
Ｑ５ 学級担任として自クラスの児童と向き合う時

間を確保するためには、どのような工夫が考え

られますか。

（例）児童の多面的な理解は深まるが、学級担任と

のかかわりが薄れる

交換授業が増えると時間割編成が煩雑になり、学級担任が自学級を

離れる時間が増加します。児童の実態や発達段階を考慮し時間割を編

成することが重要です。また、児童の朝の様子を確認するために、１

時間目は学級担任が指導する教科とすることが考えられます。

学級づくりの観点から、教科担任制を段階的に導入することもでき

ます。年度当初の一定期間、学級担任と児童との信頼関係や児童相互

の人間関係をはぐくむために学級担任制でスタートし、その後に教科

担任制を行うスロースタートが考えられます。但し、少人数授業（同

室複数指導も含む）については、４月当初から実施しなければなりま

せん。

何よりも大切なことは、他の教員との協働体制を確立し、「全ての子

どもを全ての教員で見ていく」という風土づくりが重要です。

（参考）

・平成２４年度新学習システムの推進に係るQ＆A

「３兵庫型教科担任制（小学校第５・６学年）Q９、Q１１」

・「兵庫型教科担任制」リーフレット①〈運用上の課題と工夫例 Q１、Q２〉

Ｑ６ 教科担任制により担当していない教科の指導

力を高めていくためには、どのような工夫が考

えられますか。

（例）経験年数の浅い教員が複数年連続して同じ教

科を担当することで、担当していない教科の

指導力が育ちにくい

交換授業を行うことによって、他のクラスの児童の実態も考慮しな

がら、同じ内容の授業を複数回実施する機会が増え、授業研究が促進

されるというメリットがあります。また、同じ教科を複数年連続で担

当するのではなく、１～２年ぐらいのスパンで担当教科を変更するな

どの工夫が考えられます。

〔平成23年度兵庫型教科担任制全県協議会 バネルディスカッションより〕

Ｑ７ 学級担任と新学習システム教員との打合せの

場をどのように設定すればいいですか。

（例）学級担任と新学習システム教員との打合せの

時間をとるのが難しい場合がある

打合せの時間については、職員会議や校内研修の前後に学年打合せ

を定例化するなどの工夫が考えられます。また、日々の業務の中では

児童の授業中の様子などについては、口頭又はメモで速やかに伝える、

個人カード等を作成し情報を共有化するなどの取組が行われていま

す。

（参考）

・「兵庫型教科担任制」リーフレット①〈運用上の課題と工夫例 Q５〉

・「兵庫型教科担任制」リーフレット②

（配意事項及び運用上の工夫について (３)時間割編成、その他⑤）

Ｑ８ 第５学年、第６学年ともに単学級です。教材

研究をしても一度しか授業ができないのです

が、教科担任制を推進するメリットとしてどの

ようなことがありますか。

（例）単学級では、教材研究をしても一度しか授業

ができない

児童側のメリットとして、複数の教員が児童にかかわることにより、

児童の人間関係や学習経験の広がりが期待できます。

また、教員側のメリットとして、２学年にまたがって教科を担当す

ることにより、教科の系統性を意識した教材研究や学習指導の充実を

図る教育効果があります。

（参考）

・「兵庫型教科担任制」リーフレット①〈運用上の課題と工夫例 Q３〉

Ｑ９ 学級担任が担当していない教科の授業時間外

の個別指導や家庭学習の指導について、どのよ

うな工夫が行われていますか。

（例）授業時間外の個別の学習指導の時間の確保が

難しい

学習タイムや補充学習の指導、家庭学習の点検や評価については、

学校の実態に応じて、学級担任と教科担任や新学習システム教員との

役割分担を明確にして進めています。

（参考）

・「兵庫型教科担任制」リーフレット①〈運用上の課題と工夫例 Q４〉

Ｑ10 理科の生物教材など天候に左右される教材の

指導については、どのように進めればいいです

か。

（例）時間割が固定しており、理科の観察等に適切

な時間が設けにくい

