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国語科「国語総合」学習指導案

日 時：令和２年９月２９日（火）２校時

場 所：１年Ｂ組

対 象：１年Ｂ組（３９名）

授業者：髙橋 智子

教科書：「新探究国語総合 現代文・表現編」（桐原書店）

１ 単元名 小説Ⅲ「富嶽百景」（太宰 治）

２ 単元の目標

（１）文章に描かれた人物、情景、心情などを表現に即して読み味わおうとする。

（関心・意欲・態度）

（２）課題を解決したり考えを深めたりするために、相手の立場や考えを尊重し、表現の仕方や進

行の仕方などを工夫して話し合うことができる。（話す・聞く能力）

（３）文章に描かれた人物、情景、心情などを表現に即して読み味わうことができる。（読む能力）

（４）語句の意味用法を的確に理解し、語彙を増やすとともに、文体や修辞などの表現上の特色を

捉えている。（知識・理解）

３ 単元について

（１）単元観

これまで生徒たちは、小説Ⅰ・Ⅱの単元において、ストーリー展開も分量的にも読みやすく、面白

味を感じやすい作品を読解してきた。本単元では、分量がありながら、ストーリー展開の動きが少な

く、一見ポイントが捉えづらい作品を読解する。「富嶽百景」は、太宰治中期の代表作である。スト

ーリーを追うというよりは、まず太宰治最大の魅力の一つであるその「語り」の特色に着目したい。

また、「私」が「富士」を通じて抱く思いの変化が、創作への思いや人生観の変化に通じていること

を読み取りたい。

（２）生徒観

対象クラスは男子２０名、女子１９名で構成されている。現代文に対する興味関心は概ね高く、発

問やグループ学習等への取り組みも積極的である。評論や小説についてある程度の読解力は有してい

るものの、文章を読み自ら問いを持つ力、自分の考えを論理的に表現する力に向上の余地がある。

４ 単元計画（総時間８時間）

第１時 第一段落の読解①（本時） 第６時 第五段落の読解

第２時 第一段落の読解② 第７時 第六段落の読解

第３時 第二段落の読解 第８時 第七段落の読解

第４時 第三段落の読解

第５時 第四段落の読解

５ 単元の具体的な評価基準

関心・意欲・態度（ア） 話す・聞く能力（イ） 読む能力（ウ） 知識・理解（エ）

自らの気づきを相手 課題を解決したり考 文章を読んで、人物、 語句の意味、用法を的

に伝え、意見交流を えを深めたりするため 情景、心情を的確に 確に理解し、語彙を増

通して意欲的に問題 に、相手の立場や考え 捉え、主人公の心情 やすとともに、文体や

解決に取り組もうと を尊重し、表現の仕方 の変化を読み取って 修辞などの表現上の特

している。 や進行の仕方などを工 いる。 色を捉えている。

夫して話し合うことが

できる。



６ 湯高力

① 知識・技能 ② 課題適応能力 ③ 論理的思考力 ④ 対話力 ⑤ 協働力

⑥ 自己管理能力 ⑦ 前向きにやり遂げる力 ⑧ 公共心

７ 本時の計画

（１）目 標 第一段落を読解し、本文の表現の特徴を捉える。

（２）手 段 ＫＪ法

（３）目 的 文章を読み、主体的に問いを発する力を身に付ける。

（４）展 開

学 習 活 動 指導上の留意事項・教師の支援 評価の観点及び方法

導 ・太宰治について知っていること ・ペアで話し合わせた後、列を指

入 や既習事項等を確認する。 名し、発表させる。

５ ・本時の目標と学習活動を確認す

分 る。

１ 第一段落を音読する。 ・句点（。）で交代し、できるだ 描かれた人物、情景、

け多くの生徒に音読させる。 心情、言葉遣いなど

・読めない漢字があれば、振り仮 から、文章の特徴を

展 名を施すよう指示する。 捉えている。

開 （ア）（ウ）（エ）

40 〔付箋紙の記述〕

分 ２ 付箋紙を配付し、個人ででき ・「私」の気持ちや富士山の叙述、 A 人物、情景、心

るだけ多くの疑問点を記入する。 言葉遣い等、様々な観点から疑 情、言葉遣いなど、

問点を挙げるよう促す。 様々な観点から多角

的に記述している。

３ ４～５人の班を作り、それぞ ・一見重要ではないように思われ B ２～３点の観点

れの疑問点を発表し、似た内容 る事柄でも、並べて可視化し、 から記述している。

や同じジャンルの付箋をまとめ 俯瞰することによって、思わぬ C １つの観点にと

る。 発見があることを伝える。 どまっている。ある

いは、記述できてい

ない。

同じグループにした付箋の共 ・各グループで最も疑問に感じた

通点や特徴を考え、タイトルを 項目に印を付けさせる。 湯高力

つける。また、グループ間で関 ・付箋紙の記述

連がありそうなものには、 矢 …②課題適応能力

印等を付ける。 ・グループ活動

…⑤協働力

ま ・それぞれのグループから出た意

と 見を、全体で共有し、次時の予

め 告をする。

5分

目標 第一段落を読解し、本文の表現の特徴を捉える。



地理歴史科「地理Ｂ」 学習指導案 

日 時 

場 所 

対象クラス 

使用教科書 

授 業 者 

： 

： 

： 

： 

： 

令和 2 年 12 月９日（水）６校時 

２年Ｅ組教室 

理数科２年Ｅ組（３２名） 

新詳地理Ｂ, 新詳高等地図（帝国書院） 

奈良 省吾 

１．単元名 Ⅱ 現代世界の系統地理的考察 ２章 資源と産業 

２．単元の指導目標 

・ 場所や人間と資源・産業との相互依存関係を主体的に探究しようとしている。【関心・意欲・態度】 

・ 資源・産業に関わる諸現象について, 場所の特徴や結び付きなどに着目して主題を設け, それらの空間的な規則性, 傾向性

や関連する地球的課題の要因等を多面的・多角的に考察し, 表現することができる。【思考・判断・表現】 

・ 調査や諸資料から資源・産業に関する様々な情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付ける。資源・産業に関わる

諸現象について, 構想したことを効果的に説明したり議論したりすることができる。【資料活用の技能】 

・ 資源・産業に関わる諸事象を基に, それらの事象の空間的な規則性や傾向性等について理解できる。【知識・理解】 

３．単元と生徒 

（１）単元観 

本単元では, 場所や空間的相互依存作用などに関わる視点に着目して，資源，産業に関わる諸事象を多面的・多角的に考察

し，表現する力を育成するとともに，資源，産業に関わる諸事象の空間的な規則性，傾向性や，関連する地球的課題の現状

や要因，解決に向けた取組などを理解できるようにする。 

（２）生徒観 

２年Ｅ組の生徒は, 積極的に意見を発表することができる生徒がみられ, 協議や考察することなどに対して意欲的に取り

組める学級である。発問に対しては真摯に向き合う姿勢が学級全体に見受けられる。個々人が協議・考察できる時間をしっ

かり設けることや, 明確なねらいをもった発問を設定することなどに注意して, 知識の内化・外化を繰り返し, 確かな学力を

育めるようにしたい。 

（３）指導観 

現代世界の農業においては, 科学技術に基づく農業の近代化が先進国のみならず発展途上国にも普及し, 食料問題の緩和

や工業・商業との所得格差の緩和に貢献している。一方, 自国の農産物だけで増加する人口をまかないきれない国々では, 外

国に依存する傾向が強まり, 農業の国際化が急速に進展している。農業の国際化は, 一国の人々の生活や農業形態に正・負さ

まざまな影響を与えることになり, その課題に対して多面的・多角的な視点からの考察が求められる。空間的な規則性や傾向

性に気づかせ, 日本も大きく影響を受けている現代世界の農業の特徴やその変化について, 多面的・多角的に考察・分析でき

る力を身に付けさせたい。 

４．評価規準 

Ａ：関心・意欲・態度 Ｂ：思考・判断 Ｃ：資料活用の技能・表現 Ｄ：知識・理解 

・世界の農業地域の自然環境

との関連性や歴史的変容,課題

について関心を高めている。 

・農業技術の発展や多国籍化

に伴う新しい動きについて関

心を高めている。 

・世界の農業・漁業・林業に関

する地域的特性や分布,成立要

因に着目し,それぞれの特色や

変容について考察できる。 

・世界の農業・漁業・林業に関

する分布図や統計資料を活用

し，その特色や変容について

分析する技能を身につける。 

・世界の農業地域の地域的特

性や成立要因等を，系統地理

的方法で捉える視点や方法を

身につける。 

・現代世界の食料問題につい

て,具体的な事例をもと,世界

的視野から捉え理解できる。 

 



5. 本時の計画 

（１）ねらい 

現代世界の農業の現状と課題について, 経済発展する中国との関わりやブラジルでの大豆生産の変化とを関連づけて分析

することを通して, ブラジルの大豆生産の特徴を文章でまとめることができる。 

（２）展開 

 学習活動 指導上の留意点 評価 

導入 

10 分 

１．先進国と発展途上国の輸出品目

の違いを考察する。 

 

 

２．BRICS の輸出品目を確認する。 

 

・先進国では工業製品, 発展途上国では

一次産品の輸出が多いことに気づか

せる。ここでは特に, 農産物の輸出が

多いことに注目させる。 

・先進国と同様に工業製品の輸出が多

い点やエネルギー資源の輸出が目立

つ点を読み取らせる。 

 

 

 

 

 

展開① 

15 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開② 

15 分 

 

 

 

 

 

 

 

３．ブラジルの大豆の輸出の増加と

中国での需要増加の関わりを, 資

料を活用して明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ブラジルで大豆の生産が増加し

ている要因を整理する。 

 

 

 

 

・近年, ブラジルで大豆の増産が著しい

ことを統計で確認させる。 

・経済発展による所得の増加に伴い, 中

国の食生活に変化がみられることを

資料から読み取らせる。 

・中国で大豆の需要が高まっている背

景を, 中国での経済発展と関連づけ

て考察し, 用途の特徴についてクラ

スで共有させる。 

 

 

・ブラジルの大豆増産に関連する映像

を視聴させる。映像を観る際は, 気づ

いた点や重要な点をメモさせる。 

・遺伝子組換え作物について説明する。 

 

Ｃ：ブラジルで大豆の生産・輸出量

が増加している背景について, 統

計や映像などの資料の活用を通し

て, 分析することができる。 

（湯高力：知識・技能, 対話力） 

【手立て：授業プリント】 

まとめ 

10 分 

５．本時の目標に対するまとめをし, 

ペアで本時の活動を振り返る。 

・キーワードを設定し, 中国との結びつ

きに触れながら, ブラジルで大豆の

生産・輸出が増加している理由を文章

でまとめさせる。 

Ｂ：多面的・多角的な考察を通して, 

ブラジルで大豆の生産・輸出量が

増加している背景を理解し, 適切

に表現することができる。 

（湯高力：論理的思考力） 

【手立て：授業プリント】 

 

本時の目標 資料の活用から農業の国際的なつながりを読み取り, ブラジルの大豆生産の特徴を説明することができる。 

発問① 工業化が進展するブラジルにおいて大豆の輸出額が増加しているのはなぜだろうか。 

発問② ブラジルの大豆生産にみられる変化とは。 



地歴公民科分科会記録 

月 日：１２月９日（水） 

科 目：地理Ｂ   

クラス：２年Ｅ組 

授業者：奈良省吾 

 

１．授業者より 

  ・まとめまで完結させることができなかったことが、反省点である 

  ・生徒が発展途上国と先進国のイメージをもっておらず、それぞれの問いに答えにく い状況になり、時

間が予想よりかかってしまった。 

  ・これまでの学習内容を踏まえて、問いを生み出してほしかったがうまくいかなった。 

・授業のポイントになる２つの発問があったが、発問の内容を生徒の理解に応じた内容にしていく必要が

あると感じた。 

  ・提示する資料の選択も課題である。 

  ・生徒の理解状況を踏まえて授業を組み立てたが、授業者の見立てが甘いところがあったと感じている。 

 

２．参観者より 

幕沢先生（本荘） 

   ・資料の読み取りの場面は生徒がよくついてきていた。 

   ・導入部分をみると先進国や発展途上国などのイメージがあまりもてていない様子であった。しかし、

最終的には授業を通して、生徒はイメージが付いたのではないかと思う 

 

  神居先生（新屋） 

   ・スマホの活用については、動画が切れないように周辺機器を準備しておくとよい。 

   ・授業が普段と研究授業に差がないときいて参考にしたいと思った 

   ・他科目の知識との関連性があったのはいいなと思った。 

・資料の比較ができる構成で、生徒が奈良先生のレールに乗れていたのではないか。 

・複数の資料を活用し、対話力や資料活用の力を育成できていた。 

 

  加賀谷先生 

   ・現代社会で教えたＢＲＩＣＳの知識を覚えていてくれてよかった。 

   ・ルーブリックにある項目をまたいで知識を活用できている様子が見られてよかったのではないか。 

   ・生徒が一生懸命考える様子や奈良先生が考えさせる工夫を実践されていて参考になった。 

  

 立石先生 

   ・小さな発問の積み重ねが、大きな発問で生かされて答えにつながるプロセスがよ 

かったと思う 

   ・資料によって、生徒の読み取り能力がこちらの思惑通りにいかない場合があり、想定するのは難しい。

使う資料の選び方、読み取らせ方が大切だと思った。 

   ・「中国国内でなぜ大豆がつくらないのか」という問いが出てくればいいなと思った。 

 



 

  本田先生 

   ・生徒の話し合いの様子をみていて、授業で初めてＢＲＩＣＳという語句が出てきたのであれば、簡単

な説明があってもよかったのではないか。そうすれば、ＢＲＩＣＳの中にも違いが生まれることが分

かるのではないか。 

   ・ＢＲＩＣＳは中学校の知識だと思っていた。中学校の学習内容の把握も今後は意識していく必要があ

る。 

 

３．指導助言 

  教育専門官 八柳先生（五城目） 

   ・授業の話し合いがスムーズに行われており、定着されている様子が見られた。また話し合いの後に発

表する流れになっていたので、生徒が自信をもって発言できている様子がよかった。 

   ・生徒が安心して授業を受けている様子が見られた。生徒と授業者の関係性がよいことがうかがえた。 

   ・「問いを発する子ども」を意識しているとのことだが、週２時間の授業から進度を意識する必要があ

るので、単元を念頭に置いた発問、授業づくりを考えてほしい。単元を通して授業を構成することで、

問いを発する力、思考力の育成につながる。 

   ・本日の授業は発問、回答、発問、回答の積み重ねだったが、湯沢高校の生徒であれば、資料を与えて

話し合わせても成立するのではないかと思う。中国、ブラジルそれぞれの内容を読み取らせるグルー

プに分けて、教えあうジグソー活動の要素を取り入れることもできるのではないか。 

   ・大きな発問が２つあったが、生徒に予想を立てさせると思考の変化が見られるのではないかと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公民科「現代社会」学習指導案 

日  時：令和２年１０月１５日（木）６校時 

対  象：１年 D 組３９名 

場  所：１年 D 組教室 

指 導 者 ：加賀屋伊津子 

使用教科書：高校現代社会 新訂版（実教出版） 

 

