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カリキュラム・マネジメントによる学校改善に関する研究
−

小・中学校におけるカリキュラムの計画(P)、実施(D)、評価(C)、改善(A)の取組 −
猪

熊

直

樹１

より良い学校づくりのためには、教員一人ひとりがカリキュラム・マネジメントに関する能力を身に付け、
カリキュラム・マネジメントを積極的に推し進めていく必要がある。本研究では、小・中学校でカリキュラム
・マネジメントを展開する上で重要となる、計画(P)、実施(D)、評価(C)、改善(A)の各段階における主な取組
とそれを推進する組織について提案する。
研究の内容

はじめに
平成 17 年 10 月に中央教育審議会がまとめた「新し
い時代の義務教育を創造する（答申）」は、「我々は、

１

カリキュラム・マネジメントと PDCA サイクル
カリキュラム・マネジメントとは、学校または教員

これからの新しい義務教育の姿として、子どもたちが
よく学びよく遊び、心身ともに健やかに育つことを目

が学校教育目標に基づき、児童・生徒や地域等の実態
を踏まえて開発したカリキュラムを、計画(P)し、実施

指し、高い資質能力を備えた教師が自信をもって指導
に当たり、そして、保護者や地域も加わって、学校が

（D）し、評価（C）し、改善（A）を図るという一連の
サイクルを計画的・組織的に推進していくための条件

生き生きと活気ある活動を展開する、そのような姿の
学校を実現することが改革の目標であると考える。」

づくり・整備を行い、経営的な活動を展開していくこ
とであり、学校経営の中核的機能を担うものである。

と述べている。現在、学校は教育改革の大きな流れの
中にあり、学校における教育活動や教員の指導の在り

カリキュラム・マネジメントによって、教員が共通
理解をしながら組織的・継続的にカリキュラムを計画

方について改革が求められている。学校が、より良く
変わっていくためには、組織及びその運営全般にわた

(P)、実施(D)、評価(C)、改善(A)していくことで、教
科内や学級内にとどまらないカリキュラムの改善や開

るシステムを見直し、学校づくりや学校全体のカリキ
ュラムについて、教員一人ひとりが考え、話し合って

発が可能になる。こうした PDCA サイクルを繰り返すこ
とで、学校をより良く改革していくことができるので

いく必要がある。
学校が活力ある学校を目指して主体性を発揮し、創

ある。

意工夫のある教育活動をしようとするとき、カリキュ
ラム・マネジメントが必要であると言われている。前

２

述したように、現在、教員が一丸となって学校を改善
していく時期に来ている。学校の教育活動を充実させ

ュニケーションをとりながら教育活動を進めていくた
めの話し合いの場が不可欠であり、そのための体制を

るために、教員一人ひとりがカリキュラム・マネジメ
ントに関する能力を身に付け、カリキュラム・マネジ

つくらなければならない。前例や習慣に倣った単なる
例年どおりの繰り返しでなく、教員が目標に向かって

メントを積極的に推し進めていくことが、より良い学
校づくりにつながっていくのである。

PDCA サイクルを迅速に回していくことができる体制づ
くりが重要である。

研究の目的

神奈川県では平成 18 年度より各学校にグループと
企画会議が置かれ、より組織的・機動的な学校運営体

カリキュラム・マネジメントの推進体制づくり
カリキュラム・マネジメントを推進するには、コミ

本研究は、生き生きと活気ある活動を展開する学校

制が整備された。本研究では、グループをカリキュラ
ム・マネジメントを実質的に推進する組織とした。ま

を実現するために、教員のカリキュラム・マネジメン
ト能力の養成・向上に資することを目的とする。

た、グループごとの目標や活動を有機的に結び付け、
教育活動全体を把握する役割を担う組織を企画会議と

本年度は、カリキュラムの計画(P)、実施(D)、評価(C)、
改善(A)の各段階における主な取組とそれを担当する

した。
実際の各学校におけるカリキュラム・マネジメント

組織を示すことにより、各校のカリキュラム・マネジ
メントの推進に資する。

の推進体制づくりにおいては、神奈川県における学校
運営体制を基本として、各学校の実情に応じて、組織
や構成メンバーを工夫していくことが必要である。

1

カリキュラム支援課

研修指導主事