学年打合せなどで年間指導計画に基づいた次週の時間割を検討し、

計画的な時間割変更や、時には臨機応変に時間割変更を行う工夫が必

要です。

（参考資料一覧）
・「兵庫型教科担任制」実践研究のまとめ（平成２３年１月）義務教育課ホームページ参照
・「兵庫型教科担任制」リーフレット①（平成２３年５月）義務教育課ホームページ参照
・兵庫型教科担任制実施例データベース（平成２３年８月）各校に電子で配布
・「兵庫型教科担任制」リーフレット②（平成２４年１月）義務教育課ホームページ参照
・「兵庫型教科担任制」〈時間割例〉（平成２４年１月）各校に電子で配布
・平成２４年度新学習システムの推進に係るQ＆A（平成２４年４月）各校に電子で配布
※義務教育課ホームページ：http://www.hyogo-c.ed.jp/~gimu-bo/index.html （「兵庫県教育委員会」で検索）

（課題の改善策）

Ｑ１ 奇数学級の場合、時間割編成が煩雑にならな

いような交換授業として、どのような教科選択

が考えられますか。

（例）３学級の場合、交換授業の組み合わせが単純

にはいかない面がある

例えば同学年３学級の場合、理科、社会、体育等で交換すれば時間

割変更が容易な一方、それ以上の教科を含めて交換した場合には時間

割変更が煩雑になることもあります。

（参考）

・「兵庫型教科担任制」リーフレット① 交換授業の運用が難しい学校の実施例

・「兵庫型教科担任制」リーフレット②

（配意事項及び運用上の工夫について (3)時間割編成、その他①）

・兵庫型教科担任制実施例データベース

Ｑ２ 交換授業の理科を連続２時間で実施している

場合、同時間帯にどの教科を設定すればいいで

すか。

（例）理科は実験等で２時間連続の授業が必要であ

るが、社会の２時間連続はあまり必要ではな

い

交換授業で理科を選択している場合、連続２時間の理科と同じ時間

帯に、交換授業の社会と専科授業の書写や音楽とするなどの時間割編

成が考えられます。

（参考）

・「兵庫型教科担任制」〈時間割例〉

Ｑ３ 教員の急な出張や年休時の時間割変更をスム

ーズに行うためには、どのような工夫が考えら

れますか。

（例）出張や年休等で時間割変更をする場合の調整

が難しい

自習を増やさない対応として、その日の少人数授業は取り止めて当

該学級に戻し、少人数担当教員が代わりに授業を行うことも可能です。

また、児童の突発的な生徒指導上の問題等が生じた場合の対応方法

については、あらかじめ基本的な動きについて共通理解しておきます。

（参考）

・「兵庫型教科担任制」リーフレット②

（配意事項及び運用上の工夫について (3)時間割編成、その他②③④）

Ｑ４ 学校行事等で教科担任制が実施できない場合

は、どのような工夫が考えられますか。

（例）体育大会や水泳指導、音楽会などの特別時間

割になったとき、「兵庫型教科担任制」の時間

割が崩れる

自然学校、プール指導、運動会や音楽会の準備期間など、授業変更

が頻繁に行われる時期には計画的に学級担任制で行うなど、年間の行

事予定等に対応しながら学級担任制と教科担任制を使い分けることも

可能です。そのために、担任の交換授業をできるだけ同一時間帯に設

定しておくことが重要です。

（参考）

・「兵庫型教科担任制」リーフレット①〈運用上の課題と工夫例 Q１、Q２〉

・「兵庫型教科担任制」リーフレット②

（配意事項及び運用上の工夫について (1)教科担任制②）

（最終ページに続く）

「兵庫型教科担任制」リーフレット③

「兵庫型教科担任制」の充実に向けて

「兵庫型教科担任制」は、学力向上や小学校から中学校への円滑な接続を図る観点から、「教科担任制」と「少
人数学習集団の編成」を組み合わせて、平成２４年度は全県で実施しています。 
 平成 24 年度推進状況調査では、①児童の学習意欲の向上や学習理解の深化、②教職員の組織的・協力的な指
導の充実、③中学校進学後の学校適応の向上について、実施年数が長い学校ほど、その効果を実感しています。  