１ 単元名 民主政治と政治参加の意義（第４章：日本国憲法と国民生活） 

２ 単元の目標  

選挙の意義や政治参加の重要性について理解を深め、政治の現状や課題を理解した上で、主権

者としての自らの考えを持つことができる。 

３ 単元について 

 （１）生徒について 

     男子２１名女子１８名のクラスである。授業には常に前向きに参加しており、発問に対して

熱心に反応する。また、自分の意見を発表することについても積極的な生徒が多い。 

 （２）指導の方針 

     約２年後には有権者となることをふまえ、できるだけ実際に近い形で投票の判断をすること

で、政党政治の状況や選挙制度に興味・関心・意欲を持たせたい。 

 （３）選定の理由 

選挙での投票は各自が自らの判断で行うものであり、判断の根拠は人によって様々である。授

業を通じて、他者の多様な意見に触れながら自分の考えを作り上げ判断する経験をさせ、約２年

後の選挙権獲得時には有為な主権者となる一助としたい。 

４ 単元の指導計画（総時数３時間） 

     第１時 選挙のしくみと課題（１時間） 

     第２時 政党と利益集団（１時間） 

     第３時 政治参加の実際と意義（１時間･･･本時） 

５ 単元の評価規準 

  関心・意欲・態度（A) 思考・判断・表現（B） 資料活用の技能（C） 知識・理解（D) 

評
価
基
準 

現代の民主政治と政治

参加について、望ましい

政治の在り方や民主社

会に生きる人間の在り

方を主体的に考えよう

としている。 

現代の民主政治におけ

る課題について、多面

的・多角的視点から考察

し、公正に判断し、その

過程や結果を適切に表

現している。 

現代の民主政治におけ

る課題について、学習に

役立つ情報を収集し、適

切に選択した上で、効果

的に活用している。 

現代の民主政治や選挙

制度及びその課題につ

いて理解し、その知識

を身に付けている。 

湯
高
力 

協働力・自己管理能力・

前向きにやり遂げる

力・公共心 

課題対応能力・論理的思考力・対話力 知識・技能 



６ 本時の計画 

（１）本時の目標 

  ①マニフェストを比較することで、政党についての知識を得、適切な判断をすることができる。 

  ②自らの判断の根拠を示しながら説明し合うことで、多様な考えがあることを理解・実感すること

ができる。  

（２）展開  

時間 学習内容 生徒の学習活動 指導上の留意点 評価 湯高力 

導入 

５分 

□前時の復習 

□本時の内容

を確認する 

□選挙制度を確認する 

□知っている政党をあげる 

□政党別の参議院議席数を予

測する 

□全体に発問し答え

させる 

 

態度(A) 

 

前向きにやり遂

げる力 

展開 

 

15 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 分 

 

15 分 

 

 

□比例代表制

を体験する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□政治参加の

意義を考え

る 

 

 

 

□ワークシートに記入する 

□第 25 回参議院議員選挙（R1

実施）のマニフェストを比較

しながら読む 

 

□自分が投票したい政党を決

める 

 

 

 

□生徒の代表が開票し、得票率

を算出する 

□実際の選挙結果と比較し、理

由を考える 

□若者の政治参加の重要性に

ついて考える 

 

 

 

□難解な用語を説明

する 

□選択する理由を示

せるよう指導する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□「シルバー民主主

義」の概念を紹介

する 

 

 

読み取り

（B） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し合い

（A、B） 

 

 

 

 

論理的思考力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対話力、協働力 

まとめ 

５分 

 □各グループの意見を発表す

る 

□より良い民主政治

の実現のために一

人ひとりの政治参

加の意識が重要で

あることを説明す

る 

  

 

▼マニフェストを比較する 

▼投票する→ 

得票率を実際の選挙結果と比較する 



地理歴史・公民科 授業研究会（10 月 15 日 6 校時 15:30～16:00 生物室） 

 

(１) 授業者の感想 

・ 実際のマニフェストを対比して政党を選んでみる活動を通じて、選挙がそんなに難し

いものではない、選挙に行かないと意見が反映されないことを生徒に理解させるとい

うねらいを持った。 

・ 生徒の評価シートを回収して感想を見たところ、ねらい通りの回答を多くの生徒が答

えていた。 

 

(２) 参観者の意見 

・ 学習指導案の流れで行えていて、ねらいが生徒に伝わった活動になっていた 

・ 授業内容が政党のことであり、授業者が臨機応変に対応することが求められた。 

・ 流れの中で、生徒の意見をあまり引っ張りすぎないことが大切であったと思う。 

・ 以前に別のクラスで同じ内容の授業をした際に、授業の要点が大きい分、焦点化でき

ていなかったが、今回は要点を焦点化できていた。生徒も根拠を持って意見を考え、政

党を選ぶことができている様子が伝わった。 

・ 生徒の様子は、意見が発しやすい雰囲気であった。話し手側の方に生徒が向いていて、

普段から授業の雰囲気づくりがされていることが伝わった。 

 

(３) 指導主事 小松隆行先生からのご意見 

・ 学習の蓄積を踏まえること。 

・ とりわけ地理歴史・公民科は様々な知識や語句があり、中学校での学びなどの学びの

履歴について詳しくリサーチしていくことが必要である。 

・ 学びの履歴をより明らかにしていくと、もう少し効率的、効果的に今回の授業を行え

ると感じた。 

・ 課題発見能力の習得に加え、生徒の様子、授業者の技量を踏まえると、生徒に課題を

考えさせていく課題解決能力についての工夫も行えば、もっと深まった学習になった

と感じた。より難易度、内容が深められるものと思う。 

・ 次年度からタブレット端末が配布される。ICT を活用した授業づくりを今後検討し

ていくことが必要である。 



Ａ 関心･意欲･態度 Ｂ 数学的な見方や Ｃ 数学的な技能 Ｄ 知識・理解
考え方

角の大きさなどを用 角の大きさなどを用 具体的な事象におけ 直角三角形における三
評 いた計量に関心をも いた計量を行うため る数量の関係を三角 角比の意味、図形の計
価 つとともに、それら の数学的な見方や考 比を用いて表現し、 量の基本的･基礎的な
基 の有用性を認識し、 え方を身につけ、具 図形の様々な計量を 知識を身につけてい
準 具体的な事象の考察 体的な事象を考察す 行うことができる。 る。

に活用しようとする。 ることができる。

【前向きにやり遂げる力】 【論理的思考力】 【知識・技能】 【知識・技能】
湯 【課題対応能力】 【課題対応能力】 【論理的思考力】 【自己管理能力】
高 【自己管理能力】 【協働力】【対話力】
力 【公共心】【協働力】

数学科「数学Ⅰ」学習指導案

日 時：令和２年１０月１４日(水)１校時
対 象：第１学年普通･理数科Ｅ組４０名
教科書：数研出版 改訂版新編数学Ⅰ
指導者： 教諭 後 藤 一

１ 単 元 名 図形と計量

２ 単元目標 鋭角の正弦、余弦、正接の意味を理解し、直角三角形の辺と角の関係を
応用することにより、その有用性を理解させる。

３ 単元と本校ルーブリックの学習到達目標との関連
本校生徒は『知識・技能』は持っているが、対応力に乏しいのが実情で
ある。数学Ⅰの目標にある「基本的な公式や解法、計算について、演繹
的に思考することができる。」を念頭に置き、論理的思考力の育成に努
めたい。

４ 生徒観 数学に対する苦手意識が強く、自信をもって学習に臨んでいる生徒は少
ない印象である。これまでの授業をとおして「図をかき、図から解法を
探る」姿勢をもたせようと努力してきており、少しずつであるが「思考
する」場面が増えた感がある。

５ 教材観 中学校で学習した相似の性質を拡張し、活用を容易にさせる知識が三角
比である。三角比を用いた図形の計量の考え方は極めて有用であると考
えるので、その取り扱い十分配慮し、十分な効果が得られるよう指導し
たい。

６ 単元の計画 ・三角比 ４時間 本時(４／４)
・三角比の相互関係 ４時間
・三角比の拡張 ５時間
・正弦定理、余弦定理 ６時間
・正弦定理と余弦定理の応用 ２時間
・三角形の面積 ２時間
・空間図形への応用 ５時間 全２８時間

７ 本時の指導 ４／２８ 時間目
（１）指導内容 三角比の応用：身近に使われる三角比(斜面上の物体に働く摩擦力)
（２）目 標 三角比のよさに気づき、身近な事象の理解に活用できる。
（３）評価の観点



数学科授業研究会の記録   

 

１．授業者反省等 

三角比の応用では教科書の題材を使用しなかった。これは、物理の先生から、物理選択者の学習を

進めるに当たって力の分解が苦手な傾向があるとの意見を受けたことがきっかけである。確かに三角

比を利用した覚えがある単元であるし、教科書の題材もありきたりであまり面白くないと感じていた

ので、物理の摩擦力について学習することにした。今回は物理選択者に限るが、教科横断的に学習で

きることも狙いである。 

摩擦力は意外と複雑であるので、授業ではイメージだけでもつかんでほしいと考え、垂直抗力に集

中して授業展開を行った。また、摩擦力にこだわりすぎると数学から離れてしまうので、別トピック

として坂の勾配の道路標識の話も加えた。数学・物理と実生活とのつながりを示すことで教科書外で

の興味を引けるように工夫した。しかし、その分物理としては厳密には正確で無い部分もあったと思

われる。 

授業に向けて他クラスでも練習をしたが、今日は参観者多数により緊張してしまい、生徒に問いか

けることができなかった。しかし、説明では図形の色分けに気をつけ、三角比と辺の対応がわかりや

すいようにした。 

本日授業したクラスは、数学に自信がない生徒が多く、通常の授業でも比較的静かである。しかし、

今日は参観者がいたからか声が出ていたように思える。 

 

２．協議記録 

・説明が語り口調で丁寧。とてもわかりやすかった。斜面の角度と垂直抗力の分解で現れる角度の関

係の説明が良かった。自分も活用したい。(理科) 

・興味深い内容だった。教科書外に頭を使わせるのは良いと思う。また、話し合いが多いことも印象

的だった。(数学) 

・物理の内容はほどよくぼかしていて、数学の授業として良かったと思う。(数学) 

・自分は、話し合いで情報を生徒同士で共有する場面で自分が説明してしまうので今回の授業は参考

になった。グループ単位ではなく全体で共有する時間があっても良いと思う。クラスの雰囲気はと

ても良かった。(理科) 

・教科間で関連づけできている。新しい取り組みだと思う。是非それぞれの科で共有してほしい。 

・摩擦力の単元では、図形が回転、反転するとわかりにくくなる。図形の辺を色や名前で区別する方

法がとても参考になった。(理科) 

・本日のクラスの生徒は後藤先生のことを慕っている。日誌にも面白い、わかりやすいというコメン

トが多い。本日の授業にもそのことが表れていたと思う。(クラス担任) 

・斜面の説明の場面で生徒が戸惑っていた。数字や矢印でわかりやすくできたのでないか。授業展開

は話しかけが多くて良かった。生徒から道路標識がどこにあるか聞き取っても良かったと思う。ま

た、６０°などのわかりやすい角度では無い場合も入れたらどうだろうか。(数学) 

・教科横断的で挑戦的な内容だったと思う。クラスが盛り上がっていて良かった。(数学) 

・題材が新鮮で生徒の反応が良かった。斜面に対する角度について、数学的に深める授業をするのも

面白いと思う。(数学) 



 

・教科で協力して完成させたとのことで敬意を表する。図形の辺の色分けは良い工夫で自分もまねを

したい。そして、話し合いの時、グループ内ですぐに議論に入れることが素晴らしい。議論した内

容を発表するところまでしてほしかった。また、湯高力のアピールもほしかった。 

 

３．指導助言 

まず、指導案を見て驚いた。最初は物理の授業かと思ったが、内容を読むと数学との教科横断的な

内容であった。 

授業においてトピック的な内容は重要である。知識が生きて身になることを助けることになる。故

に生徒に教科書＋αで興味を持たせる工夫が必要なことであり、本日の授業ではそのことがよく行わ

れていた。また、物理の教師からの助言で内容が深まっていることも見て取れた。 

授業の進め方としては、摩擦力の内容が初見では難しいので最初は記号ではなく、具体的な数字を

用いる方が良い。標識の話を先にする方法も良いと思う。また、タイマー等を活用してメリハリをつ

けると良い。説明が続くと生徒の集中力が落ちる。１０分くらいが限界と言う人もいるので工夫が必

要である。 

クラスの雰囲気がよく、先生と生徒のやりとりも楽しかった。普段の指導が良いことが見て取れる。

発問の仕方について、全体への発問はわかる生徒だけが反応し、苦手な生徒は聞き流してしまうこと

がある。全ての生徒が自力でできるよう、話し合いなどのグループワークの時には教師は介入しない

で待つことも重要である。また、生徒からの説明では単語ではなく文章での説明がほしい。 

最後に、カリキュラム上物理基礎の「摩擦力」の単元は数学の「三角比」の前になる学校もある。

今回の授業はそのような学校の教師としてとても参考になった。 

 



理科（理数生物） 学習指導案 

                             実施日時 令和２年９月３０日（水）１校時 

                 場  所 生物室 

                     生  徒 ２年Ｅ組３２人 

                      授 業 者 教諭 鎌田 清篤 

1 単 元 名 第 3章 遺伝情報の発現  3．バイオテクノロジー 

2 使 用 教 科 書 改訂 生物 （第一学習社） 

3 単 元 の 目 標 ・バイオテクノロジーの原理と有用性について理解する。 

 ・バイオテクノロジーのもつ課題について理解する。 

4 指 導 計 画（7時間） 

(1) 遺伝子を扱う技術・・・・・・・・ 4時間（本時：2／4時間目）  

(2) バイオテクノロジーの応用・・・・ 2時間  

(3) バイオテクノロジーの課題・・・・ 1時間  

5 評 価 規 準 

関心・意欲・態度【A】 思考・判断・表現【B】 観察・実験の技能【C】 知識・理解【D】 

目標達成に向けて主体的

に取り組んでいる。 

バイオテクノロジーの原理

と有用性、およびその課題

について他者にわかりやす

く説明することができる。 

 バイテクノロジーの原理

と有用性、およびその課題

について理解している。 

6 本 時 の 目 標 ①人工的にＤＮＡを増やす方法を説明できる。 

        ②増やしたい領域だけを得るには何回の複製が必要かを説明できる。 

7 本 時 の 計 画 

時

間 
学習活動 指導上の留意点 評価の観点 

導

入

10

分 

 

 

･DNAの複製について復習する。 

 

･本時の目標を確認する。 

・DNAを増やさなければいけない事例

を紹介する。 

･半保存的複製のしくみを強調する。 

【湯高力】知識・技能 

 

展

開

35

分 

 

 

･授業プリントに取り組む。 

①材料（考える（調べる）→説

明する） 

 ②操作（調べる→説明する） 

 

 

 

 

 

 

 

･授業プリントに取り組む。 

③複製回数（考える（調べる）

→説明する） 

 

 

･解答を黒板に掲示し、生徒がいつで

も確認できるようにする。 

【湯高力】知識・技能 

     対話力 

     協働力 

・DNAポリメラーゼには耐熱性がある

ことを確認させる。 

・プライマーは人工的に複製させると

きは DNAを使うことを確認させる。 

 

 

･プライマーの位置に注意させる。 

【湯高力】論理的思考力 

     対話力・協働力 

 

 

･複製の原理を理解し、PCR に

必要な材料、操作をクラスメ

ートが納得できる説明をして

いるか。【D】 

 