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第１表

カリキュラム・マネジメントを推進する組織
と役割の例

組織

構成メンバー

長

の仕方を分かりやすく表現できる構成にする。また、
取組の成果と課題を検証するための評価方法について

主 な 取 組

も記述する。

学校経営計画の作成
校

に対する資源（人、モノ、時間、予算）の配分や活用

イ

「学校評価のまとめ」の作成

企画会議

職員会義

校長

学校経営計画の企画立案

例えば、人的資源として教員は言うまでもなく、PTA

教頭

学校評価の企画立案

や各種ボランティア等、また物的資源では校舎や校庭、

総括教諭

各グループ間の調整

その他校長が必要と

業務の進行状況を踏まえた校

認めた者

長への報告・意見具申 等

全教員

カリキュラムについての共通
理解 等

所属の教員

重点目標の達成状況についての評価方法を明確にし、
その内容を学校経営計画の中に盛り込む。評価方法に

３ 計画（P）段階での主な取組

は、教員や児童・生徒、保護者、地域の人々へのアン
ケートや意見聴取等が考えられるが、学校経営計画作

計画(P)段階での主な取組を担当する組織の例

企画会議

た資源には限りがある。
学校経営計画を作成する段階で、重点目標を達成す

を付けて資源を配分する。
ウ 重点目標に関する評価計画

カリキュラムの評価

担当する組織

し、いつでもそれらの資源が使えるわけではなく、ま

るように計画する。また、それぞれの取組に優先順位

カリキュラムの実施
カリキュラムの改善

第２表

図書室、パソコン室等多くの資源が考えられる。しか

るための「具体的な取組」に重点的に資源を配分でき

カリキュラムの計画
グループ

「具体的な取組」に対しての資源の配分

学校には人、モノ、時間、予算という資源がある。

等

主な取組
学校経営計画の企画・立案
カリキュラム編成の基本方針の検討

カリキュラム担当グループ

年間行事計画等の検討

グループ

年間指導計画の検討

成の段階で、評価票を作成しておく。評価票には、重
点目標の達成状況が分かるような具体的な設問を設定
する。
こうした評価計画を作成しておくことで、学校経営
計画の中に、評価についてより具体的に記述すること
が可能になる。
学校経営計画

(1) 学校経営計画の企画・立案
本研究では、昨年度、カリキュラム・マネジメント
を展開することにおいて重要となるグランドデザイン

学校教育目標・重点目標

について、学校教育目標・重点目標やそれを達成する
ための「具体的取組」の設定等に教員が組織的にかか

実効性のある校内運営組織（グループ・グループリーダー）

わりながら作成していくための具体的手順を提案した。
学校経営計画は、このグランドデザインを更に具体的

目標達成に向けての具体的な取組

にした計画であり、校長によって作成されるものであ
る。

取組に対する資源（人、モノ、時間、予算）の活用

学校経営計画は、学校教育目標や学校経営方針を掲
げた上で、それを達成するための道筋に十分な具体性

評価方法

が必要である。学校の進むべき針路を明確に表し、そ
れに従って学校づくりに取り組む上で、教員がどのよ

第１図

学校経営計画の主な構成内容

うな体制で、どのような資源（人、モノ、時間、予算）
を活用し、どのような取組を行い、それをどう評価す

(2) カリキュラムを計画する
ア カリキュラム編成の基本方針の検討

るかが具体的に分かるように表現する。
ア 学校経営計画の構成内容

カリキュラムを計画するに先立ち、カリキュラム編
成の基本方針を設定する。まず、学校経営計画にある

学校経営計画の構成内容としては、学校の概要や児
童・生徒の実態、目標や方針等、多岐にわたっている

「具体的な取組」を進めるために、それらをカリキュ
ラムの中に確実に位置付けるようにする。そして、そ

が、これらすべてを網羅すればよいというわけではな
く、また、主要なものを並べて記述すればよいという

の取組を誰（担当グループ等）が、いつ、どこで、ど
のように実施するのかを明確にした計画を作成するこ

ことでもない。構成内容には、目標の達成に向けての
「具体的な取組」を示すことが重要であり、その取組

とを基本方針とする。
また、「具体的な取組」だけでなく、カリキュラム
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の計画にかかわるそれぞれのグループにおいて、学校

