プロット図の「点」から児童生徒の思いを
QUプロット図には、
児童生徒の指導に生かすことができる様々なヒントが隠されてい
ます。
プロット位置とその子の性格や特徴、
人形関係、
家庭環境等を照らし合わせて考えてい
くと、
児童生徒への理解が深まり、
指導の手だてが明らかになってきます。
取組紹介

益田市立益田小学校

QUプロット図上の気になる児童について、共通
点等を探ることで学級全体の指導の方向を定め
る取組を行っています。
第二次性徴の発現が早く、そのことを気にして
給食をあまり食べようとしない児童が、複数不満
足群にプロットされていることに気付いた担任
は、栄養士と連携し、特別活動で食の大切さにつ
いての学習を行いました。食を大切にし残さず食
べる給食指導を充実させたところ、不満足群の児
童に変容が見られました。
また、プロット位置が気になる児童に、読書が
好きな子が多いことに着目した担任は、学級全体
で読書活動の充実に取り組み、国語の授業や学

校 図 書 館の 活
用に力を入れま
した。
気 に なる児
童が大人しく、
自分の考えが言えないという共通点に着目した
担任は、安心して声が出せる雰囲気をつくるため
に、音楽の先生と連携し、音楽の授業や朝会・終
会を工夫して、大きな声で歌が歌える学級づくり
を目指しました。
アンケートQUのデータを日々の児童の姿と結び
付けることで、
具体的な指導方法のヒントが見えて
きます。

どの教員も、どの授業でも
教科担任制である中学校においては、アンケートQUから明らかになった課
題に対する方策を、その学級に関わる全ての教員が共通理解し、どの教科でも
同じように対応していくことで、一貫性のある指導が可能になり、生徒の安心感
や教員への信頼感の高まりにつながります。
取組紹介

隠岐の島町立西郷南中学校

職員会議と学年部会を活用して、計画的な授業
改善に取り組んでいます。
要支援の生徒は、
学習に
課題を抱えていることが多いのですが、放課後に
個別指導をしてもプロットの状況は変わりませんで
した。毎日の授業の中で安心感や自己肯定感を与
える指導を工夫し、放課後は部活動等を通して人
と関わる機会を保証することが重要であると考
え、
学年部会で検討した指導方針を、
すべての授業
で共通して実施するように体制を整備しました。
例えば、グループ活動の班編成等は担任の方
針に従い、どの教科においても同様の配慮がなさ
れるようにしました。また、自己肯定感を高めるこ
とを目的として、全ての授業の振り返り時に「本時

のＭＶＰ」を発表・記録して、気になる生徒のがん
ばった様子を学級通信や通知表の所見で取り上
げました。生徒の得意、不得意を把握して、出番を
与える授業づくりを全教科で行うことで、学習に
対する安心感が生じ、QUプロット図にも変容が見
られました。教員間の連携が進み、教科担任と学
級担任の情
報交換も頻
繁に行われ
るようにな
りました。

QUプロット図のタイプ別特徴と授業改善のポイント
〈指導のポイント〜授業づくりの参考に〜〉
（島根県教育庁義務教育課 平成23年7月）より

ゆるみの見られる集団

まとまりのある集団

○授業のルールが確立されず、なれ合いの状態が生まれや
すいため、
学習意欲や活動量が低下する。
○子供同士が小グループで固まり、全体での活動が展開し
にくくなる。
○人の意見が聞けなかったり、冷やかしが多くなったりして、特
定の子供やグループが自己中心的な発言をするようになる。
○一見活動 的に授 業は展開する
が、場当たり的な活動になりが
ちで学習が深まらず、学習課題
にせまれない。

○授業に取り組むルールが確立されており、指示しなくて
も活動を進めることができる
○子供たちの集中力が高く、活気がある。
○安心して自己表現ができるので、子供たちの発言も多く、
学び合うことができる。
○多様な形態で学習でき、応用・発展的な活動にも取り組
むことができる。

