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令和２年度 研究紀要 

秋田県立横手城南高等学校 



ピンチはチャンス

校 長 佐 藤 孝 子

冬になると毎年のようにインフルエンザが流行する。１０年ほど前、新型インフ

ルエンザが流行した時は、若い人を中心に罹患者が多く出た。生徒が教室の座席順

に罹患していったことを覚えている。その時は重症化することもなく、また、命ま

で脅かされることは少なかったため、社会生活は通常通り機能していた。しかし今

回の新型コロナウイルスは今までにない経験であった。加えて、猛暑、豪雨、暴風、

豪雪、地震など、度重なる自然災害もあり、翻弄される一年であった。

社会生活と同様に学校生活もかなり制約を受けたが、奇しくも大きく進歩したこ

ともあった。その最たるものが、e-AKITA ICT学び推進プランである。登校できな
い場合のリモート授業を想定して、来年度から生徒一人１台タブレットが配布され

ることになり、電子黒板は既に各クラス分、配置された。校内の WI-FI 環境も整え
られ、いよいよインターネットを活用した授業が開始される。この環境が整えば、

場所を選ばずに学習が可能になり、災害時においても学びは継続される。

一方で、こうした状況は教員の研修を余儀なくさせる。日頃から ICT を活用して
いる教員にはうれしい環境だが、ほとんどの教員は紙と黒板をベースに授業をして

いるため、使用にあたっては負担感も多い。しかし、せっかく整った環境なのだか

ら、使わないという選択肢はない。発想を転換して、生徒と一緒に学んでいくのも

良いのではないか。デジタル機器に関しては、教師よりも生徒の方が得意な場合も

あるのだから、生徒同士で、もしくは教師が生徒に教えてもらう場面があっても良

い。教師主導型ではなく、生徒とともに、学びを深めていく探究型の授業スタイル

に転換する良い機会だと捉えたい。

「ピンチはチャンス」だと私は考える。固定観念にとらわれず、疑問をもって工

夫することは、物事を改良するチャンスなのだ。できないことに目を向けず、柔軟

な発想を持って、できることから挑戦してもらいたい。そして、できればわくわく

しながら取り組んでいただきたい。

来年度は、１、２年生の教室にも冷房が入る。感染対策のために、自動水栓やサ

ーマルカメラも導入された。学校以外では既に整備されている環境が、遅ればせな

がらやってきた。新型コロナウイルスに負けることなく、ピンチをチャンスに変え

て、生徒と職員が一緒になり、横手城南高等学校をさらに進化させてくれることを

切に願う。
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英語科「コミュニケーション英語Ⅰ」学習指導案 

 

実施日時：令和２年６月２４日（水）２校時 

場  所：４０３教室 

対  象：１年 CD 組２６名 

授 業 者：沓澤静香、Shelby Stark 

教 科 書：LANDMARK English Communication Ⅰ 

 

１ 単元名 Lesson 3    School Uniforms 

２ 単元の目標 

（１） 比較文化的な観点を交えながら、世界の制服事情を理解する。 

（２） 学校制服への様々な賛成意見・反対意見を理解し、簡易的なディベートができる。 

３ 単元と CAN-DO 形式での学習到達目標との関連 

辞書を用いながら、日常生活の身近な話題に関連した英文の大まかな内容を理解するこ

とができる。 

〔１年リーディングの目標〕 

 日常の出来事について、２～３文程度の英語を書くことができる。 

〔１年ライティングの目標〕 

４ 単元観 

   制服は生徒にとってはほぼ毎日身につけるものであるが、制服に対する意識は、国や地

域によっても、また時代によっても異なる。比較文化的な観点も加えながら、制服のメリ

ット・デメリットを考え、身近な存在の一つである制服について改めて考える機会とした

い。 

５ 生徒観 

   ２クラスを３展開し、少人数クラスで授業を実施している。予習等についてもおおむね

取組状況は良く、落ち着いた態度で授業を受けており、授業内の活動にも意欲的である。

一方で、音声と文字を結びつけることなども含めた基本的な語彙の習得が課題であり、今

後時間をかけて指導していきたい。 

６ 単元計画（総時間 7 時間） 

  １時間目･･･Introduction ＊本時 

   ２時間目･･･Part 1 

    ３時間目･･･Part 2 

  ４時間目･･･Part 3 

  ５時間目･･･Part 4  

 ６時間目･･･Comprehension  

 ７時間目･･･簡易的なディベート 
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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 

日本や海外の制服事

情について自分の考

えを伝えようとして

いる。 

制服の是非について

意見を交換すること

ができる。 

日本や海外の制服事

情が書かれた文を読

んで、多様な制服事

情を理解できる。 

関係代名詞、SV（O

＋）疑問詞について

理解している。 

８ 本時の学習 

（１） 目標 制服について書かれた文章を読み、それについて他者と情報交換し、その情

報を基に制服について考えを深めることができる。 

（２） 授業計画 

過
程 

学習活動 指導上の留意点 
評
価 

導
入
（
５
分
） 

Warm-up  

・ALT から提示された様々な制服に

関するクイズに答える。 

 

 

・提示された制服についてどの国の

制服かを理解させる。 

 

A 

展
開
（
３
５
分
） 

〔本時の目標を提示する〕 

 

 

・ペアで制服について書かれた英文

を読み、情報をまとめる。 

（英文は、１人１種類、全体で３種

類） 

 

・まとめた情報を伝えるために読む

練習をする。 

・グループでそれぞれ与えられた英

文から得た情報を伝え合う。 

 

 

 

・ペアで持っている情報をまとめ、

質問に答える。 

・クラス全体で、質問の答えを確認

する。 

 

 

 

・英文を読んで、必要な情報をまと

めさせる。 

短い時間の中で必要な情報を取り出

せるように適宜アドバイスする。 

 

・机間巡視し、読み方をアドバイス

する。 

・グループ内で３種類の制服につい

て情報交換できるようにグループ分

けする。 

・相手に伝わるように話させる。 

・相手の話を聞いてメモを取らせる。 

・３種類の制服について比較させる。 

 

・３種類の制服の特徴を確認する。 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着てみたい制服を選び、理由を考えてみよう。 
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ま
と
め
（
１
０
分
） 

・着てみたい制服を選ぶ。 

 

・ペアで着てみたい制服について話

す。クラス全体で、それぞれの制服

を選んだ生徒がどれくらいいるか確

認する。 

 

 

 

・その制服を選んだ理由も考えさせ

る。 

・選んだ制服と理由を述べさせる。

大きな声でクラス全体に伝わるよう

に話させる。 

・工夫された表現を板書しクラスで

共有する。本時の内容や発表に再度

触れることで、理解が深まるように

する。 

・教科書を読み、さらに制服につい

て考えが深められるように伝える。 

 

 

A 

 

〔評価〕授業後にプリントを回収し、評価する。 
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令和２年度 教育委員会指導主事等学校訪問 授業研究協議会（英語科） 

記録 齊藤 千秋 

 

日 時    令和２年６月２５日（水）  

 

参加者    泉川 晴男   石垣ルリ子   福原 幸子   齊藤 千秋    

       沓澤 静香   Shelby Stark 

 

１．授業者より 

 

沓澤 

 １年生は、ティームティーチングがしばらくできない状態なので、読む・書くことに焦点を

当てて主体的に読ませるような活動を続けておいて、いずれ言語活動ができるようになった時

にやりとりの方に持って行ければと考えている。まずは自分で読む、書くことに慣れさせたい。

語彙が少ないので、中学校レベルの語彙である程度読めるものを用いて主体的に読ませたうえ

で、論理的に話せる方向に持っていきたいと考えている。 

今日の授業では、タイムマネジメントがうまくいかず、生徒にフィードバックする時間が取

れなかったのが反省点として挙げられる。 

 

Shelby  

  生徒が私の支持を理解して、授業展開がうまくいった。生徒とやりとりする時間をもっと多

く取ることができれば良かったと思う。 

 

２．参観者より 

 

福原 

様々な悪条件の中での研究授業だったが、この先いろいろなことをやらせていけばどんどん

できるようになると思う。例えば、本時の目標も英語で提示するなど、難しくても慣れさせる

必要がある。生徒たちが与えられた英文から情報を引き出すのは難しかったかもしれないが、

時間的なことを考えるとクイズなどの活動を省けば本時のねらいを達成できたかもしれない。 

スクリプトにする段階でいくつか文法的なところが間違っているところもあったが、訂正す

る機会がなかった。“Can you say that again?” といったクラスルームイングリッシュを生徒

たちに使わせられたのが良かった。 

 

泉川 

 生徒が積極的でやる気が感じられる。ALT による教材が丁寧に準備されていて、生徒も楽し

く取り組んでいた。 
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石垣 

 生徒が元気よく反応して言語活動がうまくいっていたが、国名の発音がカタカナ語のままだ

ったので、英語の発音を最初に教えて読ませる活動に入ればよかった。プリントが機能的に作

られていた。最終的にはやり取りをメインにしていきたいが、今はもっと指導に時間をかける

必要がある。現段階では、スクリプトを読んで書くことが主な活動になっていたが、書くとこ

ろが中途半端になってしまった。どの程度書かせたいか目指すレベルを念頭に置けば、それぞ

れの活動にかける時間が決まってくる。 

 

３．指導助言 

 

秋田県教育委員会 高校教育課 英語教育推進班 

指導主事 小林 正英 

 英語担当教員授業力向上実践研修の共有のため、授業を提示していただいた。新学習指導要

領を意識して、統合的な言語活動に組織的に取り組んでいるかが観点である。 

 背景知識の活性化が導入の時点で行われていたので、興味・関心を高め、想像を膨らませて

教科書に入ることができた。教科書プラスアルファの教材を作成してもらう取り組みはすごく

良かった。ねらいがはっきりしていて、準備に関しても ALT とのチームワークがよくとても良

い授業だった。「着てみたい制服を選び、理由を考えよう」という本時の目標だったが、願望と

好みは理由付けが難しい。願望と好みで積み重ねていくとおそらくつまずいてしまうので、共

通点や違いに目を向けさせていくと良い。情報を聞いたり読んだりする必然性を高めるのはイ

ンフォメーションギャップであり、自分と他者との共通点と違いを常に考えさせるのは、最終

的にディベートにつなげられる。その最初の段階として意識させることが重要で、統合的な言

語活動をねらいとして、聞き取ったり読み取ったりする指導を引き続き行ってほしい。 

ディベートを意識して活動する場合、マップは考えの羅列だけなので、それを整理させる必

要があり、グリッドは立場が変われば考えが変わることを体験して新しい発見があるので、深

い学びにつながる。最終的にディベートをやるには考えを整理させたり、自己評価で自分が成

長すべきことに気づかせたりする機会を持つ必要がある。アイコンタクトして話させるとき、

聞く側のアイコンタクトも必要になるので、聞きながらではなく、聞いてからメモを取らせる

こと。また、質問することによって、話し手が不足しているものをサポートしながら自分のが

んばりを評価し、相手の評価も高めることになる。自己評価に関しては授業の最後でも途中で

もいつでもかまわない。 

新学習指導要領で授業の中心は言語活動なのに、評価が言語活動でないとギャップがあるの

で、年に複数回パフォーマンステストを取り組んで欲しい。表現力とは自分の考えをサポート

する客観的な事実を言えるかである。普段のやり取りの中で自己評価させ、最終的に自分で自

分の改善点を把握していくようになる。パフォーマンステストの時に同じ観点で評価すると、

生徒も教師もどんな力をつけていきたいかが明確になる。パフォーマンステストについては難

しい点もあるが、科会で確認したり、アドバイスもらったりして共通認識を持ってほしい。授

業の中で、評価しないのであれば全部グループ発表させなくてもいいので、発表の機会を増や

していくとよい。 
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国語総合 現代文 学習指導案 

 

日 時 令和２年１１月１１日（水） 

授業者 浅野 潤子       

場 所 横手城南高校１年Ａ組教室 

１ 単元名  言葉や表現に注目して，それぞれの短歌が作者の個性の表象であったことを理解しよう。 

２ 単元の目標 

①短歌に描かれている情景を言葉や表現に注目して読み，鑑賞しようとしている。（関心・意欲・態度） 

②短歌に描かれている情景を言葉や表現に注目して読み，内容を評価したり作者の意図を捉えたりする。 

（読む能力）「C読むこと」（１）のエ 

③言語文化の特質や伝統的な言語文化への興味関心を広げ，韻文特有の形式と表現を理解する。（知識・理解） 

（〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の（１）のア（ア）） 

３ 教材名 

 短歌と俳句「短歌十二首」 

４ 具体的な評価規準 

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解 

短歌に描かれている情景を言葉

や表現に注目して読み，鑑賞し

ようとしている。 

短歌に描かれている情景を言葉や表現

に注目して読み，内容を評価したり作

者の意図を捉えたりしている。 

言語文化の特質や伝統的な言語文

化への興味関心を広げ，韻文特有

の形式と表現を理解している。 

 

５ 生徒と単元 

（１）生徒の実態 男子１２名 女子２８名 計４０名 

  国語に限らずどの教科においても学習に対して意欲的な生徒が多いが，せっかくの発言や記述における語

彙力に大きな課題がある。思考を深める活動もでき，そのアウトプットにも躊躇なく取り組めるだけに，語

彙力を身に付ける手立てを講じていかなければならないと感じている。 

  そこで，今回は短歌の解釈から鑑賞までを目指し，作者の作歌背景にも迫ることで逐語訳に終始しない解

釈を，言語活動を通して模索させたい。 

 

（２）本単元（教材）について 

  本単元では明治から現代までの短歌と俳句を扱っており，かつ代表的な歌人・俳人の作品が収録されてい

るため，その魅力を感じ取るとともに自然や恋愛・社会と歴史的な問題などの多様なアプローチができる。  

さらに，言葉の持つ意味以外の豊かさを享受することにも適した教材であるため，生徒の語彙力向上に資

すると期待できる。 

 

（３）（１）（２）を受けた，本単元の指導について 

  まずは正岡子規と与謝野晶子の短歌に『万葉集』・『古今和歌集』・『新古今和歌集』の短歌を加えてグルー

プ分けをさせ，グルーピングの依拠するところを考えることで作者の作歌背景に思いを巡らせる。 

次に，グループ分けした短歌の解釈と正岡子規・与謝野晶子の短歌を比較検討することで、短歌解釈の手

立てとし，鑑賞につなげる。 

以上の活動を通して，短歌における言葉の意味以外の情緒やニュアンスの表出を感じられるように進め，

言葉の豊かさとともに短歌が作者の個性の表象であったことに気付かせたい。 
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６ 本時の計画（ ２／６時間 ） 

 （１）本時の目標 

 言葉や表現に注目することで作者の感性に触れ，文化的な背景を踏まえて短歌を解釈することができる。 

（２）学習計画 

過

程 
生徒の学習活動 学習形態 指導者の支援 評価規準（評価の方法） 

導

入 

・正岡子規と与謝野晶子に

ついて復習する。 全体 

・前時の授業を振り返るよう声

掛けをする。 

 

展

開 

１ 短歌のグループ分けを

考える。 

 

 

２ 周囲と意見交換し，考

えの根拠を出し合い，

グループ分けの理由に

ついて話し合う。 

 

 

 

３ 代表者の発表を聞く。 

 

 

 

 

 

４ 正岡子規・与謝野晶子

の短歌を解釈する。 

 

５ 解釈を発表する。 

 

 

 

個 人 

 

 

 

グループ 

 

 

 

 

 

全 体 

 

 

 

 

 

 

個 人 

 

 

全 体 

・便覧や辞書を用いて自分の力

で考えるよう伝える。 

 

 

・個々の考えを持ち寄り，考え

を深めるように指示する。 

・グループ分けの理由を集約

し，発表の準備をするよう指

示する。 

 

・キーワードを提示して発表す

るよう指示する。 

・発表を参考にして，自分の考

えをまとめるよう伝える。 

 

 

 

・自分の言葉でまとめるよう伝

える。 

 

・発表を参考にしながらワーク

シートを完成させるよう指

示する。 

グループ分けを理由づけして

考えようとしているか。 

【関心・意欲・態度】（観察） 

 

発問に対する答えを考えて書

けるか。 

【読む能力】 

（ワークシート・発表の観察） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短歌の解釈を自分の言葉でま

とめられるか。 

【読む能力】 

（ワークシート・発表の観察） 

 

ま

と

め 

８ 本時の振り返りをす

る。 

 ・２作品について，鑑賞につな

がるような感想発表を促す。 

 

 

 

 

主発問：二つの短歌を解釈しよう。 
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令和２年度 校内授業研究協議会（国語科）  

 

国語科  浅野 潤子 

 

日 時    令和２年１１月１１日（水） 

参加者    清水妙子 齊藤貴子 小武海春佳 藤井紹子  

１ 授業者より 

  短歌の解釈を目標に、最終的に鑑賞までを目指して計画した。既習事項を用い、根拠を明

確にして発表することを言語活動とし、それを解釈の手立てとする予定であった。古典の短

歌を用いたことから、生徒の思考が言語活動中心になってしまう可能性を心配したが、次に

つながる活動であることは理解できていたように感じた。しかし、肝心の解釈に至るには時

間が足りず、消化不良が否めない結果となってしまった。後半はグループを戻し、個の活動

として解釈に向かわせたところ、悩みながらも記述しようとしている姿が見られた。生徒の

解釈を聞き合う活動につなげられなかったことが残念である。（次の時間に続きとして解釈を

させてみたところ、前時に思考したことが活かされた内容に仕上がっていた。自身で思考し

て文章化する流れができているので、１時間で完結できるよう進めたかったと痛感した。） 

 

 

２ 参観者より 

 ・和歌集の特性に基づいてグループ分けを行う活動が面白いと感じた。生徒の様子から、前

時の学習を根拠にグループ分けの理由としている様子が見られ、既習事項が活かされた本

時の活動であると思った。              （増田高校 照井佳那子先生） 

   

・短歌の鑑賞という難しい内容について、グループを活用して楽しく行っていた。生徒の発

表も良い内容だった。欲を言えば、もう少し大きな声だともっと良かった。ＩＣＴに活用

できそうな内容であり、来年が楽しみである。生徒との関係がとても良く、時折、先生が

言葉遣いなどを直す場面がとてもよかった。           （佐藤孝子校長先生） 

 

 ・古典和歌に依拠した近代短歌の考察の試みが、非常に興味深かった。解釈から鑑賞へと読

みを深めようとする姿勢からも、新たに学ぶべきことが多かった。生徒に、自分の力で、

相手に伝わるように表現することを促している点も、素晴らしいと思った。俳句の話にな

るが、ＮＨＫドラマ「坂の上の雲」に、正岡子規が、松尾芭蕉の句と与謝蕪村の句を比較

し、評する場面が出てくる。子規は、俳句というものは、詠み上げた時にすぐ情景が浮か

んでこなければならないと言う。このたびの、『万葉集』や『古今和歌集』、『新古今和歌集』

の和歌と比較しながら生徒達が発表している様子と、ドラマの子規の姿が重なって見え、

生徒達が大変頼もしく思えた。生徒達は、前時と今回の学習で、子規の作歌に対する思い

をしっかり理解できたのではないか。今回の近代短歌 2 作品は勿論、古典の三大和歌集の

和歌をもう一度深く読み味わいたいと思えた授業であった。     （藤井紹子先生） 
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古典Ｂ 学習指導案 