 

 

 

 

 

 

･正確な作図を行い説明でき

ているか【B】 

 

ま
と
め
5
分 

･PCRの材料、方法を再確認すると

ともに問の注意すべき点を確認す

る。 

 

 

 

 

【関心・意欲・態度】＝【A】 【思考・判断・表現】＝【B】 【知識・理解】＝【D】 

 

問１、２：人工的に DNA を増やすために必要な材料と操作は？ 

問３：増やしたい領域だけを得るには何回の複製が必要か？ 



 

 

 

増やしたい領域 

 

授業プリント（ＰＣＲ法） 

１ ＤＮＡを増やすのに必要な材料【考える（調べる）→説明する】 

 

  ①（鋳型となる）DNA、②プライマー、③DNAポリメラーゼ、④（４種類の）ヌクレオチド 

 

 

 

２ ＤＮＡを増やすのに必要な操作【調べる→説明する】 

 

  ９４℃：DNA2本鎖を 1本鎖にする 

  ６０℃：プライマーをつける 

  ７０℃：DNAを伸長させる 

 

 

３ 増やしたい領域だけを得るには何回の複製が必要か。【考える（調べる）→説明する】 

     5’           3’ 

  A 鎖 

 

  B鎖 

     3’           5’ 

 

 

 

  ３回 



理 科 授 業 研 究 会 
 

参加者 佐藤栄幸 仲山抄子 佐藤隆  

伊藤遼 佐川恭太 鎌田清篤 

 

授業者より 

 普段は講義型の授業を実施しているが、今回は極力生徒が自ら考え、周囲と相談して答えに辿り着

くような授業を目指した。慣れないことをしているせいか生徒の動きも鈍かったが、時間がたつにつ

れ生徒同士の活発な話し合いができたと思う。しかしながら参加していない生徒（できない生徒）も

数名おり、急遽指導案の予定を変更して演習プリントの解説を行った。若干教員がしゃべりすぎてし

まった部分もあったためか、まとめまで終わらなかった。 

 

参観者より 

 佐藤栄 教科書の内容を教えるだけでなく、身近なところでどのように学んだ内容が役立てられて

いるかが提示できていたと思う。『いつ』まで『何』をすればいいのか生徒にわかりやすく指示してい

た。まとめの際は、生徒の考えを全体で共有できる場面を設けてはどうか。目標は『説明できること』

であったが、それをどう評価するか。 

 

仲山  スクリーンが見やすかった。指導者は動きがないようにとらえがちだが、生徒は自分の意見

を持つまでに多少の時間が必要なので最初のうちは動きがないのは当然だと思う。改めて発問の仕方

は難しいことを感じた。 

 

佐藤隆 『なぜ○○か？』という課題の提示が導入でなされていたため、授業の目的がシンプルで生

徒が理解しやすかった。スライドで授業内容を提示する際、画面が次々と更新されてしまう点をどう

するか（目的やねらいも提示し続ける必要があるのかどうか）。『説明できること』をそのように評価

するか。 

 

伊藤遼 導入から授業の内容にスムーズに移行できていた。普段、自分はグループ構成をしていない

が、（社会では協働しなければならない場が多いので）今度やってみようかと思った。次期指導要領で

『学びに向かう人間性等』が評価基準に入るが、今回のような難儀な課題を与えて失敗も経験させな

がら仲間と主に乗り越えていくことはこれからの学校に求められることの一つだと思った。 

 

佐川  DNA が『伸びる』の表現は誤解が生じるかもしれない。『複製したら DNA は何本になる』

の表現は 2 本鎖 DNA とした方がいい。DNA を増やすのに必要な『操作』の指示の仕方が生徒に分か

りづらかった。『増やしたい領域だけを得るには』何回の複製が必要かではなく、『はじめて目的の長

さの DNAが出現するのは』何回目の複製かに変えた方がいい。 



保健体育科「保健」 学習指導案 

 

日 時：令和２年１０月９日(金)４校時 

場 所：１年Ｅ組教室 

対 象：第１学年普通科Ｅ組 

授業者：星野 日和     

 

１ 単元名  現代社会と健康 （エ）喫煙，飲酒，薬物乱用と健康 ㋑薬物乱用と健康 

 

２ 単元の目標 (1) 薬物乱用は心身の健康や社会に深刻な影響を与えることから行ってはならないこと、個人や社会

環境への対策が必要であることについて理解できるようにする。          （知識） 

(2) 薬物乱用について、学習したことを、個人及び社会生活や事例と比較したり、分析したりしなが

ら筋道を立ててそれらを説明することができるようにする。  （思考力，判断力，表現力等） 

(3) 薬物乱用について、課題の解決に向けての話合いや意見交換などの学習活動に主体的に取り組も

うとすることができるようにする。              （学びに向かう力，人間性等） 

 

３ 単元と生徒 

(1)単元観 

本単元「薬物乱用と健康」は、様々な健康への対策や健康増進の在り方を学習する「現代社会と健康」の中単元

「喫煙，飲酒，薬物乱用と健康」の中の一つである。この単元は、薬物の乱用は心身の健康や社会の安全などに深

刻な影響を及ぼすことから決して行ってはならないこと、また、個人への働きかけや社会環境への対策が必要であ

ることなどを中心に構成された単元である。 

(2)生徒観 

生徒は男女問わず仲が良く、学級全体に温かい雰囲気がある。保健体育科に関する知識や技能については十分に

身に付いている生徒もそうでない生徒もいるが、興味・関心をもって取り組む生徒が多く、学習中は積極的な発言

が見られ、話合い活動も活発に行うことができる。 

(3)指導観 

身近な物の働きがインターネット経由で最適化される IoT や進化した人工知能（ＡＩ）、ＳＮＳの発展など

Society5.0という新しい時代の到来により、誰でも簡単に何でも手に入る環境であり、薬物乱用の恐怖が身近に迫

っていると言える。本単元では、薬物乱用と健康などについて学び、生涯を通じて健康で安全な生活を送るための

基礎を培うことができるようにしたい。本時については、導入で前時の振り返りをし、それが授業後半でのグルー

プ学習につながるようにする。展開では薬物乱用について学習したことを、個人及び社会生活や事例と比較したり、

分析したりしながら筋道を立てて説明できるように資料を提示したり、ホワイトボードを用いたりする。まとめで

は、前時と本時の学習を比較・分析し、説明できるよう助言する。これらを通して、薬物に対する社会対策はもち

ろん、その根本には個人の健全な価値観と規範意識があり、それが重要であることを理解できるようにしたい。 

 

４ 単元計画 

主 

な 

学 

習 

内 

容 

第１時 第２時（本時） 

㋑薬物乱用と健康 

○薬物乱用は、心身の健康、社会の安全などに

対して深刻な影響を及ぼすことから、決して

行ってはならないこと。 

○薬物乱用を防止するには、正しい知識の普

及、健全な価値観や規範意識の育成などの個

人への働きかけ、及び法的な規制や行政的な

対応など社会環境への対策が必要であるこ

と。 

◯薬物乱用の防止について、我が国のこれま

での取組を個人への働きかけと社会環境へ

の対策の面から分析したり、諸外国と比較

したりして、防止策を評価すること。 



 

 

５ 本時の計画（２／２） 

（１）内容：薬物乱用と健康 

（２）本時のねらい：薬物乱用について学習したことを個人及び社会生活や事例と比較したり、分析したりしながら筋

道を立てて説明することができるようにする。        （思考力，判断力，表現力等） 

（３）展開    

時間 学習内容・学習活動等 指導上の留意点 評価【観点】(方法) 

導入 

(10分) 

１ 前時を振り返り、学んだこ

とを確認する。 

 ・薬物乱用の深刻な影響 

・薬物乱用防止には個人への

働きかけと社会環境への対

策が必要である 

 

２ 「薬物の法令別検挙者数」

の表から読み取れることを

考える。 

・前時で学習した内容を想起できるようキー

ワードを取り上げて説明する。 

「薬物種類の増加」「薬物への対策」など 

 

 

 

 

・気付いたことをメモし、積極的に発言でき

るように促す。 

 

 

 

展開 

(30分) 

 

３ 本時の目標を確認する。 

 

 

 

４ グループで話し合う。 

  （比較・分析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ グループで考えた意見につ

いて発表する。 

  （筋道を立て説明） 

 

 

 

 

 

 

・一人一人が自分の考えを出すことができる

ように、小グループの学習形態にする。 

・ホワイトボードを活用して話合い活動を行

わせる。 

・日本のこれまでの取組を個人、社会環境の

面から分析したり、諸外国と比較したりで

きるよう補助資料を示す。 

・話合いが進まない場合は、前時で学習した

ことや表から気付いたことを参考にするこ

とを助言する。 

 

・発表する際は、グループの考えを明確にす

るために、根拠や理由を添えるよう促す。 

 

 

 

 

 

 

【思考・判断・表現】 

・薬物乱用について学習

したことを、個人及び

社会生活や事例と比

較したり、分析したり

しながら筋道を立て

て説明している。 

(観察・学習カード) 

湯高力（論理的思考力,

協働力） 

 

まとめ 

(10分) 

６ 本時のまとめをする。 

 ・学習カードに記入 

・本時のねらいに沿った振り返りになるよう

助言する。 

 

 

 

 

 

 

なぜ薬物の検挙者数が増加しているのかを考え、説明しよう。 

                  湯高力（論理的思考力,協働力） 

 



芸術科（美術Ⅰ）学習指導案 

日 時 令和２年９月３０日（水）１校時 

場 所 美術室 

対 象 １年Ｂ組 美術選択者１９名 

指導者 田口 朋美 

教科書 美術１（光村図書） 

 

１ 題材名 ピカソがゲルニカで伝えたかったこと… 

２ 目 標 作品に関心を持ち、主体的に鑑賞活動に取り組む。（美術への関心・意欲・態度） 

造形的な見方・考え方を働かせ、ゲルニカとの対話を重ねる中でピカソの創造的な工夫から表現意

図を感じ取る。（鑑賞の能力） 

３ 題材と生徒 

（１）題材観 ピカソという名は誰もが知っている。そして、キュビスムで描かれた作品を見た人はその作者 

を問われると、たぶんピカソと答える。それだけの知名度を持っていながらもピカソが何を目指

していたのかまで考えて作品を見る人は少ない。この題材は中学校でも『鑑賞』で扱う場合があ

るが、少し切り口を変えて作品との対話でピカソの意図に迫っていきたい。時代背景なども勘案

し、想像力を働かせ作者の意図を探る題材として最も適していると考え設定した。 

 （２）生徒観 美術選択者は男子 12 名、女子７名の 19 人のクラスである。美術に対しての興味や意欲は個人

差が大きい。思考力を働かせ理解に結びつけ制作に臨むことができる者もいれば、消極的な理由

で選択したこともあり、自分自身の考えをどのように導き出し、形としてまとめていけばよいの

か考えられない者もいる。 

 （３）指導観 作品との対話を大切にし、作品から何が読み取れるのか個人で考えさせる時間をきちんと確保

したい。その後自分の考えを他者に伝え、また他者の意見を聞くことで自他の考えを確認する。

作品から読み取れたことから、その後作者であるピカソがなぜこのような表現を選択したのか

推察させる。時代背景など知識の部分については個々の考えがまとまってから行う。最後に、こ

の作品を通してピカソのメッセージをどのように受け止めたのか、また作品と社会情勢の関係

を知ることで美術文化への価値意識を持たせたい。 

４ 指導と評価の計画（全１時間） 

 ゲルニカの作品を細部まで観察することで隠された感情を読み解き、作者の創造的な工夫と表現意図について

考える。 

【評価基準】 

美術への関心・意欲・態度

（A） 

発想や構想の能力 

（B） 

創造的な技能 

（C） 

鑑賞の能力 

（D） 

・作品から作者の心情や人間の

感情を感じ取ろうとしている。 

・時代や社会と美術文化の関係

について考えようとしている。 

 

  ・作品と向き合い、自分としての意

味や価値を作り出すことができる。 

・他者の意見を聞くことで様々な

見方を理解し、深めることができ

る。 

５ 本時の計画 

（１） ねらい 

作者の表現意図とそれを表すための創造的な工夫に気づかせることで鑑賞の視点を養う。 



（２）展開 

 学習活動 指導上の留意点 評価 

導入 

（５分） 

・教科書 27 ページのゲルニカの第一印

象をワークシートに記入していく。 

・他者との会話はせず、自分が

感じたことを言語化させる。 

 

展開 

（40 分） 

・教科書のゲルニカを鑑賞する。細部に

も目を向け何が描かれているのかワー

クシートに記入していく。 

・この作品から読み取れることを分析

し、ワークシートに自分なりの考えを記

入する。 

・グループで発表しあい、他者の自分と

は異なる意見にも関心を持つ。新たな発

見があればワークシートにメモしてい

く。 

本時の目標を提示する。 

 

 

 

 

 

 

・ワークシートに自分の考えを記入して

いく。 

・グループで発表しあい、代表者がグル

ープ内の発表内容を全体に向け発表す

る。 

 

 

・ピカソの表現意図について自分の考え

をまとめる。 

 

・細部までよく観察し、何を描

いているのかを考えさせる。 

 

 

・描かれているモノの感情に関

心を向けさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

・『ゲルニカのためのスケッチ』

をまとめたプリントの配布 

 

 

 

 

 

 

 

・ゲルニカ制作時の時代背景な

ど説明する。 

 

・創造的な工夫についてまとめ

る。 

 

 

 

湯高力：公共心 

 

 

湯高力：対話力 

 

 

 

 

 

 

 

 

・造形の要素から作

品に込められた作者

の意図を読み取ろう

としている。（A、D） 

（観察・ワークシート） 

 

まとめ 

（５分） 

・本時の感想をまとめる。 

・振り返りを行う。 

  

 

芸術Ⅰ（美術Ⅰ）ルーブリック 

【思考力・判断力・表現力】対話力：鑑賞の視点を豊かにし、感覚的に感じ取ったことや他者の言葉を基に、対象を再度深く見つ

めたり、内面や本質を捉え直したり、作者の心情や表現の意図と工夫、生活や社会の中の美術の働きや美術文化について考えたり、

批評したりすることで見方や感じ方を深め共感する心を通じて人間関係を豊かにすることができる。 

【学びに向かう力・人間性】公共心：生活や社会の中の美術の働きに関心を持ち、自国・諸外国の美術作品や文化遺産などの美意

識や創造性などに触れる中で、時代や民族、国や地域の相違を超えて美や心の豊かさを求め、価値を感受し、想像力を働かせ豊か

なイメージを創出することができる。 

発問：どうしてゲルニカは白、黒、灰色の無彩色で表現されたのか。 

本時の目標：ゲルニカからピカソの創造的な工夫と表現意図を読み解くことができる。 



英語科「英語コミュニケーションⅠ」学習指導案 

 

実施日時：令和２年１０月１５日（木）６校時 

場  所：１年 E組教室 

生  徒：１年 E組 39 students: (20 boys & 19 girls）

授 業 者：教諭 三浦 亮 

         ALT  Sarah Moosa 

教 科 書：BIG DIPPER English Communication Ⅰ（数研出版） 

 

１ 単元名 Lesson 4  The History of the Telephone  

 

