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小学校高学年における教科担任制の効果的な進め方 

―小学校の専門的な指導に目を向けて― 

 

１ 問題の所在                  

小学校高学年の児童の発達の段階、外国語

教育をはじめとした教育内容の専門性の向上

などを踏まえて、令和元年 12月の中央教育審

議会初等中等教育分科会は「新しい時代の初

等中等教育の在り方論点とりまとめ」を公表

し、義務教育９年間を見通した教科担任制に

ついて、令和４年（2022年）度をめどに小学

校高学年から本格的に導入すべきと示した。

しかし、学級担任制を基本としてきた千葉市

の公立小学校では、教科担任制を基盤とした

制度が確立していないため、導入が実現する

と教育現場では混乱が起き、教育効果は期待

できないと考える。 

一方、教育現場では若年層教員の増加や子

どもを取り巻く多様な環境を受け、学級経営

が困難な教員も少なくない。今年度の千葉市

の小学校教員の平均年齢は 37.9歳となり、今

後更に低下していくことが予想されている。

本校の学級担任の平均年齢を見ると千葉市の

平均よりも更に低く、32.4 歳となっており、

若年層教員のスキルアップやフォローアップ

体制の充実が急務である。 

また、今年度より小学校では新学習指導要

領が全面実施となり、求められる資質・能力

の育成のための研鑽だけでなく、外国語やプ

ログラミング教育などの新しい教育内容を指

導するための教材研究も充実させていかなけ

ればならない。加えて、従来の教科指導のた

めの教材研究や生徒指導、保護者対応、事務

処理など、普段の業務も滞りなく行っていか

なくてはならない。 

このように従来の教育方法だけでは、現状

の課題に対応し、改善していくのは難しい。

社会情勢、教育情勢が大きく変化してきた現

在だからこそ、現状の教育方法だけでなく、

新たな視点を取り入れながら、変化に対応し

ていかなくてはならない。それには、チーム

学校として組織的に取り組むことと共に、学

年団、隣接学年団として対応していく「教科

担任制」を取り入れていくことが必要なので

はないかと考える。 

とはいえ、現在まで長く続いている学級担

任制による教育効果も無視できない。それぞ

れの教科に特性があり、その特性に応じて見

せる子どもたちの違った姿を受け止め、一人

一人の可能性を伸ばしていけるやりがいや価

値が学級担任制にはあると思うからだ。 

そこで、学級担任制の成果を踏まえつつ、

教科担任制の可能性と課題を明らかにした、

より効果的な小学校高学年の教科担任制の在

り方を実現したいと考えた。 

 

２ 研究の目的と方法 

(1)研究の目的 

教科担任制によって期待されることや課題、

障害となりうることについて、現場の管理職

や教員の意見を調査し、①現場のニーズに基

づいた効果的な導入方法について、②小学校

における「専門性を生かした指導」とはどの

ようなものなのかについて明らかにし、実践

を通して検証することを研究の目的とする。 

(2)研究の方法 
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３ 研究の内容 

(1)研究主題に関する基礎的理論研究 

①「効果的な教科担任制の在り方」の定義 

 教育政策の効果が還元されるべき対象は、

児童生徒や保護者、教員など様々である。そ

の中で文部科学省が小学校高学年において教

科担任制の導入を検討している背景として、

教員へのプラスの効果が児童への教育的効果

につながるものと考えていることを踏まえ、

本研究では教員を対象とした効果の検討を中

心として考えていきたい。そして「効果的な

教科担任制の在り方」＝「教員が実感する教

育的効果の向上」と捉えることとする。 

②学級担任制が定着した歴史的背景と教科

担任制導入の意義 

 日本で学級担任制が定着した背景には、明

治中期以降の教育観の転換に伴う学級観の確

立が影響している。その後、指導力や学力の

向上をねらい、部分的に専科授業を取り入れ

た学級担任制に落ち着いていった。1960年代

になると、小学校における教科担任制に関す

る研究指定校が増え、教科担任制の研究が盛

んにおこなわれるようになった。ＴＴにおけ

る指導や学年指導体制が強化され、一部教科

担任制を含め、様々な指導体系が確立されて

いったが、専科教員の不足や担当者の配置、

調整などの問題により、少しずつ淘汰されて

いった。1990年代後半から、義務教育制度の

弾力化や構造改革、組織体制の見直しなどの

観点により、再度小学校の教科担任制に関す

る議論が高まり、前述したように文部科学省

は令和４年度をめどに、小学校高学年におい

て教科担任制を導入すべきという見解を示し

た。ここで着目したいのが、1960年代と現在

の教科担任制の議論の違いである。1960年代

に教科担任制が盛んに取りざたされたのは、

協力教授組織の研究という目的のためであっ

た。それに対して現在は、子どもの発達段階

の変化に伴う、義務教育制度の見直しと改善

が目的とされている。それを踏まえて文部科

学省は、以下の視点に基づいて小学校高学年

における教科担任制の導入について検討して

いる。 

 