 

     日 時 令和２年１１月１１日（水） 

授業者 小武海 春佳       

場 所 横手城南高校２年Ｃ組教室 

１ 単元名  本文を根拠に，登場人物の人物像を的確に捉えよう 

 

２ 単元の目標 

 

（１）古典を読んで，人間，社会，自然などに対する思想や感情を的確にとらえ，ものの見方，感じ方，考え方

を豊かにしようとしている。（関心・意欲・態度） 

（２）古典を読んで，人間，社会，自然などに対する思想や感情を的確にとらえ，ものの見方，感じ方，考え方

を豊かにする。（読む能力 指導事項ウ） 

（３）古典に用いられている語句の意味，用法及び文の構造を理解する。（知識・理解 指導事項ア） 

 

３ 教材名 

 『史記』「鴻門之会」「樊噲、頭髪上指す」（第一学習社） 

 

４ 評価規準 

 

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解 

本文を根拠に，登場人物の人物

像を的確に捉えようとしてい

る。  

本文を根拠に，登場人物の人物像

を的確に捉えている。 

本文の語句の意味や用法及び文の

構造を理解している。 

 

５ 生徒と単元 

（１）生徒の実態 男子１３名 女子２７名 計４０名 

  積極的に授業に取り組むものの，古典に対する苦手意識を抱く生徒が見受けられる。原因として，本文の的

確な読解がままならず，自分の想像で読みを進めてしまうことで，誤った本文の内容理解に陥ってしまうこと

が挙げられる。 

 

（２）本単元（教材）について 

  今回扱う作品は『史記』に収録されている「鴻門之会」という話である。この話は，次の国王をめぐる項王

軍と沛公軍の戦いの中でも，沛公の謝罪から始まる登場人物の心理戦が描かれているため，言動が細かく描写

されており，各人物の行動や発言から人物像を探ることに適した教材である。 

 

（３）（１）（２）を受けた，本単元の指導について 

  まずは，登場人物の発言や行動を本文に即して理解する。 

次に，言動から読み取れる人物像について考える。 

以上の活動を通して，本文を根拠として，人物像や内容を的確に理解する力を身につけさせたい。 
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６ 本時の計画（ ７／１０時間 ） 

（１）本時の目標  

  本文を根拠に，登場人物の人物像を的確に捉えることができる。 

（２）学習過程 

過程 生徒の学習活動 学習

形態 

教師の支援 評価規準 

（評価の方法） 

導入 １ 本文の音読をする。 

 

 

２ 本文の内容を復習す   

る。 

 

ペア 

 

 

全体 

・正しい読みができているか隣同士で確認す

るよう指示する。 

 

・登場人物の言動を正しく理解できているか

質問しながら確認する。 

 

展開 ３ 人物像を考える対象

を確認する。 

 

 

 

 

４ 人物像について考え

る。 

 

 

５ 各班で人物像につい

て意見を共有する。 

 

 

６ 捉えた人物像を発表

する。 

 

 

 

全体 

 

 

 

 

 

個 

 

 

 

班 

 

 

 

全体 

 

 

 

・今回確認する人物は沛公，項王，張良，樊

噲であることを伝える。 

 

 

 

 

・人物像を考える際のヒントとして本文に即

した質問があることを伝える。 

 

 

・各班で指定された人物についての人物像を 

 考えるよう指示する。 

 

 

・発表する際に，根拠とした本文の箇所を言

うよう指示する。 

・班の代表者の発表を聞き，ワークシートの

裏面にメモするよう指示する。 

 

 

 

 

 

 

人物像を考えよ

うとしている

か。【関心・意

欲・態度】（観察） 

 

 

 

 

本文を根拠に，

人物像を的確に

捉えているか

【読む能力】（ワ

ークシート・発

表） 

まと

め 

７ 授業の振り返りをす

る。 

個 ・本文を根拠として捉えた人物像を理解して

いるか確認するよう指示する。 

 

 

 

主発問：登場人物の人物像はどのようなものか。 
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令和２年度 校内授業研究協議会（国語科）  
 

国語科  小武海 春佳 
 

日 時    令和２年１１月１１日（水） 

参加者    清水妙子 齊藤貴子 浅野潤子 藤井紹子  

１ 授業者より 

  本校の生徒の実態として、「本文を丁寧に読むことはできるが、読解したことを用いて自分で思考

するという点において苦手意識を抱いている」ことが挙げられる。課題に対して、自分の考えをも

つことはできるが、その考えに対する根拠が乏しく、感想に留まってしまう光景が見受けられる。 

  原因として、本文の的確な読解に困難を抱いていることと、本文に立ち返って思考する活動が希薄

であるという二点なのではないかと考えた。 

そこで、今回は、本文を根拠とした人物像を捉えるという目標で授業を組み立てた。生徒は大変

よく頑張ってくれた。しかし、目標達成とはならなかった。 

授業者の反省点として、大きく二点挙げられる。 

一点目は、「人物像を捉える本文の範囲を広げすぎてしまった」点である。 

本授業で扱った「鴻門之会」という作品は、ある一場面からでも、多様な人物像を捉えることが

十分可能である。特に古典に苦手意識を抱いている理型の生徒にとっては、全文から人物像を捉え

ることは非常に大変な活動であったと反省している。今後は、生徒の実態等に合わせて活動内容を

精選していく必要がある。 

二点目は、「生徒が思考する時間を十分確保できなかった点」である。読解の確認や復習に時間を

使いすぎてしまい、生徒の思考を深める時間を確保できなかった。  

以上の点を踏まえ、今後の授業改善に努めたい。 

 

２ 参観者より 

２単位の古典は前時の内容を忘れてしまう場合が多いのですが、図式化して、しっかり思い 

出させていて良かった。囲みの色分けはもう一色あっても良いかと思う。ペアの動かし方もテ 

ンポが良くとても良かった。ただ、毎回ジャンケンしなくても、「今度はさっき勝った方」など 

言ってあげると時短になる。文章のどこを指しているか分からずにいる生徒も多く見られてい 

たので○ページ、○行目と指示してあげると良い。音読も毎時間のように実施しているので、 

皆しっかりと声が出ている。このクラスはムードメーカー的な生徒がおり、答えてくれるが、 

場合によっては全員に考えさせ待ってから発言することも必要かと思う。（佐藤孝子校長先生） 

導入が丁寧で、大変分かりやすかった。「鴻門之会」の世界に一気に引き込まれた。先生のテン

ポの良い語りの魅力も、授業の随所に感じられた。生徒達は、全体的に意欲的で、主体的に授業に

取り組んでいる。グループ活動や発表の様子も、大変楽しそうであった。現代文の授業のように、

登場人物の行動や発言、心理について深く読み取り、人物像に迫っていこうとする漢文授業は、人

間の生き方を考察する上で、非常に意義があると思う。自分の漢文授業においても、ここまで作品

を読み味わわせたいと思った。(藤井紹子先生) 
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数学科 学習指導案 

日 時 

使 用 教 室 

令和２年１１月１１日（水）２校時 

視聴覚室 

対 象 生 徒 ３年ＣＤ組数学Ⅲ選択者３４名 

使用教科書 メジアン数学演習ⅠⅡＡＢ（数研出版） 

授 業 者 柴田 和明 

 

１ 単 元 名  Ⅸ 微分法・積分法  問題Ａ 

 

２ 単元の目標  入試の問題演習を通して、微分・積分についての理解を深め、知識の習得と

技能の習熟を図り、事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに、

それらを積極的に活用する態度を育て、大学受験に向けた基礎基本の定着を

図る。 

 

３ 単元と生徒   生徒は、３年ＣＤ組の理系クラスの中で数学Ⅲを選択している生徒たちを 2

クラスに展開したうちの習熟の遅いクラスである。授業に対する姿勢は真面

目だが、自分から積極的に発言する生徒は少ない。大学入試に出題された問

題で演習を行っており問題の難易度は高いが、一生懸命に取り組む生徒の姿

勢を生かし、教え合いなどを通してより多くの生徒が授業で活動し、基本事

項の理解に繋げてほしいと考えている。 

 

４ 指導と評価  単元の指導計画 Ⅸ 微分法・積分法  問題Ａ（４時間） 

の計画     ３４ 最大・最小（微分法） 

３５ 方程式・不等式への応用・・・本時 ３／３時間 

 

〈評価規準〉 

 

評価の 

観点 

ア 関心・意欲・態

度 

イ  数学的な見方

や考え方 

ウ 数学的な技能 エ 知識・理解 

本 

時 

・増減表を利用し

て、ある定義域で

の関数の最大・最

小を調べようとす

る。 

・導関数の符号の

変化から極大・極

小を考えることが

できる。 

・増減表、極値か

らその関数の概形

をかくことができ

る。 

・導関数の正負が、

関数の増減を表し

ていることを理解

している。 
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５ 本時の計画 

（１） 本時のねらい  

グループ内での話し合いや教え合いの活動を通して、問題の解き方や考え方を交流させ、 

数学的に考察し処理する能力それらを積極的に活用する態度を育てる。また、書画カメ

ラを利用することで生徒が板書する時間を短縮し、その時間で教え合いなどの活動を充

実させたい。 

 

（２）展開 

段 階 学習活動 指導上の留意点 評価 

導 入 

（5 分） 

・本時の目標を確認

する。 

「解き方・考え方を、

目的とともに理解す

る。」 

・遠慮せずに積極的にグループ内で

話し合うように指示する。 

 

展 開 

(40 分) 

・問題Ａの担当の生

徒が解答を書画カメ

ラで白板に投影し、

解答について説明す

る。 

・説明後、解答につい

てグループ内で話し

合う。 

・同様にして、説明が

終わり次第、次の生

徒が書画カメラでノ

ートを投影して説明

する。 

・説明の内容や、投影された生徒の

答案について意見がないか確認す

る。 

・話し合いがちゃんと行われている

か机間巡視をしながら確認する。 

・自分の解答との違いや良さを見つ

け、必要があれば質問するよう指示

する。 

(ア) 

(イ) 

(ウ) 

(エ) 

まとめ 

(５分) 

・授業内に確認した

問題の解き方につい

て、自分でまとめる。 

・自分でまとめ、近くの人と感じた

ことを共有し、理解が深まるように

する。 
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令和２年度 校内授業研究協議会（数学科）  

記録 照内咲子 
 

日 時    令和２年１１月１１日（水） 放課後 

 

参加者    高久 英夫  小山  隆  小松田信之  加藤 清秀  齋藤 良樹 

  照内 咲子  柴田 和明 

 

１ 授業者より 

 普段は進度を意識して講義形式の授業を行っていることがほとんどだが、今回は研究授業というこ

とでＩＣＴを活用した授業を計画した。今回の形態は、２学期の問題演習において１時間の中でより

多くの問題を扱うことができないかと思い、３週間に渡りこの形式で授業をやってみた。始めたころ

は、生徒のノートの文字が薄かったりしたこともありなかなかうまく進まなかったが、生徒を含めて

試行錯誤する中で、鉛筆の濃さは２Ｂを使用することとし、大きく書くことを意識していったところ

投影したものがはっきりと見えるようになった。本校の書画カメラは、設置したノートを撮影する機

能がないため、説明をしているときにノートに補足の説明を書き込むことができないという問題点が

あった。また、教え合いというところではなかなか生徒同士の活動が多くなく、活動の内容は、板書

や説明をノートに書き込み終わることがほとんどであった。進度を考えると、対話的な深い学びをど

の程度授業や単元の中で取り入れるべきかそのバランスが難しいと感じている。忌憚のないご意見を

伺いたい。 

 

 

２ 参観者より 

・書画カメラでは、ノートの内容と同じものを黒板に書くという手間が無いので授業の進むスピード

は速いと感じた。 

・ノートを投影中に、発表の生徒はメモを取ることができなかったので、可能であれば新しい書画カ

メラを購入するなどしてより良い活動になればもっとこの形での授業での可能性が広がるような気

がした。 

・次年度から生徒にタブレットが配付されるので、黒板に投影するのではなく、手元のタブレットに

ノートの情報を送ることができればもっと見やすくなると思う。 

・次年度からのタブレット配付に繋がる授業だったと思う。ノートを投影するだけでなく、動画など

動きのあるものを共有できれば面白いと思った。 

・生徒間の教え合いという場面がほとんどなかった。３年生の問題演習の授業なので仕方ないかもし

れないが、じっくりと問題と向き合う時間を確保して深い理解に繋げることも進度の確保と同じくら

い必要なことだと思う。全体のバランスの中で、もう少しじっくりと問題と向き合う時間を確保して

ほしいと思った。 

・積極的に発言できる生徒がいなかった印象。そういう生徒が一人でもいれば、また変わった授業に

なるのではないかと思う。 
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第３学年Ｂ組 地理歴史科（日本史Ｂ）学習指導案 

 

日   時：令和２年１１月１２日（木）５校時 

ク ラ ス：３年Ｂ組日本史選択者（２４名） 

場   所：多目的講義室          

指 導 者：千葉智也            

使用教科書：詳説 日本史Ｂ（山川出版社）  

 

１ 単  元  名    律令国家への道 

 

２ 単 元 の 目 標    律令国家の成立過程や制度の特徴を、史資料を確認しながら 

            律令制度の意義を理解する。 

 

３  単 元 と 生 徒       本単元では、律令国家の成立過程について確認し、律令制度 

            の特徴を理解する中で、制度の意義について理解する。問題演 

            習を交えて知識の確実な定着を図りながら、歴史への興味・関 

            心を持たせたい。 

生徒は真面目で積極的に発言する生徒も多いが、より主体的 

            な活動を促したい。 

 

４ 指 導 の 計 画 

 

①大化改新     ３時間        ②白鳳文化      １時間 

      ③律令国家と官僚制 ２時間 （本時 1/2）   ④民衆の負担     ２時間 

 

５ 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) 

律令国家の成立過程

に関心を持ち、歴史

的事象の意義を追究

しようとしている。 

律令制度の特徴を多

面的・多角的に考察

し、自分の意見を表

現している。 

律令制度の仕組みや

当時の生活などを、

史資料を適切に活用

して知ることができ

る。 

律令制度について多

面的・多角的に理解

し、基本的な知識を

身に付けている。 
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６ 本 時 の 計 画 （１）ねらい  律令制度の特徴を確認し、意義を理解する。 

          （２）展開 

過程 学習内容 学習活動 指導上の留意点 評価 

導 

入 

(5) 

本時の目標を確認

する。 

 

既習事項及び本時の活

動内容を確認する。 

 

授業プリント等を

配付する。 

 

 

 

 

 

 

展 

 

開 

  

 

(40) 

問題演習を通して

律令制度を確認す

る。 

律令国家に関する問題

を解き、解答の判断理

由を説明する。 

史資料を見て、国

家の政策と社会の

状況の相違に注目

させる。 

史資料から読み取

ったことを適切に

表現している。 

(B･C） 

 律令制度の意義とは何だろう？  

    

律令制度の成立過

程について考察す

る。 

なぜ律令制度が必要で

あったのか、国内政治

制度を統一していく過

程について考察する。 

律令制度成立以前

の歴史的背景に着

目し、生徒の主体

的な発言を拾い上

げる。 

律令制度の基本的

な知識を理解して

いる。 

(Ｄ) 

 

整 

理 

(5) 

本時のまとめをす

る。 

授業プリントを仕上げ

る。 

机間指導を行い、

プリントを確認す

る。 

 

 

７ 協議の視点   歴史的思考力を深めるための手立ては効果的であったか。 
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令和２年度 校内教科研修会分科会（地歴公民科）  
 

地歴公民科  千葉 智也 

 

日 時    令和２年１１月１２日（木）１６：１０～１７：００ 

 

参加者    工藤育子  籾山貴文  藤原吉隆  今入健志郎  千葉智也 

 

１ 授業者より 

 問題演習を交えて知識の定着を確認し、大学入試レベルの問題に応用させることができてい

るか、という観点で授業を行うことを考えてみた。ともすれば、ただ問題を解いて解説をする

ような流れになってしまいがちであるが、生徒に対して効果的に問いを発することで、「生徒自

身が問いを発する」ことができるようになることを期待して授業に臨んだ。 

 律令制度にスポットをあて、古代日本が初めて法律や社会的な規範を持った意義について考

えさせたいと思い、知識の定着を確認しながら進めた。受験を控えた３年生ということもあり、

また普段から発言が多いクラスでもあるので、比較的スムーズに内容の確認を行うことができ

た。自分自身、リラックスして臨んでいたつもりであったが、つい余計に説明をしてしまった

り、史資料の確認を怠ってしまったり、生徒との「会話」に終始してしまった点は大いに反省

すべきであった。また、主発問を問うタイミングが曖昧になってしまい、やや強引に意義を確

認したことや、解答の判断理由の説明が浅いものになってしまったことは、明らかに教師側の

準備不足であった。 

 生徒は普段どおりに問題と向き合い、発問に対しても素直に答えてくれたので、集中して授

業に臨んでいたことはよくわかったが、発言をしない生徒もいる中で内容の共有がどれほどで

きていたかが疑問である。また、生徒が考える間もなく発することができる発問ばかりで、思

考が深まったとは言えないと感じる。それでも生徒たちは自分の持てる知識をフル活用して、

根拠を立てて問題を解いていたので、本番の試験での成功を心から祈るばかりである。 

 今回は問題数をこなす時期にあって、あえて復習に時間をかけた形になったが、問題の難易

度や問題量を吟味した上で、なおかつ核となる発問をしっかりと練らなければいけなかったと

反省している。 

 

２ 参観者より 

・３年生の１１月の時期の問題演習で、ポイントが押さえられたわかりやすい解説がすばらし

かった。その問題だけではなく、関連する事項も自然に復習できていた。 

・普段から生徒とよくコミュニケーションをとられていることが分かる授業だった。生徒の主

体的な発言が多く、学び合いの雰囲気が形成されていて良かった。生徒の発言も効果的に活

かされていた。 

・プリントに文章表現力、思考力を問う（鍛える）問いが出題されていて、多様な入試に対応

する工夫がなされていた。 
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・とても和やかな雰囲気で進められており、先生の人柄が表れていると感じた。 

・共通テストでも出題されると思われるテーマ史の演習を通じて既習事項の復習が丁寧になさ

れていた。 

・生徒も進んで発言していたので、自ら考える姿勢を育んでいた。 

・生徒とのやりとりが活発で、普段からよくコミュニケーションがとれていることがうかがえ

た。 

・生徒の発言の拾い方がよい。 

・共通テスト対策演習なのだと思うが、単調にならず、生徒たちが楽しそうに考え、発言して

いるのが印象的だった。また、生徒が疑問を投げかけていることも良かった。 

・本時の目標である「律令制度の意義」をどうまとめるのか興味深かったのだが、途中で退席

して見られず、残念であった。 

・地歴公民科の教員の参観が少なかったので、周知して研修につなげてほしかった。 

・授業案に沿っていない部分は、後日補うべきである。 

・研究授業であるが、授業者も生徒もリラックスしており、普段の良好な雰囲気が感じられた。 
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芸術科（書道Ⅰ）学習指導案 

                                           

日 時：令和２年１１月１７日（火）５校時    

クラス：１年Ａ組（男子４名、女子５名、計９名） 

授業者：教諭 齊藤 貴子            

 