２ 単元の目標 

（１） 完了形、分詞の形容詞用法、関係代名詞の用法を理解し、活用できる。 

（２） 携帯電話のメリット/デメリットや未来の携帯電話について思っていることを自分の言葉で発信でき

る。 

（３） 電話の歴史を振り返る中で、昔はどんな不便があり、現在はどう便利になったかを理解する。 

 

３ 単元と本校ルーブリックの学習到達目標との関連 

本校コミュニケーション英語Ⅰの目標にある「平易な英語を通じて、日常生活における身近な話題 

についての情報や考えなどを的確に理解し、適切に伝えることができる。」を目指して、本単元で扱う 

完了形、分詞の形容詞用法、関係代名詞の用法を正しく理解し、コミュニケーションに活用できるよう 

にする。 

 

４ 単元観 

  技術の革新には良い面と悪い面があることを学び、そのことを踏まえながら未来の携帯電話の姿につい 

て英語で自分の考えを発信できることがこの単元のポイントである。さらに、その表現活動の中に本文で 

使われた完了形、分詞の形容詞用法、関係代名詞をちりばめることで、文法事項の定着を図りたい。 

 

５ 生徒観 

    英語に苦手意識を持っている生徒は多いが、総じて授業に意欲的に取り組んでおり、意見を積極的に 

   述べようとする姿勢が見られる。ペアやグループでの自己表現活動においても、他者と協力して積極的に 

   英語を使おうとする生徒が多い。 

 

６ 単元計画（総時間３時間） 

１時間目 ・・・Part 1                    ５時間目 ・・・Part 4  

  ２時間目 ・・・Part 1 & 2                ６時間目 ・・・Part 4 & Review  

  ３時間目 ・・・Part 2 & 3                ７時間目 ・・・本 時 

    ４時間目 ・・・Part 3                  

 

７ 単元の評価規準 

A コミュニケーションへの 

関心・意欲・態度 
B 外国語表現の能力 C 外国語理解の能力 

D 言語や文化についての 

知識・理解 

携帯電話の変遷やメリット/デ

メリットについて知っている

こと、思っていることを発言し

ようとする。他者の発表・発話

をしっかり聞こうとする。 

完了形、分詞の形容詞用法、関

係代名詞を用いて、正しく書い

たり話したりできる。レッスン

全体を要約して、他者に英語で

伝えることができる。 

完了形、分詞の形容詞用法、

関係代名詞を意識して読ん

だり聞いたりできる。 

携帯電話の変遷やメリット/デメ

リットについて理解している。完

了形、分詞の形容詞用法、関係代

名詞の用法について理解してい

る。 

 



８ 本時の学習 

（１） 目 標 

① 完了形、関係代名詞の用法を理解し、自分の考えを他者に伝えるための英文を即興で作ることが 

できる。 

② 携帯電話の未来について友だちの発言を聞いて、自分の意見を簡潔に述べることができる。 

③ 『湯高力』の育成を図りながら、授業内容を深化させることができる。 

 

（２） 指導計画 

表中の「湯高力」は、以下の項目に対応する。 

 課題対応能力…a   論理的思考力…b   対話力…c   協働力…d   自己管理能力…e   前向きにやり遂げる力…f   公共心…g 

過 

程 
学習活動 指導上の留意点 

評 

価 

導 

入 

8 

分 

Warm-up & Review 

・単語/表現確認シートでレッスン全体のボキャブ

ラリーと発表活動の Useful Expressions につ

いて確認をする。 

 

・ 正しい発音になっていることを友達同士で確認し合う。 

湯高力 d, e, f, g  

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

展 

 

 

開 

 

 

 

39 

分 

Listeing to Short Skit（5分） 

・JTE と ALT がスマートフォンの機能について

話している。会話の中に、本時の目標である表現活

動の表現の一部が含まれている。 

 

 

 

Questions & Discussions ①（9分） 

・３～４人のグループをつくり、グループの中でそ

れぞれの生徒が、Sarah 先生から与えられる以下

の質問①に対して、即興の英語で答える。 

 

 

 

Questions & Discussions ② （15分） 

・Sarah先生から与えられる以下の質問②対して、 

一人ずつ英語で答えていく。 

 

 

 

Writing an Essay （10分） 

質問②で使った英文を元に、自分が考える未来の

スマートフォンの形や機能について、Essay 

Writing をする。 

 湯高力 a, b, c, d, e, f  

・ 生徒はスキットに耳を傾ける。 

 

本時の目標を提示する 

 

 

 

・速やかにグループになるよう指示を与える。 

・机間巡視して、Listener が友だちの発表に耳を傾け、一人一人

英語で適切な反応をしているかをチェックする。 

・何人かの生徒から、グループで出た英文を紹介してもらう。 

 

 

 

 

・何人かの生徒から、グループで出た英文を紹介してもらう。 

 

 

 

 

 

・ここまでの表現活動を踏まえ、自分で使った表現などを活用し

ながらまとまった分量の英文を作る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B

C 

D 

ま 

と 

め 

3 

分 

Reflection 

振り返りシートに、本時の授業で学んだことや考

えたこと、できなかったことなど自己の取り組み

についての振り返りを書く。 

   湯高力 d, e, f,  

・毎時間使っている評価シートに記入する。 

・ALT/JTE は本時の生徒の取組について簡単なコメントを与え

る。 

 

A 

 

 

 

本時の目標： 未来の携帯電話の機能について、自分の言葉で表現することができる。 

Questions ①  What is an interesting app that you recommend to your friends? 

Questions ②   What do you want phones to do in 10 years? 



英 語 授 業 研 究 会 

月 日：10 月 15 日(木) 

授 業：英語コミュニケーションⅠ 

                                授業者：三浦 亮、Sarah Moosa 

三浦先生より 

 最初の展開の会話で 1 つめの課題が提示されたが、即興というよりは事前に準備させてもらった。とは

いえ自分で考えたものを発表できていてよかった。最後の一文はその場で考えることになったが、その一

文で印象が変わるという感想を持った生徒がいた。Fluency を重視して表現させた。作文で accuracy を高

めようという意図だったが、修正ポイントを最後にクラスでシェアしたらよかった。湯高力をもう少し示

したかった。 

 

サラより 

 I showed some examples and the students tried very hard to use the expressions they learned. Writing 

portion was good for teachers as well. They struggled sometimes but they challenged a lot. It was impressive. 

 

加納先生より 

 生徒とのコミュニケーションややりとりがよく出来ていた。2 つめの質問には様々な表現が出てきてよ

かった。文法項目の練習を口頭だけでなく、書かせたことによってより定着が見込めると思った。 

 

高橋先生より 

 イメージ通りの授業になったと思う。生徒が挑戦していたところがいいと思った。関係代名詞の間違い

が多く見られたので、その部分をどうにかして授業で指導する場面があると良かった。 

 

佐々木より 

 生徒はよく表現できていた。 

 

菅原先生より 

 雰囲気作りもよかった。生徒が言いたいことがあればあるほど、表現に苦しむということがよくあるが、

それに対してどのように指導すれば良いか草階先生にご助言頂きたい。 

 

平田先生より 

 表現するためのフォーマットがありよかった。対話があった。日本語から英語にすることが難しそうだ

った。湯高力の示し方はリフレクションに反映されないと意識が深まらないのではないかと考えている。

難しいところである。 

 

大滝先生より 

 振り返りシートの使い方について、どのように活用しているか注目していた。わかったことは、キーワ

ードだけあえて書かせる。後日見たときに自分で説明できるか、わからなければ友だちに聞くなどさせる。

ポートフォリオのイメージで使っている。 

 



 

草階指導主事より 

 ･Sarah へ Nice smile! Clear expressions, so it’s easy for the students to understand. 

 ･「発信する」ということを頻繁にいれてほしい。 

 ･１５秒の単語確認はちょうどいいと思う。 

 ･Short Skit は最後達成するためのモデルになっており、よかった。 

 ･フォーマットがありよく生徒が発信できていた。 

 ･簡単なことを頻繁にやれば、英語を発信することに抵抗はなくなるのではないか。 

 ･「言いたいことを言えない」に対応する。 

 ･身近なテーマ、話しやすい。大それたテーマは大変なので、ステップバイステップで取り組ませる。 

 ･話してから書くという流れがよかった。棒読み、単なる音読になってしまう。 

 ･発表時にメモを取らせてもよかった。 

 ･話す＝fluency 書く＝accuracy が大切。 

･いい出来のものを印刷して、あえて添削しないでクラスでシェアしたらよい。 

･活動の合間にシェアすること（活動の合間のフィードバック）が大事。 

・「何か英語にできないものはなかった？」「どう言えばいいかな？」クラスで考えさせる。 

 ・メンバーを変えて会話させると変化があって良いのではないか。 

  ･普段から授業を見合って、言い合える場を作って欲しい。 



家庭科「家庭基礎」学習指導案 
対   象：１年 B 組（３９名） 

場   所：図書室 

指 導 者：小松田菜摘 

使用教科書：新家庭基礎～主体的に人生をつくる～（大修館書店） 

 

１ 単元名 消費者問題の現状と課題 

      〔 学習指導要領（新）内容 C 持続可能な消費生活・環境 （２）消費行動と意思決定 〕 

２ 単元の目標 

  多様な購入方法や支払い方法、契約の重要性、家計の管理について理解させ、消費者トラブルの未然防止やラ

イフスタイルに合わせた経済計画などの適切な意思決定に基づいた行動をすることの重要性を認識させる。 

 

３ 単元について 

 （１）単元観  

民法の改正によって２０２２年４月から成年年齢が１８歳となり、現在の高校１年生が該当する。１８歳から

できることも以前と比べて増えるため、安易に契約を結んでしまったり、消費者トラブルに巻き込まれたりなど

が予想される。そこで、本単元では契約に関する内容を充実させ、ロールプレイングなどの体験的活動を通して、

高校卒業後の消費生活を身近に感じさせながら、学習を展開していきたい。 

（２）生徒観  

男子２０名、女子１９名のクラスで素直で明るく、授業には意欲的に取り組む生徒が多い。考えを広げたり、

具体的に考えたりすることが苦手な生徒もおり、深い思考を促す工夫や発問が必要である。普段の消費生活では、

自分のお小遣いでお菓子や文具などを購入することが多いようである。また、電子マネーやインターネットショ

ッピングを利用する生徒もいた。 

 （３）指導観  

成年年齢が１８歳になることで、契約内容をよく理解しないままに不利な契約をさせられたり、１８歳・１９

歳をターゲットにした悪質商法が増加したりする可能性がある。これまで、契約とはどのようなものなのか、契

約が成立するまでの過程などの基本的な内容をおさえながら授業を行ってきた。本時ではロールプレイングを行

うことで、悪質商法の問題点に気付かせ、具体的な対処方法を考えさせることで、将来の消費者トラブルの未然

防止や解決につなげたい。 

 

４ 単元計画 

学習活動 指導の手立てと評価の観点 時数 

１.現代の消費生活 

 

 

２.消費者問題の現状と課題 

 

 

３.消費者の権利と責任 

 

４.家庭の経済生活 

・店舗販売や無店舗販売の良いところ・良くないところ・気になるところ

をまとめさせ、商品を購入する際の適切な判断につなげる。   A・B  

・クレジットカードなどの消費者信用について理解させる。      A 

・契約の重要性を確認させ、消費者問題の現状を理解させる。     B 

・ロールプレイングを通して悪質商法の問題点に気付かせ、具体的な対処

方法を考えさせる。                     A・B 

・クーリング・オフ通知の記入を通して、消費者の権利と責任について理

解させる。                         B・C 

・家計における支出の種類や貯蓄について知り、ライフスタイルに合った

経済計画を立てることができる。               A・B 

１ 

 

１ 

１ 

本時 

 

１ 

 

２ 

 評価規準 A：知識・技能 B：思考・判断・表現 C：主体的に学習に取り組む態度 

 

  



５ 本時の指導 

（１）本時の目標 悪質商法の問題点と対処方法を考えることができる 

（２）本時のねらい  

ロールプレイングを通して悪質商法の問題点に気付き、消費者トラブルを未然に防いだり、対処したりする

力を身につける（湯高力：課題対応能力）。  

（３）学習過程 〔評価：（A）知識・技能 （B）思考・判断・表現 （C）主体的に学習に取り組む態度〕 

〔湯高力：①知識・技能 ②課題対応能力 ③論理的思考力 ④対話力 ⑤協働力 ⑥自己管理能力 

 ⑦前向きにやり遂げる力 ⑧公共心〕 

時間 学習活動 教師の支援 評価の観点  

導入 

10 分 

１．前時の復習をする。 

 ・悪質商法の例 

 ・性格診断テスト 

  （気をつけたい悪質商法は） 

 

２．本時の目標を確認する。 

 

 

 

 

・あらかじめグループで着席させる。 

・「おとなドリル」の「性格診断テスト」に

取り組ませる。 

・今後、１８・１９歳が注意が必要だと伝

える。 

・本時の目標と身につけたい湯高力を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開 

33 分 

３．ロールプレイングを行う。  

       【エキスパート活動】 

 

 

 

 

 

４．悪質商法の分析をする。 

 【個人→グループで考える】 

①なぜ契約をしてしまったのか 

②事業者の言動で問題だと思う点 

 ③どう対処したらよいか 

 

 

 

５．グループで共有する。 

 ①各シナリオに目を通す 

 ②アドバイスタイム 

・担当する事例を分担させ、グループを組

みかえさせる。 

・ロールプレイングの役割分担をさせる。 

 

 

 

 

・個人で①～③について考えさせた後、グ

ループで検討させる。 

・当事者の気持ちを考えるように助言する。 

・事業者の言動で強引に契約をさせようと

している部分はないか助言する。 

・対処法を具体的に考えられるよう、前時

の内容を適宜振り返らせる。 

 

・最初のグループに戻るよう指示する。 

・各ロールプレイングのシナリオを配布す

る。 

・他の人の助言を聞く際、シナリオの重要

な部分には線を引くよう指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 湯高力①② 

前時で得た知識を

活用しながら対処

法を考えることが

できる。 

・観察 

・ワークシート 

 

 

B 湯高力③ 

悪質商法の問題点

をまとめることが

できる。 

・ワークシート 

まとめ 

7 分 

６．授業の振り返りをする。 ・悪質商法の問題点を記入させる。 

・本時に身につけたい湯高力がどの程度身

についたか確認させる。 

 

本時の目標：悪質商法の問題点と対処方法を考えることができる 

湯高力：ロールプレイングを通して悪質商法の問題点に気付き、消費者トラブ

ルを未然に防いだり、対処したりする力を身につける（課題対応能力）。  

 

 
（１）きれいになりたい 
（２）ひとり暮らし最初の訪問者（訪問販売） 
（３）いいバイトがあるんだけど（マルチ商法）  

（消費者教育支援センター ロールプレイングシナリオ集より） 



情報科（社会と情報）学習指導案

期 日 令和２年９月３０日（水）２校時 １０月１日（木）１校時

場 所 情報学習室(９／３０)、２年Ｃ組教室(１０／１)