イ

年間指導計画の検討

教育目標や重点目標の達成に向け、重点となる教育活

年間指導計画には、多様なものがあるが、担当する

動を検討し、その充実が図られるようにする。
さらに、カリキュラム・マネジメントは、学校教育

それぞれのグループが、計画の中に「具体的な取組」

目標や重点目標達成に向けて推進されることは言うま

ける。また、「具体的な取組」以外にも、それぞれの

でもないが、学習指導要領や国の指針等を再度確認し

グループで重点目標達成のために、特に有効と考えら

ておくことが必要であり、基本方針の中に盛り込む。

れる行事や単元等について検討し、指導の重点化を図

その確認事項は、次のとおりである。

る。

・「確かな学力」の向上に関すること
カリキュラムの計画における「確かな学力」の育成

をいつ、どのように実施するのかを明確にして位置付

また、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時
間の年間指導計画の作成に当たっては、第一にすべて

成のためにバランスのとれたカリキュラムの計画とす

の児童・生徒に学習指導要領の内容の定着を図ること
を目標とする。

る。
・指導方法・指導体制の工夫に関すること

４

個に応じた指導や発展・補充的な学習の充実のため
に、その指導法や指導体制について工夫し、計画の中

第３表

の視点を明確にすること。また、「確かな学力」の育

に位置付ける。
・保護者・地域社会との連携に関すること

実施(D)段階の主な取組
実施(D)段階での主な取組を担当する組織の例

担当する組織

学校と保護者・地域社会が協働できる教育活動を計
画する。また、教育活動の評価への参画の機会や場を
設ける。
イ カリキュラムの基本的構成

主な取組

企画会議

「具体的な取組」の進行管理

各教員

授業の実施

(1) 授業の実施

学校教育目標や重点目標の達成に向けて、どのよう
なカリキュラムを計画していくことが最も有効である
のか、教員の創意を最大限にいかしつつ検討していく。
しかし、ここでも基本となることは、「具体的な取組」
に対しての資源の集中であり、それが可能になるよう
にカリキュラムの基本的な部分を構成する。
(ｱ) 年間行事計画の検討
各グループ等での年間計画の検討に先立って、教員
が主な行事の活動内容、時期を共通理解するために年
間行事計画を作成する。
学校経営計画に盛りこまれた取組と関係する行事を
最優先に位置付け、前年度の反省等から教育的効果の
低いものや成果の確認できないものは思い切った見直
しを行う。
(ｲ) 日課や週時程の設計
日課表や週時程の設計に当たっては、時間の細分化
等、時間の活用の方法を弾力的に考え、学校教育目標
・重点目標達成のために最も効果的な時間運用を選択
する。
(ｳ) 各教科等の年間授業時数の確保
各教科等の年間授業時数を確保し、配当する。また、
年間や学期、月ごとの総授業日数や授業時間数も合わ
せて示す。
(ｴ) 指導方法・指導体制
ティーム・ティーチングや少人数指導、小学校にお
ける専科教員による指導等の基本的な計画を作成し、
その中で、人的資源をどの時間に投入するのか、個に
応じた指導にどう対応するのかを具体的に示す。

授業には、基本的に日々の改善が必要である。その
ためには、１単位時間、あるいは１単元の授業におい
て、計画、実施、評価、改善の一連のサイクルを回し
ていくことが重要になる。この PDCA サイクルが繰り返
されることで、絶えず授業を改善していくことができ
る。
具体的には、授業前の指導計画や使用する教材、指
導形態等の検討、実際の授業での児童・生徒の反応の
観察、授業後の観察記録やノートの記述等からの評価、
そして、その評価の結果から授業の改善策を考える。
改善策が、次の授業や単元につながるものであれば、
すぐに改善をし、次年度につながるものであれば、申
し送りができるように記録を残しておく。
また、授業者の個々の取組に加えて、グループ内の
教員との協力した取組により、授業を充実させる。学
年や学級の児童・生徒の実態等の情報交換をしながら
指導計画を考えたり、授業参観を通して感想や意見を
述べ合ったりすることができる場を設定する。
(2) 「具体的な取組」の進行管理
重点目標を達成するための「具体的な取組」の進行
状況を管理するために、それぞれのグループが、いつ、
何を行うかを示した「具体的な取組」の一覧表を作成
し、掲示する。こうすることで、「具体的な取組」に
対する教員の意識を高めることもできる。
また、あらかじめ設定しておいた評価の観点に従っ
て、学期ごとに中間評価をしたり、評価のための資料
を収集したりしておく。
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ている保護者や地域の人々に、カリキュラムについて