１、単元名 行書の学習（教科書『新編 書道Ⅰ』教育出版） 

２、単元の設定理由 

 これまでの学習は主に中国の楷書の臨書から、用筆法やさまざまな作品の特徴、時代や人格など   

によって多種多様の表現があることを学習し、その特徴の把握に努めてきた。本単元では、実用面も

鑑みて、行書の臨書に取り組み、中国のみならず、その影響を受けた日本の書の歴史にふれ、日本の

書の伝統と文化に関心を持たせて効果的な表現の技能を身に付けさせることを通し、生涯にわたり書

を愛好する心情を育てることにつなげることをねらいとして設定した。 

３、単元目標 

（１） 行書の伝統と文化に関心を持ち、表現や鑑賞の創造的活動に主体的に取り組む。 

（２） 行書の用筆法、運筆法を理解し、創造的な表現の技能を身につけ表現する。 

（３） 相互鑑賞により、それぞれの表現意図の理解と目的に応じて多様な表現が可能となる書の 

良さを味わわせる。 

４、単元を通して生徒につけさせたい力 

 空海は遣唐使として派遣された中国から真言密教をもたらし、真言宗の開祖として有名な人物であ

り、嵯峨天皇、橘逸勢とともに平安時代の三筆と称される能書家でもある。空海の真跡の中でも、絶

品とされる国宝の風信帖は、王羲之や顔真卿の書風の影響を受ける。これまで学習してきたこの二人

の作品と比較を通して、鑑賞の能力を高めるとともに、最澄に送った手紙であることやその時代の背

景を知ることで、「唐様」でありながら「和様」にも通ずる巧みな表現を味わうことで、日本の書への

興味を引き出すことにつなげたい。また、共同作品に取り組み、他者との協力を経て、作品の行立て

や文字の大小、線の太細などに留意させ、紙面構成の妙などの感性を働かせて鑑賞、臨書させたい。 

５、生徒の実態 

 明るく素直な生徒が多く、従順に指示された課題をこなし、熱心に取り組んでいる。自己に対する

自信のなさや上手に書こうとする意識からか、表現に苦手意識をもっている生徒もいたが、さまざま

な書風を学習する中で、一辺倒な表現ではないことを知ってからは、主体的に表現したり積極的に行

動したりと興味・関心を示す生徒が多いクラスである。今回の授業では、共同作品の制作をすること

で、その文字に責任と愛着を持たせ、表現する喜びを味わわせたい。また、これまで臨書学習の重要

性を考えさせると共に、書は実生活と密接した関係にあることを改めて認識させたいと考えている。 

６、指導と評価の計画 

①指導計画（全１１時間）  

  ・行書の基本と特徴（１時間）  

・蘭亭序の鑑賞と臨書（３時間） 

  ・風信帖の臨書と鑑賞（４時間）・・・本時１／４時間 

  ・争坐位稿の臨書と鑑賞（３時間） 
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②評価規準 

ア 書への関心・意欲・態度 イ 創造的な書表現の工夫 ウ 鑑賞の能力 

① 漢字の創造的活動の喜び 

を味わい、書の伝統と文化に

関心をもって、主体的に表現

や鑑賞の創造的活動に取り組

もうとしている。 

② 他者の意見等を参考にし 

ながら、書表現について追求

しようとしている。 

①創造的な書表現をするために、

漢字の書の基本的な能力を活か

し、効果的な表現の技能を身につ

け表している。 

②臨書を通して「風信帖」の文字の

骨格や線質、全体構成の特徴を理

解し、それを表現するための用筆・

運筆の技能を習得している。 

①日常生活の書の効用、文字

及び書の伝統と文化につい

て幅広く理解し、その価値を

考え、書のよさや美しさを創

造的に味わっている。 

②「風信帖」の書風を的確に

とらえ、その美を感受してい

る。 

 

７、本時の計画 

  ①本時の目標  書風を分析的に鑑賞し、特徴をとらえた表現の工夫をする。 

  ②本時の指導過程 

 学習活動 指導上の留意点 評価の観点 

 

導入 

 

５分 

・本時の目標を確認する。 

・前時の振り返りをする。 

 

・学習プリントを活用して、作

品名、成立時代、作者、歴史 的

背景など日本書道史上の位 

置を振り返らせる。 

 

 

 

 

 

 

 

展開 

 

４０分 

・半紙で各自の担当部分を練

習する。 

 

 

 

 

・前時の半切１/２作品を相互

評価し、改善点を考える。 

・書風の特徴をとらえて 臨

書する（試書）。 

 

 

・グループのテーマを設定し、

臨書する（清書）。 

・作品の提出と掲示をする。 

 

・半紙で各自の担当部分を練

習する。 

 

 

 

 

・生徒の分析をもとに、アドバ 

イスを加える。 

・作品を黒板に掲示し、再度、 

課題と改善点を確認させる。 

 

 

・グループで協力し合いなが  

ら、課題と改善点に留意し、 

集中して清書させる。 

・完成作品を黒板に掲示し、他 

の行との調和を比較させる。 

・「風信帖」の書風を的

確にとらえ、その美を

感受している。（ウ②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他者の意見等を参考

にしながら、書表現に

ついて追求しようとし

ている。（ア②） 

まとめ 

５分 

・本時のまとめ 

 

・後片付け 

・作品の全体感をとらえて、

自己評価させる。 
 

 

書風を分析的に鑑賞し、特徴をとらえた表現の工夫をする。 

共同制作を通して、他者と協力しながら、主体的・対話的な活動をする。 
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令和２年度 校内研究授業 教科研修会（芸術科・書道）記録 

 

期日：令和２年１１月１７日（火）  

場所：書道室 

参観者：高久 英夫、百木 慶郎、遠藤 恒夫、糯田 亜希子 

 

１．授業者より 

今回の授業は、風信帖の第一通を１年生の書道選択者で全臨しようと考え、各クラス３行ずつの分担

で臨書に取り組んだ。書道を選択した生徒には、１年間の学習を通して、確かな成果を残したいと考え

ている。そのためには、学習内容に偏りなく、鑑賞と臨書に取り組み、創作への手立てとなるような授

業展開を心掛けている。書道はとかく個の修練が重要と考えられがちであるが、「協働」という観点か

らも、共同作品に挑戦させてみた。短時間での学習のため、１時間の学習内容としては盛りだくさんだ

った。前時からの継続を目的に授業を組み立てたが、もっと時間をかけて臨書できればよかった。年度

当初の楷書の臨書から鑑賞の重要性を説明し、授業内で、個人の見方から全体の共有、確認という流れ

で学習してきており、自己の鑑賞ポイントをグループで共有し、表現することは難なく、スムーズにで

きていたように思う。 

 

            

 

２．参観者より（授業についての感想とアドバイス） 

①目標設定について 

・書風を分析的に鑑賞していたかどうか確認(評価)するのが難しい。 

・国語の授業と同様に、「味わう」「鑑賞する」ということが目標になっていることが新鮮だった。 

・分析的な鑑賞から特徴をとらえさせ、それを表現の工夫につなげていくという目標で適切であった。 

・本時の目標について「共同制作を通して～」も加えたほうがよいのではないか。 

②授業内容について 

・グループをつくり、分担して書くというアイディアがよい。協働とともに適度な緊張(責任)の場と 

なっている。学習効果が高い。 
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・一連の作品を３人で作るということが面白かった。協働で作業をさせることに通じているのかと感じ

た。生徒が真剣に取り組んでいた 

・グループになって風信帖を協力しながら臨書する授業は初めてだった。生徒一人ひとりが主体的であ

り、互いに対話的な活動ができていたのが印象的だった。 

・共同制作では、生徒同士の意見交換が設定され、主体的・対話的な活動がなされていた。 

③発問や説明の仕方について 

・生徒は、これまでの授業で鑑賞のポイントや作品を評価する観点を習得しているのか。作品を見る眼

の育成がどのようか関心を持った。今日は、あまり白熱した意見交換を聞くことができなかったので

残念だった。 

・必要なことを必要なだけはっきり伝えるという姿勢が一貫していた。 

・全体での説明、個に応じたアドバイス等、場面に応じて適切だった。 

・適切な指示や呼びかけに生徒たちがすっと行動に移すことができており、普段から丁寧な指導を様子

がうかがえた。 

④授業の流れ等の授業全体について 

・５０分では、時間が足りないくらいだった。一人の生徒が筆を持って取り組む時間がもっとあっても

よいと感じた。どの生徒も上手で、丁寧な書で、単なる作業ではなく、「芸術」として取り組んでいる。

心技体をバランスよく使う指導が成果として出ているのではないか。 

・行書はどのように書くのか不思議に思っていたが、今回の授業を見て、観察力がある生徒が上手に書

くことができるということだろうか。 

・授業の流れを生徒がしっかり把握して活動がされていた。板書もわかりやすかった。ＢＧＭを使いな

がら、穏やかな雰囲気で学習に取り組めていた。 

・臨書でグループ活動ができることが、とても新鮮だった。互いに話し合いながら確認し、清書に取り

組む様子は真剣でもあり、レクリエーションを楽しむかのようだった。グループでの観察やアドバイ

スが作品に生きていた。 

⑤その他 

・ＢＧＭが流れる中、落ち着いていて穏やかな雰囲気で自分のペースで取り組んでいた。生徒にとって

貴重な時間と空間となっている。情操教育がなされている現場を感じた。  
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理科（化学）学習指導案 
 

実 施 日  令和２年１１月６日（金）３校時 

場   所  横手城南高校化学実験室 

対象クラス  ２年Ｄ組（３９名） 

指 導 者  藤井 聖子 

教 科 書  新版化学新訂版（実教出版） 

 

 

１ 単 元  ２章 物質の変化と平衡 

４節 化学平衡 

 

２ 単元と生徒 

 (1)単元観 

本単元は，化学の内容（２）物質の変化と平衡 イ化学反応と化学平衡に位置付けられるものである。

化学平衡や平衡移動は分子やイオンの動向を直接目で見ることができないため，生徒にとっては複雑

で理解しにくい分野である。しかし，身の回りの変化は可逆的で平衡状態であることが多く，また，

化学工業の分野における大変重要な概念でもある。現行の学習指導要領解説には，「ルシャトリエの原

理の検証実験など」が扱う実験として記載されていることを踏まえ，検証実験を通して理解を深めさ

せたい。 

 

(2)生徒観 

２年生の理型クラスである。化学に苦手意識をもつ生徒が比較的多いが，授業中はお互いに教え合

って，発問に答えたり問題演習に取り組んだりする姿が見られる。また，実験には興味・関心が高く，

互いに協力しあい，安全に配慮しながら意欲的に取り組むことができる。 

 

(3)指導観 

平衡状態にある可逆反応に条件変化を加えると，変化を和らげる方向に平衡移動が起こることは，

実際に実験をすることによって理解しやすくなると考える。予測や考察など思考活動を活発にする授

業展開を意識し，言語活動を取り入れることによって，実験結果を客観的に判断して自分の考えを深

められるように指導したい。 

 

３ 単元の指導目標   

・可逆反応，化学平衡および化学平衡の移動を理解する。 

・水のイオン積，pH，弱酸，弱塩基の電離平衡について理解する。 

・弱酸の塩，弱塩基の塩の電離平衡について理解する。 

・難溶性の塩の溶解平衡，溶解度積について理解する。 

 

４ 単元の指導計画と評価規準 

(1)指導計画【４節 化学平衡(全１２時間)】  

１可逆反応と化学平衡（１時間），２化学平衡の移動（本時１／３時間），３電離平衡（７時間）， 

章末問題（１時間） 

 

(2)単元の評価規準 

 関心・意欲・態度 思考・判断・表現 観察・実験の技能 知識・理解 

化学平衡などの複雑

なしくみがあること

を，意欲的に探究・考

察しようとする。 

化学平衡になる典型

的な反応について，ル

シャトリエの原理を用 

いて実証的・論理的に

考え，平衡移動の方向

を考察することができ

る。 

化学平衡に関する観

察，実験を行い，その

操作や記録などの技能

が習得でき，結果から

結論を導くことができ

る。 

可逆反応，化学平衡

の移動，水のイオン積，

pH，弱酸や弱塩基の電

離平衡などについて理

解している。 
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５ 本時の計画 

(1)本時のねらい 

ルシャトリエの原理を理解し，反応条件を変えたときに化学平衡がどのように移動するか予測し，

実験で得られた結果についてなぜそうなるのか説明することができる。 

 

(2)本時の展開 

ア. 関心・意欲・態度   イ. 思考・判断・表現   ウ. 観察・実験の技能   エ. 知識・理解 

 学習活動 指導上の留意点 評価の観点 評価方法 

導

入 

５ 

分 

・化学平衡とはどのよ

うな状態か復習する。 

 

・本時の学習内容を確

認する。 

・生徒を指名し，化学

平衡について説明させ

る。  

・反応条件の変化によ

り，新たな平衡状態に

なることを確認する。 

  

展

開 

40

分 

 

 

 

 

・化学平衡の移動，ル

シャトリエの原理につ

いての説明を聞き，ワ

ークシートに記入す

る。 

 

 

 

 

 

・実験① 二酸化窒素

の入った容器を温水と

冷水に交互に浸すとど

のような変化が起こる

か予測し、ワークシー

トに記入する。 

・実際に操作し，結果，

考察をまとめる。 

 

・実験② 二酸化窒素

の入った注射器を加圧

するとどのような変化

が起こるか予測し，ワ

ークシートに記入す

る。 

・実際に操作し，結果，

考察をまとめる。 

 

 

・考察した内容を発表

する。 

  

 

 

 

 

・化学平衡の移動，ル

シャトリエの原理につ

いて簡潔に説明する。 

 

・平衡の移動方向を考

えながらワークシート

に記入するよう促す。 

 

 

 

・実験上の注意点を確

認する。 

・操作を始める前に，

予測することを指示す

る。 

・実験結果の写真を

iPadで撮影してもらう

班を決める。 

 

・加圧直後としばらく

してからの変化を注意

深く観察することを指

示する。 

 

 

・撮影した写真をスク

リーンに投影し，結果

を共有する。 

 

・実験①，②について

発表する生徒を指名す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平衡の移動方向を判断でき

る（イ，エ）。 

 

 

 

 

 

 

・起こる変化を予測できる

（イ）。 

 

 

 

 

 

・観察結果を正確に記

録している（ウ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・考察をまとめ，発表

することができる。 

（イ，ウ） 

 

 

 

 

・生徒観察 

・ワークシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生徒観察 

・ワークシート 

整

理 

５

分 

・本時の学習内容を振

り返る。 

 

・生徒の発表をもとに，

授業を振り返る。 

 

  

 

本時の目標：ルシャトリエの原理を理解し，反応条件を変えたときに平衡にどのような変 

化が起こるか説明することができる。 

発問：二酸化窒素について，温度と圧力を変化させたらどのような変化が起こるだろうか。 

   また，なぜそうなるのか。 
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令和２年度 校内教科研修会分科会（理科） 
 

 

日 時    令和２年１１月１２日（木） ３校時 

参加者    最上 雅文  百木 慶郎  鈴木真由美  藤井 聖子 

   

 

１．授業者より 

 今回は、IT 活用の観点からタブレット端末を授業に取り入れることを試みた。IT 活用上の

工夫点は、３点ある。１点目はプロジェクターにセレクターという機器を接続し、windows パ

ソコンの画面と、ipad の画面とを、hdmi ケーブルをつなぎ替えること無く画面切り替えがで

きるようにしたこと。２点目は appleTV を使うことによって ipad からのデータを無線でプロ

ジェクターに飛ばせるようにしたこと。３点目はノートアプリを使って、ipad で撮影した写真

に画面上で直接書き込みできるようにしたことである。この３点については、概ね上手くいっ

たように感じる。しかし、肝心の授業内容については、練りが足りなかったと反省する点が多々

ある。まず発問について、現象の説明を「平衡の移動」という用語を用いて考えさせたかった

が、生徒にとって焦点をしぼりにくい発問となったように感じる。参観してくださった他教科

の先生方から、「平衡移動がなぜ起こるのか」を考えてしまったという指摘もいただいた。また、

２つめの実験について、変化がわかりにくいものとなってしまい、比色の工夫をもっと考える

べきだった。加圧より減圧した時の方が変化を観察しやすいことに直前で気づき、急遽、動画

撮影も取り入れた。その結果、最後の方は慌ただしく終わってしまった。 

IT 活用はあくまでも生徒の理解を深めるための手段であるのに、活用することが目的となっ

てしまったと反省した。 

 

２．参観者より 

・様々な機器を使い、テンポの良い授業であった。 

・授業の導入部分で目標をしっかり押さえ、実験に入る前にも観察のポイントを確認するなど、

分かりやすかった。 

・来年度からのタブレット使用が楽しみな授業であった。 

・生徒は、せっかく書いた自分の文章を消して板書された文に書き直していた。自分の文を消

さずに残したまま、文を書き加えさせるとより理解できると思った。 

・黒板に書かずにプロジェクターを使った説明と、ノートではなくプリントを活用する組み合

わせが参考になった。 

・授業に全員が参加していた。 

・プリントのまとめ方（書き方）や整理の仕方（ノートに貼る）をよく工夫している。 

・ipad で実験写真を撮ってすぐに使った点は、実験を振り返ることができて良かった。今後さ

らに進化させてほしい。 

・実験の前に予想される結果を詳しく説明するべきかどうかについては検討すべきだ。 
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・発問するとき、「なぜ？」と問うと幅がありすぎて難しくなる。何を考えさせたいのか、何に

注目させるのか。 

・得意な人がいるグループといないグループの格差が感じられた。 

・実験の仕方がよくわかっていない生徒が見られたが、他の生徒が上手くフォローしていた。 

・色の変化が起こったことが「平衡の移動」だと勘違いをしそうである。現象を観察する際の

視点をもっと明確にできればよかった。 

・なかなか授業に生徒実験を取り入れることができない現状にあるが、化学平衡分野の実験と

して参考になった。 

・共通テストを見越して、実験を考察する力や記述力の向上につながるような授業の在り方を

模索していかなければならない。 
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保健体育科（科目 保健） 学習指導案 

 

日 時：１１月１０日（火）４校時 

                                  対 象：普通科１年Ｄ組４０名 

                                  授業者：津嶋 孔明 

                                  場 所：１年Ｄ組教室 

 

１ 単 元 名   

現代社会と健康  『現代の感染症とその予防』 （性感染症・エイズとその予防） 

 

２ 単元の目標   

① 感染症の発生や流行には、時代や地域によって違いがみられることを理解できるようにする。その予防に

は、個人の取組及び社会的な対策を行う必要があることを理解できるようにする。（知識） 

② 感染症の発生や流行には時代や地域によって違いがみられることについて、事例を通して整理し、感染の

リスクを軽減するための個人の取組及び社会的な対策に応用できるようにする。（思考力、判断力、表現力

等） 

③ 生涯を通じて自他の健康の保持増進やそれを支える環境づくり目指し、明るく豊かで活力ある生活を営む

態度を養えるようにする。（学びに向かう力、人間性等） 

 

３ 生徒観 

男子生徒12名、女子生徒28名のクラスである。落ち着いて授業に臨む姿勢がある。クラスの雰囲気や意見

を積極的に述べる活発な生徒を生かしながら、発言が少ない生徒も参加しやすい授業を展開していきたい。感

染症に対する問題意識は高いと感じられるので、性感染症の予防についても正しい知識を身につけさせたい。 

 