クラス ２年Ｃ組（普通科）男子２１名、女子１２名、計３３名

教科書 最新社会と情報新訂版（実教出版）

授業者 秋田県立湯沢高等学校 教諭 煤賀 卓也

１ 単元名

１章 情報社会と私たち ３節 情報モラルと社会のルール １ 個人に関する情報の管理と保護

２ 単元の目標

個人情報について知るとともに、自分の個人情報を管理したり他人の個人情報を保護・尊重するべきことを理解し、

情報社会やネットワーク上において適切に振る舞うことができる。

３ 単元と本校ルーブリックの学習到達目標との関連

本校では総合的な学習の時間で探究活動を実施しており、学んだことを社会生活に生かせるような学びを進めてい

る。本単元では一斉座学授業で「習得」させ、実習や協働的学習を通して「利用」「活用」の段階まで到達させるこ

とを狙っている。

４ 生徒観

情報機器やソフトウェアの操作については中学校までである程度習得している生徒が多い。一方、その内容を科学

的に理解しているところまではいかず、情報化が社会で果たしている役割についての理解も薄い。授業中に積極的に

発表する生徒は少ない現状があるので、与えられたテーマについて考え、自分の意見をまとめて発表できるような授

業を工夫したい。

５ 教材観

個人情報漏洩は社会生活において身近な話題である一方、生徒にとってはまだ実感に乏しい内容であるので、調査

や話題の共有などを通じて想像を広げさせ、実感の伴った知識となるよう指導したい。

６ 指導計画

３節 情報モラルと社会のルール（８時間）

１ 個人に関する情報の管理と保護･････････････････････････３時間（本時２・３時／３）

２ 情報を扱う責任とモラル･･･････････････････････････････２時間

３ 知的創作活動による知識の創出と社会での活用･･･････････３時間

７ 評価規準

関心・意欲・態度(Ａ) 思考・判断・表現(Ｂ) 技能(Ｃ) 知識・理解(Ｄ)

評 個人情報とその管理に 自分の知識や調べたこ 適切なキーワードを設 個人情報とその管理に

価 ついて関心をもち、意欲 と、話し合ったことを総 定して検索したり、話し ついて調べたり考えたり

規 的に考えたり、調べたり、 合して、結論をまとめ、 合った結論を発表できる したことを総合して、そ

準 話し合ったりしている。 わかりやすく発表するこ 形にまとめたりすること の有用性について理解で

とができる。 ができる。 きる。

湯 【前向きにやり遂げる力】 【対話力】 【知識・技能】 【知識・技能】

高 【協働力】【公共心】 【課題対応能力】 【課題対応能力】

力 【自己管理能力】 【論理的思考力】 【対話力】

８ 学習計画（２時間分）

(1) １時間目（２校時）

【ねらい】 個人情報の流出・漏洩の可能性について、教科書の内容やインターネットから収集した知識を元に、自分

のこととして具体的に考えさせ、自らが社会生活を送る中で気を付けることができるようにする。(Ａ、Ｃ)

過程 生徒の学習活動 教師の支援・指導上の注意 評価

導 入 ・本時の目標を理解する。 ・本時の目標を提示する。

(10分) 個人情報の流出・漏洩の可能性について具体的に考え、自分が社会生

活を送る中で気を付けることができる。

→自らが社会生活を送る中で気を付けることができる。

・本時・次時の活動内容を確認する。 ・本時・次時の活動内容を提示する。

これまでの学習内容を踏まえて、自

分が具体的にどのような行為をし、

情報漏洩などが起こりうるかを想像

して考えさせる。



展 開 ・個人情報の流出・漏洩の事例につ ・インターネットの情報は信憑性が高 ・適切なキーワー

(35分) いてインターネットで調べる。 いとは言えないものもあるため、必 ドを設定して必

ず出典を確認・記録するとともに、 要な情報を検索

その信憑性を自分で評価させる。 できる。(Ｃ)

・適切なキーワードを工夫して検索さ 【知識・技能】

せる。 【課題対応能力】

・自分の行為によって自分や他人の ・調べた事例を基にして、自分で自分 ・自分で進んで具

個人情報が流出・漏洩する場合に の行動を想像するなどして、あらゆ 体的な事例を考

ついて各自で考える。 る可能性を考えるように指導する。 えることができ

・席が近くの生徒と相談してもよいと る。(Ａ)

伝える。 【前向きにやり遂

げる力】

まとめ ・次時の活動を確認する。 ・必要な情報が得られたかを確認する。

( 5分) ・次時の活動内容を確認する。

(2) ２時間目（１校時）

【ねらい】 前時に調べたことを基にしてグループやクラスで話し合い、様々な事例について情報共有する中で、自分

で考えたり感想をもったりすることで、自らが社会生活を送る中で気を付けることができるようにする。

また、結果や結論をみんなにわかるような形で発表することで、他者に伝える力を身に付けさせる。

(Ａ、Ｂ、Ｄ)

過程 生徒の学習活動 教師の支援・指導上の注意 評価

導 入 ・本時の目標を理解する。 ・本時の目標を提示する。

( 3分) 個人情報の流出・漏洩の可能性について、クラス全員でその結果を共

有し、自分でも理解・評価できる。

→自らが社会生活を送る中で気を付けることができる。

・本時の活動内容を確認する。 ・本時の活動内容を提示する。

展開１ ・４～５人のグループで、前時に調 ・全員が話し合いに参加するよう机間 ・自分の考えを話

(20分) べたことを元に、個人情報の流出 指導しながら促す。 したり、他人の

・漏洩の可能性について共有し、 ・話し合いの際は根拠を明確にするよ 考えを聞いてグ

その行動の問題点や気を付けるべ うに指導する。 ループとしての

きことについて話し合う。 意見の形成に参

・１～２分程度でまとめて話せるよう 加している。

・話し合った結果を簡単に紙（掲示 な適切な分量になるように注意する。 (Ａ)

用）にまとめる。 ・遠くからも見えるように大きな文字 【前向きにやり遂

で書くよう注意する。 げる力】

・紙には、①自分の個人情報を流出さ 【協働力】

せないための注意点、②他人の個人 【公共心】

情報を流出させないための注意点、

の２点について、キーワードを書く。

展開２ ・まとめた紙を掲示し、グループの ・主に言葉で説明するので、曖昧な説 ・話し合いの結果

(20分) 意見を代表者が簡単に紹介する。 明や言葉遣いには質問し、明確な言 をわかりやすく

語表現を促す。 まとめ、発表で

・他のグループの話をよく聴き、生徒 きる。(Ｂ)

はプリントにポイントをまとめる。 【対話力】

また、疑問な点は質問するように促

す。

・終わった班の掲示物は、端にまとめ

て掲示する。

まとめ ・発表の内容をまとめ、確認する。 ・発表内容を総合し、いくつかの方向 ・話し合いの結果

( 7分) 性を示して生徒に理解させる。 を総合して、有

・リフレクションシートを記載する。 用性を理解でき

る。(Ｄ)

【知識・技能】



情報科 研究授業の反省と展望

１ 参観者からの意見

・５名の教員が参観し、概ね肯定的な意見を頂いた。

・「落とさない」などのアナログな視点も含め、生徒が具体的に考えている。具体例で身近に感じ、生活の中

に生かしていってほしい。

・生徒の発表を受けた教員のまとめが、生徒にとっても分かりやすいと感じた。「主体性」に言及することで、

授業の内容が生徒の在り方生き方を考えることにつながっている。

・本時の目標や学習の見通しの提示がはっきりと示されていて、生徒が主体的に活動できていて、２０分間

の話し合いの時間中に中だるみすることなく思考が深まっているのが分かった。生徒が自分で考えるまでじ

っくり待つことを見習いたい。

・板書が見やすく、活動中の声かけのタイミングと内容がよかった。最初の「本時の活動」についての説明が

簡潔で、生徒の活動時間がしっかり確保されていた。生徒の活動や発言・発表が自発的に行われる授業だ

った。

２ 授業者からの反省・感想

自分たちの意見を全体で共有する前に、事例について調べたり（知識）、自分で思考を深める時間が必

要であったことから、２時間構成とした。１時間目はまず自分でインターネットで調べたり、自分の行動から情

報漏洩の可能性を考えさせたりさせた。来年度からタブレット端末が導入されれば、このようなことを教室内

で行いながら話し合いもできることになる。

情報学習室は話し合いには向かない教室なので、２時間目は教室に戻って協働的な学習に移った。探

究で鍛えられていることもあり、合図をするとすぐに話し合いの声が聞こえた。生徒がこのような能力を持っ

ていることを前提にして、この授業を組み立てている。２年Ｃ組は「誰か分かる人はいないかな？」という聞き

方をすると（わかっていても）まず手が上がらないクラスなので、生徒が会話を通じて考えを深め、代表を決

めて発表させるように工夫した。

生徒が私の想像以上によく考え、私が指示した形式に従ってまとめ、簡潔に発表してくれたため、私も上

手くまとめて生徒に結論を提示することができた。また、時間が余ったこともあり、１時間目に調べた情報漏

洩の事例についても発表させることができた。

知識・技能の上に思考力・判断力・表現力があり、１・２年次の探究で鍛えられた生徒はこれらの力を十分

に持ち合わせていることが分かるとともに、その力を発揮させるような授業の仕掛けをこちらが工夫していく

必要性も感じた。大学受験にはない教科ではあるが、社会で生き抜くために必要な資質・能力であるので、

これからも授業を通じて鍛えていきたい。

また、来年からは全校生徒分のタブレット端末とＷｉ－Ｆｉが整備されるが、調べ学習だけではなく、その内

容を共有したり保存したり、場合によっては協働的に作業を進めるツールとしても使うことができる。私自身

は研究授業ではパソコンを使わない授業に拘ってきたが、この便利な道具を使いこなせるよう、研修を重ね

ていきたい。



ロングホームルーム学習指導案

日 時：令和２年１２月９日（水）６校時

場 所：１年 A組
対 象：１年 A組（３９名）
授業者：髙橋 智子

参 考：『エンカウンターで学級が変わる 高等学校編』

１ 「進学、私たちにとっての必要条件」

２ 単元の目標

進学にあたって自分に何が必要かを考え、グループ内での自己開示体験を通して、他者理解、自己

理解を深め、進路意識を高める。

３ 背景となる理論・技法

キャリアガイダンス、自己開示、自己主張、フィードバック

４ 生徒観

対象クラスは男子２０名、女子１９名で構成されている。未定を除くと、ほぼ全員が上級学校への

進学を希望している。２学期は来年度の文理を選択する時期であり、生徒たちはより具体的な進学先

を考え始めている。明確な進路目標がある生徒がいる一方で、未定の生徒や進学先の大学をイメージ

できない生徒も見受けられる。進学するにあたって自分に何が必要なのかを、他者との交流を通して

改めて考えさせたい。

５ 湯高力

① 知識・技能 ② 課題適応能力 ③ 論理的思考力 ④ 対話力 ⑤ 協働力

⑥ 自己管理能力 ⑦ 前向きにやり遂げる力 ⑧ 公共心

【④対話力】

A：相手の立場を尊重しつつ、言葉を介して理解を深め合い、集団を前向きな方向に動かすことがで
きる。（活用・使える）

B：自分の意見と他者の意見の一致点や相違点を整理し、話し合う中で、意見をまとめることができ
る。（利用・できる）

C：他者の意見に耳を傾けて、意図を正確に理解するとともに、自分の意見を適切な言葉で相手に伝
えることができる。（習得・わかる）

【⑥自己管理能力】

A：進路目標達成に向けて必要事項を把握しており、実際に行動できている。（活用・使える）
B：自己の進路について客観的に振り返ることで課題に気付き、その達成に向け行動することができ
る。（利用・できる）

C：周囲の意見から自己の進路について振り返り、必要な項目の重要性を認識できている。
（習得・わかる）

６ 本時の計画

（１）目 標 進学にあたって自分に何が必要かを明確にする。

（２）手 段 構成的グループエンカウンター

（３）目 的 自己理解を深め、進路意識の向上を図る。



（４）展 開

学 習 活 動 指導上の留意事項・教師の支援 評価の観点及び方法

イ ・本時のエクササイズ

ン 「進学、私にとっての必要条件」

ス について、ねらいを説明する。

ト

ラ

ク

シ ・ウォーミングアップ ・いくつかの問いを提示し、グー ・教師の話をしっか

ョ チョキパーでアンケートをする。 りと聞き、手を挙げ

ン ①この高校に入学して良かったと思うか。 ているか。

５ ②先生は実をいうと一浪しているか。

分 ③行きたい大学が決定しているか。

④自分の進学先を親も賛成しているか。

１ 個人用ワークシートの項目に、・「体力」「お金」「進学の情報」「学

自分の進学にあたって必要だと 力」「学校の受験指導」「意欲」

思う順に番号を付ける。 「興味関心」「保護者の理解」「将 湯高力

エ 来の目的」の８項目に順位を付

ク けさせる。 あまり考え込まない ⑥自己管理能力

サ よう指示する。

サ

イ ２ 第１，８位にした項目につい ・なぜその順位づけをしたか、改

ズ て理由を記入する。 めて意識させる。

30
分 ３ ４～５人の班を作り、話し合 ・リーダーは速やかにじゃんけん ④対話力

ってグループとしての順位を決 等で決めさせる。順位は多数決

め、グループ用ワークシートに だけではなく、話し合いで全員

記入する。 が納得する順位を付けるよう促

す。

シ ・リーダーがグループで決めた ・いくつかの班を指名し、リーダ ・各リーダーの発表

ェ 順位を黒板の集計表に記入する。 ーに順位決定の過程やエクササ をしっかりと聞い

ア イズをして感じたことを発表さ ているか。

リ せる。その際、リーダーが発表

ン したことを、繰り返したり明確

グ 化したりして受容する。全体に

５ 拍手を促す。

ま ・活動を振り返りながら「振り返 ・様々な考えがあることを確認し、

と りアンケート」に記入する。 今後の進路活動に主体的に取り

め 組むように促す。

1 0

分

目標 進学にあたって自分に何が必要かを明確にする。



ロングホームルーム分科会の記録 

 

・授業者より（髙橋智子） 

本日は拙い授業を見て頂きありがとうございます。皆さまは探究の中で、ＬＨＲがどのようになされ

ているか興味があって、ご参観されたことと思います。湯沢高校では、ＬＨＲで「湯高力」を扱うのは

模索段階にあります。今回このような機会なので、探究のカリキュラムの中の湯高力と絡めて、試験的

にやらせて頂きました。もちろんＬＨＲの年間計画はありますが、「湯高力」と絡めるところは、まだま

だ弱いところがあります。模索状態でやらせて頂いたところを了承して頂きたいと思います。 

本授業の内容は「進学、私たちにとっての必要条件」です。参考にしたのは「エンカウンターで学級

が変わる 高等学校編」という本です。生徒には定期的に「２学期の文理選択が１年生のメインになる」

と伝えてきました。２者面談や保護者面談をしていく中で、生徒たちがただ大学に進学するという流れ

があるのではないかと思いました。そこで改めて「進学とは？自分が目指していくところとはなんだろ

う？」と自分自身を振り返る機会を設定してみたら良いのではないかと思いまして、この指導案を作成

させて頂きました。生徒たちは、こういうＬＨＲに全く慣れておりません。今朝も「先生、今日は何を

やるのですか。席替えを見せるのですか」とＬＨＲといえば席替えだと思っているようです。進学につ

いての授業だと伝えると見当がつかない顔をしていました。 

授業の最初で出鼻をくじかれたのは、「思い出ぽろぽろ」のネタが生徒に全く通じなかったことでし

た。思いのほか、グループ活動で盛り上がってくれたことが嬉しい誤算でした。途中まで順位を決めた

ら、沈黙になってしまうのではないかと考えていました。１５分という長い時間を彼らは、有意義な話

合い活動ができるのかと考えていました。意外と順位についてのやりとりをしていて、教員ができない

と考える必要はないことがわかりました。生徒たちは生徒たちなりに、話合いをして、順位についても

いろいろお互いの意見を聞きながら、やってくれることが分かりました。意見も割と面白い感じに出し

てくれたので、色々考えてくれたことがあったのではないかと思いました。最後の振り返りは少し不十

分だと思いましたけど、振り返りシートを見て回ったところ、高評価が多かったので、良かったです。 

 