 

 

 

このことから、現在の教科担任制導入に対

する考えや動きには明確な意義があり、推進

していく根拠につながるものと考える。 

③先進校による教科担任制導入の様子 

 〈千葉市立Ａ小学校〉 

 Ａ小学校は、平成 26年より過大規模校化へ

の対応として、Ｂ中学校で小学６年生の分教

室を開校している。そのため、一部の教科を

中学校教員が専科授業として行っている。９

月に中学校の美術教員による６年生の図画工

作の授業を参観した。糸鋸を使う際の安全指

導や水彩絵の具の特徴を生かした塗り方の指

導など、専門性を生かした指示や言葉かけが

随所で見られた。また、作品の修正やアクシ

デントへの対応もスムーズなため、児童にと

って安心感があるように感じた。 

 〈Ｃ小学校〉 

 Ｃ小学校では、一部教科担任制を採用して

いる。専科として、書写、理科、音楽、図画

工作、外国語を配置している他、校務分掌や

学年に応じて社会、体育、総合的な学習の時

間なども専科として配置する場合がある。そ

のため、18 学級に対して 40 名以上の教員が

配置されている。また、専科教員は、専門性

のある指導者を２～３名配置しているため、

時間割も組みやすく、指導も充実している。 

 〈市川市立Ｄ学園〉 

 Ｄ学園は、平成 27年４月に小中一貫校とし

て開校し、子どもたちの学びと育ちを９年間

という大きなくくりの中で捉え、発達段階に

合わせた柔軟な教育活動を展開している。そ

のため、Ｄ学園では学年区分を４－３－２制

として、小学１～４年生をＳブロック（基礎
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期）、小学５～中学１年生をＭブロック（充実

期）、中学２～３年生をＬブロック（発展期）

の３つに分け、教育の系統性や連続性を保証

している。また、令和２年９月より、小中一

体型校舎が完成し、教科の専門性をもつ中学

校教員による小学生への授業も活発に行われ

ている。Ｄ学園の教員は皆、小中両免許を保

有しているため、専門性を生かした教科担任

制をスムーズに導入することができる。 

(2)若葉区内小学校 19校の予備調査結果 

現状の教育スタイルとは違う教科担任制に

ついて、教育現場ではどのようなイメージを

もち、導入に対してどのような考えをもって

いるのかを把握するため、若葉区 19 校の校

長、教務主任、５、６年学年主任に記述式質

問紙で調査した（５月 12日実施）。結果の一

部を以下に示す（有効回答 全 76名）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図１] 教科担任制の導入について 

  

 

 

 

 

 

 

 

[図２] 専科として必要な教科は何か 

 

 

 

 

 