４ 教材観 

感染症の予防について理解を深めることは、地球温暖化や国際化が進みさまざまな感染症が蔓延する現代を

生きていく生徒にとって重要なことである。身近な感染症や国内外で流行している感染症などについて理解さ

せ、感染症に対する問題意識の喚起と問題解決に向けた生徒の思考を促したい。 

 

５ 指導観 

感染症について、これまで学習してきた内容に関連させる。性感染症・エイズとほかの感染症との違いとし

て、感染経路が性行為によるものがほとんどであるということや、気づかないうちに感染を広げ繰り返す恐れ

があることを理解させる。感染が拡大する原因として、特に日本では個人の認識や対策が不十分であることに

気づかせ、性感染症・エイズに対する理解を深め、問題意識を高めさせたい。 

 

６ 指導計画    

現代社会と健康 （１５時間）…健康の考え方（３時間） 

生活習慣病などの予防と回復（３時間） 

喫煙、飲酒、薬物乱用と健康（３時間） 

現代の感染症とその予防  （本時３／３時間目） 

精神疾患の予防と回復   （３時間） 

 

７ 単元の評価規準 

知識（Ａ） 思考・判断・表現（Ｂ） 主体的に学習に取り組む態度（Ｃ） 

 感染症の発生や流行には、時代や

地域によって違いがみられることを

理解している。その予防には、個人

の取組及び社会的な対策を行う必要

があることを理解している。 

 感染症の発生や流行には時代や

地域によって違いがみられること

について、事例を通して整理し、感

染のリスクを軽減するための個人

の取組及び社会的な対策に応用し

ている。 

 現代の感染症とその予防について

の学習に主体的に取り組もうとして

いる。 
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８ 本時の計画 

 

（１）本時の目標  性感染症・エイズの予防に必要な取組を理解する。 

 

（２）本時における具体の評価規準 

知識（A） 

 性感染症・エイズに感染しない、させないためにはどうすれ

ばよいかを、性感染症が自分にも起こりうることだと捉えて

個や仲間で考え、理解したことを発言したり学習プリントに

記入したりしている。 

 

（３）授業展開 

過 程 学 習 活 動 指 導 上 の 留 意 点 評価方法 

導 入 

１０分 

○前時までの感染症に関

する知識を確認する。 

 

○グラフから読み取る。 

 

○本時の目標を確認する。 

 

 

○感染症予防の原則を説明させる。 

 

 

○若年層の性感染症感染率が高いことに気付けるよう
に，性器クラミジア感染症発生数のグラフを提示す
る。 

 

 

 

 

展 開 

３５分 

○性感染症の広がり方に
ついて実験する。 

 
〈予想される生徒の反応〉 
・すべて赤く染まる。 
・感染源がわからない。 
・検査するまで感染したか
わからない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○性感染症の予防方法につ
いて仲間と意見交流す
る。 

 
〈予想される生徒の反応〉 
・性行為をしない。 
・コンドームを使用する。 
・不特定多数との性行為を
避ける。 

・事前に検査をする。 
・正しい知識を身に付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水酸化ナトリウム水溶液を使用するため，安全面に
配慮し，教師による演示実験を通して伝える。 

・水酸化ナトリウム水溶液を誤飲したり，触ったりし

ないように，「飲まない」「触らない」ことを事前に

指示する。 

 

 

 

・意見交流がスムーズに行われるように，個で考える
時間を確保する。 

・性行為が悪いことだと捉えないように，既習事項を

取り上げながら補助発問をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（A） 

【観察】 

【学習プリント】 

 

まとめ 

５分 

○本時の振り返りとまと

めをする。 

○性感染症・エイズに感染しない、させないために、

今後どのように行動していくかを、学んだことを踏

まえて記述させる。 

（A） 

【学習プリント】 

 

発問『性感染症に感染しない、させないためにはどうすればよいか？』 

本時の目標『性感染症・エイズの予防に必要な取組を理解しよう。』 

実験の手順 
・精液，膣分泌液，血液に見立てた液体（水40個，
水酸化ナトリウム水溶液 1 個）をコップに入れて
準備する。 
・性行為と見立て，コップの液体を入れ替えて混ぜ
る。 
・液体の交換が終わったら，フェノールフタレイン
溶液を入れ，感染の有無を調べる。 
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令和２年度 校内授業研究協議会（保健体育科）  

 

保健体育科  津嶋 孔明 

 

日 時   令和２年１１月１０日（火）１５：２０～１６：００ 

参加者   小田島英巨  津嶋孔明  江村航   

参観者   藤井聖子  沓澤静香  佐藤孝子校長  鈴木康校長（横手南中） 

 

１ 授業者より 

 中学校で実践されていた活動を取り入れて授業計画をした。中学生に対しての授業を参考に

させてもらったが、高校生にも必要な内容であると感じていた。そこで高校生の実態に合わせ

て学びが多い授業になるように授業実践を試みた。中学校の学習内容には出てこない言葉など

も織り交ぜ、中高のつながりと段階を意識する機会となったと思う。実験がメインの活動であ

るが、活動すること自体が目的にならないよう、実験結果をもとに思考を深め目標達成につな

げることを意識した。 

授業においては、安全面への配慮や活動時間が十分確保できるように教師が話す場面を最小

限にすることを心がけた。中学生のときに同じような授業を受けたことがある生徒がいなかっ

たため、ほとんどの生徒が新鮮な気持ちで意欲をもって活動してくれたと感じる。性感染症の

広がり方を疑似体験することで、生徒の感染症対策への意識が高められたのではないか。 

改善点として、資料の提示の仕方が挙げられる。グラフを黒板に拡大して貼ったが改善の余

地がある。授業シートにも同じグラフを掲載したが、黒板を見ただけで状況を把握できるよう

にできればと思う。生徒から見やすく理解につながる材料を用意できるようにする。また、性

感染症の特徴を表す「一度でも」というワードを実験後の意見交流のときに伝えられていなか

ったので、補足していきたい。 

実験手順などで手間取ったこともあるが、化学の先生や参観してくださった先生方の協力で

無事に終えることができたと感じている。生徒の声を拾いながら、授業を進めることができた

ことは昨年度に比べて成長した点だと思う。知識を深い学びにつなげるために今後も授業改善

を続けていきたい。 

 

２ 参観者より 

・広がり方が実験で学べるのが面白い。感染源が 1人だけであったのにもかかわらず、あのく

らいの規模に感染が広がったということが衝撃であった。不特定多数との性行為の怖さを感

じられて学びにつながったと思う。 

・板書の準備がよく、時間短縮につながっている。参考にしたい。 

・黒板左側に貼られたグラフが生徒から見づらかった。向かって右側の生徒に背を向けていた

ので見えていなかった。 

・実験に対する生徒のリアクションが良かった。感染症の広がり方が伝わった。感染源が分か

らないことや、検査しないと感染しているか分からないことなども理解しやすかった。 
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・水酸化ナトリウム水溶液の危険性をしっかり説明し、安全管理ができていた。 

・振り返りの際に、生徒の気づきを大切にしていた。生徒の言葉や意見を掘り下げる姿勢がよ

い。 

・教材研究や素材研究がなされていて、化学との横断的な授業にもなっていた。保健の場合、

家庭科など他教科を意識して生徒の知識や理解を深めさせることも大事である。 

・授業シートを使って意見交流をしていたが、今後タブレットが導入されることでよりスムー

ズになるかもしれない。まとめなども即時フィードバックが期待できる。 

・デジタルな効率の良い資料提供もよいが、アナログの方が記憶に残るものもある。それぞれ

の良さを組み合わせていければ。 

・アクティブラーニングを意識している。生徒の対話、生徒が主体的に学ぶ「課題」をどう与

えるか。講義とのバランスをどうとるか。 

・資料提示、事前準備が良い。教材研究がよくなされている。 

・「問い」の順序性が保たれている。板書計画も良し。まとめを生徒の言葉で確認している。 

・生徒の学ぶ姿勢、態度が良い。 

・保健が大切な教科として認識されているのは、同じ教科の専門として嬉しい。 

・高校生がこれだけ興味関心をもって授業に集中している姿には、授業準備の良さがある。 

・良いクラスの雰囲気である。 

・生徒全員をしっかりと把握して集中させていた。 

・昨年度よりも、全体的にテンポもよく、スピード感もありつつ、ポイントを押さえた授業に

なっていた。 

・今回の図をタブレットにするとさらに授業しやすいと思うので、今後が楽しみ。 

・グループの時、一人になる子がおらず素晴らしい。 

・理科で習っていることを大きな声で答えていたことも素晴らしい。 
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実践的指導力習得研修講座（高等学校２年目） 

津嶋 孔明 

Ⅰ 校内研修 

 校内研修では、多くの先生から指導していただいた。教科指導力とマネジメント能力に重点を置き

研修を進めた。特に教科指導力は、昨年度の初任者研修から意識していた自身の課題であるため、向

上を目指して試行錯誤を続けた。マネジメント能力については、学級経営に関わることを中心としな

がら学校運営にとって大切なことを学んだ。 

校内研修を通して学んだことの一つに、教科指導と授業場面以外での生徒理解のバランスがある。

学級経営を通じて、昨年度以上に生徒のさまざまな一面を見る機会に恵まれた。授業での関わりが多

かった昨年度に比べて生徒一人ひとりから直接得られる情報が増えたことで、多面的に生徒を理解す

ることの大切さを強く感じた。自身の教科指導からだけでなく、他教科や校外活動、交友関係や家庭

状況、進路目標など、多くの生徒情報と直接的な対話による生徒理解がすべてにつながっていくと学

んだ。 

研修における改善点として、計画から実施までの流れをスムーズに行えなかったことが挙げられる。 

研修目標の設定と研修内容の精選、研修依頼と日程調整など、研修の計画をするところから手間取っ

てしまった。実施についても当初の予定通りに進められず、自身のマネジメント能力の未熟さを痛感

した。結果として試行錯誤しながら研修をすすめられたことは良かったと感じている。しかし、研修

内容に偏りがなかったか、自身の課題設定は適切であったか、しっかりと見直し次年度につなげてい

きたい。 

 

 研修実施日数合計１１ 

研修実施時数合計１６ 

（基礎的素養２ マネジメント能力４ 生徒指導能力３ 教科等指導力７） 

 

 

Ⅱ 校外研修 

期   日 令和２年９月１５日（火） 

場   所 秋田県総合教育センター 

日程と内容 〈講義・演習〉１０：１０～１１：４０ 

保護者対応と連携 

      〈講義・演習〉１２：４０～１３：５５ 

学校組織の一員として －学校教育目標とホームルーム経営－ 

      〈講義・演習〉１４：１０～１６：１５ 

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業構想と実践① 

 

 校外研修は２回の予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響で１回の実施となった。１回

目の研修で実施する予定だった内容も含めて、生徒指導力、マネジメント能力、教科等指導力の向上

につながる研修となった。 

 保護者対応についての講義・演習を通して、「冷静に」「事実を把握しよう」とする姿勢の大切さを
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学んだ。何事も生じていない時にこそ保護者とよい関係を結んでおくということも大切であると感じ

た。生徒の様子や学校の情報を保護者にどのような形で、どんなことを伝えるのかをしっかりと考え

連携していきたい。保護者とともに、生徒のためになる行動を続けていけるよう理解を深めていきた

い。 

 学校組織についての講義・演習では、学校教育目標と自身の目標とのつながりについて学んだ。弱

みと強みを自分なりに分析し、特色づくりや問題解決につなげていくという見方が参考になった。学

校目標をベースとしながら、生徒の実態に合わせて、自分の想いを形にしていきたい。いろいろな視

点を持ちながら、組織の一員としての役割を果たせるよう変化していきたい。 

 教科の講義・演習においては、授業構想の実践を行い、視点の持ち方を学んだ。実践的指導力とは

最も効果的な指導方法・教材を構想、選定することだと認識した。素材を教材にするために、「面白

さ」「技術のポイント」「教材」をつなげて発想して形にできるよう、授業実践を重ねていきたい。学

習指導要領を根拠にしつつ、柔軟な発想も大切にしたい。 

 研修で学んだことを、体育授業における教材の見直しや学級経営における生徒との関わり方に生か

していきたい。 

 

 

Ⅲ 研修を終えての感想 

 昨年度は初任者研修を通してたくさんのことを学んだ。２年目となった今年度も学びが多く、試行

錯誤の日々であったと感じる。学校の流れが見えていなかった１年目と比べると、視野が広がったと

思える部分はある。しかし、まだまだ教員としての資質や能力を高めていかなければならないことも

多くあり、学びに終わりはないのだとあらためて実感した。特に学級担任として生徒と関わることで、

これまで以上に生徒理解の必要性と、保護者と連携することの大切さ、学校組織全体として取り組む

ことの意味を考える機会が増えたように思う。研修を通して、さまざまな課題と向き合い、実践を繰

り返し、成果を検証する取組ができた。この取組をしっかりと次年度につなげていきたい。 

次年度は本研修２年目となる。校内研修のみの実施となるので、より主体的な姿勢で研修を計画実

行していくことが求められる。自身を見つめ、課題と向き合って学びを続けていきたい。教科指導、

学級経営についてのさらなる研鑽を重ねていく。学校全体の流れを把握したうえで生徒一人ひとり特

性を掴み、生徒が持っている資質や能力を伸ばしていきたい。 
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令和２年度教職５年目研修講座（高等学校）を終えて 

 

地歴公民科 今入 健志郎 

 

・教職５年目研修講座（高等学校）Ⅰ 

【日時】令和２年６月１２日（金） 

【場所】秋田県総合教育センター 

【日程の概要】１０：００～１０：１０ 開講行事・オリエンテーション 

       １０：１０～１２：００ 教育相談と人間関係づくり 

       １３：００～１４：００ 学校組織の一員として －マネジメントの視点－ 

       １４：１０～１６：１５ 生徒の実態を踏まえた授業改善① 

【感想】 

 午前は「教育相談と人間関係づくり」の講義・演習に参加した。数々の技法について学んだ

が、その大前提として「円環的思考」が必要であるということが印象に残った。人は外界の出

来事に対して主観的意味づけをして（色メガネで）見ているとのことである。そのため自分の

主観を過信せず、円環的思考を用いて一つの出来事について複数の仮説を立てたり、他者の力

を借りて複数の視点から対応したりすることを徹底したい。 

 午後の初めは、学校のマネジメントについて演習を行った。自分の学校の特色をアピールす

るために、どんな取り組みをしているのか、保護者へのプレゼンをするという形式であった。

生徒の実態を踏まえ、今自分が所属している学年や分掌、教科等で進めている教育活動を通じ

て、いかに本校の教育目標を達成していくべきか、考えるよい機会となった。 

 後半は各教科に分かれて、生徒の実態を踏まえた授業改善に関する協議・演習を行った。本

校の生徒は端的に表現すると「素直だが主体性に欠ける」と感じている。やるべきことに対し

て着実に取り組もうとする生徒の姿勢を生かしつつ、生徒が自ら取り組もうとするような学習

活動を構築すること、その結果としての思考の深まりを適切に評価すること、そしてそのため

に育てたい生徒像をあらかじめ明確にしておくことなどが、私の課題だと感じた。これらの課

題を解決できるよう、日々の授業改善に取り組みたい。 

 

・教職５年目研修講座（高等学校）Ⅱ 

【日時】令和２年９月８日（火） 

【場所】秋田県総合教育センター 

【日程の概要】１０：００～１２：００ 発達障害のある生徒の理解と支援 

       １３：００～１６：１５ 生徒の実態を踏まえた授業改善② 

【感想】 

 午前は「発達障害のある生徒の理解と支援」の講義・演習に参加した。特別支援教育の現状

や発達障害のある生徒が抱える困難さと対応策、特別支援教育の視点からの授業改善について、

学ぶことができた。少子化にも関わらず全国的に特別支援教育の対象児童生徒数は増加してい

ることを受け、高等学校における通級による指導も一昨年度から制度化しており、より生徒の
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実態に即した指導・支援を進める必要である。特に「ユニバーサルデザイン」の概念を取り入

れ、発達障害を抱える生徒にとって「ないと困る」支援を行うことが、そうでない生徒にとっ

ても「あると便利」な支援になるため、より多くの生徒にとって学びやすい環境づくりに努め

たいという思いを新たにすることができた。 

 午後は各教科に分かれて、生徒の実態を踏まえた授業改善に関する講義・協議・演習に参加

した。地歴公民科の受講者は私しかいないことから、英語科で秋田高校の伊藤愛梨先生と合同

で、Ⅰ期に設定した「生徒の思考を深める授業展開についての工夫と実践上の課題」というテ

ーマから取り組んだ授業改善の成果と課題を報告し合い、それを踏まえた協議を行った。令和

４年度からは年次進行で新学習指導要領の施行が予定されており、その解説には数多くの問い

が例示されている。それらを土台に身に付けさせたい見方・考え方を意識しながら、より生徒

の実態を踏まえた「問い」を設定し、それを解決するためにどのような学習活動が適切なのか

を見極めて実施する必要がある。あらためて課題は山積みであることを実感したが、今後も引

き続き授業改善に努め、少しずつより「深い学び」に近づけていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の思考の深まりを目指し、リクルートの学習サービス「スタディサプリ」を活用して行っ

た授業の様子 
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令和２年度実践的指導力向上研修講座（高等学校８年目）を終えて                   

 

英語科  佐々木 瑞穂 

  

秋田県総合教育センターで開催された、標題の講座に参加したので報告する。 

実践的指導力向上研修講座（高等学校８年目）Ⅰ・・・（開講日）令和２年６月２４日（水） 

＜講義・演習＞ 

○不登校の未然防止と対応 

（１）不登校を生まないための取り組み （２）不登校の「新規数」と「継続数」 

（３）不登校に対する二つの取り組み方 

一度不登校になってしまうと、そこから抜け出すことは非常に難しい。対応に費やされるエ

ネルギーと時間は多大である。そのため、未然防止の取り組み、早期発見・早期対応、そして

再登校へ向けた学校全体での取り組みが重要である。 

 

○学校組織の一員として－自己理解に基づく目標設定－ 

 組織マネジメントとは、組織経営の手法の一つである。取り巻く環境の変化を読み取り、自

らを変化させ続けることである。企業で取り組まれているこの手法を、学校現場に取り入れた

ものが「学校組織マネジメント」である。これからの時代の教員は、学校教育目標を達成して

いく過程で、個々の資質能力を伸ばしていくことが求められる。そのためには、自分の能力を

分析・現状を理解し、それらを向上させていくことが必要である。 

 

○カリキュラム・マネジメント 

 学習指導要領改訂では、「子供たちに、情報化やグローバル化など急激な社会的変化の中でも、

未来の創り手となるために必要な知識や力を確実に備えることのできる学校教育の実現」がポ

イントとなっている。新しい時代に必要となる資質・能力の育成のために、子供たちが「何が

できるようになるのか」「何を学ぶのか」「どのように学ぶのか」のつながりが重要である。学

習指導と学習評価を行う上で重要になるのが「カリキュラム・マネジメント」である。「カリキ

ュラム・マネジメント」の軸は、分掌間、教科間、学年間などのつながりである。実践するに

あたり、はじめのステップとして、どのようにつながっているのかを「見える化」することが

挙げられる。「見える化」する過程で、教職員が連携して学校運営に携わっていくことが求めら

れる。 

 