・協議内容 

柴田（湯沢翔北） 

 「湯高力」について生徒への浸透が進んでいるのか、生徒にはどのように趣旨を伝えていて、どのく

らい活用されているのかを教えてください。 

髙橋智子 

 生徒は最初に学年集会で「湯高力」の説明を全体で受けています。そして各教科の目標と段階別ＡＢ

Ｃで授業を通して生徒に伝えております。授業の中でも、目標の横に「湯高力」の磁石を貼っています。

国語では、毎回同じ湯高力になってしまう感じは否めないです。特に自己管理能力が授業では扱えない

ので、逆にそれを LHRでやってみようと思いまして、今回やってみました。 

柴田（湯沢翔北） 

黒板の左側の方にその磁石が貼られていたのを見つけていました。生徒は毎日これを目にしているこ

とですから、浸透度の度合いは高いと思いました。参考にさせて頂きたいと思います。 

信太（本荘高校） 

以前智子先生にこの方法を教わったことがあります。自分のクラスでもやったことがありますが、湯



沢高校の生徒は考えの深め方が非常に良かったと思いました。最初に教師側が「多数決ではなくてちゃ

んと話し合え」と念を入れて説明されていたので、そうやらないと多数派に寄っていくのだろうと思い

ました。その上での活発な議論だったと思いました。面白い話合いをしていたグループがありました。

それはお金と学力の１位と２位をずっと悩んでいることでした。勉強しないとお金かかることが分かる

と思いました。ＰＴＡの学級懇談でやったことがあり、子どもたち以上に価値観が異なりました。あと

は１年生と３年生でやればまた全然違うと思いますので、いろんな場面で実施していくと効果があると

思いました。 

糯田（横手城南） 

先生の人となりが分かる授業でした。「湯高力」について、探究やキャリア教育でも展開されていると

言うことで、評価する場合、どのようにしているのかを教えてください。要録への記入の際のシステム

的なものはあるのでしょうか。数値的な評価ではないのでどのように評価していけばよいのか、指導と

評価の一体化という面でもどのようになっているのか教えてください。 

髙橋智子 

今の段階では、その時間にこれという感じです。目標に対する能力は周知していますが、自己評価や

担当の先生の評価が何かつながっていくというのがまだ弱いです。最終評価していく際に、そういう観

点を要録に反映していきたいと思いました。柔軟に対応していくことがきっと生徒のやる気にもつなが

っていくと思います。 

信太（本荘高校） 

先ほど見させて頂いたポスターセッションもそうですし、探究で結構いろんな活動をされていると思

いますが、生徒の手元にはどのような形で残っていくのか、教えてもらえますか。 

髙橋智子 

物理的には紙ファイルにプリントを挟んでいく形です。思考の過程を仮説にして、違ったらまた仮説

を立てて、を何回も繰り返して、中間発表を行いました。中間発表では、KP法を使いまして、その原稿

は生徒に残り、それを縮小コピーしたものを廊下に貼っています。最終的には 1月にそれらをパワーポ

イントにします。最終的には各部門で、各分野で良かったものを湯沢市役所の方、保護者の方に来ても

らいまして、全体発表する予定です。そしてさらに市長の方に提言することになっています。生徒は市

長に提言できることをモチベーションの一つとして頑張っています。 

信太（本荘高校） 

今の流れだとなんとなく、デジタル的に残す感じがありますけど、どうしていますか。 

髙橋智子 

パワーポイントはＵＳＢで管理しており、生徒がすぐに見られるようになっていることが一つありま

す。 

佐藤栄幸（司会） 

本校ではスタディサプリや Classiの導入を検討していますが、他校ではどのような感じですか。 

信太（本荘高校） 

本荘高校では Classiを用いています。 

髙橋智子 

湯沢高校ではＲ-Ｇｒｏｕｐというグループウェアをコロナ禍で全生徒が登録しました。探究でも、

発表要項をＲ-Ｇｒｏｕｐに載せました。仮説、テーマ、主な検証内容を文章化して掲載しました。中間

発表当日は生徒全員が携帯を出して、発表要項を見ながらＫＰ法の発表を見て、最後に評価する形でや



りました。そして評価したものをグループに返すという形をとりました。 

佐藤栄幸 

そうですね。まだ１時間ごとの記録はできていない状況です。 

熊谷（新屋高校） 

 ＫＰプレゼンは思考を簡単に構造化できたり、思考の過程を状況によって組み替えたりできます。そ

れをあえて、もう一回パワーポイントに整理するということはデータ化することを目的として行うので

すよね。思考の過程やそのときの生徒の思考力を養う意味ではＫＰプレゼンは有効であるけれども、デ

ジタルとして残して、次に振り返りとして活用する際には、ＫＰプレゼンではやりにくいと思うのです

がどうですか。 

髙橋智子 

 そうですね。体育館で最後発表するので、場に適した発表方法として、１年生がポスターセッション

にしなかったのは、探究の担当の田口先生が「１年生はきれいにまとめるよりも、探究の方法を学ぶべ

きだ」と言っていて、上手くいかなくても、思考の過程や調べ方を習熟するのが１年生での段階である

ということを話していました。去年はポスターセッションにしたのですが、今年はあえてポスターみた

いにきれいなものに落とさない行うことになりました。 

熊谷（新屋高校） 

 ＫＰは川島さんという方がやられていて、お話を聞いた事があります。そのときの演習で、「自分自身

のトレーニングとしてＫＰプレゼンはすごく有効だ」と伺っていたので、いろんな教科で活用されてい

るシーンもありましたので、改めて今回実感しました。廊下に貼っていた中間発表のシートが、ＫＰプ

レゼンの縮小ですよね。とてもいい取組だと思いました。 

 今回の発表について伺いたいことは、「進学、私にとっての必要条件」ということで、必ず自己の在り

方・生き方にいってしまう、そこが最終的に生徒に考えさせることだと思いますが、今回の場合は、な

ぜ進路選択ではなく、進学にしたのかをお聞きしたいです。それはなぜかというと、自己の在り方・生

き方を理由付けにするとすれば、取り組みたいこと、イコール動機というのがあったと思いましてです

ね、それがおそらく将来の目的ということだと捉えることができると思いました。その点のところを教

えて頂きたい。 

 また、ポートフォリオのような蓄積をこの後していく予定があるのかも教えてください。 

髙橋智子 

 進学というところで、範囲を狭めましたのは、もしこれが、就職希望がいた場合は別の方法、または

別の範囲でやるつもりでした。しかし、生徒全員が進学希望であったのでこの形式で行いました。「エン

カウンターで学級が変わる 高等学校編」のなかでも、いろんなテーマ設定や項目設定が可能であるこ

とがたったのですが、今回全員が進学と言うことで、進路希望調査でほぼ全員が、しかも７割８割が国

公立と言うことだったので、生徒の状況を見ても、進学に区切っても問題ないと判断しました。他の学

校ではなかなかこのようにできないなと思いながら、テーマ設定しました。 

 ポートフォリオについてはまだちゃんと考えておりません。 

佐藤栄幸 

そうですね。電子化についてはあまり考えていない状況です。 

熊谷（新屋高校） 

今日いろんなグループの活動をみて、メンバーの名前を縦に並べると横に数字を並べることで、生徒

はお互いの違いや同じものに気づきやすいのではないかと思いました。湯沢高校の生徒は素直で先生の



指示に従って、成長がよく見えるすごくいいＬＨＲであったと思いました。その際に、最初に選ぶとき

にはおそらく感覚的に選ぶのではないかと思います。それを次に理由付けしてグループで発表していく

際に、そのときに話として、自分が将来取り組みたい事ってこういうことをやりたいというように、そ

のためには進学というものを考えたときにこういう選択肢を順位付けすればこうだというように明確

にすると、１年生段階の志望理由書についてもこれ自体にもつながりやすいと思いました。将来の目的

ってとても広く聞こえるけど、もう少し生徒に対して１段階２段階下げた言葉であったら浸透しやすい

のではないかなと思いました。このような活動を積み上げていくとグループで考えたことであっても、

アイメッセージとして語れると思いまして、可能性があるなと思いました。 

 

指導助言（能美指導主事） 

 髙橋先生どうもありがとうございました。先生の人柄が出ていましたので、普段からそのようにされ

ていると感じることができました。アイスブレイクのところでも自分の内面を出すようなことをしたり

していました。教員というのは生徒にとって身近なキャリアモデルの一つであると思います。どうして

学校の先生になったのかな、彼らの職業観や職業を選択していく際に一番身近にいる職業人であると思

います。これからもそういうのを小出しに使いながら、生徒に指導していって欲しいと思います。私が

参観したグループでは、個人の意見がばらばらだったので、どうなるのか興味を持ちながら見てみまし

た。最後はグループの意見にまとまりました。あそこまで生徒が理由を付けて話すことはないと思いま

す。環境問題や貧困などはなんとなく知っている知識で、話をしていくと思います。コロナになってし

まって、通過儀礼がないまま、中庸みたいになってしまっていると思いますので、特別活動というのは

とても大事ではないかなと思いまして、ぜひ、この後もあのような話合い活動を展開してくれれば、高

校１年生になっていけるのではないかと思いました。今回もたくさんの意見を頂き改善していくと思い

ます。 

特別活動が新課程になっておりますが、いろんな会議に出ている中で、いろいろ課題があります。特

別活動は生徒が何をする活動か分かっていないことがまだ多いと思います。自習、テスト勉強、席替え

などの時間であってはいけないのです。特別活動で身に付けるべき資質・能力は何か、どういう学習過

程であるべきか、教育課程において特別活動の役割が何かを十分に理解すべきです。また、指導内容を

担任の先生だけに任せるのではなく、組織的に取り組んで欲しいと思います。その中で、今回湯沢高校

は「湯高力」の育成を特別活動の中で行っていることはとてもよい取組で意欲的なことだと思いました。

キャリア教育は学校全体で行うものと総則でも記されており、特別活動はキャリア教育の要となってい

ます。特別活動は生かせる学校もあれば、そうではない学校もあると思います。今日の授業で得たエッ

センスを各学校の方に取り入れて欲しいと思いました。 



高等学校中堅教諭等資質向上研修 校内年間研修報告書
秋田県立湯沢高等学校

研修教員 伊 藤 遼（理科・１年Ｅ組） 校 長 小 松 弘 樹

実施月日 時間割内・ 研修

研 修 内 容 領域 研修の方法・形態 放課後の別 研修指導者

(曜日) 内 外 時間

6 5（金） 授業研究の進め方 教 講話 ２ ２ 教頭

8（月） 教材研究と指導案の作成(1) 教 授業研究 ２ １ ３ 理科主任

12（金） 授業実践に基づく授業研究(1) 教 授業研究 １ １ ２ 理科主任

15（月） 教材研究と指導案作成の指導(1) 教 授業指導 ２ ２ 理科主任(若)

25（木） 特定課題研究の進め方 特 講話→一般研修 １ １ ２ 研修主任

29（月） 個に応じた進路指導について 生 講話→一般研修 １ １ ２ 進路指導主事

7 2(木) 生徒分析と進路指導 生 講話→一般研修 １ １ ２ １年部主任

3(金) 法規に関する事例研究 マ 講話→一般研修 １ １ ２ 教頭

16（木） 授業の参観と助言(1) 教 授業指導 ２ ２ 理科主任(若)

8 6（木） 学校行事の企画運営のあり方 マ 講話→一般研修 １ １ ２ 特活主任

17(月) 選択研修のまとめ 選 講話→一般研修 １ １ ２ 校長

24（月） 教材研究と指導案の作成(2) 教 授業研究 ２ １ ３ 理科主任

9 7（月） 生徒引率時の危機管理について 生 講話→一般研修 ２ １ ３ 特活主任

14（月） 授業実践に基づく授業研究(2) 教 授業研究 ２ １ ３ 理科主任

24(木) 教材研究と指導案作成の指導(2) 教 授業指導 ２ １ ３ 理科主任(若)

29（火） 豊かな自己形成に資する道徳教育の在り方 教 講話→一般研修 ２ ２ 教務主任

10 5(月) 危機管理と緊急事態の対応 マ 講話→一般研修 １ １ ２ 教頭

7(水) 保健室利用の実態とカウンセリングの技法 生 講話→一般研修 ２ ２ 環境保健主任

養護教諭

12（月） 授業の参観と助言(2) 教 授業指導 １ １ ２ 理科主任(若)

23（金） 授業実践に基づく授業研究(3) 教 授業研究 ２ １ ３ 理科主任

11 6(金) いじめの理解と対応 生 講話→一般研修 １ １ ２ 生徒指導主任

1 20(水) 特定課題研究の成果と課題 特 一般研修→講話 ２ ２ 校長以下全員

実施日数 研修方法・形態別の研修日数（時間数） 時間割内研 放課後研修 研修時間

合 計 講話 授業研究 授業指導 一般研修 修時間計(a) 時間計(b) 合計(a+b)

１３ ５ ４ １２
２２ ３０ ２０ ５０

(１４) (１４) （９） （１３）



（様式例）※様式はＡ４判縦

令和２年度中堅教諭等資質向上研修

特 定 課 題 研 究 レ ポ ー ト

所 属 校 秋田県立湯沢高等学校 職・氏名 教諭 伊 藤 遼

Ａ：本県の教育課題に関する研究 Ｂ：マネジメントに関する研究

Ｃ：生徒指導に関する研究 Ｄ：教科指導に関する研究

研 究 内 容 Ｅ：道徳教育に関する研究 Ｆ：特別活動に関する研究

Ｇ：総合的な学習(探究)の時間に関する研究 Ｈ：特別支援教育に関する研究

Ｉ：その他

研究テーマ 「主体的・対話的で深い学び」とその学習評価の方法

１ 研究の概要

①「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善（アクティブ・ラーニングの視点に立った

授業改善）、②資質・能力（「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力」「学びに向かう力、人間性等」）