平成25年度学習意欲を育む学級集団づくり事業リーフレット

組織で取り組む
アンケートQUの活用
〜授業改善による温かい学級集団づくりのために〜

授業改善のポイント
○授 業に 参 加 するル ールを
定着させる。
○短時間で明確な指示をする。
○「 型 の 設 定 」
「 決まった 手 順 の
活動」を取り入れる。
○時間を設定し、一つの活動をや
りきらせ 意 欲と集 中 力を向 上
させる。
○なれ合いを払拭し、休み時間と
授業の区別をはっきりさせる。

荒れ始めの
（荒れた）集団

授業改善のポイント
○言語活動を充実させ、思考力・判
断力・表現力を育成する。
○かかわり合いを広げ、深める。
○委任的な面を多くする。

かたさの
見られる集団

○私語、身勝手な行動、妨害行為が
○学習意欲や活動量の個人差が大
QUプロット図
あり、授業に集中できない。
きく、満足感の高い子供とそうで
授業改善によって
○まじめに取り組みたい子供たち
ない子供の二極化が見られる。
まとまりのある集団づくりを目指しましょう。
も、級友の目を意識して、学習に
○失敗を恐れ発言ができなかった
素直に向かえない。
り、発言する子供が限られたりし、意見や考えの交流が
○子供たちが授業のルールを意図的に無視し、一斉授業が
難しいことが多い。
成立しない。
○子供同士の認め合いが少なく、人間関係が希薄。
○学習内容が定着せず、なかなか次の単元に進めない。
○授業は静かに展開するが、受け身で積極性に欠ける。

授業改善のポイント
○学習を保障するために、
個別学習の割合を高くする。
◯授業のルールを意識
させ、定着させる。
◯学習内容や活動を明
確に、展開をシンプル
にして、やり遂げる意
識をもたせる。
◯ 個別対応は短く、授
業を確実に展開する。

授業改善のポイント
○多くの子供が取り組める活動を設定する。
○複数の活動要素で授業
を構成し、リズムとメリ
ハリをもたせ意欲を高
める。
○全ての子供が認められ
る場面を設定する。
○教師の思いや考えを自
己開示する。

発行：島根県教育庁義務教育課 TEL.0852-22-6709 ホームページ http://www.pref.shimane.lg.jp/kyoikuiinkai/

このリーフレットでは、アンケートQUの活用に学校全体で取り組んだ県内5校の実
践事例を紹介します。授業改善等による学級集団づくりを推進するために、このリーフ
レットを活用ください。

平成26年3月

島根県教育庁義務教育課

アンケートQUを
どのように
活用していますか？

？

担任の先生だけが結果を確認していませんか？

アンケートQUは、学級集団の状況を複数の教員で客観的に分析し、課題に対する手だて
を明らかにしていくことができる調査です。アンケートQUの結果をもとに、多くの教員で協
議することで、効果的な指導方法や支援方法が明らかになります。

？

要支援の児童生徒ばかりに目が向いていませんか？

要支援の児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう
にするには、その子への個別支援とともに、周りの児童生徒への
支援や指導も大切です。その両方があって温かい学級集団づくり
が可能となります。

？

「予想外の5％」を大切に
QUプロット図が担任の予想と大
幅に違うことはあまりありません。担
任の経験と日々の観察から、学級の
95％程度の児童生徒については予想通りのQUプ
ロット図になることが多いものです。では、予想外
だった5％の児童生徒をどのように捉えているでしょ
うか。その時はたまたま？それとも何かの間違い？
QUプロット図の全体的傾向や要支援児童生徒を
把握するだけでなく、予想外の5％にも目を向け、一
人一人の児童生徒を理解するよう努めると、日頃の
授業も変わってきます。

？

日頃の授業でアンケートQUを活用した指導を行っていますか？

学級集団づくりを進めるには、日々の授業を充実させ
ることが有効です。授業の中で関わり合いを重視した
り、学習意欲を高めたりするよう改善を図ることが、温
かい学級集団づくりにつながります。