＜感 想＞ 

今回の研修は、「自己理解に基づき、個々の個性・適性、分掌等に応じた資質能力の向上を図

る」ことを目標として行われた。８年目という経験を踏まえ、初任時から積み重ねてきた自身

の教育実践を振り返る機会とし、さらなる自己研鑽の場にしたいと思い研修に臨んだ。今回は、

「生徒指導能力」の研修として不登校の未然防止と対応について、「マネジメント能力」の研修

として自己理解に基づく目標設定について、そして「教科等指導能力」の研修としてカリキュ
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ラム・マネジメントについて講義・演習を行った。不登校についての研修では、データを読み

取り、心理学の視点から、生徒・保護者への働きかけ、支援について考えることができた。自

身の教育活動を振り返り、改善すべき点を具体的に反省できる機会となった。「１年生の１学期

中に培われる、学習や学校行事等に対する肯定的な姿勢が、その後の高校生活に大きな影響を

与えている」というお話が、本校での自身の分掌と重なり、とても印象的なものであった。自

己目標の設定、カリキュラム・マネジメントの研修では、日々の実践を客観的に考察し、グラ

フやチャートに書き出し（見える化、言語化）、今後の実践へとつなげるため具体的な目標設定

をするという演習を行った。研修の中で、指導主事の先生が伝えてくださった、「学校の教育活

動を進めていく中で、“８年目を迎えた私たちが学校を動かしていくのだ”という意欲的な気持

ちを持って取り組んでほしい」というメッセージが、学校の中で自分が担っていくべき役割の

重要性について改めて考える機会を与えてくれた。 

 

実践的指導力向上研修講座（高等学校８年目）・・・（開講日）令和２年９月７日（月） 

＜講義・演習＞ 

○授業評価による継続的な授業改善 

（１）授業 DVD の視聴、協議 

 他教科の教員と、事前に録画した授業の DVD を視聴し、その授業について協議を行った。

協議のポイントは、「ねらい（目標）を達成するための手立ては有効であったか」である。研修

は、授業者からの授業説明＋提示（３０分：展開～最後まで）、協議（２５分）、指導（５分）

の流れで行われた。 

（２）新学習要領について 

 現行学習指導要領から新学習指導要領への改訂のポイントとして、「何ができるようになるの

か」「何を学ぶのか」「どのように学ぶのか」が挙げられている。なかでも「どのように学ぶの

か」が新たに規定されたもので「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて大切なポイント

である。外国語学習においては、「表現して伝え合うことで、自分で考え、他者とのつながりの

中で、再構築していくこと」が重要視されている。 

 

＜感 想＞ 

 「授業評価による継続的な授業改善」では、他教科の教員と、事前に撮影した授業 DVD を

視聴し、その授業について「ねらい（目標）を達成するための手立ては有効であったか」とい

う点について協議を行った。教科・科目は違うが、どの先生方も生徒の実態に合わせた活動の

設定、教具の工夫、授業で使用する言葉遣いなど、さまざまな手立てを行っていた。「５０分の

授業を通して、生徒にどのような力を身につけさせるのか」を大切にして授業を組み立ててく

ことの大切さを改めて気づく研修であった。学習活動のバランス、緩急の付け方など、意図的

に組み込んで授業を作っていくことの重要性を感じた。自身の課題としては、生徒が対話を通

して自分の考えを深めるための活動を、どのように設定し、実施していくのかという点である。

生徒の既存の考えが、他者との対話を通して変容してく過程を大切にし、次期学習指導要領で

もいわれている「主体的・対話的で深い学び」につながる授業を行っていきたい。 
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令和２年度秋田県公立高等学校中堅教諭等資質向上研修を終えて 

 

地歴公民科 千葉 智也 

 

Ⅰ 校内研修 

校内研修では、中堅教諭に求められる役割や心構えを教えていただき、教科指導について

は若年教員に対するアドバイスの仕方などについても教えていただいた。特に学校運営など

に関しては、必ずしも主体的に関わってきたとは言えない中で、分掌や学年、学級など、そ

れぞれの立場において自分が果たすべき役割の重要さを実感した。また教科の指導について

は、研修に研修を重ね、新たな時代に適応した指導を追い求めつつ、「生徒に何を身に付け

させるか」を常に念頭に置きながら、授業を行うことが教員としての本分であると改めて確

認した。指導していただいた言葉一つ一つが心に響き、初心に返ることができた研修でもあ

った。 

 

Ⅱ 校外研修 

１ 総合教育センターでの研修 

  Ⅰ期・Ⅲ期・Ⅳ期 

初任研の時に比べるといくらか経験を積んできたこともあり、落ち着いて参加できたよ

うに思う。しかし講義の内容にある種の重さを感じたり、協議や演習で同期の教員から出

された意見が自信に溢れたものであったり、教員として過ごした１０年の年月を感じさせ

られた。自分はというと、同期の教員から「相変わらず○○だな」などといわれ、初任か

ら変わらずに自分のスタイルを保持しているとその時は思っていたが、実は成長できてい

ないことを指摘されたのではないかと思うようになり、密かに焦りを感じている。特にⅢ

期の教育相談については、自分が悩んでいた事例に対して、適切なアドバイスをくれた同

期には感謝している。いつか自分も周りの若年教員にそのようなアドバイスができるよう

になりたいと思った瞬間でもあった。Ⅳ期のキャリア教育・情報教育・道徳教育について

も、各校の実態に合わせた事例について意見交換ができた。道徳教育推進教師として２年

目、どれほど貢献できているか不安に感じている今日この頃であるが、各校とも試行錯誤

をしている段階であり、これまでの教育活動を道徳的に捉えることが一つの方法であるこ

とを教わった。総合教育センターでの研修を通して、経験値の高い教員として、若年教員

を指導し、学校を支えていかなければならないことを実感した。 

 

２ Ⅱ期・Ⅴ期 (Ⅱ期の指導案は別頁に記載) 

Ⅱ期・Ⅴ期は事情により、自校での研修となった。Ⅱ期は自分の授業を録画し、そ

れをもとに研修したが、自校の地歴公民科の教員からはたくさんのアドバイスをいた

だいた。授業の展開の仕方や発問の工夫など、複数の教員から同じような改善点を指

摘された。自分の授業がいつも良いものになるわけではないとは知っていながらも、
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いつのまにか「自分のやりたい方法」で授業を行っていたのだと実感し、「それは自分

本位のやり方である」と言われたような感じがしてならなかった。授業を行ったクラ

スは受験を控えたクラスでもあるので、よりよい授業を追求する意識を持ちながら生

徒の前に立ち続けた。 

Ⅴ期は教育公務員の服務を改めて学び、管理職の先生方からも指導していただいた。

教員としての本分、そして公務員としての身分を重く捉え、何よりも全体の奉仕者と

しての責務を全うするべく日々、研修を続けることの大切さを実感した。 

 

３ 授業研修(秋田高等学校) (指導案は別頁に記載) 

 自分も合わせて５人で、秋田高校での授業研修に臨んだ。県内一の進学校で授業研修

を行うことに不安と期待が入り交じった気持ちであったが、何年経ってもその日その時に

初めて会う生徒に対して授業を行うことは緊張するものである。準備をして臨んだものの、

自分のことを今ひとつ信じられずに、これで大丈夫なのだろうか、とやはり不安が勝って

しまっていた。鎌倉文化の仏教の分野を取り扱ったのだが、深く考えさせる発問を効果的

にすることはできなかった。しかし、生徒とのやりとりがスムーズに進んだことで、授業

を行っていて次第に心地よさを感じていることに気がついた。授業のまとめも十分ではな

かったが、生徒のおかげである種の達成感を感じることができた。 

指導主事の先生方から、「何ができるようになるか」を可視化した指導案を作成するこ

と、歴史的事象の説明で終わらず知識を使いながら定着をはかること、生徒が考えたこと

や気づいたことを根拠にして発表できるようにすること、などについて助言をいただいた。

ともすれば、教員が説明しすぎて生徒の活動が見えにくくなってしまうこともあるので、

教科に対する情熱を、生徒と共有できるような授業展開を目指していきたいと感じた。 

 

４ その他 

   選 択 研 修   令和２年８月６日～８日（３日間） 

            研修場所 株式会社アキタアルペンスポーツ 

 

   特定課題研究   研究テーマ「高等学校における道徳教育のあり方について」 

            （詳細は別頁に記載） 

 

Ⅲ 研修を終えての感想 

 中堅教諭等資質向上研修を終えるにあたり、教科指導をはじめ教員としての職務や中堅教

員の役割についての認識を深め、初心に立ち返るとともに視野を広げることができたと感じ

ている。指導していただいた先生方のおかげで分掌や学年などの学校組織における立場や教

員の使命を再確認し、身の引き締まる思いであった。教科指導についても、今後若年教員に

指導するためにも自分自身の授業の質を上げていかなければならないと痛感した。今回の研

修で得たことを活かしつつ、今後は研修の機会を自ら設定し、教員としての資質向上を常に

意識していきたい。生徒を第一に考え、教員として学校に貢献できる人材となるべく、日々

の授業改善、研究と修養に努めていきたい。 
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地理歴史科（日本史Ｂ）学習指導案

日 時：令和２年７月１７日（木）４校時
対 象：第３学年Ｂ組日本史選択者
指 導 者：千葉 智也
使用教科書：詳説 日本史Ｂ（山川出版社）

１ 単 元 名 近代国家の成立

２ 単 元 の 目 標 武家政権から、近代国家へ移行する中で、政治制度や法制度、諸外国と
の関わりについて、史資料を確認しながら把握させ、近代国家成立の意義
を理解する。

３ 生 徒 の 実 態 進学希望の生徒が多く、真面目に学習に取り組む様子が見られるが、学
習内容の理解度にやや個人差がある。積極的に発言をする生徒もいるが、
消極的な生徒の方が多いため、発問に工夫が必要であると感じている。

４ 指導と評価の計画（２３時間）
①開国と幕末の動乱 ４時間
②明治維新と富国強兵 ５時間
③立憲国家の成立と日清戦争 ６時間
④日露戦争と国際関係 ３時間
⑤近代産業の発展 ３時間 （ 本時１／３ ）
⑥近代文化の発達 ２時間

(Ａ)関心・意欲・態度 (Ｂ)思考・判断・表現 (Ｃ)資料活用の技能 (Ｄ)知識・理解
近代国家の成立するま 近代国家の成立と諸外 近代国家の仕組みや法 近代国家成立の過程に
での経過に関心を持ち、国との関わりについて、典の整備がどのように ついて、多面的・多角
課題意識を高めて意欲 課題を見つけて、多面 行われてきたか、史料 的に理解し、基本的な
的に追究しようとして 的・多角的に考察して を適切に活用し、自分 知識を身に付けている。
いる。 いる。 の意見を表現している。

５ 本時の計画
（１）ねらい 明治期の産業を支えた労働者に注目し、社会運動の展開が明治政府の政

策に与えた影響を考えながら、近代国家が成立していったことを理解する。
（２）展開
過程 学習活動 指導上の留意点 評価

導 ・既習事項及び本時の活動内容 ・既習事項である企業勃興と、本 ・既習事項と本時の学習
入 を確認する。 時の労働運動がつながっているこ 活動がつながっているこ
(5) とに注目させる。 とを捉えている。（Ａ）

社会運動はどのように行われ、明治政府にどのような影響を与えたか？

展 ・労働運動が起こった背景を考 ・治安警察法や工場法の内容に不 ・史料から読みとった内
察し、労働者がどのように行動 備があることを確認し、明治政府 容をもとに、労働者が置

開 したかについて、整理する。 による労働者保護政策が不十分で かれていた状況について
あったことに着目させる。 判断し、自分の考えを表

(40) 現できる。（Ｂ・Ｃ）
・社会主義運動の展開に注目 ・社会主義運動が展開した過程を
し、それに対する明治政府の政 確認し、合法か非合法か、などの
策についてまとめる。 特色について着目させる。

整 授業プリントを仕上げる。 明治政府が社会運動を抑える政策 明治時代の社会運動が政
理 を行ったことを確認する。 府によって弾圧されたこ
(5) とを理解している。(Ｄ)
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地理歴史科「日本史 B」学習指導案

実施日時：令和２年９月４日（金）２校時
対 象：２年 C 組（会場２年 C 組）
授 業 者：神居正暢 千葉智也
教 科 書：詳説日本史（改訂版）

（山川出版社）

１ 単 元 （ 教材 ） 第Ⅱ部中世 第 ４章中世社会の成立 ５ 鎌倉文化 （ 鎌倉仏教 ）

２ 単 元の目標 １ ２ 世紀後半以降 １ ４ 世紀前半に至 る武家政権の形成過程を 、 土地支配や公
武関係の変化 、更に宋 ・元 と の関係 とかかわ らせて理解 させ る と と も に 、 こ の時
代の文化に見 られ る新 し い気運を 、時代背景 と関連付けて多面的 ・ 多角的に
理解する 。

３ 生徒の実態 全県 ト ッ プ の進学校で学習に対する意欲が高い 。中学校までの既習の知識
は定着し てお り 、 それ を活用 し歴史 を多角的に考察す る力 も身につけてい る 。

４ 指 導計画 「 鎌倉文化 」 （ ３ 時間 ）
(1 ) 「 鎌 倉文化 」 「 鎌倉仏教 」 ２時間 （ 本 時 1/2 ）
(2 ) 「 中 世文学のお こ り 」 「 芸 術の新傾向 」 １ 時間

５ 単元の評価規準
A 関心 ･意欲 ･態度 B 思考 ･判断 ･表現 C 資料活用の技能 D 知識 ･理解
・ 中 世国家と社会や ・中世国家の形成過 ・中世国家と社会や ・中世国家の形成過
文化の特色に対する 程や社会の仕組み、 文化の特色に関する 程や社会の仕組み、
関心と問題意識を高 文化の特色とその成 諸資料を収集し、有 文化の特色とその成
めている。 立の背景から課題を 用な情報を適切に選 立の背景についての

見いだし、宋・元な 択している。 基本的な事柄を、宋
どとの関係と関連付 ・元などとの関係と
けて多面的・多角的 関連付けて理解し、
に考察し、その過程 その知識を身につけ
や結果を適切に表現 ている。
している。

６ 本 時の計画
(1) 本 時のね らい ： 鎌倉新仏教のそれぞれの特徴を理解 し 、図解 して説明で き る 。
( 2 ) 学 習過程

学習活動 指導上の留意点 評価
導 ・平等院鳳凰堂、中尊寺金色堂の写真を提示し、既 ・既習の「念仏」の方法について触れながら、発
入 習事項である浄土教の展開について確認する。 問する。 【A】
(5)

鎌 倉新仏教が、後世まで継承されたのはなぜだろう。

･法然（浄土宗）、親鸞（浄土真宗）、一遍（時宗） ・グループを作らせ、グループ毎に図解整理用
展 に関する史料を確認し、重要箇所にマークし、要 プリントを１枚配付し、それぞれ整理した情報

点をプリントに整理する。（展開１） を共有させる。
【B】

･栄西（臨済宗）、道元（曹洞宗）、日蓮（日蓮宗） ・史料「選択本願念仏集」、「歎異抄」の要点の 【C】
開 に関する史料を確認し、重要箇所にマークし、 みを簡潔に解説する。（展開１）

要点をプリントに整理する。（展開２）
･史料「興禅護国論」、「正法眼蔵」、「立正

･それぞれの宗派の特徴をとらえながら、確立さ 安国論」の要点のみを簡潔に解説する。
(40) れていった背景を考える。 （展開２）

・共有した情報を元に、グループごとに図解プリントを ・宗派のそれぞれの特徴を一言で表現させる。
まとめる。

・他グループの発表内容を共有し、理解を深める。･各宗派の特徴を一言で適切に表現できて
ま いたグループをピックアップして発表さ
と せる。 【D】
め
(5) ･発表内容を用いて総括し、「易行」「選択」

「専修」が鎌倉新仏教の特徴であること
を気づかせる。
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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 県立横手城南 高等学校 職・氏名 教諭 千葉 智也

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 高等学校における道徳教育のあり方について

１ 研究の概要
昨年度に道徳教育推進教師となり、道徳教育にどのように関わるべきか、明確なものを見いだせない

まま過ごしてきたことが、自分自身の心の中で何か引っかかっていた。様々な研修を受け、高等学校で
は教科として位置づけられてはいないものの、昨今の生徒によるいじめの事案や、その他の事件・事故、
そして自分が受け持つクラスの生徒への対応を考えた時に、高等学校での道徳教育のあり方について、
今一度考えてみることとした。高等学校における道徳教育のあり方を研究するにあたり、道徳教育推進
教師として、全生徒を対象とした全体計画を率先して実践するとともに、校長先生からのアドバイスも
あり、まずは自分のクラスをモデルに行うことにした。
まず第一に、生徒の心情の観察をした。道徳観には各人が持つ性格や価値観の違いなど、それまでの

経験や置かれた環境が影響している。小・中学校では比較的限定されたコミュニティで過ごしてきた生
徒が、高等学校に進学してより広範な地域から生徒が集まることによって様々な性格・思考を持った生
徒と接することで、戸惑いや不安など、心情に何か影響を及ぼしていることは面談等を通して感じ取る
ことができた。一方で、自分が受け持つ高校１年生のクラスでは、中学校時代から思考や行動に成長の
みられない、いわゆる幼さを感じさせる生徒がいることもわかった。
人に対する思いやりの気持ちや対人スキルなどは、中学校までにある程度は身に付けられていると考

えるが、高等学校ではさらにその意識を一段上げていかなければならないと考える。実際に生徒との面
談や普段の生活の観察からは「心の成長が遅くなっている」と感じることが多々ある。心や体の成長の
スピードは人それぞれではあるが、対人トラブルに関係した生徒の特徴をみると、
・自分の持っている価値観を優先する生徒（自分は悪くないと思っている生徒）
・困ったことがあれば周囲が何とかしてくれると思っている生徒（ＳＯＳをうまく出せない生徒）
・集団の意思決定や多数の意見にすぐ同調したり、逆に無関心を装う生徒

など、いじめなどの問題行動にも上げられる生徒の特徴が感じられた。
そこで、クラスの生徒に対しては、対人トラブルを未然に防ぐことを目的に、人への思いやりや善悪

について話をしたり、学級通信を発行して道徳的な話を載せたりして、自分なりの倫理的、共感的な考
えを形成する機会を作り、定期的な面談を継続して行うことで、傾聴と発問を交え変化の検証を試みた。

２ 成果と課題
１年生の前半は人間関係で悩む生徒が数名見られたクラスであったが、夏休み明けころからは授業態

度にも落ち着きが見られ、成績も向上した。友人関係のメンバーが変わることもあったが、面談をした
際に悩みを訴えるような生徒も激減して、クラス全体にも和やかな雰囲気が感じられるようになった。
学級通信に道徳的な話を載せることで、じっくりと考えることにもつながったのではないかと思ってい
る。もちろん時には感情を表に出して話しかけることも有効であると考えるが、自分自身も生徒一人ひ
とりのことを意識しながら文字にすることができ、また保護者に対しても生徒との対話の一助になって
くれればと思うところもあり、その点では続けていきたいと考えている。
課題としては、あくまでも道徳的な判断力を生徒に持たせることがねらいであるので、押しつけや独