の育成、③学習評価の工夫、の３つを軸に実践を重ねてきた。本研究では ③学習評価の工夫 について

記す。

『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 総則編』 第２節 学習評価の充実 １ 指導の評価

と改善 の項に「学習評価」についての記載があり、学習評価とは「教師が指導の改善を図るもの」「生

徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにするもの」「教師が生徒のよい

点や進歩の状況などを積極的に評価し、生徒が学習したことの意義や価値を実感できるようにすること

で、自分自身の目標や課題をもって学習を進めていけるように、評価を行うことが大切である」とある。

これを受けて、本研究では「生徒の学習成果に評点をつけるもの」よりも「生徒が学習に向かう行動

の変容を促すもの」としての学習評価に主眼をおいた。変容が観られたかどうかは定期考査で判断し、

「生徒個々の得点の変化」「得点の正規分布曲線とその変化」「得点の標準偏差とその変化」に着目し、

教師の主観を極力除いた。

○手立て１ 生徒は授業の振り返りのためリフレクションカードを毎時間記入する

・「本時の学び終わり」から「次時の学び始め」への接続を意識させる

○手立て２ 「自己調整学習」を紹介し取り組ませる

・家庭学習で行う際の学習方法を指導し、週一回提出させる。ただし提出を観点別評価得点

としては扱わない。

○手立て３ 定期考査の得点を正規分布曲線で示す

ア 得点分布の山がどのような形になるか、全員で事実を共有する。

イ 標準偏差を小さくして、「分布の山を右に動かすこと」を目標に取り組ませる。

ウ イを目指すことが、短期的にも長期的にも全員にとって得であることを理解させる。

○手立て４ 「観点別評価シート」を作成・配付し、自己評価と相互評価を定期的に行う。

・事前に各単元のポイントを掴む「学びの羅針盤」として活用させる。

２ 成果と課題

○手立て１について 毎時間記入し提出させることで、どの生徒がどのような学びを重ねどこでつまづ

いているかを把握するのに役立った。ただし、個々の生徒の行動変容にどの程度効果があるのかは客観

的に評価できない。今後は「記入内容の変化」と「定期考査の得点の変化」の関連性を調べたい。

○手立て２について これにより定期考査の得点を飛躍的に伸ばした生徒もおり、変容が見られた。

○手立て３について 定期考査ごとにグラフを作成し生徒と共有した。その結果、回を追うごとに標準

偏差が小さくなり分布の山が右に動いていくなど、生徒集団の変容が見られた。これが手立て２を講じ

たために起きた現象であるかは評価しにくいが、資質・能力の育成とも関連があるので今後も続けてい

きたい。

○手立て４について うまく機能できていないのが現状である。客観的に評価しにくい面もあるが、手

立て３とも関連があり、２年間かけて行う実践なので改善を試みながら次年度も引き続き取り組みたい。

（Ａ４判１～２枚程度、研究に関わる資料等があれば添付すること）



初 任 者 研 修 を 終 え て 

保健体育科 星野 日和 

１ はじめに 

  湯沢高校に赴任して、まもなく１年が経過する。この１年間は、新型コロナウイルスの影響で校内

外研修の中止・変更などがありながら、初任者として様々な研修に取り組んできた。保健体育の授業

や分掌業務、学校行事、部活動など私は多くの経験を積み上げることができた。今年度の研修集録の

作成にあたり、初任者研修の取組を掲載する機会を頂いたことを光栄に感じながら、この 1 年間の

取組を総括したい。 

 

２ 校内研修 

（１）一般研修 

一般研修では、本校の重点目標や様々な校務分掌、学校・学級経営などについて理解を深めること

ができた。私自身、教員経験が浅く、分掌業務や学校・学級経営に対する理解が乏しい。よって毎回

の研修が貴重な経験となり、新しい知見を多く得ることができた。 

全ての研修を通じて実感したことは、「チーム学校」として教職員間の意思疎通・情報共有が重要

であるということだ。様々な研修で結論としてそのような指導を多く受けた。中でも校長先生より

ご講義を頂いた際に、「学校経営は学校教育目標を達成するためにあり、個人が自分勝手に指導して

よいものではない。具体的には授業において、おれはおれのやり方があるなどという独善的な考え

方による指導はしてはいけない」という言葉が深く印象に残っている。どんなときも、学校組織の一

員としての自覚を忘れずに行動したい。 

また、一般研修では教育基本法やその他法規について学習する機会が多かった。その都度、教育

公務員としての自覚を持ち、服務の厳正・不祥事防止を遵守していくことを確認した。さらにはワー

クライフバランスを考え、様々な研修に積極的に参加し、自分の教養を深めることも教員として大

切であることを理解した。 

 

 (２）教科研修 

  教科研修では、多角的な視点から様々な研修を行うことができた。現行の学習指導要領の課題の

一つに「運動する子供とそうでない子供の二極化傾向」がある。この課題は実際の体育授業の中でも

散見される。この課題を解決するためには、生徒理解や専門的な知識が必要不可欠であること、目の

前にいる子どもたちに最も有効な手立てについて常に自問していくことなどが必要だと感じている。

よって今年度の教科研修では常にこの課題を意識しながら取り組んできた。 

評価方法や授業評価、教材研究などの研修を通して、ICTの活用や授業実践の具体的な手立てなど、

保健体育の授業を行う上でベースになることを学んだ。そして学習指導案の作成や研究授業の実施、

研究協議などの研修を通して、自身の授業力の改善や指導方法についての工夫や考え方など、実用

的なことを理解できた。 

このような研修を行う中で、「運動する子供とそうでない子供の二極化傾向」の課題へのアプロー

チにもつながった。例えば、体育授業においては共通の目標を達成することに主眼を置くことが多

い。目標が適切であれば良いが、適切でない場合、できる人にとっては簡単で、できない人にとって

は難しいという事態が起きる。個人の技能に差があるときには課題の内容を調整したり、ペアやグ



ループ課題の形式にしたり、消極的な生徒の気持ちや不安を引き出して受容する姿勢・雰囲気を醸

成したりといった、細やかな観察眼と柔軟性が重要だと感じた。 

また今年度は保健体育科全体で ICT の活用について考え、様々な取組を実施した。新型コロナウ

イルスにより休校の時期には、グループソフトウェアを活用した体育の授業・課題を研究し行った。

ダンスや陸上の授業ではプロジェクターを用いた視覚的な指導法について実践した。保健の授業で

はパワーポイントと黒板の効率的な併用を考え、自身の研究授業で活用した。スキー授業では、課題

テストを動画で撮影し、保健体育科全体で評価を共有した。来年度から１人１台端末、ギガスクール

構想が始まる。保健体育科では、それに備え、新しい保健体育の授業の在り方について考えた一年に

なった。 

 

３ 校外研修 

(１）秋田県総合教育センター研修 

① 初任者研修講座(高等学校)Ⅰ  新型コロナウイルスの影響のため、自校研修 

 （ア）教育公務員の服務  

研修資料から、教育公務員には職務上と身分上の義務があることを改めて理解した。私はそれ

らを遵守していくことはもちろん、教育公務員として見本となるような服装や態度、生活をして

いく所存である。交通事故の防止策について所属校での対策を基に、自分なりに対策を考えた。所

属校周辺の道は狭く、人と車の距離が近い。そのため危険な交差点では毎朝教員が立ち、生徒の安

全管理をしている。教職員の多くは混雑する時間帯を避けて出退勤している。このような自校の

対策から、私は時間と心に余裕をもって出退勤し、生徒の通学時間には積極的に交通指導を行っ

ていきたいと思う。また保健の授業では、交通安全の知識習得を中心に指導していきたい。 

（イ）学校組織の一員として －組織原則の理解－ 

演習シートの｢業務の遂行｣の項目で、仕事の能率を上げるためには｢アレモコレモ主義｣ではな

く、｢コレダケ主義｣の方がよいとされていた。自分自身はどちらかというと｢アレモコレモ主義｣

であり、自分で自分を追い込む傾向にあると感じた。計画を立てる際に仕事に優先順位をつける

だけではなく、本当に必要な仕事なのか、効率のよい方法はないかを考えていきたい。また、チー

ムワーク･人間関係の項目で、組織人の能力開発は学校外の研修会や OJTが中心的な手段ではなく

自己啓発であるとされていた。このことは昨今に当てはまり、初任者研修は自分自身で主体的に

学びを求め、知識や技能を深めていくことが重要であると改めて考えた。 

（ウ）授業づくりの基本 

自分の普段行っている授業を自己評価したところ、『学びの再思考②「見方・考え方」が働くよ

うにするために』という項目の評価が低かった。私は普段、授業目標の設定を学習指導要領に準じ

た文言で生徒に提示していた。しかしどこか難しい文章で、生徒の見方・考え方が積極的に働くよ

うな目標ではないと感じた。もっとどのような視点で物事を捉えさせ、どのような考え方をさせ

たいのかが一見で分かるような目標にしていきたい。また、自身の体育はパターン化しているも

のが多い。パターン化した授業展開だけではなく、多様な展開を心掛けることが見方･考え方を深

めることになると理解したので、授業計画を立てる際に様々なことを予測していきたい。 

 

② 初任者研修講座(高等学校)Ⅱ  新型コロナウイルスのため、自校研修 

学習指導要領の改訂の基本方針等を確認し、改訂の経緯やカリキュラム・マネジメント、授業改



善の具体的事項について改めて理解した。そこで私は、①学習の楽しさや実社会との関連に対し

て肯定的な回答をする割合が低いこと、②生徒の自己肯定感、社会参画に関する意識が低いこと

の２点が気になり、この２点と主体的・対話的で深い学びの視点から保健体育の授業について資

料などを参考に考えることにした。 

体育の授業では、戦術モデル授業を実施したいと考える。この授業は「ゲーム－発問－練習－ゲ

ーム」という流れで展開する。これは授業前半のゲームで課題を発見し、それを発問で引き出し、

改善するための練習を行い、再びゲームをして課題解決につなげるというものである。通常の体

育では、授業を「発問－練習－ゲーム」という流れで展開するが、それでは課題を自ら発見すると

いう主体的な学びができていないと思う。あえて授業前半にゲームを行うことで、自ら課題を発

見でき、その後の展開で生徒が課題解決に向けて対話的な学びや深い学びができると思う。これ

は①学習の楽しさや実社会との関連性の改善につながると思う。さらにそのような授業の積み重

ねが②の生徒の自己肯定感や社会参画への意識につながると考える。 

保健の授業では、ICTを活用した授業を実施したいと考える。アニメーションや図、写真などを

利用して知識理解やグループワークの補助をするだけではなく、板書では表現が難しかった内容

（思春期と健康）や授業時間の関係で削らざるを得ない内容（教科書の補足や最新の統計データ）

なども示すことができる。そうすれば、生徒は自ら考え、知識や技能を仲間と深め合うようになる

と思う。また ICT を活用し生徒がノートをとる部分を最小限にすることで授業内容を集中して聞

くことができ、課題について考える時間を増やせると思う。このような授業は①の学習の楽しさ

や社会との関連性につながり、さらに保健の目標の一つである生涯を通じて自他の健康の保持増

進について深い学びができ、②の自己肯定感や社会参画につながると言える。 

以上のような取組について指導案を作成し、自校の授業で実践していく所存である。 

 

③ 初任者研修講座(高等学校)Ⅲ  令和２年６月１７日(水) 

   今回の研修では、学習指導要領のことや保健体育の授業のことについて学習した。印象に残っ

たことは、学習指導要領の改訂のキーワード、「見方・考え方」とはなんであるかということだ。

学習指導要領の文言を確認しても、正直よくわからない。指導主事は自己見解として、既に身につ

いている資質・能力を「見方・考え方」と捉えると説明した。私は腑に落ちた。これだけでも今回

の研修は価値があると思った。確かにそのポイントは自分に不足している、改善すべき点だと思

った。午後の教科指導計画の作成ではアキタラクティブ・アイを取り入れながら、指導案を作成し

ていくと授業構想が練りやすいことが理解できた。これからは、主体的・対話的で深い学びが求め

られ、教師は教えるのではなく、気づかせることに焦点を置く、その上でこの教科指導計画の作成

の仕方は参考になった。 

   また、キャリア教育においても、授業や学級経営において普段から出来ることについて初任者

同士で協議し、インターンシップ活動や合同説明会への参加などでキャリア教育が成されている

とせず、日常的に生徒が進路・将来について考えさせるきっかけや将来に活かせる力を育まなけ

ればいけないということを理解した。 

 

④ 初任者研修講座(高等学校)Ⅳ  令和２年８月６，７日(木、金) 

  今回の研修では、様々なことを学習した。安全教育、メンタルヘルス、教育相談、道徳教育、生

徒指導、総合的な学習の時間、情報教育などどれも自分にとって新しい知見になり、興味深いこと



ばかりであった。自校では学習したことを活用できるように復習をしっかりしていきたい。 

その中でも一番印象深いのは、道徳教育の講義・演習である。内容としては、各学校の道徳教育

の全体計画を持ち寄り、比較し、評価するものだった。私のグループには、農業高校、工業高校、

商業高校の先生がいて、それぞれの学校で特色があるような全体計画になっていた。一方の自校

は、普通高校であることも考えられるが、当たり障りのない計画に感じられた。もっと学校色、地

域色を出してもいいのではないかと考えた。その方が教員間での意識浸透にもつながると思う。 

最後に今回学習したことを復習し、自己の財産とするとともに、自校のよりよい発展のために

還元していきたいと考える。 

 

⑤ 初任者研修講座(高等学校)Ⅴ  令和２年９月２日(木) 

   今回の研修では、中学校の保健体育の初任者と模擬授業の実践・協議を行った。私は高校・保健

体育の代表として、模擬授業を実践した。中学校の方と協議を行うことで様々なことを得られた。 

中学校の先生の模擬授業を見て感じたことは、生徒とのやりとりが細やかであることである。

生徒の発言をうまく授業に取り入れたり、発問をしやすい雰囲気を作ったりと高校の先生には足

りない能力であり、すごく勉強になった。その一方で中学校の先生の授業はとても生徒目線であ

るが故に、学習指導要領の内容がとても疎かであると感じた。学習指導要領があっての授業であ

るはずなのに、授業内容が高校と同じようなことをやっていたので、難しいのではないかと感じ

た。 私の模擬授業では中学校の先生方から様々な意見を頂いた。その中で目標のことに関して

多くの意見を頂いた。目標は生徒が見てわかりやすい方がいいと言う意見だった。中学校ならで

はの視点であり、参考になった。また学習内容についてはとても斬新でよいと意見を頂いた。 

今回の研修を通して、中学校では想像していたよりも授業内容が深いところまでやっているこ

と、それは先生の教育への情熱であり、プライドから生まれているものであると感じた。だからこ

そ、中学校の次のステップにある高校の授業は中学校の先生の思いを受け継ぎ、誠意をもって授

業を行うべきであると考えた。 

 

⑥ 初任者研修講座(高等学校)Ⅵ  令和２年９月３０日(水) 

   今回の研修では、保健体育の初任者の渡部先生と伊藤先生の模擬授業参観と研究協議を行った。

渡部先生の授業では交通安全の３つの要因が密接に関連していることを理解させることを主に行

っていた。それを生徒に理解させるために用いた学習活動がある。それは交通事故の多くの要因

を関連あるもの同士を線で引くという活動であった。その活動を行うとワークシート上は多くの

線で汚くなる。しかしそれがねらいであり、要因は複雑に絡まり合っていることを生徒に示して

いた。画期的な学習活動であり、とても参考になった。伊藤先生の授業では感染症とその対策の個

人の対策、社会の対策について理解させることを主で行った。その授業のゴールは、生徒に社会の

対策も大切であるがその基には個人の対策があり、その重要性を理解させることであった。実際、

伊藤先生の思い描くように授業が進行しなかった。その原因として授業を様々な視点からアプロ

ーチしていたことが挙げられる。萩原先生のアドバイスで、広い視野で授業を行うことよりも、深

い授業を行うことが高等学校保健では必要なのではないかと言う指摘があった。課題を一つに絞

り、アプローチの端的な授業をすることも必要であることに気がついた。 

今回研修では上記の他にも評価規準・基準のこと、教材研究・開発の方法など様々ことを勉強す

る機会となった。これを自校でも共有し、さらによい保健体育科を目指して頑張っていきたい。 



 