一方、導入時においては、時間割編成・変更や打ち合わせの時間確保等について工夫が必要であることから、
配意事項及び運用上の工夫等についてリーフレット（平成 23 年５月、平成２４年１月）で周知するとともに、
小・中連携推進専門員を派遣し、学校の実情に応じた支援をしてきました。 
 平成２５年度兵庫型教科担任制の実施にあたり、小・中連携推進専門員の学校訪問や推進状況調査で得られた
課題の改善策について一層の周知を図るため、本リーフレットを作成しました。今後、各学校においてこれまで
配布した資料も参考に、「兵庫型教科担任制」をより効果的・効率的に推進し、小学校高学年の教育及び小・中
学校連携の充実が図られることを期待します。 

  
  
 
  
 
  

◆ 平成25年度「兵庫型教科担任制」について 

 教科担任制：国語、算数、理科、社会から2教科以上選択し、担任の交換授業を実施することを原則とする。 

 少人数授業：国語、算数、理科から1教科以上を選択し、学年や学級を少人数学習集団に編制する少人数授業 

       （同室複数指導を含む）を実施する。 

 ※平成24年度と同様です。より教育効果を高めるよう学校の実情に応じて適切な教科選択をしてください。 



１ 教育効果

(1) 学力向上の推進

(2) 生徒指導の充実

(3) 小・中学校の円滑な接続

２ 兵庫型教科担任制の推進体制

３ 兵庫型教科担任制を生かした小・中学校連携

「兵庫型教科担任制」は、ほぼ全ての学校において推進体制が確立されている。また、導入時には①交換教科の適切
な教科選択、②時間割編成や打合せの時間の確保、③学習方法や児童理解に関する研修の在り方等の課題はあるが、実
施年数の経過とともにそれらは解消されていく傾向にある。

小・中学校連携の取組では､教員や児童生徒の交流が促進されているが、学力調査などによる課題の共有とそれに基づ

くカリキュラム作成は十分には促進されていない。

平成24年度兵庫型教科担任制推進状況調査 結果概要

【調査内容】
１ 学校質問紙調査（平成 24 年 7 月）
○小学校 ７４２校：平成 24 年度兵庫型教科担任制実施校
○中学校 １８３校：平成 21･22 年度兵庫型教科担任制実施校が校区にある中学校

２ 児童生徒・保護者調査（平成 24 年 9 月）
○児 童 ７２２名：兵庫型教科担任制導入４年目の２９校の小学校６年生（抽出調査）
○保護者 ６８７名：児童質問紙に回答した児童の保護者
○生 徒 ７４５名：中学校２年生(兵庫型実施校出身 513名、未実施校出身 232 名)(抽出調査)

「兵庫型教科担任制」は、学習意欲の向上、学習内容の理解の深化等について、小・中学校、児童、保護者から肯

定的に評価されている。

「兵庫型教科担任制」は、教員との人間関係の広がり等について、小・中学校、児童、保護者から肯定的に評価さ

れている。

「兵庫型教科担任制」で学んだ児童は、中学進学後、多くの教員や生徒とのかかわりにとまどいを感じる割合が低

く、小学校から中学校への円滑な接続について、中学校、生徒、保護者から肯定的に評価されている。
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小学校：「兵庫型教科担任制」では教師の専門性を発揮した学習指導が行いやすい

児 童：教えてもらう先生がかわって、授業を楽しいと思うことが多くなった

児 童：教えてもらう先生がかわって、よく分かる授業が増えた

保護者：担当する教員がかわって、児童の学習に対する意欲が高まる

保護者：担当する教員がかわって、児童の学習に対する理解は深まる

中学校：「兵庫型教科担任制」は中学校入学後における学力向上に効果がある

小学校：約９割が肯定的に評価
・教材研究に深まりが出て、楽しさのある授業、きめ細か
な指導を展開できる。

児童：約８割が肯定的に評価
・先生の得意な科目を教えてもらえるので、分かりやすい。
・いろいろな先生と授業ができて、楽しい。
保護者：約８割が肯定的に評価
・その教科が得意な先生が担当されているので、専門性の
高い指導を子どもたちが受けることができる。

中学校：約９割が肯定的に評価
・教科担任制により、同一教科で統一した指導が行われる
ようになった。

小学校の時に担任の先生以外に教科の勉強を教えてもらったことが、
中学校の学習や生活に慣れるのに役立ったと感じている生徒
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54.6%