松江市立津田小学校

アンケートQUのデータを活用した「子供を語る会」を実施し
ています。QUプロット図上のすべての児童について、1学年あ
たり3、4時間をかけ、担任、学年部教員及び管理職で協議し
ます。
「なぜここにプロットされているか？」に徹底的にこだわ
り、予想外であっても「その日はたまたま…」という説明で済ま
せることなく、児童の授業中の様子や学力調査の結果等も踏
まえて話し合います。
また、予想に反した5％の児童に着目することで、担任の意識
や児童理解が深まり、課題や問題の原因を児童・保護者に求め
ることなく、
「学校でできることは何か」を真剣に考えるようにな
りました。同時に、教え込むスタイルの授業から、児童を主役に
した授業に少しずつ変わってきました。

教職員の集団づくりが原動力に
アンケートQUの結果分析は、担任一人が
行うより、複数の教員で一緒に行うほうが
効果的です。
アンケートQUの結果分析や活用を校内研究や校務分
掌に位置付けると、より適切な分析や指導が可能になるだ
けでなく、教職員集団の指導力や団結力を高め、活力のあ
る学校づくりにつながります。

送られてきた診断書のコメントを読むだけで終わっていませんか？
学級集団のプロットの型ばかりを気にするのではなく、児童生徒一人一人の状況
にしっかり目を向けることが大切です。アンケートQUを活用すると、学校生活や学
級集団における個々の状況を把握することができ、指導に生かしていくことが可能
になります。

取組紹介

取組紹介

出雲市立第二中学校

校内研究組織として「生徒指導・生徒支援合同部
会（集団づくり部会）を設け、毎週金曜日に部会を
行っています。各学級や学年部会で分析したアン
ケートQUの結果を生かし、学校全体での指導の方
向性を決定しています。学年部会も毎週行われ、生
徒指導・生徒支援合同部会（集団づくり部会）の指
導方針を踏まえて授業や生活改善の具体策を
検討しています。これらの部会は、多忙な中で
も確実に実施することができるよう、すべて時
間割に組み込まれています。また、これらの会
合は校長室で行われており、管理職が実態把
握するのにも役立っています。
さらに、学年部ごとに授業改善のための研究
授業（ビデオ研修）を月2回程度実施し、すべて
の教員が年1回は授業を公開するようにしてい
ます。授業をビデオで撮影しておいて、放課後

対策は知恵の出し合い
QUプロット図の特徴から、授業改善の方向性
を確認することが可能です（裏表紙参照）が、具体
的にどうしてよいかわからない場合もあります。
特に経験の浅い先生方にとっては、授業改善の方向性から具
体的な指導法を導き出すことは容易ではありません。ベテランの
先生方が中心になって、具体的な指導方法を教員全員で共有す
ることは、教員一人一人の指導力を高めるうえで有効です。

取組紹介

に関係者がビデオを見ながら研究協議を行います。
また、アンケートQUから見えてきた人間関係を生か
し、グループ活動を取り入れる等の授業改善が図ら
れています。
アンケートQUの活用は、生徒だけでなく、教職員
の集団づくりにも役立っています。

「教職員はみながんばっている。しかし、それでもまだ苦しんで
いる子がいる。学校の良い面ばかりに目を向けず、苦しんでいる
子に目を向けることができる教職員集団でありたい。」という校
長先生の言葉が印象的でした。

江津市立津宮小学校

アンケートQU活用のための校内研修を計画的
に実施しています。まずアンケートQU実施前に、目
的や実施方法、QUプロット図の見方や「学級支援
シート」の活用方法について全員で確認します。QU
実施後は、経験の浅い先生の学級を事例として、
K-13法等により、分析方法と授業改善への結び付
け方を全員で確認しています。担任の「弱
音」を出し合い、全員で支えあうムードを大切
にして進めています。
そしてベテランの先生方が積極的に授業
を公開し、研究主任が中心になって、具体的
な指導方法についての研修を行いました。特
定の指導方法に偏ったり、児童の現状や課
題からかけ離れたりしないよう、全校で共通
して取り組むべき課題も明確にしています。
8月には授業力向上をねらいとして、教員

全員が、教員を児童に見立てた模擬授業研修を行
いました。
授業力向上に全教員で取り組むことで、お互い
の指導力を認め合い、高め合い、職場の同僚性が
一段と高まったことが、児童の学びにも良い影響を
与えています。