⑦ 初任者研修講座(高等学校)Ⅶ 

（ア）日程 

   9:00 ～  9:15  開会行事 

9:35 ～ 10:25  授業実践Ⅰ＜指導案なし＞ ２校時 

10:45 ～ 11:25  授業打合せ・授業準備 

12:00 ～ 12:50  授業実践Ⅱ＜指導案あり＞ ４校時 

12:50 ～ 13:25  昼食・休憩 

13:25 ～ 14:15  合評会 

14:25 ～ 15:15  実践授業のまとめ 

15:15 ～ 15:30  閉会行事 

 

（イ）所感 

  今回の研修では自校（湯沢高校）で高校教育課主任指導主事の能美先生と指導主事の萩原先生

にお越し頂いて研究授業を行った。 

事前に研究授業の学習指導案を作成し、保健体育科で協議した。今回行う授業は、現代社会と健

康の中の「薬物乱用と健康」である。本時は２時間扱いの２時間目で、「思考力,判断力,表現力等」

をねらいとした授業にしている。このねらいにした理由は新学習指導要領で述べられているよう

に「思考力,判断力,表現力等」に関する力が国際的にみても日本は低いというデータから、その力

を保健の授業でどのように身につくように促していけば良いかを考えたいと思ったからである。

具体的には「なぜ薬物乱用での検挙者数が増加しているのだろうか」というテーマから個人及び

社会生活と比較したり、分析したりしながら筋道を立てて説明できるようになることを目指して

いる。 

またこの授業の自分のテーマが「思考力,判断力,表現力等」を生徒に身に付けさせるためには

どうすればよいかであり、その手立てとして付箋紙やパワーポイント、ホワイトボードなどを活

用することにこだわった。 

本時の良かった点について、事前の準備の良さを褒めて頂いた。率直にとても嬉しかった。一方

で授業についての厳しい意見も頂いた。学習指導案は、単元の目標、単元の計画などがあって、本

時の計画へとつながる。本時の計画では本時のねらいがあって、本時の目標、本時の展開へとつな

がる。今回の研究授業では、この本時のねらいについて指導主事からアドバイスを受けた。まず、

私の学習指導案では本時のねらいが単元の目標とほとんど変わらず、漠然としていた。これが原

因で、目標の不安定感や生徒のグループワークでの暴走を招いてしまったと思われる。また評価

の欄も本時のねらいと同様に具体性に欠けていた。指導主事から「本授業の改善点は本時のねら

いをもっと具体的に、自らの思いを込めて作成する必要がある」とアドバイスされた。また作成の

手順については、単元の目標→本時のねらい→評価→本時の目標→本時の活動の順で作成するこ

とが望ましいと指摘を受けた。このような手順で学習指導案を作成するとねらいと評価のずれが

起こりにくいことが分かった。 

校長先生からはこの授業でＫＪ法は用いてはいけないとご指摘を頂いた。想像や妄想で薬物乱

用を考えることは誤った知識の習得につながり、危険なことであるからである。私はとても納得

した。これがグループワークでの協議が広がりすぎてしまった原因の一つであると思った。ジグ



ソー法を用いるアドバイスを頂いたので実践してみたい。今回の経験を今後の授業にいかしてい

きたい。 

 

⑧ 初任者研修講座(高等学校)Ⅷ  令和２年１０月２８日(水) 

   「特別な支援を要する児童生徒の理解と支援」の研修では、総合教育センターに隣接する秋田県

立支援学校天王みどり学園の教頭先生からの講話を聞き、授業参観をした。参観などを通して、天

王みどり学園は生徒の自主性を大事にしていることを感じた。それは授業の中はもちろん、掲示

物からも感じることができた。掲示物はすべて生徒自らの手作りであり、随所に工夫も見られ、印

象に残った。神部先生からの講義では、特別の支援を必要とする子どもの数が増加していること

や支援を要する生徒への理解の仕方、様々な発達障害の特徴と対応の仕方について学ぶことがで

きた。 

教科研修の「授業展開の方法と実際②」では、Ａ－３Ⅶの自校研修での録画映像を互見しあっ

た。自分の授業を見て、話し方、声のかけ方などに未熟さを感じた。同期の先生方からは高評価を

頂いたが、自校での研究協議会でも指摘を受けたように授業のゴールの不明瞭さがあるので改善

していきたいと思った。 

最後に本研修をもって教科研修が終了した。教科研修を担当してくれた萩原先生から熱いメッ

セージを頂き、保健体育科の教員としての自覚と責任を改めて感じた。そして自らの成長と未来

への抱負をＫＰ法でプレゼンテーションした。自らの思いを自分の中で整理することにつながっ

た。この気持ちを忘れずに今後の教員生活を頑張っていきたい。 

 

⑨ 初任者研修講座(高等学校)Ⅸ  令和３年１月６日(水) 

   「いじめや不登校への具体的な対応」の講義・演習では、まず適切ないじめへの対応を、演習を

通して学習した。初期対応の仕方で、自らの知識不足を痛感した。次に不登校の対応では、未然防

止の視点から学習した。来年度担任を持つ可能性があるので、参考になることが多かった。 

「特別活動の理解とホームルーム経営」では、特別活動を三つの視点（人間関係形成、社会参画、

自己実現）から考え、実際の学習活動の計画を協議した。特別活動は生徒指導やキャリア教育と効

果的に関連させることが必要だと分かった。 

「学校組織の一員として②－目標管理－」では、自校の学校要覧を参考に目標設定演習した。校

長の重点事項や各分掌・学年・教科の重点事項、生徒の状態、保護者の期待、教育環境などの諸条

件を整理し、自らの使命、力量、教育資源などから自らの目標を設定した。来年度の目標設定では

今回のやり方で考えたい。 

最後に本研修をもって、総合教育センターでの初任者研修が終了した。センター所長から「初任

者の期待」を頂き、教員としての自覚と責任を改めて感じた。その中で、「子どもは未来の形成者

で教員はその育成者である」と言う言葉が印象に残った。未来の社会をつくる一員として、胸を張

れるような行動・言動をしていきたい。 

 

（２）特別支援学校訪問  令和２年９月２３日(水)  秋田県立横手支援学校 

① 日程 

～  8:45  受付 投稿の様子を見学、挨拶 

    9:00 ～  9:15  オリエンテーション 



    9:15 ～ 12:10  授業見学等  ２校時保健体育 ３校時家庭科 ４校時職業科 

 12:10 ～ 12:50  昼食、昼食指導・昼休み指導 

 13:10 ～ 13:20  学校説明（校長） 

 13:20 ～ 13:35  高等部の概要について（高等部主事） 

 13:35 ～ 13:40  質疑応答 

 13:50 ～ 14:40  反省会（協議） 

 14:50 ～ 15:30  協議 訪問記録等の整理 

 

② 所感 

   今回の研修は今後の教員生活において財産となりえる研修であった。横手支援学校の高等部で

は、様々な障害を抱えた生徒が学校という場を通し、社会的自立を目指す教育が行われていた。 

授業見学を通し、印象に残ったことの一つに先生の優しさがある。私の見学したクラスは高等

部２年２組であり、人当たりが悪い生徒が複数いた。授業中も先生やクラスメイトの発言を素直

に受け止められず、否定的な言葉で返してしまうことが散見された。普段の私であったら、強く指

導してしまうところを特別支援の先生方は上手い言い回しで諭すように指導していた。後の協議

の場面でそのことについて質問したところ、「生徒の特徴から強く指導すると心を閉ざしてします

タイプであって、指導の仕方は日々相談しながら行っている」と話していた。組織的に生徒対応す

ることの重要性を理解した。 

また学校長が、特別支援学校では教員が「想像力」を働かせて教育を行うように指導していると

話していた。生徒の行動に対して柔軟な対応をするためには臨機応変な思考や、それを事前に考

えることが必要であると話していた。これは特別支援教育だけの話ではなく、高等学校教育の段

階であっても同じことが言えると感じた。今後の教員生活においてもこれらの経験から生徒に寄

り添った教育を行っていけるように日々精進していきたい。 

 

（３）高等学校初任者研修「授業研修」  令和２年１０月１４日(水) 

秋田県立明徳館高等学校 

① 日程 

12:50 ～ 13:20  受付 

13:20 ～ 13:50  開会行事・諸連絡 

14:00 ～ 14:45  授業参観（Ⅱ部２校時） 

15:00 ～ 15:35  秋田明徳館高等学校長講話 

15:40 ～ 16:00  全体協議会・閉会行事 

 

② 所感 

   講話を聞いて学んだことは以下の２点である。 

一つ目は定時制・通信制高校の役割が変化していることである。昔は勤労青少年のための教育

機関としての役割であったが、最近では多様な学びの受け皿としての役割へと変化している。そ

の背景には不登校や中途退学、外国籍の子どもなどが挙げられ、近年の教育課題でもある。これら

の課題に向き合うことが求められていると考えた。 

二つ目は、通信制の仕組みである。私は定時制については知見があったが、通信制についてはな



かった。通信制はリポート、テスト、月二回のスクーリングから成立していて、多くの生徒が在籍

していることを理解した。近年では通信制の生徒は増加しているが、その一方で中途退学してし

まう人が多いのも通信制の特徴であることに納得した。 

今回の研修で考えたことがある。私は研修以前、定・通制に通う生徒は学習に対する意欲が低い

と思っていた。しかし、定時制Ⅱ部の授業参観をしたときにそれは偏見であることに気づいた。そ

れは、生徒がノートを丁寧にとったり、授業で意見を発表したりするなどの一生懸命な授業態度

があったからである。また、その姿からは自分の生き方について深く考え、今自分に必要なことが

目前の勉強で、それを通して将来の目標に向かっていくのだという強い意志を感じた。全日制の

学校で、これほど先を見通して学校生活に食らいついている生徒はいない。定時制の生徒から学

ぶべきことであると考えた。 

様々な背景を持った生徒に対して、厳しい指導ではなく、一人の人間として存在を受け止める、

悩みを親身に聞く指導が必要であると校長講話であった。それは定・通制に限ったことではなく、

今後の教育全体で必要なことであると私は思う。生徒を客観視することも大切だが、生徒一人ひ

とりの主観に教員がなってみることも必要ではないだろうか。今回の研修はそういったことを考

える好機となった。 

 

（４）まとめ 

この一年は指導教員の森義則先生、佐々木剛先生をはじめとする保健体育科の先生方、小松弘

樹校長や吉田功教頭など湯沢高校の先生方、萩原亨先生をはじめとする指導主事の皆様に熱いご

指導を頂いた。おかげで様々な経験を積み、多くのことを学べた私は、教員としての第一歩を大き

く踏み出すことができたと感じる。前述したような充実した初任者研修を積ませて頂いたことに、

心より感謝を申し上げたい。また湯沢高校の生徒の謙虚な姿勢や新型コロナウイルスに負けずに

勉強に食らいつく根性、そしてどんどん目標に向かって成長していく様子にかなり刺激を受けた。

自らも彼らに重ね合わせ、「現状維持ではだめだ、成長するぞ」という気持ちがわき上がり取り組

んだ初任者研修であった。今後も謙虚な姿勢と努力を忘れず、周りから様々なことを吸収しなが

ら、研究と修養を一生継続していきたいと考える。初任者研修、ありがとうございました。 

 



探究活動等実践モデル校に関わる職員研修の記録 

探究活動推進委員会 

 

１. 探究活動等実践モデル校について 

本校は平成三十一年度より探究活動等実践モデル校（Ｃ型）に指定され、カリキュラム・

マネジメントに関する実践研究を推進してきた。 

モデル校として実践研究を行うにあたり、まずは「カリキュラム・マネジメント」とは何

かを考えた。そして本校では「カリキュラムを主な手段として教育活動全体を主体的に改善

し、学校教育目標を教職員全員でよりよく達成していくこと」ととらえ、本校の課題を解決

する取組を行うこととした。また、「課題」を「生徒に身につけさせたい資質・能力」とと

らえ、それはこれまでの教育活動でも重視してきたものであり、教員・生徒ともに「意識」

して指導、学習することが「カリキュラム・マネジメント」であるという考えに至った。そ

の力を「湯高力（とうこうりょく）」と名づけ、キーワードとして共通理解を図ることに決

めた。その上で、ルーブリックにまとめ、「湯沢高校生が身につける資質・能力のルーブリ

ック」と「教科・科目のルーブリック」を職員全員で作成し、授業改善を実践していくこと

とした。 

令和二年度は「湯高力」を意識して身につける「仕掛けの場づくり」をテーマに実践に取

り組んだ。具体的には仕掛けの場として「教科指導」、「総合的な探究（学習）の時間」、

「特別活動」を重点項目と位置づけ、生徒の資質・能力の向上を目指した。また、「湯高力」

の定着のため、職員研修を充実させることとした。新型コロナウィルス感染症拡大防止の観

点から、対面による実施が厳しい場合にはオンラインで実施した。 

 

２. 職員研修について 

① 令和２年５月２１日（木） 

担当：探究活動推進委員会 

内容：「湯沢高校生に身につけさせたい力『湯高力』」 

        ・ルーブリックの意義や活用について 

 

② 令和２年７月７日（火） 

講師：青森県立青森高等学校 教頭 千葉栄美先生  

                   探究学習部主任 當麻進仁先生 



         内容：「探究活動モデル校事業 職員研修」 

        ・青森高校の取組「青高力」について 

        ・本校の取組についてのアドバイス 

        ・探究活動について 

        ・アクティブラーニングについて 

   

 

③ 令和２年８月２０日（木）（オンライン） 

講師：立命館宇治中学校・高等学校 教諭 酒井淳平先生 

  内容：「探究活動をよりよいものにするために」 

        ・立命館宇治高校の取り組みの報告 

        ・授業体験 

        ・ワークショップ 

   

 

④ 令和２年１０月８日（木） 

講師：ファシリテーター 平元美沙緒先生 

      内容：「フラットで主体的な話し合いの場のつくり方」 

        ・チェックイン 

        ・レクチャー１ 話し合いの場づくりのコツ 

        ・意見交換授業づくりの“良かった”“困った” 

        ・レクチャー２ 話し合いの場の困りごとランキング 

        ・チェックアウト 



   

 

⑤ 令和２年１１月１７日（火） 

      講師：前岡山県立林野高等学校校長 三浦隆志先生 

         ベネッセコーポレーション 薬師寺隆浩 先生 

      内容：「カリキュラム・マネジメントについて」 

        ・学校におけるカリキュラム・マネジメントとは 

        ・ＩＣＴ教育の推進についての事例 

   

 

３. 成果と課題 

 二年間の実践から得られた成果として、湯沢高校の教育理念・目標を成文化した四つの校

訓をルーブリックの中に落とし込み全職員で作り上げることができたこと、教科・科目のル

ーブリック作りを通して教科指導と学校の教育目標を関連づけて考えることができたこと

などが挙げられる。 

一方、資質・能力をどのように評価するかということについては今後も継続して研修を行

っていきたい課題である。さらに、今年度は行事の縮小や中止が相次いだり、年度当初の休

校措置によりロングホームルームの時間が少なくなったりと、計画の変更を余儀なくされ

たため、特別活動についての具体的な取組は来年度の課題としたい。 

今年度でモデル校の指定は終了するが、今後も実践校として継続し、「湯高力」を本校の

教育活動の中核としよりよい学校作りを目指し、研修を実施する所存である。 


