取組を行っている学校への視察及び伝達講習 
 ＜H24視察校＞品川区立第二延山小学校 三鷹市立第二小学校  
                 京都市立陵風小学校 京都市立花脊小学校 
 ※H25は小中の円滑な接続等について、先進校に視察予定 
・瑞浪市教育研究会（小中合同）、保幼小中一貫教育推進委（瑞浪市及び瑞浪中学 
 校区）における授業参観及び研究会等の実施。 
・H25岐阜県学力向上フォーラム、各分科会に参加（実践紹介も）→伝達講習  
 

mailto:zuisho@city.mizunami.lg.jp


現第６学年におけるＨ２４→Ｈ２５の学力の経年変化 

Ｈ２５ 全国学力・学習状況調査 

＜国語＞ 
・「読む力」「言語の知識・理解」の向上 

＜算数＞ 
・「図形」「数量関係」領域の正答率の向上 

＜全体＞ 
・無解答率の低下  

Ｈ２４ 教研式標準学力調査 
＜国語＞ 
▲読んだことを自分で表現する力  
▲言語に対する知識・理解・技能 

＜算数＞ 
▲図形領域の考え方、技能   
▲問題の意味の把握 
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 教担制で教師の専門性を鍛える  Ｚ    Ｅ       Ｐ           

課題達成のための 

「まなび」の 

明確化と手だての
工夫 

系統性を 

意図した 
単元の構造化 

 

５・６年生を中心とした教科担任制だからできる試行と検証（授業改善） 

単元内 
学年間 

達成要件の

細分化 

・○年の□が確実に定着していれば・・・ 
・単元構成の意図性は・・・ 
 

・○と□がわかれば全員が課題達成・・・ 
・実態分析から手だては・・・ 

評価：複数の担当学級で評価方法を吟味して実施、系統性とまなびも検証 
    観点別評価方法のパターン化       思考力・判断力・表現力を図るキーワード吟味 

教科主任のイニシアチブ 

 
全ての教員の教科専門性の向上 

（学級担任による授業も含む）
ポイントは・・・ 
教科担任制によるフィードバック 

授業、学力調査の結果
もふまえて「本校の児
童は□□が弱い。その
ために今日の授業で確
実に力を付ける！」 

複数学級で検証した
結果、今日の授業の
評価方法と手だては
○○が有効！ 

  ducational   
uisho   ffective 

  volutional   roject 

ＺＥ³Ｐ・・・Ｚｕｉｓｈｏ（瑞小）Ｅducational（教育の）Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ（効果的） 
      Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ（発展的）Ｐｒｏｊｅｃｔ（取組） 

  ３ 



教科担任制による学力向上の取組           

具体的な取組（国語、算数の例） 
＜国語では・・・＞ 

○指導事項の系統性、単元で付けたい力を明確にして言語活  

 動を設定） 

○言語事項の確実な指導 

 →辞典等を活用した、意味理解をともなった漢字指導 

 →確実に身に付けるための補充指導 

＜算数では・・・＞ 

○領域の系統性を明らかにしたねらいの設定 

○児童の実態をふまえた指導方法の工夫・改善 

○学習過程の工夫・改善 

 →領域、観点に応じた指導過程の工夫・改善 

 →評価の仕方（第2問題、評価問題等）の位置付け 

教科担任や専門教科の教員が、分析結果や授業改善
の視点を職員会等で提案→全教員の指導力向上 



・系統性をふまえた 
   単元構想図の吟味 

 →指導事項（９年間）の 

  系統性の明確化 

 →指導事項の精選 

・合同教科部会における一 
 貫した課題についての協 
 同的な取組 
 →小・中学校の指導内容 
  の系統性の検討 

 →単元（題材）重複確認 

 →効果的な指導の手だて 
  の検討 

 （Ｈ２５岐阜県学力向上フォーラム 
  礒部調査官講話より） 

・授業参観・合同指導 

 →全校研究会等における 
  授業参観及び研究会へ 
  の参加と感想交流 
・音楽会に向けた小学校での
授業に、中学校教諭が参画
した合同指導 

 

 

  

 
小中の連携及び円滑な接続についての進捗状況 

 

・学力・学習状況調査の 
 分析結果交流から・・・ 
▲文章を分析的にとらえたり関連付
けたりしながら、自分の考えを書
く力 

▲漢字や文法に関する知識・理解 

▲式を的確に読む力 

▲図や表を観察して、問題を解決す
るために必要な情報を選択する力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他にも・・・ 
▲基礎的・基本的な知識及び技能の  

 確実な定着 

▲意欲的な学習姿勢 

▲家庭学習の定着（習慣・方法） 
▲子どもが主体的に取り組む授業改善 

 

 

・中1ギャップ（円滑な接続） 

・小・中の学習における系統 

 性の明確化 

・小・中相互の課題を理解し 

 た上での指導の具体化 

小中の情報交流から
見えてきた課題 

 

系統性を明確にした授
業改善（小中連携） 

小中連携の必要性 系統性 

小中相互の 
乗り入れ授業 

◎小学校教諭による 
    中３の家庭分野の授業 
  （５年間のまとめ） 
  ～自分の成長と家族～ 
・幼い頃の振り返り 
・製作品（小）の振り返り 
・今までのわたしの成長 
 （小学生の時との比較） 
・これからの家庭生活 
 