りよがりの考えにならないよう、学級通信の発行に際しては事前に他の先生方から見てもらい、アドバ
イスを得るようにしたい。面談や生徒の観察はこれまでもしてきたことであるが、ただ話をする、話を
聞く、生徒を見るだけでなく、「対話」をすることが重要であると感じた。生徒の対人スキルを上げて
いくためにも教師側が模範的な対人スキルを示すことが必要であると考える。
今回はクラスの生徒を見つめることで、自分自身のクラス経営のあり方についても考えさせられた。

研修では「すでに実践している活動を道徳教育につなげること」「高等学校が道徳教育の最後の砦であ
る」と言う言葉を忘れずに、いずれは学校全体の道徳教育に資することができるようにしていきたい。
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資料１ （６月１７日 学級通信より）

～自己主張と他者理解～

例年、この時期になるとこのような話をしておりますので、今回も・・・。

みなさんは、自己主張は強い方でしょうか。もしかしたら、中学校時代の話、もしくは高校受験での経験から

自己主張を強くすることが多くなった人もいるのではないでしょうか。一方で相手に自分のことを話すことが

苦手な人もいるかもしれません。

自己主張はもちろん悪いことではありませんし、周囲に対して自分を理解してもらう上で、大切なことです。

ただし、万が一それが周囲に伝わらない、もしくは逆効果になってしまってはいけません。つまり、自分の言

いたいことや、やりたいことを相手にどのように伝えるか、についても考えなければいけません。

もし、自分の言いたいことや、やりたいことを、単に伝えただけだったり、相手が受け入れていないのに強

引にしてしまったりすると、自分と周囲との関係に影響を及ぼしてしまいかねません。

その時はいいのかもしれませんが、それが事実として、経験として積み重なっていけば、その後の人間関係

に大きく影響してしまいます。

周囲とうまく関係を築いていくことができると「協調性がある」と言われたりします。本校の校訓でいうと

ころの「協心」ですね。協調性は、決して自分を押し通したり、自分を押し殺して関係を築いた時に言うこと

はできません。相手が話しやすかろうが、そうでなかろうが、うまく関係を築くことができる、ということが

できます。

また、周囲と良好な関係を築くためには、言葉の選び方もそうですが、言葉の発し方も影響すると思うので

す。一方で「目は口ほどにものを言う」という慣用句もありますね。

例えば「お願い！」と言うとき、本当に拝みながら言う場合と、プレッシャーをかけるように言う場合では、

だいぶ違いますね。「あ～、いいよ。」と言うとき、目を見て軽く言う場合と、目を見ないで暗く言う場合も

そうです。言葉は人の口から出た瞬間、ある種の「パワー」を持ちます。「言霊」という言葉もあるくらいで
こと だま

す。その「パワー」は人に勇気や希望を与えたりもしますが、悲しみや絶望を与えたりもします。

この場合は、相手がどのような人か、ということはあまり参考になりません。なぜかというと、自分がどれ

だけその人を知っていたとしても、あくまでも「その人」ではないからです。「この人は１００％こうだ」と

は言い切れません。

そこで「自己主張も相手があるからこそ」、という考えがあるべきだと思っています。その相手を思いやる

ことができてはじめて、周囲に伝わることってあると思います。相手のことを考えて言ったり、行動できたり

するといいですね。

～「これ（それ）くらい・・・」～

もう一つ、気を付けて欲しいことで。例えば、「広い心の持ち主」に憧れている人が、つい「これくらいど

うってことありません」と言ってしまうことを考えてみましょう。その人にとっては取るに足らないことかも

しれませんが、周囲の人はえらく気にする内容だったとしたら・・・。また、「それくらいいいだろう！」と

いって勝手に人のものを奪ったり、自分の思うように変えてしまったり・・・。

ここで言いたいことは、「これ（それ）くらい」はあくまでも自分本位の考えであることです。「この人に

はこれくらい言っても大丈夫」とか、「それくらいみんなやってる」とか、そこに（背景に）相手はいるのに、

相手のことは考えていません。その相手がどんな気持ちになるか、周囲の状況がどう変わるか、などそこまで

考えていないことが多いのではないでしょうか。

あと、とても大事なことですが、みなさんは高校生ですから、法律の存在は知っているでしょう。分別もあ

ります。やっていいこと、やってはいけないことは知っているはずです。知らないで、法律に違反してしまう

と罰せられます。ですから、様々な勉強をするのですが、・・・。決して自分本位で相手に何かをすることの

ないようにしてください。
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資料２ （７月２７日 学級通信より）

「うまくやる」

「人の気持ちも知らないで」とか、「相手の気持ちを考えなさい」などと、言われたこと、言ったこと、思

ったことがある人は多いのではないでしょうか。自分の気持ちは何となくわかるけれども、他人の気持ちなん

て・・・、といってしまえば元も子もありませんが、私たちが生活していく上で、他人と関わらないで過ごす

ということは無理です。相手とうまくやっていく方法を探した方がよいと私は考えています。ただその相手と

うまくやっていく、というのが、誰かれできないのが現状です。ここで「人とうまくやる」ということについ

て、例えば、毎回ハイテンションで会話をしなければいけないのか、趣味嗜好が違うのに、人に合わせて自分

を曲げてまで過ごさなければいけないのか、同じ空間にいると必ず話しかけなければいけないのか、などとい

う疑問をもったことはありませんか。

言葉の捉え方が難しいのですが、本当に「うまく」やるには、様々な経験も必要かもしれません。思い切っ

て自分の気持ちを伝えることも時にはあってもいいでしょう。その結果、誤解を招いたり、怒らせてしまった

りした場合は、本意ではないので、何らかのミスが、どこかにあったと考えましょう。それが自分のミスでな

くてもそれっきりにしないことも経験かと思います。「ごめん」「申し訳ありません」、もちろん、とてつもな

く重大なことをしてしまったのであれば、「ごめん」ですまない場合もありますので、よくよく「伝え方まで」

考えてから気持ちを伝えることが必要です。

ＳＮＳなどで伝えることは大変便利ですが、顔が見えない分、軽くなってしまったり、過激になってしまっ

たり、なかなか難しいと思います。誹謗中傷、どれだけＳＮＳにそのような内容を載せてはいけない、といっ

ても起こってしまうことがあります。とても残念なことです。「表現の自由」は確かにありますが、自由とい

う権利は、「公共の福祉」を損なわないという義務のもとに成立します。つまりは、誰かが不利益を被ったり、

嫌な気持ちになったりする場合には、何でも自由が認められるわけではありません。これは日本国憲法にしっ

かりと記載されています。というか気持ちを伝えるなどの大事な事は面と向かって話すべきです。ＳＮＳもぜ

ひ「うまく」使っていただきたいと思います。

「ありがた迷惑」だとか「大きなお世話」だとか「やぶからへび」だとか、自分の意に反して、結果が出た

ときに、どう対応できるかも考えて行きたいと思います。自分のしたことで迷惑をかけてしまったら、・・・。

それが一人であっても、複数であっても、そこは「誠心」で対応していただきたいと思います。

さて、いよいよ夏休みです。一回りも二回りも成長して、２学期を迎えたいと思います。

資料３ （１０月２７日 学級通信より）

「負けるが勝ち」

「誰かのため」とか、「自分のため」とか、目的がなければ物事をしてはいけないわけではありません。し

かし、物事をするとその結果について、見たり聞いたりした人が、何かをしたり、言ったりします。それで褒

められたり、けなされたり、怒られたりするのかもしれません。例えそれが一般的に正しいことだったとして

も、自分以外の誰かの考えはわかりませんから、自分が予想した結果と違うことはよくあります。それが嫌だ

と感じたり、怖いと感じたりすると、行動を起こさなくなってしまうこともあるでしょう。

だからといって、良くないことをしているのに、正そうとしないのはあまり良いことではありません。困っ

ている人がいても見て見ぬふりをしたり、嘘や偽りもしくは度を超したいたずらであると知りながらそれに加

担したり、これを言ったら相手が傷つくであろうことが分かっていながら何の配慮もなく伝えたり。これらは

例えばの話ですが、共通することとして、「相手を思いやっているか、どうか」ではないでしょうか。困って

いる人は、いたずらをされた人は、傷つく言葉を言われた人は、それを周りで見ている人は、どう思うだろう

か。ここで、「つまりは周りの目を気にして生活しろ、ということなのか」と思うかもしれませんが、そうで
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はありません。

行動を起こす前に、一度立ち止まって、「考えて欲しい」ということです。高校１年生は１５歳、１６歳で

すが、１５年以上様々なことを学んできて、良いこと、良くないことはある程度は知っているはずです。相手

を思いやることの大切さも知っているはずです。ではなぜ、良かれと思ってしたこと、していることが、相手

に伝わらないのでしょうか。これも様々なことが考えられますが、一つは「人は誰一人として同じ人はいませ

んので、完全に理解することが難しい」ということです。思いやった行動の結果がうまくいかないこともあり

ます。要は失敗です。ただこの失敗は、ある意味しかたないと思うことがあります。なぜなら、経験がないこ

とは初めから上手くいくことは稀（まれ）だからです。しかし、自分が行動したことで相手が、困ったり、泣

いたりしていたら、そのままにしてはおかれません。それはそれで、「ひどい人だ」となってしまうでしょう。

その時にどうするか、がその後の相手との関係を左右することは言うまでもありません。自分（もしくは相手）

の言葉の選び方、理解力、心の広さ、などによっては、どちらかが、あるいはお互いに謝ることもあるでしょ

うし、とことん話し合って解決に向かうこともあるでしょう。

また、「あの人は自分とは合わない」と思うことがある人もいるでしょう。それは、当然のことでもありま

す。だからといって、そのまま伝えてしまうと周りの人が、「そのようなことを言う人だ」となってしまい、

合わないからといって無視していると、避けていると思われて、人間関係に影響しかねません。ですから、ど

うすれば良いのか（良かったのか）、聞いたり、考えたりしながら経験していくことだと思います、できるだ

け若いうちに。考えずに、暴力（言葉も含む）や無視などに訴えるのはもってのほかです。「話しても聞かな

い（意味がない）から」は逃げた、と捉えられかねません。

実は人間関係を上手に築くというのは、そのようなことではないかと思っています。初めから上手くできる

人はいないはずです。私が若い頃（小学校高学年頃？）に強く感じた言葉があります。それは「負けるが勝ち」

という言葉です。表の面でも述べましたが、人生はトータルだと思っています。その瞬間も大事ですが、そこ

だけですべてが決まるわけではないと思っています。すべてが「勧善懲悪」、その場で解決とはならないかも

しれませんが、いつか報われる、「正義は勝つ」のだと信じて生活するのも悪くないと私は思っています。

資料４ （１２月１７日 学級通信より）

「その時は必ずやってくる」

誰でも苦しんだり、悲しんだり、悩んだりと、様々な負の感情に揺れ動いて過ごすことがあります。これか

ら起こることがどうなるかもわからず不安になることもあります。そのような中で、苦しみをあえて自分の意

思で選択し、それに挑み、のめり込むことで状況が好転した、という経験をしたことがある人もいると思いま

す。例えば、努力して勉強をして好成績を収めることや、必死に練習して部活動で成果をあげることなどがそ

れにあたります。まさに「自分で運命を切り開く」ことで、とてもすばらしいことです。

しかし、毎回そのようにうまくいくとは限りません。「諦めることも必要だ。無駄だ。」と言いたくなる時

もあります。さらに、置かれている状況や物事の受け止め方は人それぞれです。例えば、遠足を楽しんで迎え

られる人もいれば、車酔いする人や外へ出かけるのが苦手な人は楽しめない人もいます。部活動の大会やテス

トに対する思いも同様、人それぞれです。また、他人が期待するものと一致するとは限りません。

そこで言いたいのは、自分に降りかかってくる、結果が出る「その時」が必ずくるとわかっているのなら、

「うまくいかない」「好きじゃない」「やる気が起きない」などという感情を超越して、「自分がどのような状

態であっても挑む」ということ、「まずはやり抜いてみる」ということが大事だということです。

「為すがままに」「時の流れに身をまかせる」などという言葉も、何かを超越した一定の境地に達したとき

の言葉であるのかもしれませんが、「他人まかせ」の印象は拭えません。自分がどう生きるか、どう生きたい

か、「決断」や「判断」をして「行動」に移すことができる人になりたいものです。いずれ自分に訪れる「そ

の時」のために、覚悟をもって「行動」できるように、日々を過ごしたいと思います。
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「キャリア教育に関する研修会」（報告） 
 

 

 研 修 部 

 

 

本校の重点目標には、「キャリア教育の充実」が掲げられている。令和２年６月２３日（火）

の放課後に実施した標記の研修会について報告する。 

 

Ⅰ 目 的 
学習指導要領で求められているキャリア教育についてのビデオ講義を視聴して理解を深め、

本校でのキャリア教育の在り方について見直す契機とする。 

 

Ⅱ 概 要 

１ 校長先生より 

２ ビデオ講義の視聴 

演 題「キャリア教育の実践」 

講 師 筑波大学人間系教授 藤田 晃之
てるのぶ

（独立行政法人 教職員支援機構）  

３ グループ協議 

テーマ「生徒の体験活動についての現状と課題」 

ビデオ講義の内容を踏まえて、本校生徒のインターンシップやボランティアなどの

体験活動について、現状を分析し、生徒の将来に活かせる体験活動にするためにどう

したらよいか、意見を出し合う。 

 

Ⅲ <ビデオ講義>「キャリア教育の実践」 講師 筑波大学人間系教授 藤田 晃之
てるのぶ

 氏 

 

１ 【今日求められる実践の大前提】「草創期のキャリア教育」の残像から脱却しよう 

草創期のキャリア教育は、ニート・フリーター問題への対応策のひとつとして登場した

（平成11年中教審答申、平成15年若者自立・挑戦プラン）。しかし、予算がついて全国展

開するうちに、「中学校での職場体験活動」としての性格が突出化してしまった。 

今日のキャリア教育は、「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能

力や態度を育てることを通してキャリア発達を促す教育」と定義される。ここで「キャリ

ア」とは、「人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役

割との関係を見いだしていく連なりや積み重ね」のことである。 

キャリア教育を通して育てるべき基礎的・汎用的能力として、人間関係形成・社会形成

能力、自己理解・自己管理能力、課題対応能力、キャリアプランニング能力の４つである。

これらの能力を育むキャリア教育の２本柱が、①教科等（道徳、総合的な学習の時間、特

別活動等を含む）を通じた日々の学びと、②地域・企業等との連携による体験を通した学

びである。 

 

２ 平成29年版学習指導要領に基づくキャリア教育実践の在り方 

平成29年版学習指導要領総則が示すキャリア教育実践の在り方とは、教師が「主体的・

対話的で深い学び」に向けた授業改善を行うことで、児童・生徒が社会的・職業的自立に向

けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要
かなめ

とし

つつ各教科等の特質に応じて，キャリア教育の充実を図っていくことである。なお、二重下

線部の資質・能力については、各学校が、目の前の生徒の実態に即して設定することになる。 

 

３ では、具体的に、どう進めるのか？－必要不可欠な３つのステップ－ 
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STEP1 キャリア教育を通して身につけさせたい力を設定する 

「基礎的・汎用的能力」を“たたき台”にしながら、目の前の生徒たちに「卒業時点

でできるようになってほしいこと」を具体的に設定する。例えば、「○○のような場

面で、△△することができる。」のように表現する。 

 

STEP2 各教科等の中の「キャリア教育の宝」を洗い出す 

「地域の企業でも『学校での学び』が常に活用され、それが私たちの暮らしを支えて

いる。『知のバトン』が何百年にもわたって受け渡されてきたお陰で、私たちの暮ら

しが成立している｣という事実を、まちたんけん・商店街や工場見学・職場体験活

動・インターンシップ等を通して、児童・生徒に実感させる。 

 

STEP3 学級活動・ホームルーム活動を「要」にする 

学校，家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りな

がら，新たな学習や生活への意欲につなげたり，将来の生き方を考えたりする活動を

行う。その際，児童/生徒が活動を記録し蓄積する教材を活用する。 

 

Ⅳ グループ協議 「生徒の体験活動についての現状と課題」 
（目的）ビデオ講義の内容を踏まえて、本校生徒の体験活動について、自由に意見を出し合

ってもらいたい。 

〔グループ１〕 

インターンシップに関して・・・現在は進路希望にかかわらず全員が活動する。現３年

生は早くから、生徒と面談し、自分の進路希望にリンクした業種で体験できている。生徒

は企業のことや自分の適性について学ぶことができている。ただし、看護・医療系のイン

ターンシップについては、見学だけであったり、日数が短かったりで不十分なこともある。 

ボランティアに関して・・・線香花火ボランティア、かまくらボランティアなど、本校

生徒は横手市の行事にかなり貢献している。地域とのつながりができている。ボランティ

アに参加したことで、どういうことが理解できたか、将来につなげてやることが必要であ

る。ただし、市役所専属のボランティア要員にされているという現状は、残念である。 

〔グループ２〕 

全校生徒対象のインターンシップを始めて３年目になった。受け入れ先によって内容に

差があるものの、生徒の視野を広げることにはつながっている。現実的ではないかもしれ

ないが、もっと長期間でインターンシップ体験をさせてはどうかと思う。一方で、全員参

加のインターンシップは、生徒が将来を考えることに活かされているのか疑問もある。 

〔グループ３〕 

現状について・・・全員で参加することを前提として行われているため、希望とは違う

職種や活動をせざるを得ない状況である。活動の中には、見学しかできないなど実際の体

験をすることが難しいものもある。活動が単なる作業となり、生徒の思考や意見、考えが

反映されない活動となっている。ボランティアも全員参加となると、自発的なものではな

くなるのではないか。本来、自分でやりたいことを見つけ、自分で体験場所を探すなど、

自主的に動くことが理想だが、現状では難しい。事業所の中には、良い体験をさせてくれ

るところもあるが、職員間で情報を共有する時間がとれず、次年度へ引き継ぐことがない。 

今後の課題・・・今年度は、今までの活動を振り返り、次年度へつなげる良い機会とな

るのではないか。生徒が自分で興味・関心のあるものを選んで参加できる活動ができれば

よい。活動するなかで、生徒たちが自分で「～したい。」という思考が入ると良い。横手

市の再建に向けて、高校生の声を反映させたいという活動に参加できれば良い体験になる

だろう。進路決定の観点からも、インターンシップやボランティアなど、「何をどこでど

のように行なったのか」「体験を通して何を得たのか」について、生徒が主体的に自分の

ものとして捉えていければ良いと思う。
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〔グループ４〕 

インターンシップでもボランティアでも、どの部署（分掌）が担当なのか不明で、学年

の担当者が苦労している。インターンシップは希望の職場に行けるとは限らない。受け入

れ先は、１日限定の条件付きの場所が多い。人手不足の職場からは好評で、将来につなが

るかもしれない。前任校では、生徒に自分で受け入れ先を探させ、交渉させる方法ととっ

たが、たいへんよかった。インターンシップとボランティアを両方やることを見直したほ

うがよい。 

〔グループ５〕 

現状・・・インターンシップはとても良い体験と思うが、準備にかかる労力に見合った

成果が得られているのか疑問である。また、受け入れ先として工業系は多いが、病院や保

育園だと限定されてしまう。一方、ボランティアは横手市主催の行事の下請けのようにな

っていることが問題である。インターンシップもボランティアも、今は「まず実施あり

き」で、実施されている。目的を明確にして実施できると良いと思う。 

今後の課題・・・「総合的な探究の時間」にインターンシップを組み入れてはどうか。 
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「総合的な探究の時間に関する研修会」（報告） 
 