５ 評価(C)段階の主な取組

のアンケート調査を実施し、その結果を参考とする。
第４表

評価(C)段階での主な取組を担当する組織の例

担当する組織

カリキュラムについては、項目によって保護者や地
域の人々では回答しづらいものもある。教員の行った

主な取組

企画会議、グループ

「具体的な取組」の評価

評価の項目を精選し、「この部分を是非聞きたい。」

カリキュラム担当グループ

カリキュラム評価

という項目のみを実施する。また、児童・生徒に対し

グループ

単元評価からのカリキュラム評価

てのアンケートの結果もカリキュラム評価の資料とす
る。
(2) 「具体的な取組」の評価

(1) カリキュラム評価
カリキュラム評価は、カリキュラムそのものを評価

年間指導計画の中に位置付けた「具体的な取組」を

する活動であり、学校評価と授業評価の橋渡しとなる

評価する。評価に当たっては、主に、あらかじめ設定

ものである。学校教育の根幹となるものはカリキュラ

しておいた「評価の観点」に沿って判断する。また、

ムであり、学校教育目標や重点目標を達成し、はぐく
みたい児童・生徒像を実現するためには、カリキュラ

課題や改善策を探る上でも、取組の記録や実施後の児
童・生徒、保護者の感想や意見、アンケートの結果等

ム評価の充実が不可欠である。
カリキュラム評価を行う場合、多元的な視点でカリ

も判断材料とする。
また、それぞれのグループで重点目標達成のために、

キュラムを評価していくことが大切である。実施した
カリキュラムによって、児童・生徒はどのような学習

重点化を図った取組についても「具体的な取組」と同
様に評価する。

経験を積み、どのような力をはぐくんできたのかを多
様な資料を収集して把握し、その分析からカリキュラ

(3) 単元評価からのカリキュラム評価
実施されたカリキュラムにおいて、児童・生徒はど

ムを評価する。資料収集には、様々な方法が考えられ
るが、まず授業評価や単元評価の結果を蓄積して、カ

のような学習経験を積んで、どのように成長したかを
知るためには、日常の授業の中で評価を継続して実施

リキュラムの改善を図っていく。その上で、年度末や
学期ごとに、カリキュラム全体を見渡した、教員や児

する必要がある。特に単元の終了時には、実施した単
元を振り返って、教員同士が互いに意見交換をする。

童・生徒等による評価を実施し、カリキュラム評価の
資料とする。

その上で、ねらい、教材の妥当性、指導内容、順序性、
時間配当、指導形態等のカリキュラムの主要な構成要
素と結び付く事柄は、記録を蓄積し、カリキュラム評
価に役立てる。

単元（授業）評価の蓄積からの評価資料
○教員の自己評価（授業、単元評価シート）

○授業研究での教員の評価

○授業参観時の保護者等へのアンケート

○児童・生徒の観察記録

６

改善(A)段階の主な取組

○児童・生徒のノート、作品、テスト結果 等

第６表 改善(A)段階での主な取組を担当する組織の例
担当する組織

カリキュラム評価

企画会議

主な取組
「学校評価のまとめ」の検討
評価結果や改善策の公開

カリキュラム全体を見渡した評価資料

カリキュラム担当グループ

カリキュラム改善案の検討

グループ

カリキュラムの改善策の記録と保管

○教員の評価（カリキュラム評価シート）
○児童・生徒、保護者等へのアンケート

第２図

○第三者からの意見聴取 等

(1) カリキュラムの改善
カリキュラム評価の結果から、カリキュラムの改善

カリキュラム評価のための資料収集の例

ア カリキュラム評価シートの作成

を検討する。カリキュラムの改善は、マイナスの評価
を課題として改善を図るということも必要であるが、

カリキュラム評価を実施するには、カリキュラム評
価シートを活用する。評価シートを作成する際は、重

実施されたカリキュラムを更により良いものにしてい
くという視点でも改善策を検討する。

点目標やカリキュラム編成の基本方針を踏まえ、評価
項目を精選していく。

カリキュラムの改善は、指導計画の単元配列や単元
構成等のようにグループレベルで改善が可能な場合と

イ 児童・生徒、保護者等への調査
学校自らがカリキュラムを客観的に評価するには、

学校全体の資源（人・モノ・予算・時間）にかかわる
ものや広範囲のカリキュラムの改善が必要なもの等、

教員だけの評価では不十分である。そこで、評価の信
頼性を高めるために、学校の様子を比較的よく把握し

学校全体での調整が必要な場合がある。
ア カリキュラムの改善策の記録と保管
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グループで可能な改善は、確実に引継ぎができるよ