 
 
 
◎中学校教諭による 
   小６の技術分野プレ授業 
 ～材料と加工～（ガイダンス） 
・箸置き作りへの願いの共有 
・製作の見通し 
・工具使用の示範 
○切断作業 
○やすりがけの師範と作業 
 



児童アンケートの結果と分析 （第５、６学年 ６、１０月実施） 

 

教科担任制と学力の相関 
・設問１で、①②が増加。④のうち75％（６年）が、設問２で③④と回答。 

（幅は小さいが正答率は上昇：国語ＡＢ算数Ｂともに正答率５割程度） 

→個のつまずきを予想した手だての工夫、変容を実感させる評価 

学級経営との関わり 
・設問７ ３５％（６月）→２３％（１０月） 

→情報交換（学年会等）により、多くの教員で実態把握、対応できた効果 

→行事（運動会等）における学級担任等による生き方指導の充実 

児童のニーズ 
・ほぼ全教科で教科担任の授業を望んでいる。（6月とほぼ同率） 

・4年生からの教科担任制を望む率が高い。（教員アンケートでも同様） 

アンケート＜児童用＞６・１０月比較 

質問 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 



上段：６月 下段：１０月 アンケート＜教師用＞６・１０月比較 

１時間の授業の
教材研究を行う
時間が増加 
→児童に学力定着
→負担感の減少 

 
「多くの教員で実 
 
態把握、対応」 
 
の成果が出てい 
 
る。 

 
 
 

全教科で実施 
すべき。 
４年生の教科数
は？ 

授業時数の偏りを解消・移動時間の確保 
→ Ｈ２６教育課程の課題 



 

 
 
 
                    品川区立旗台小学校 
                    品川区立荏原第五中学校 
                    品川区立伊藤小学校 
 
 
 
 
 
 
姫路市立白鷺小・中学校   
高槻市立赤大路小学校 
 

県外研修 



 
 

成果と課題 

 ・学力・学習意欲の向上 

・教科専門性の向上 

・複数教員による 
     生徒指導の充実 

・時数の調整が困難 

・移動時間の確保 

・学級担任による 
   学級指導の充実 

成果 

課題 
月 火 水 木 金 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

月
曜
日
課 

教科担任制の成果と課題及び来年度の教育課程 

教科の本質的な楽
しさを教えられる 

多クラスで様々な
手だて→専門性を
鍛えることに 

多くの教員で情報共有、指導することで効果的な指導 

休み時間が短く、移動
が間に合わない？ 
 １時間目が特に・・・ 

授業時数の偏り（月
曜、その他の行事） 
→学級間の時数差 

教科担任制だからこそ、朝の会や帰りの会が大切 

月 火 水 

１ 国 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 社 

改善案（１） 時数調整 

①毎月の指導部会・職員  
 会を月曜日に固定 
 
②月６に自学級・自教室 
 での授業の位置付け 
 →会議の週に一単位時間を変更 
（月６の時間を月１から順に位置付け） 
 
③日課変更 
 不足しがちな月曜日 
  課を火、水、木・・・と 
  順に位置付け 
 

 
 

①朝の会・帰りの会の充実 
   →めあての確認、価値付け、課題への指導等 
②学年会の充実(詳細な情報交流、共通理解） 
  →複数教員から価値付け 
  →課題への早期対応、複数指導（不登校等も） 
  ※→不登校児童の激減 

改善案（３） 学級担任による学級指導の充実 

 

 
 

①移動機会の減少 

  →教科担任の特別教室授業を固める 
  →特別教室の時間割を２限もしくは３限に 
②授業内容の改善 
  →一単位時間でねらいを達成する授業構成 
  →授業終了時刻の厳守 
 

改善案（２） 移動時間の確保 

 



東濃教育事務所の取組 

○学校支援課訪問（瑞浪小学校） 
  各市教育委員会も参加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

多治見市 土岐市 
恵那市 中津川市の 
各市教育委員会から参加 

東濃全域で 
「教科担任制」等の 

取組を推進 



瑞浪市教育委員会の取組 

○教科担任制の啓発 
  校長会、教頭会、教務主任会・・・ 
 
○先進校視察（瑞浪市教育研究所） 
  京都市立開睛小・中学校 
  「小・中９年間をつなぐ授業の創造」  
 

 

 

 

 

 

 

 

○市全体で学力向上の取組を推進 



平成２６年１１月 東濃地区教育推進協議会 小学校研究発表会 
研究主題 
「問い続ける子～確かな学力を身に付ける授業の創造～」 
研究内容１≪追究≫ 
・系統性を意図した単元（題材）の構造化 
・課題解決のための「まなび」の明確化と手だての工夫 
研究内容２≪評価≫ 
・観点別の効果的な評価の工夫・改善 

★教科担任制の実践も発表 
★教科担任制Ｑ＆Ａ集配布 
  
 



小学校からの教科専門性向上事業 
～瑞浪小学校における教科担任制の取組～ 

平成２５年度 第２回 研究開発実践校連絡協議会 

瑞浪市立瑞浪小学校 
 教科担任制推進委員長       
 教科担任制推進副委員長     
 （小中連携担当）        
                  

 

久野智治 
西尾   新 