 

 研 修 部 

 

 

令和２年９月１５日（火）の放課後に実施した標題の研修会について報告する。 

 

Ⅰ 目 的 
総合的な探究の時間の本質は、生徒が取り組む探究のプロセスである。ＮＨＫで企画製作

された教育番組を視聴して理解を深め、本校での総合的な探究の時間の在り方について見直

す契機とする。 

 

Ⅱ 内 容 

１ 校長先生より 

２ 教育番組の視聴 

ＮＨＫ高校講座：総合的な探究の時間 

第２回「あなたが人とつながることで何が生まれるか？」 

３ グループ協議 

テーマ「本校での総合的な探究の時間の在り方とその評価について」 

ビデオの内容を参考にして、グループごとに割り当てられた３つの議題について意見

を出し合う。 

 

Ⅲ <教育番組の概要> NHK高校講座：総合的な探究の時間 

第２回「あなたが人とつながることで何が生まれるか？」 

栃木県の高校２年生のひでくんが取り組んだ、探究的な学習の番組である。「あなたが人

とつながることで何が生まれるか？（コミュニケーション）」というテーマについて、担任

の先生とのオリエンテーションに基づき、ひでくんは「プログラマーとつながりたい」とい

う課題を設定して探究をスタートさせる。 

(STEP1）ひでくんは、「プログラマーとつながったらプログラミングの勉強になるかもし

れない」という課題を設定し、ネットでつながろうとしたができなかった。 

(STEP2）担任の先生と先輩に質問してネット検索のヒントをもらった。その結果、プログ

ラマーとつながることができた。ただし、ひでくんには「ネットでつながっただけで本当

につながったといえるのか？」というモヤモヤが残った。 

(STEP3）大学生の先輩に直接会って話を聞いたところ、「自分自身がゲームプログラマー

になるためには、同等の知識と、ゲームを作りたいという気持ちを持つことが一番大事」

とアドバイスされた。 

(STEP4）さまざま人とつながることの大切さに気付き、「ゲームプログラマーになりた

い」という自分の本当の気持ちを発見することができた。 

(次の探究課題)・情報処理検定を受けたいので、その検定について調べる。 

(次の探究課題)・パソコンについての基礎知識をつける。 

探究学習は、途中で失敗したり、つまずいたりしても、「なぜうまくいかなかったの

か？」をきちんと考察し、調べることや調べる方法（場合によっては課題）をよく見直すこ

とで、問題の解決に近付いていく。 

 

Ⅳ グループ協議「生徒の体験活動についての現状と課題」 
〔グループ１〕テーマ「探究課題を設定する段階での問題点と指導の工夫」 

・生徒一人一人の興味・関心のある課題に対応できない。 

・課題を設定しても、生徒も教員も見通しが見えにくく、もちづらい。 
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〔グループ２〕テーマ「生徒が情報を整理・分析する段階での問題点と指導の工夫」 

・生徒が調べただけで満足してしまう。教師がツッコミをしないと次の思考に発展しない。 

・情報の分析が浅いと発展に深みがない。教師の指導によって深みがでるが、生徒20名に

対して教師1名が担当する現状ではうまく指導できない。 

・物理の授業では、3年生の夏休み明けから自発的に問題演習に取り組み、客観的な理解

が深まる様子が見られる。そのように心が成長する時期をいかに早めるかが課題である。 

・身近なところから課題をつかませると、自発的に問題解決に取り組めるのではないか。 

・調べ方がネット情報に偏る。書籍や新聞からも調べさせたい。 

 

〔グループ３〕テーマ「生徒が考えをまとめ、発表する段階での問題点と指導の工夫」 

・インターネットの情報の切り貼りと加工で情報の整理・分析が終わってしまう。自分の

足で調べに行くなど内容を深化させるところまでいかない。また、情報収集や分析のとき

に校外活動になると、インタビューや取材等では準備の手間が大きく、身内の活動（アン

ケートなど）になりやすい。 

・城南の過去の活動の記録が残っていないので、活動が年度の単発になりそう。前年の経

験が次年度に活かされない。 

 

〔グループ４〕テーマ「生徒が情報を整理・分析する段階での問題点と指導の工夫」 

・問題点として、情報収集の手段がインターネットだけになりがちなこと、情報モラルを

生徒にしっかり身に付けさせなければならないこと、インターネット検索や書籍検索の環

境が不十分であることが挙げられた。 

・指導の工夫として、情報収集上の注意点を事前にしっかり指導することと、図書館の利

用などアナログな方法の活用を指導することが挙げられた。 

 

〔グループ５〕テーマ「探究課題を設定する段階での問題点と指導の工夫」 

・探究課題を設定するとき、どうしてもグループ化が必要で、指導側の操作に影響され

る。 

・個人で課題を設定させると、指導側の負担が大きくなる。 

・生徒が情報収集するとき、外部との交渉の仕方や礼儀作法を指導しなければならない。 

・指導する教師に知識がないとスムーズな活動にならない。 

・WiFiを整備するなど、情報収集の環境を整えてほしい。 
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令和２年度 横手高等学校公開研究授業 

数学（数学Ｂ）公開授業参観について 
 

数学科 照内 咲子 
 

令和２年１０月１４日（水）横手高等学校で開催された横手高等学校公開研究授業数学

（数学Ｂ）公開授業参観について報告する。  

 
Ⅰ 日 程  １３：３０～１４：２５ 数学（数学Ｂ）公開授業 

       当日の協議会なし 

 

Ⅱ 公開授業参観について 

 

【授 業 者】横手高等学校 木元 大輔 先生 

【対   象】２年４組 ４０名 

【単 元 名】数学Ｂ 数列 いろいろな数列 

【単元の目標】簡単な数列とその和について理解し、それらを事象の考察に活用すること

ができる。 

【本時の目標】群数列の項から項数を求めたり、項数から項を求めたりできるようにな

る。 

【感   想】 

授業内でＩＣＴがどのように活用されているかという点にも、焦点において参観させ

ていただいた。プロジェクターにより、本時の目標や本時の問題を投影したり、最後の

整理の場面で「群数列の解法手順」を投影したりしていたが、生徒たち自身が端末を直

接操作する場面はなかった。 

本時で扱っていた単元は、群数列であった。 

群数列 
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 (1)
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25
は第何項か。  (2)第 100 項を求めよ。 

展開（１０分）の場面では、５～６名でグループ協議が行われた。グループ内には

２、３名ほどリーダーシップをとれる生徒がおり、引っ張っていく様子が見られた。生

徒たちも協議には慣れているようで、思いついたことや意見が自由に言える雰囲気がで

きており、皆が安心した様子でよく話し合いがなされていた。特に、試行錯誤した結果

が誤答であっても、皆で正答に導こうとする様子が印象に残っている。 

発表（１５分）の場面では、じっくり時間をかけ、指導者と生徒が対話しながら解説

を進めていた。指導者と指名された生徒との１対１の対話とならないよう、時折、全体

に声をかけるなど配慮されていた。板書は指導者の方でまとめていた。時間は掛かるも

のの、生徒に板書させても良かったのではないかと思う。個人での問題演習の時間も取

られていたが、解答を確認する時間はなかった。 

整理（５分）の場面では、「ｎ群を想像すること」が大切であるということを強調

し、それを生徒たちも理解できていたように思う。 

数学を苦手とする生徒、特に、数列など抽象的な概念に対して嫌悪感をもつ生徒も少

なからずいる中で、群数列という「群の考え方」と「全体の数列の考え方」が交錯する

数列を扱うことは非常に複雑で難易度が高いものになる。しかし、生徒同士や生徒と指

導者側の対話の中で、既習事項の積み重ねで解くことができると生徒自身が気づき、そ

れを実際の行動に移せていたということが、この授業の中での大きな成果であったと感

じている。今後の自身の授業にも生かしていきたい。                                           
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令和２年度 横手高等学校公開研究授業 

芸術科（美術）について 
 

芸術科（美術） 糯田 亜希子 
 

令和２年１０月３０日（金）、横手高校で開催された公開研究授業について報告する。 

 

Ⅰ 日 程 

   １３：３０～１４：２５ 公開研究授業 

１４：２５～１５：００ 授業研究協議 

 

Ⅱ 公開授業 「版による文様の制作」 指導者  松井 麻美 先生 

  公開研究授業テーマ「答えが一つではない事柄を多様なプロセスを通して探究する態度を

育てる。」のもと、単元名「版による文様の制作」というデザインの授業が実施された。 

  具体的な作品制作方法としては、A4 縦サイズのファイルが入るくらいの木綿素材の生成

りの手提げバックに５センチ四方のゴム版を削って“文様のはんこ”を制作し、絵の具で

プリントするものであった。 

指導者の単元観には「本単元では、鑑賞活動と表現活動を同時に行いながら、文様に込

められた様々な意味を考えた上で、それを反映した自分のオリジナルの文様を制作す

る。」とある。 

単元の目標は４つあり、「（１）世界の様々な文様の意味や構成に対して興味をもち、

自分のテーマとコンセプトを設定し、意欲的に制作することができる。（２）独創的な視

点や自由な発想により、試行錯誤しながらコンセプトが生きるアイディアを生み出すこと

ができる。（３）創意工夫しながら版をつくり、構図や構成、配色を考えながら刷ること

ができる。（４）互いの作品について批判的な視点をもちつつ鑑賞し、自他の作品または

既存の文様文化について、その良さや美しさに気づくことができる。」である。今回の授

業は単元全体の 9／9 時間目の鑑賞である。作品鑑賞を通して、先述の４つの単元目標につ

いて、これまでの取り組みの様子が伺える展開であった。 

本時の目標は｢他者の作品を鑑賞し、表現のおもしろさやうつくしさを味わうことができ

る。世界の文様をもう一度鑑賞し、文様のもつ意味や効果について考えることができる。｣

とあり、相互の作品鑑賞を通して、生徒個々の作品に対する考えや思い、制作の過程での

気づきや工夫について、これまでの制作の過程を個々の発言や作品を介して生徒相互のコ

ミュニケーションが活発になされていた。 

 

Ⅲ 授業研究協議について 

１ 授業者より 

今回文様について焦点を当てて授業を構成した。文様は日本だけでなく世界各国に

存在して多種多様な形がある。それぞれ個々の国や地域、民族や文化に根ざしたもの

があり、意味しているものも異なっている。アニメーション｢鬼滅の刃｣で文様がキャ

ラクター（個の識別や特性）を象徴していることに触れながら、文様の魅力について

学習し制作を進めてきた。 

２ 授業の感想について 

・生徒達が文様に個々の思いや複数の意味を込めて主体的に制作がされていた。 

・形や意味（ことわざ等）にイメージを重ねた制作をしている。 

・造形要素（色と形と構成）と言葉・意味・イメージ、装飾性が明確に制作に生か

されている。 

・作品を見るだけでは伝わりきれない工夫や制作の過程における試行錯誤や変遷に

ついて伝え合い、相互に意見交換し理解し合っていたのが良かった。 

・文様制作は単純なパターン制作ではあるが、導入の工夫で造形性、作品性に広が

りのある授業の展開が図られていた。 
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令和２年度 探究活動等実践モデル校公開授業 

（地理Ｂ）公開授業参観について 
 

地歴公民科 籾山 貴文 
 

令和２年１２月９日（水）湯沢高等学校で開催された探究活動等実践モデル校公開授業

（地理Ｂ）公開授業参観について報告する。  

 
Ⅰ 日 程  １４：３０～１５：２０（地理Ｂ）公開授業 

       当日の分科会には所用のため参加せず 

Ⅱ 公開授業参観について 

【授 業 者】湯沢高等学校 奈良省吾 先生 

【対   象】２年Ｅ組３２名  

【単 元 名】Ⅱ現代世界の系統地理的考察 ２章 資源と産業 

【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】 

【本時のねらい】 

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。  （指導案より） 

【感   想】 

授業展開は「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。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急増している要因を整理する。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。」であった。先進国と発展

途上国とのデータを比較しその違いを読み取らせることが基本であった。次に本題の

BRICS 構成国のブラジルと中国に関するデータから、経済発展による所得の増加が食生活

の変化をもたらし、他国の産業や経済に影響を与える「経済のグローバル化」について

「深い学び」に導く内容であった。公開授業参観前にポスターセッションを見学する機会

があり、各グループによる探究活動のテーマは全員がＳＤＧｓから選択しており、シンプ

ルで説得力のあるプレゼンには好感が持てた。探究活動で得た「学び」や「視点」が授業

にも生きており授業やテーマ設定において本校でも参考にすべき内容であった。最後に参

考資料「地理Ｂルーブリック」掲載に快諾を頂いた湯沢高校に感謝を申し上げたい。                                      
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 ８

評価方法
・授業態度
・課題プリント
・定期考査

・授業態度
・課題プリント
・定期考査

・授業態度
・課題プリント
・定期考査

●「地理的な見方・考え方」を用いて、社会
的事象の意味や意義、特色や相互の関連
性を図表やグラフなどの地理的データを
利用して多面的・多角的に考察できる。

●伝えたい主題が明確になるように内容
構成を考え、社会的事象についての自分
の考えを論理的に説明し、主張できる。ま
た、他者の考えを踏まえたり取り入れたり
して、自分の考えを再構築しながら議論で
きる。

●「地理的な見方・考え方」を用いて、社会
にある課題を把握して、解決に向けて学ん
だことを基礎として複数の立場や仲間の
意見を踏まえて社会への参画を選択・判
断できる。

習得
（わかる）

●「地理的な見方・考え方」を用いて、社会
的事象の意味・特色、相互の関連性にか
かわる基礎的知識がある。

●根拠や理由を明確にして、社会的事象
についての自分の考えの論理的説明や主
張の仕方が身についている。また、他者の
意見を素直に聞き、立場や根拠を明確に
することができる。

●「地理的な見方・考え方」を用いて、社会
にある課題を把握して、解決に向けて学ん
だことを基礎として社会へのかかわり方を
仲間と共に学び合いながら選択する判断
力がある。

湯高力 【知識・技能】
【課題対応能力】【論理的思考力】

【対話力】
【協働力】【自己管理能力】

【前向きにやり遂げる力】【公共心】

学
び
の
段
階

活用
（使える）

●「地理的な見方・考え方」を用いて、社会
的事象の意味や意義、特色や相互の関連
性について、概念等を活用して多面的・多
角的に考察できる。また場面に応じて適切
な図表やグラフなどの地理的データを活
用できる。

●適切な資料・内容や表現方法を選び、
社会的事象についての自分の考えを効果
的に説明したり論述したりできる。また社
会的事象について獲得したことを、妥当性
や効果、実現可能性などを指標にして議
論し、場面に応じて活用できる。

●「地理的な見方・考え方」を活用して、社
会にある複雑な課題を把握して、身につけ
た判断基準を根拠に解決に向けて構想
し、社会への貢献を仲間と協働して前向き
に実践することができる。

利用
（できる）

目　　　標

１項目をまたいで自分の知識を有効的に利用し自ら地理的な分析ができる。
２社会的事象や現代が抱える問題点を地理的観点から考える力がある
３地図の読図や作業・景観写真の分析を自分の知識と結びつけて適切におこなうことができる。
４基本的用語を確実に習得し、それを場面に応じて有効利用することができる。

評価の観点 知識・技能 思考力・判断力・表現力 学びに向かう力・人間性

科　　　目 地理Ｂ
授業時数 週２・３・４単位

履修学年・類型 ２・３学年
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令和２年度探究活動等実践モデル校の公開授業 

ロングホームルーム教育研究協議会について 
 

美術科 糯田 亜希子 
 

令和３年１２月９日（水）、湯沢高校で開催された令和２年度探究活動等実践モデル校の

２年探究活動発表会、公開授業ロングホームルーム教育研究協議会について報告する。 

 

Ⅰ 日 程 

       １３：２５～１４：１５ ２年探究活動発表会（ポスターセッション） 

１４：３０～１５：２０ 研究授業 ロングホームルーム 

       １５：３５～１６：０５ 分科会 

 

Ⅱ ２年生探究活動発表会（ポスターセッション） 

 

  体育館で２年生の探究活動発表会を拝見させていただいた。“ＳＤＧｓと関心のある学問

をつなげよう！”という探究課題のもと実践された発表であった。ポスターセッションと

いう形で生徒達がポスターに対する質問に丁寧に対応していた。全ての発表を視聴できた

わけでないが、どの発表も内容の深まりが感じられた。ポスターも生徒達も探究活動から

多くの成果を得た様子が伺えられた。活動内容の広がりが感じられ、文献やネットでの調

査やアンケート実施・集計は勿論、街頭インタビューや出張出前講座の活用などを実施し

ている。活動前から答えが見通せるような浅い探究ではなく、深化した活動になってい

て、それによって生徒達の活性化が感じられたのかもしれない。それについては探究活動

等実践モデル校公開授業資料を読むと取り組みの実際が記載されている。｢総合的な探究の

時間｣推進委員の先生方はじめ、学年部の先生方のいかに生徒を主体的にさせるような外部

講師の招聘やフィールドワークの実施など“しかけ”作りを大切に工夫や努力を重ねてき

た結果であることを学ばせていただいた。 

 

Ⅲ 研究授業ロングホームルーム・分科会について 

【分科会７】ロングホームルーム｢進学、私にとっての必要条件｣について 

発表者 湯沢高等学校 髙橋 智子 教諭  

１ 授業者より 

生徒にとってＬＨＲといえば、席替えを連想しがちであるが“湯高力”をもとに授業

を考えた。『エンカウンターで学級が変わる高等学校編』（文化図書）を参考にしてい

る。単元の目標は｢進学に当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。｣と設定。今回の授業の題

材の背景として、１年生の２学期は来年度の文理の選択をしなければならない時期があ

げられる。ほぼ全員が上級学校への進学希望で、進学するに当たって何が必要なのかを

他者との交流を通して改めて考えさせたいという思いがあった。生徒達は思いの外グル

ープ活動で盛り上がってくれた。 

 ２ 授業の感想について 

・“進学に当たって自分に何が必要かを明確にする。”を目標に個人とグループで｢体力｣

｢お金｣｢進学の情報｣｢学力｣｢学校の受験指導｣｢意欲｢興味関心｣｢保護者の理解｣｢将来の目

的｣の８項目に順位を付ける活動。グループ協議は多数決だけでなく話し合いで全員が納

得する順位を付けさせる指示に従って積極的な話し合いが印象的であった。 

・湯沢高校ではキャリア教育｢湯沢高校生として身に付ける資質・能力｣の教科横断的指

標としてルーブリック『湯高力』が作成されていた。本時の評価基準として④対話力、⑥

自己管理能力を掲げ、分かりやすかった。湯高力の指標が活動を活性化させ、自己評価ま

での流れをスムーズにさせて指導と評価の一体化に繋がっていた。参考にしていきたい。                       
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令和２年度 探究活動等実践モデル校公開授業 

（理科）公開授業参観について 
 

理科 藤井 聖子 
 

令和２年１２月９日（水）湯沢高等学校で開催された探究活動等実践モデル校公開授業

（物理）公開授業参観について報告する。  

 

Ⅰ 日 程  １４：３０～１５：２０ 研究授業（物理） 

       １５：３５～１６：０５ 分科会（理科） 

        