[図３] 教材研究に関する実態 

 調査結果から、教科担任制の導入について

は、概ね賛成していることがわかる（図１）。

一方、５、６年主任の中で、1、２割程が導入

に反対している。「やりがい」の減退や「教え

たい教科を教えられない」ことに対する不満

やモチベーションの低下があげられている。

これは学級担任制のメリットが失われること

への懸念であるため、中学校とは違う小学校

ならではの導入方法を考えていきたい。教科

担任制を導入するにあたっての具体的なメリ

ットやデメリットについては、さまざまな意

見が出たため、精査して改めて本調査で行う

ことにした。 

 専科として必要な教科については、校長、

教務主任、学年主任によって優先順位が多少

異なるが「音楽」「理科」「外国語」「図画工作」

「家庭科」「体育」などが挙げられた（図２）。

今年度千葉市では小学校における専科教員及

び専科非常勤講師を84校98名配置している。

内訳を示すと専科教員は理科教員を 10 校 10

名、英語教員を 17校 15名、専科非常勤講師

は音楽を 37校 25名、図画工作・家庭科・体

育を合わせて 44校 48名である。配置教科は

まさに現場の実態と合致していることがわか

る。一方で、本校の図画工作専科のように図

画工作の指導をするのが初めてで指導に不安

を抱えている教員もいるようだ。そこで小学

校における「専門的な指導」について、本調

査で詳しく調査することにした。 

教材研究に関する項目では、９割近くが１

日当たり、１時間未満の時間で教材研究をし

ていることがわかる（図３）。１教科に換算す

ると、およそ 10 分程度しかできていないこ

とになる。合わせて、そのほとんどの教員は

時間があればもっと教材研究をしたいと思っ

ていることもわかった。分業により、担当す

る教科を絞ることによって、焦点化かつ充実

した教材研究ができるものと考えられる。 

 (3)千葉市全小学校での本調査の結果 
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 予備調査から、教科担任制についての意見

や必要とする専科、現状の課題などが明らか

になったため、教科担任制のメリットやデメ

リット、小学校にとっての専門的な指導など

に焦点を絞って調査することにした。 

 そこで、千葉市内全小学校（110 校）の校

長、教務、５、６年学年主任に対して７月 27

日にマークシート式質問紙で調査した。調査

結果を以下に示す（有効回答  校長 106名、

教務 103名、５、６年主任 206名）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図４]教科担任制のメリット・デメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図５] 実現可能だと考える教科担任制 

 

 

 

 

 

[図６] 専門性を生かした指導について 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図７] 中学校で障壁となる小学校との違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図８] 若手教員に望むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図９] 小学校教員の保有免許と得意教科 

教員にとっての教科担任制によるメリット

については、「負担軽減」の割合が一番多く、

全体として３割を超えている（図４）。日常の

業務や新しい制度への対応など、現場が抱え

る負担が深刻化している現状があるからだろ

う。教科担任制を導入することで時間的余裕

が生まれるという認識が強いことがうかがえ

る。一方で、負担軽減＝空き時間の増加と捉

えるのではなく、負担軽減＝担当教科の教材

研究にかける時間の確保、もしくは担当教科

の軽減と捉えていくことが大切である。負担

軽減はあくまでも本来的業務以外で図ってい
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くべきものと考える。教師の本分はあくまで