47.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

小学校の時に担任の先生以外に教えてもらった教科数：１～２

小学校の時に担任の先生以外に教えてもらった教科数：３～４

小学校の時に担任の先生以外に教えてもらった教科数：５以上

「兵庫型教科担任制」は小学校から中学校への円滑な接続に効果がある
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85.3%
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中学校

保護者

23.0%

31.4%

34.8%

36.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

中学校に入学したときに、新しい友だち関係を
作ることにとまどいを感じた生徒

中学校に入学したときに、教科によって先生の
教え方が違うことにとまどいを感じた生徒

「兵庫型教科担任制」出身の生徒 「兵庫型教科担任制」出身以外の生徒
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96.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

小学校：「兵庫型教科担任制」は生徒指導に効果がある

児 童：担任の先生以外に気軽に話ができるようになった

保護者：児童は学級担任以外の教員から、はげましてもらったり、ほめてもらったりする
ことが増えた

中学校：「兵庫型教科担任制」は中学校入学後における生徒指導に効果がある

小学校：約 10 割が肯定的に評価
・「学級」で育てる意識から「学年」「学校」で育てる意識
に変わりつつあり、一貫性のある生徒指導ができてい
る。

児童：約８割が肯定的に評価
・担任以外の先生のことがよく分かる。
保護者：約８割が肯定的に評価
・いろいろな先生の授業を体験し、自分なりに「この先生
になら相談できる」等を感じられるチャンスが増えるの
ではないかと思います。

中学校：約９割が肯定的に評価
・小学校段階から、多くの教員で子どもたちを見ることが
できる。

推進体制の確立
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高学年の組織体制作り 教材研究の深化と教
材教具等の共同開発

学級担任制の良さを
生かした学年経営

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

小学校

・系統性を意識した教材研究が行いやすい。

・１校時は担任が行う授業を設定することで、児童観

察・児童理解に効果がある。

「兵庫型教科担任制」導入時の課題
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会議の定例化 時間割調整や教育

課程のシステム化

「兵庫型教科担任制」の

円滑な実施についての

校内研修

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

交換教科の選択にあたっての優先事項
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32.7%35.3%

45.1%
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時間割の組みやすさ 担当教員の教科の専門性

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

小学校

・クラス数によっては、交換授業の教科選択が難しい

場合がある。

兵庫型教科担任制実施例データベース、「兵庫型教

科担任制」〈時間割例〉が参考になります。

小学校「小・中学校連携の状況」
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

教科等や課題教育のカリキュラム作成

学力・学習状況調査や学習・
生活アンケートの合同分析

他校種における授業（いわゆる乗り入れ授業）

小・中学校相互の授業参観・授業研究

６年生の中学校体験

「兵庫型教科担任制」導入以前 「兵庫型教科担任制」導入後

小学校 
・指導にあたる教師の連絡調整の打合せ時間の設定が課 
題である。 
児 童 
・先生によって教え方が違うときがあるからとまどうこ 
ともある。 
保護者 
・学習の理解の状況だけではなく、児童の特性や実態も 
把握してもらいたい。 

 

小学校 
・互いの教育課程の違い、指導方法の違いに気付く
ことができたので、小学校６年間で何をするべき
か分かった。 

・小・中学校の年間を見通した具体的な計画の作成
や調整についてまだ行っていない。 

中学校 
・中学校で大切にしたい「学習規律・生活規律の大
切さ」が小学校と共有できつつある。 

・一つの取組がどんな成果へとつながったのかを
小・中学校の教職員全員が確認したり、課題を共
有したりすることが大切である。 

 

「兵庫型教科担任制」実践研究のまとめ、「兵庫型

教科担任制」リーフレット①、「兵庫型教科担任制」

リーフレット②が参考になります。 

 

保護者：約９割が肯定的に評価 
・小学校から中学校に上がることは、子どもにとって
大きな変化になります。その中で、教科ごとの学び
方を少しでも慣れておくことで、入学時のつまずき
が予防できることにつながると思います。 

中学校：約 10 割が肯定的に評価 
・中学校進学の大きな環境の変化に適応しやすくなり、

中学校入学当初の不登校傾向に減少が見られた。 

 