Ⅱ 公開授業参観について 

【授 業 者】湯沢高等学校 伊藤 遼 先生 

【対   象】２年Ｄ組 物理選択者２２名  

【単 元 名】第５章 円運動と万有引力  ２ 慣性力  Ａ 慣性力 

【単元の目標】「円運動と単振動」「万有引力」が主たる内容の第５章である。「円運動」で

は、円運動をする物体の様子を表す方法やその物体に働く力などについて理

解することを目指す。「単振動」では、振り子に関する実験などを行い、単

振動の規則性を見いだして理解するとともに、単振動をする物体の様子を表

す方法やその物体に働く力などについて理解することを目指す。「万有引

力」では、「惑星の運動」を惑星の観測資料に基づいて、惑星の運動に関す

る法則を理解すること、また万有引力の法則、および万有引力による物体の

運動について理解することを目指していく。本時は、円運動を学んだあとの

「慣性力」について学ぶ。 

【評価規準】 ・電車などの乗り物が急発進したり、急ブレーキをかけたりするとき、車内の

人に現れる力の原因について、関心を持っている。             

【関心・意欲・態度】 

・加速している系内での物体の運動（あるいはつりあい）状態について、系

内の人と系外で静止している人との観測結果の違いが理解できている。          

【思考・判断・表現】 

・水を入れたフラスコ中の鉄球とコルク球の動きについて、密度の大小とお

もりの傾く向きの関係を説明することができる。  

【観察・実験の技能】              

・慣性力を含めた力のつりあいの式を立てることができる。       

【知識・理解】 

【本時の目標】 

 Ⅰ 加速度運動する観測者からみた静止物体に対して、慣性力の大きさと向きに注意してつ

り合いの式を立てられるようになる。 

 Ⅱ 相手の立場を尊重しつつ、言葉や行動を通じて他者に働きかけ、理解を深めあい、クラ

ス全員が課題を達成するための行動を起こすことができる。（伊藤先生の指導案より） 
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【感   想】 

 公開授業全体には指導主事の先生方をはじめ他校から４０人ほどの参加者がおり、さらにポ

スターセッションには湯沢翔北高校の２年生の参加もあって大変盛況な会であった。 

 物理の研究授業は、湯沢高校伊藤遼先生によるＫＰ法を用いたアクティブラーニング型の授

業であった。導入では、「慣性力」についてＫＰ法を用いた簡潔な説明が行われ、その後の時

間をどのように活動するのか指示された。展開に入ると、生徒は各自のペースで解説プリント

を読んだり他の生徒に教えてもらったりしながら、課題プリントに取り組んでいた。この間、

指導者は机間巡視をしながら、「クラス全員が課題を達成するため」の行動がとれているか生

徒の様子をよく観察していた。教師に直接質問をしにくる生徒に対しては、理解できている生

徒に質問するよう指示し、生徒同士による学び合いを促すような働きかけを行っていた。最後

に、観点別評価シートによる自己評価を行って授業は終了した。１時間の授業中、そのクラス

の全生徒が授業にしっかりと参加している様子が見られた。 

伊藤先生の授業はこれまで何度か参観する機会があったが、生徒を動かす工夫や評価の工

夫など、さらに磨きがかかっており、カリキュラム・マネジメントがしっかりと意識された素

晴らしい授業であった。指導主事の伊藤匡先生からも絶賛され、今後の理科教育の在り方を考

えさせられるものだった。 

参考資料として「観点別評価シート」を掲載する。掲載に快諾を頂いた湯沢高校 伊藤先

生に感謝を申し上げたい。                                    

56/64



57/64



58/64



 

 

令和２年度 筑波大学付属高等学校公開研究授業 

数学（数学Ⅱ）公開授業参観について 
 

数学科 照内 咲子 
 

令和２年１２月５日（土）筑波大学附属高等学校主催で開催された第７０回高等学校教

育研究大会（オンライン）について報告する。  

 
Ⅰ 日 程  １３：００～１５：１５ 実践報告・公開授業（オンライン） 

        ①授業動画の視聴（対数の導入） 

        ②授業動画に対する研究協議会 

        ③オンライン期間中の本校数学科の取り組み紹介 

 

Ⅱ 公開授業について 

 

 ①授業動画の視聴（対数の導入） 

【実 施 日】令和２年１１月９日（月）１１：１５～１２：２０（４５分）動画撮影 

【授 業 者】筑波大学付属高等学校 大堀 健吾 先生 

【対   象】筑波大学付属高等学校 ２年５組（男子２１名、女子２０名）４１名 

【単 元 名】数学Ⅱ 指数関数・対数関数 

【単元の目標】簡単な数列とその和について理解し、それらを事象の考察に活用するこ

とができる。 

【ね ら い】 

ア 関心・意欲・態度 

    比の値とほぼ等しい分数を積極的に見つけようとする。 

  イ 数学的な見方や考え方 

    ｙの値がどのように変化していくかを考えることによって、関数を推測すること

ができる。 

 ウ 数学的な技能 

   対数の値を、関数電卓を用いて求めることができる。 

  エ 知識・理解 

    対数の定義を理解することができる。 

【授業者感想】 

   対数の導入として、対数を体験できる導入としたかった。対数をすでに学習してい

る生徒と初めて対数と出会う生徒が混ざったクラスであり、両方の生徒ができること

として、結果が予測できないものを扱いたいと思い、ギターのブリッジからフレット

までの弦の長さの比と音階について考えさせた。この授業の大変なところは、グラフ

で表すことはできても、その値（セント値）を分数で表すところである。生徒たちも

苦労していたようだ。指数関数での「十一」の元利合計やお湯の冷めるときの温度変

化など、身近な現象を表すことを理解させたかった。 

 【質疑・応答】 

  ・関心・意欲・態度の観点で、「比の値とほぼ等しい分数」を考える必要性を感じ

て、積極的に見つけようとしているかが重要である。 

  ・指数の導入は何を扱ったのか。 

  →浮き草の大きさの変化について、関数電卓を使って行っている。 

  ・関数電卓は生徒それぞれがもっているのか。 

  →数学科で５０台購入し、活用している。個人のものではない。 
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 ②授業動画に対する研究協議会 

グループ協議（Zoom ブレイクアウトルーム利用）→リーダーからのまとめ 

・どこがテーマなのかがぼやけていた。 

・ギターを扱っていたので、音楽的な知識がないと、理解しにくい内容であった。 

・関数電卓ではなくて、Excel を使っても良かった。 

・生徒の進度を確認するため、Meet（チャット機能）が活用できると思った。 

・先に対数を学習してから、扱うと良かったと思う。 

・生徒が果たして本当に探究的に学習できていたのか疑問が残る。 

・ＰＣを使うのであれば、複数のデバイスが必要となるが、用意は可能なのか。 

・対数学習後の応用として扱っても良かったと思う。 

・対数として扱うことの必要性を感じさせることが難しい。 

・指数と対数のつながりを持たせるようなやり方もあったのではないかと思う。 

・導入として、適切であっただろうか。（テーマや難易度） 

・数学が苦手な生徒にとっては、後半厳しかったのではないだろうか。 

・有理数近似から関数電卓の活用へ、手が動くような展開になっていた。 

・途中で気づきもある導入であった。これからの学習のアウトラインを示すデザイン

となっていた。 

・もしオンラインや遠隔の授業になった場合、ブレイクアウトルームを利用して共同

作業もできると考えた。果たしてどこまで実現できるかであるが。 

・難しい用語もあったので、分かる生徒がいたのか疑問が残る。後程、振り返ること

も有効である。 

・生徒の進捗状況をどのように把握するかが難しい。アンケート機能や提出箱の機能

が活用できる。 

・対数の単元の最後に、もう一度同じ題材を扱うと良いと思った。 

・クラウド上で（グーグルクラスルームのホワイトボード機能なども利用しながら）

ファイルを共同編集することができれば、オンラインでも共同活動ができると感じ

た。 

 

③オンライン期間中の筑波大学附属高等学校数学科の取り組み紹介 

  『オンライン授業の課題と可能性』 

  【筑波大学附属高等学校の状況】 

   ・４月には完全オンライン。手法はテキストベース、テキストベースと音声配信、

テキストベースから YouTube、YouTube の４種類。５月には YouTube、Zoom、

YouTube と Zoom の３手法を活用。６月から分散で授業を行い、YouTube、Zoom か

ら対面授業、YouTube と Zoom を活用。８月以降は分散しながら、ほぼ通常の対面

授業に戻っている。 

  【実践事例紹介】 

   ・数学Ｂ「かけ算九九と数列」 

   ・数学Ⅲ「複素数平面・軌跡の問題の応用」プリントと YouTube の限定公開。 

   ・数学Ⅱ「三角関数・三角関数のグラフ」 

   ・Zoom による遠隔撮影。講師２名が別室同士で掛け合いをする。途中、なぞなぞ

のキーワードを何回か入れ、最後まで見るとキーワードを繋げることでなぞなぞの

答えがわかる仕組み。生徒が最後まで興味をもって動画を見ることができるように

工夫されている。 

   ・「解析学入門」大学で学ぶ内容を YouTube で限定公開。グーグルクラスルームを

活用し、講座を視聴した生徒が感想を投稿。リアルタイムではないが、感想であっ

たり質問であったり、指導者と生徒との双方のやりとりがある。 

   ・「数学Ⅱ前期中間考査解説」授業内でテストの解説時間はなかなかとれないた

め、解説動画を配信。復習したい部分だけを視聴したり、理解できるまで繰り返し
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視聴したりすることもできる。 

   ・対面授業におけるグーグル Jamboard の活用。班毎に自由にアイディアを出す→

付箋を動かして考えを分類する→多様な意見によりディスカッションできる。 

 

  【オンラインの授業の課題と可能性】 

   ・補い的な内容や発展的な内容を動画で配信できる。 

    コアな部分をより丁寧に扱うことができる。 

    コンテンツを貯めていくことができる。 

   ・テスト解説も動画で配信できる。 

    できなかった問題を何度も繰り返し見て復習できる。 

   ・ツールを効果的に活用してより対話的な授業を目指す。 

    ハイスクール GIGA に向けてオンラインの成果を対面にも生かすことができる。 

 

Ⅲ 研修を受講しての感想 

この対数という単元を進めるにあたって、対数として扱うことの必要性を生徒たちに

感じさせることは難しく、結局、計算や技能的なことで終わってしまう場合が多い。今

回の公開授業では、導入としては難しいものを扱っていたと思うが、対数として学んで

きたことや学ぼうとしていることが身の回りの事象と繋がっていることを、授業を通し

て体験させようとした授業者の意気込みや工夫が感じられた授業であった。 

また、オンライン授業の課題や可能性についての事例紹介や他校教員と意見交換を行

ってみて、すぐに実践できるような内容もあり、大変に参考になった。新型コロナウィ

ルスの影響が先行して進められたオンラインや遠隔と思いがちだが、今後の数学教育だ

けでなく教育全体での、生徒の考え方を深めるためのツールとしてや、指導者側が生徒

をもっと主体的に対話的に動かすための授業改善のツールとしての役割が大きいと改め

て感じた。来年度には、否応なしに、１人１台端末による学校生活や授業を進めなけれ

ばならない中で、より研鑽を積まなければならないと思った。 
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秋田を創る！産業人材育成事業情報関連産業人材育成事業 

令和２年度県立高等学校プログラミング教育研修会について 
 

情報科 糯田 亜希子 
 

令和２年１２月７日（月）、大曲工業高等学校で開催された令和２年度県立高等学校プロ

グラミング教育研修会について報告する。  

 

Ⅰ 日 程  １３：００～１３：１０ 開 会 行 事 

１３：１０～１４：００ 事例発表等 プログラミング教育及びネットワー

ク教育について 

       １４：００～１５：５０ 講義・演習 ｢情報Ⅰ｣における初級プログラミン

グに係る指導について 

１５：５０～１６：００ 閉 会 行 事 

 

Ⅱ 開会行事                  高校教育課指導班 高橋 司 先生 

 

新学習指導要領の実施により令和 2 年度より小学校でプログラミングがスタートし、令和

3 年度より中学校、令和 4 年度より高等学校で実施されることになる。情報活用能力を言語活

動と同様に｢学習の基盤となる資質・能力｣と位置付けて学習活動の充実を図ることになる。

また、生徒がプログラミングを学ぶことによりプログラミング的思考を身に付け、物事を順序

立てて思考し行動する力にも繋がっていく。令和 6 年に共通テストで情報Ⅰがスタートす

る。今回の研修では、情報関連産業分野の各校の取り組みについて成果や課題を共有し、新学

習指導要領の実施を見据えて｢情報Ⅰ｣における初級プログラミングの指導力向上に繋げてい

ただきたい。 

 

Ⅲ 事例発表 ｢大館国際情報学院高等学校｣    講 師  教諭 津嶋 涼悦 教諭 

 ｢仁賀保高等学校｣         講 師  教諭 早藤 素史 教諭 

 ｢大曲工業高等学校｣        講 師  教諭 若狭 祐樹 教諭 

 

 ・｢大館国際情報学院高等学校｣のプログラミング教育の取り組みについて 

平成３０年度ＩＣＴ情報関連産業人材事業で国際情報科 1 年生で Scratch を利用したプ

ログラミング教育、2 年生情報コースで EXCEL VBA を利用したプログラミング教育、3 年生

情報コースで JAVA 言語を利用したプログラミング教育。平成 31 年度～令和 2 年度は新た

に 2 年生で VBA から変更し Python 言語を利用したプログラミング教育を実施している。生

徒の変容として、アプリ制作に前向きに取り組み、プログラミングの資格取得を目標と

し、技術の向上に励むようになった。成果として 4 年生大学への進学を果たすなど進路意

識の変化。ＩＴパスポート等国家試験の取得。自主アプリの制作。プログラミングコンテ

ストへの出品・受賞などがあげられる。課題としては、プログラミングスキルの個人差、

授業内での解決が図りづらいこと、環境構築の大変さ（テクノス秋田に頼っている）、成

績評価（テストが生徒の頑張りを反映されているか？）、進路とのミスマッチ（成果にも

あげていたが、国公立大学理工への進学や商業分野の情報を利用する進路の達成を目指し

ている） 

 

・｢仁賀保高等学校｣のネットワーク教育の取り組みについて 

秋田県内唯一の専門学科である情報メディア科を平成 15 年から有し、プログラミング、

通信ネットワークやＣＧデザイン、映像編集について学んでいる。ネットワーク教育とし

て、テクノス秋田と連携し｢シスコネットワーキングアカデミー｣を採用しネットワーク教

育を実施している。Cisco 製品を扱ったことがある生徒は企業から高評価を得ている。県外

就職が好調である。ネットワークの授業は、問題解決（トラブルシューティング）の連続
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であるが、生徒の向上心を促し、自主性をもって学習内容を深めさせている。H29 年度よ

り、テクノス秋田との事業を行っている。 

成果としては、業務ネットワークの内容が理解出るようになった。生徒がつまずいた内

容は後日改めて復習できるようになった。インターネットへのアクセスの挑戦など応用的

な内容への取り組みができるようになった。一方課題としては、まだまだ学習しておくべ

きネットワーク技術や新しい技術、５G 等への対応が課題である。 

 

・｢大曲工業高等学校｣のプログラミング教育及びネットワーク教育の取り組みについて 

｢秋田を創る！産業人材育成事業｣を取り組んでいる。（事業概要：実習や課題研究等の

実技を伴う授業に、高度な情報力をもった社会人講師を派遣し、情報関連企業で求められ

る情報活用技術を学び、ICT 分野の振興と専門人材の育成を図る。） 

事業内容については、電気科１年｢工業技術基礎｣、電気科 2 年電子コース｢2 年電気実

習｣、電気科３年電子コース｢３年電気実習｣で Raspberry（ラズベリーパイ）、ハブ、セン

サー、LED、ラズパイカメラ等を使用している。使用ソフトは、Raspbian(Linux)、Nano、

Scratch(プログラミング学習ソフト)、Python（プログラミング言語）である。実施内容

は、スクラッチでプログラム学習、ネットワーク基礎、ラズペリーパイと光センサ、温度

監視用プログラムの作成、カメラ撮影プログラム。事業の成果は、プログラム学習におい

て、実行結果がディスプレイに表示されるだけでなく、色々な制御対象物が実際に動くこ

とでプログラミングが楽しく感じる生徒が増えたことである。課題は、プログラム言語で

ある。元々電気科では C 言語を学習していたが、本事業のプログラム言語は Python 言語を

扱っている。直感的にプログラミングができ、可読性が良いので高校生にとって扱いやす

い一方、注意する点としてインデントに配慮する必要がある。セミコロンや括弧がなくシ

ンプルだが、デバッグしづらい難点がある。進路は、情報関連企業への就職や大学進学を

している。企業：NTT-ME、NTT、ABC システム、テクノス秋田。進学：情報通信学科、電気

電子情報学科、数理・電気電子情報学科、メディア学科。 

 

Ⅳ 講義・演習 ｢情報Ⅰ｣における初級プログラミングに係る指導について 

     講 師  テクノス秋田 管理部 課長 浅石 宏明 氏 

 

 ・株式会社テクノス秋田浅石氏より、スクラッチ（Scratch）による初級プログラミングに

ついて講義をうけた。スクラッチ（Scratch）は小学校から取り組まれているプログラミン

グ言語で、ブロックを並べてプログラミングを実践できる。スクラッチはフリーソフトウ

ェアで公式サイトにアクセスして使用することができる。演習では Scratch のダウンロー

ドから機動についての基本動作について教示していただいた。スプライトというキャラク

ターをディスプレイ上で動かす“プログラム＝台本”になるブロック（プログラムの部

品）をコードエリアに並べることでプログラミングをつくることができる。ゲームをプロ

グラムするときに使用する変数についても説明がされた。５０分という限られた時間であ

ったが、操作の基本から授業への展開についてまで及んで確認することができた。今回の

講義・演習内容が今後のプログラミング学習の基本となりそうである。 

 

Ⅴ 感想・まとめ 

 

新学習指導要領では、言語能力と同様に情報活用能力が｢学習の基盤となる資質・能力｣

と位置付けられている。情報活用能力は情報及び情報手段を主体的に選択し活用していく

ための個人の基礎的な力とあり、｢情報活用の実践力｣・｢情報の科学的な理解｣・｢情報社会

に参画する態度｣とある。それぞれ｢ＩＣＴの基本的な操作・情報の活用｣・｢プログラミン

グ｣・｢情報モラル｣として具体的な実践が求められている。今回報告を受けた各校の取り組

みや生徒の変容やプログラミングの講義・演習から学び得たものをそのまま同じ実践は無

理であるが自校に取り入れられる形での取り組みをしていきたい。 
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編 集 後 記 

 

令和２年度 研究紀要「ひろば」第４６号の発行にあたり、先生方から快く原稿をお寄せいただき

ましたことにお礼申し上げます。今年度の研究紀要には､本校で実施した授業研究会の報告の他にも､

横手高校､湯沢高校､筑波大学附属高等学校の公開研究授業に参加した先生方からも寄稿いただきま

した。なお､筑波大学附属高等学校での研究会は､オンラインでの研究会でした。 

今年度は､新型コロナウィルスの出現で､学校も大きく変わりました。次年度から､秋田県全体で 

ＩＣＴをした教育活動を進めることになり､教職員はすでに新たな研修に取り組んでいます。先生方

には､各自の研修の成果を明文化し､情報を共有する場として研究紀要をぜひ活用していただきたい

ものです。 

 

                           秋田県立横手城南高等学校 研修部 
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