も子どもたちとの関りや教科指導であるため、

そのための効率化や充実を図る手立てとして

考えていきたい。また、「授業力向上」の割合

も高いことから、焦点化した教材研究ができ

ることで質の高い教育の提供も期待されてい

る。合わせて図８の「若手教員に望むこと」

の項目でも「授業力向上」の割合が高くなっ

ている。高学年では教える教科が多いだけで

なく内容も高度になり、また生徒指導などの

問題も少なくない。その中で授業力を向上さ

せるための研修や先輩教員の授業を見る機会

や時間を確保するのは正直難しい現状がある。

担当する教科が減ることで教材研究の時間も

増え、また空き時間に他の教員の授業を参観

したり TT で入りながら様子を知ったり学ん

だりすることができるものと考える。さらに

図７の「中学校で障壁となる小学校との違い」

では、学習環境の変化（教科担任制）の割合

が高く、中一ギャップの要因の一つとも捉え

られる。小中学校でのギャップが少しでも軽

減することで、子どもたちの不安は減少し、

不登校などの減少にもつながっていくものと

考える。 

デメリットについては、「弾力的な運営がで

きない」「学級経営を生かした指導が難しい」

ことが挙げられた。小学校教員は担任一人で

ほぼすべての教科や業務、学級内の生徒指導、

生活指導を担当するため、弾力的に学習を進

めていることが多い。副担任などがいないた

め、後回しにできない問題や不登校対応など

に担任が対応するしかないからだ。教科担任

制を導入するに当たり、専科も含めた学年団

として連携強化を図っていく必要があるだろ

う。また、「学級経営を生かした指導の難しさ」

については、子どもとの信頼関係があってこ

そ引き出せる考えもあることや子どもたちに

とっての安心感につながっていることもある

からだろう。しかし、固定観念や偏見のない

状態での関りから見えてくる子どものよさも

あるはずだ。担任一人一人の個性や持ち味が

違うように、子どもたちが感じる相性もそれ

ぞれであるため、関わる教師が増えるほど、

自分にとって相談しやすい大人を見つけやす

いだろう。 

 「千葉市で実現可能だと考える教科担任制」

についての項目では、「専科教員＋交換授業」

と考える割合が半数を超えている（図５）。ま

た、専科教員の増員も 4 割程いることがわか

る。中学校のような完全教科担任制は、人員

確保の面からも現実的ではないという考えの

ようだ。また、兼務発令による中学校教員の

配置も、立地条件や仕組みを整える観点から

か、なかなか受け入れられないようだ。学級

担任制の成果を踏まえつつ、教科担任制の可

能性を生かすために、「専科教員の増加＋交換

授業」を軸として考えていきたい。 

 予備調査で教科担任制を導入する一番のメ

リットとして「専門的な指導」があげられた

ため、詳しく調査したところ、「研究を重ねた

教科」「魅力を伝えられる教科」「興味を広げ

られる教科」「教材研究をしっかりと行った教

科」を指導することを「専門的な指導」と捉

えていることがわかった（図６）。また、保有

免許と得意教科（現在専門としている教科）

が一致している教員は３割から４割程である

ことから、保有免許と得意教科（現在専門と

している教科）が一致しない教員は半数以上

いることがわかる（図９）。これらのことから

小学校における「専門的な指導」とは、大学

等で学んできた知識や経験を生かした指導で

はなく、教材研究や授業研究をしっかりと行

い、学級や児童に合わせて教えられる「指導

力」と考える。 

(4)調査結果の分析から考えた研究の視点 

 専門的な指導を意識した専科教員の確保が

できれば、学年内・隣接学年内での交換授業

と組み合わせることで、効果的な教科担任制

を実現することができると考えた。 
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４ 実践研究 

(1)検証授業に向けた計画と実践 

 本校の６年生では、今年度音楽と図画工作

において専科教員が授業を行っている。そこ

で、それに加えて担任の得意教科での交換授

業を行う。例えば、２組担任と４組担任が社

会科と体育の授業を交換し、同じ時間にそれ

ぞれの学級で授業を行う形態である。 

 

 

 

 

 

 しかし、今年度は感染症対応・対策のため、

学校と相談の上、交換授業の実践は行わない

こととなった。そこで専科教員を増員し、専

門的な指導に着目した実践を行うこととした。

現在の専科教員（音楽、図画工作）に加えて、

２名増員された場合の指導形態である。今回

は専門的な指導を実現するため、理科と体育

を専科として実践した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※陰影部は専科授業 ［表１］時間割例 

 専科教員の確保については、シニア教員（教

員経験が豊富で退職された方）に目を向けた。

指導力はもちろんのこと、若年層教員の学び

の場としても活躍していただけると考えたか

らだ。今回は理科専科として千葉大学のＳ教

授、体育専科として報告者が授業を行った。

それぞれ中学の保有免許は国語と数学だが、

専門として研究・研修している教科は理科と

体育である。 

 理科の授業は 6年生「てこのはたらき」に

ついて、力の変化をより実感できるように、

教科書で例示されている「縦てこ」ではなく

「横てこ」で実験を行い、小さな力で大きな

ものを動かす方法を体感した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料１] 体験的理解から理論的理解へつな 

げる活動の様子 

その後実験用てこを使い、体験的理解から

理論的理解につなげる活動を行った。自分た

ちの予想や考えを自分たちで一般化していく

思考の流れが確立されていることで、子ども

たちの「わかった」につながり、それが楽し

さにつながっていった。 

 体育の授業は６年生「跳び箱運動」につい

て、新学習指導要領で示された例示に大きな

変化があることを踏まえ、中学校との接続を

意識した展開を行った。はじめは実態を考慮

して中学年に例示されている「台上前転」と

「首はね跳び」を中心に行い、回転系の技の

基本を習得した後、高学年に示されている「頭

はね跳び」や切り返し系の技の「かかえ込み

跳び」に取り組んだ。体育では技能差が大き

く表れやすく、器械運動では特に顕著である。

・担任の担当教科等は、12⇒９になる。 

・担任の週当たりのコマ数は、26 コマと

なり、空き時間が３コマになる。 

・２クラスでの交換のため、比較的調整し

やすく、実践しやすい。 

・担任の担当教科等は、12⇒８になる。 

・担任の週当たりのコマ数は、21 コマとな

り、空き時間が８コマになる。 

・専科教員増員のため、担任の負担は一切な

く、調整も不要。 

専科教員⇒音楽（1.5 時間）図工（1.5 時間） 

理科（３時間）体育（２時間） 

※週当たりの専科の担当時数 
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そのため、一人一人に合わせた課題解決学習