２

カリキュラム・マネジメントの推進体制

うに改善策の記録文書を一定の場所に保管し、次年度

本研究では、企画会議をカリキュラム・マネジメン

の担当者は、必ずそれを参考にして計画を立てるよう
にする。また、改善策を踏まえ、年度内に作成できる

トを推進するための中核組織として位置付けている。

次年度計画は、あらかじめ立案しておく。

奈川県教育委員会 2005）では、企画会議の役割として、

イ 「カリキュラム改善案」の検討

｢学校運営上の重要事項等について企画立案を行う｣と

「新たな学校運営組織・教員の新たな職について」（神

学校全体の調整が必要な改善は、「カリキュラム改

している。学校において重要なものは、カリキュラム

善案」としてまとめる。これは、学校評価の重要な資

である。児童・生徒の成長は、どのようなカリキュラ

料として、さらに十分な検討を加える。

ムが提供されるかによって大きく左右される。つまり、
学校は、より良いカリキュラムを児童・生徒に提供す

(2) 「学校評価のまとめ」の検討
学校評価の結果から、カリキュラムの改善を含め、
改善策を協議し、「学校評価のまとめ」の原案につい

るという重大な責務がある。このようなカリキュラム
の重要性に鑑み、企画会議が学校におけるカリキュラ

て検討する。また、作成後には外部評価者に説明し、
意見を聴取する。意見聴取を依頼する対象としては、

ム・マネジメントの中核組織となることが妥当と考え

学校評議員、地域の方々等が考えられる。外部評価者
の客観的な視点は、ポイントを突いていることが多く

役割を担うことになる。企画会議とグループ、そして
グループ同士が密接に連携し、カリキュラムの計画(P)、

ある。また、大学や教育研究機関の職員、学識経験者
等に「第三者評価」を依頼しても良い。

実施(D)、評価(C)、改善(A)を推進していく必要がある。

外部評価者等の意見を参考に、「学校評価のまとめ」
を再度検討する。作成された「学校評価のまとめ」は、

おわりに

る。また、カリキュラムを担当するグループも重要な

教員が共通理解し、次年度の計画に結び付けていく。
(3) 評価結果や改善策の公開

調査研究協力員会では、各校のより良い学校づくり
のための取組事例を収集するとともに、カリキュラム

保護者や地域の人々、意見聴取した外部評価者等に
は、問題意識の共有化を図るために、調査結果や「学

・マネジメントを推進する上で重要となる組織や取組
について検討を重ねた。そして、これまでの研究成果

校評価のまとめ」を報告・公開する。学校の課題や改
善の方向性について、共通理解ができる環境を整える

を「小・中学校の教員のためのより良い学校づくりガ
イドブック 〜カリキュラム・マネジメントの推進〜」

ことが、より良い学校をつくっていく上での土台とな
る。

としてまとめた。
研究を進めるに当たって多大な御協力をいただいた

まとめ

皆様に厚く感謝申し上げる。特に、千葉大学天笠茂教
授には多くの御教示をいただいたことに深く感謝する
次第である。
［調査研究協力員］

１ カリキュラムの PDCA
現在、学校は独自の特色あるカリキュラムを計画す
ることが可能であり、また、それが求められる時代に

海老名市立有馬小学校
座間市立ひばりが丘小学校

鷲野 昭久
田中 明

なってきた。しかし、学校独自の特色あるカリキュラ
ムの計画であっても、各グループの目指す方向がばら

茅ヶ崎市立鶴嶺中学校

高橋

小田原市立白山中学校

堀

ばらであったり、明確でなかったりしたら意味がない。
まず、「計画(P)段階における主な取組」で述べたよう

［助言者］
千葉大学

一生

天笠

賢一郎
茂

に、学校経営計画をカリキュラムに反映さることが重
要であり、その上で、各グループ、各担当が目標の達
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