を行うことで、跳び箱運動の楽しさを味わい、

技能を高めていくことができると考えた。ま

た、段階に合わせた場の設定をすることで安

心して学習に取り組めるようにした。 

 (2)検証授業の分析・考察 

 ①児童の自由記述アンケートより 

 授業後、理科と体育の専科授業について児

童に自由記述によるアンケート調査を行った。

子どもたちが先入観をもたないように、アン

ケート終了後まで検証授業の目的や趣旨、授

業者の経歴などは伏せた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料２] 児童のアンケート（自由記述）例 

 自由記述のほとんどが肯定的な意見や感想

だった。これらの感想を学習指導要領に示さ

れている育成すべき資質・能力の３つの柱に

照らし合わせてみると「知識及び技能」では

「わかった・わかりやすかった」「できた（で

きてうれしい）」、「思考力、判断力、表現力等」

では「自分で考えること」「いろいろな教え方、

考え方」、「学びに向かう力、人間性等」では、

「楽しかった」「もっとやりたい」「苦手だっ

たけど好きになった」が当てはまり、専門的

な指導が児童への教育的効果につながってい

ることがわかる。また、「中学校のような体験

ができた」という感想から、「中学校への障壁」

としてアンケート結果でも危惧されていた

「学習環境の変化（教科担任制）」への予防策

としても期待できる。 

 ②本校職員への半構造化面接より 
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専門的な指導によって児童への教育的効果

が期待できるだろうという意見とともに、自

分自身の研修や学びの場として期待している

ことがわかった。「もっといろいろな指導方法

について知りたい」「児童の興味をひく導入や

意欲を持続させる展開について学びたい」と

いう指導力向上を望む考えはあるものの、そ

の実現に向けた機会が得られていないのが現

状である。また若手講師は、初任者研修や初

任者指導を受けられないまま担任として授業

や生徒指導等をしていかなければならない。

これらを踏まえ、専科教員による専門的な指

導が若年層教員の人材育成に大きく貢献でき

ることにつながるものと考える。 

 校長や教務主任からは、シニア教員の活用

についても肯定的な意見が出された。経験豊

かな教員の教科指導力だけでなく、生徒指導

力やものの見方・考え方を生かした組織力強

化などにも期待していることがうかがえる。 

 

５ 研究のまとめ 

(1)成果 

 現場の教職員がもつ教科担任制に対する思

いやニーズを把握することで、小学校高学年

ならではの教科担任制の在り方が見えてきた。

その中で専科教員の専門的な指導によって効

果を高められることがわかった。児童への教

育的効果だけでなく、千葉市が課題としてい

る「若手教員の育成・スキルアップ」「教員の

負担軽減」などの解消につながるものと考え

る。そのための人材活用としてシニア教員の

活用に目を向けた。千葉市では今年度も 160

名近くの方が定年退職される予定である。こ

の先も毎年 100名を超える数の定年退職者が

見込まれている。再任用職員として本格的に

「専科教員」を制定し、活用に向けて制度を

整えることで、専門性を生かした専科教員を

定期的に確保できるのではないかと考える。 

 また、「小学校教員における専門的な指導」

＝「指導力」であるため、経験の浅い講師な

どの専科教員においては担当する教科の研修

等の充実を図ることが必要であることがわか

った。 

 (2)課題 

 「交換授業」を取り入れた授業実践や検証

をすることができなかったため、その成果と

課題の把握に至らなかった。外国語やプログ

ラミング教育などの新しい教育内容を含め、

求められる資質・能力の育成のための研鑽を

充実させるには、教える教科をより焦点化す

る必要がある。 

 また今回は「専門的な指導」に着眼を置い

た実践を行ったが、教科担任制における他の

メリット・デメリットについては、長期的な

実践が必要となる。 

 人材確保としてシニア教員について示した

が、全市として専科教員を増員していくには、

教員定数の引き上げ等の政策は絶対的に必要

となる。国の動向を探りながら財源の確保に

ついて考えていく必要がある。さらにシニア

教員における教員免許の更新についても課題

となってくる。定年退職後は免許更新を対象

外とする特別措置などについても検討してい

く必要があるものと考える。 

 

６ 提言 

 効果的な教科担任制の実現には、 

 〇専科教員増員のための財源確保 

〇再任用制度を活用したシニア教員の充実 

〇定年退職後の免許更新の特別措置等 

〇経験の浅い専科教員への研修の充実 

が必要であることを本研究のまとめとして提

言したい。 
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