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令和３年度 研究紀要 

秋田県立横手城南高等学校 



波動関数の収縮（または、ビーナスの両腕）について 

高橋 透 

 

 教員とは、その名のとおり何かを教える人のことであろうと思います。また、皆さんよくご

存じのとおり「絶えず研究と修養に」「励み」・「努めなければならない」（教育基本法、教

育公務員特例法）ことも要求されています。それは、まさしくそのとおりであり、正論です。

ここでもし、教師とは教わる人のことをいうのだと主張したらどうでしょう。それは、おそら

く逆説になると思います（屁理屈と忌み嫌う人もいるでしょう）。 

 ここで唐突に話題が変わります。パリのルーブル美術館にミロのビーナス像があります。こ

のビーナス像は両腕が失われた状態で発掘され、今もそのままの姿であることも、よく知られ

ていますが、清岡卓行という人が「大理石でできた二本の美しい腕が失われた代わりに、存在

すべき無数の美しい腕への暗示という、不思議に心象的な表現が思いがけなくもたらされたの

である」と述べています（「手の変幻」）。どこかだまされているような気がするのではあり

ますが、なるほどと思わせる逆説がそこにはあります。 

 この文章を授業で取り上げたとき、おそらく私は「今は見る人それぞれの姿を（心象として）

持つビーナスの腕だが、もし、いつの日かこれこそがミロのビーナスの腕だと間違いなく言え

るものがどこかで発掘されれば、その時ビーナス像の腕はただひとつ（一組）だけのものに決

まってしまう」という意味のことを何の気なしに口にしたのだと思います。この直後に、おそ

らく生涯忘れることがないであろう、衝撃的な出来事が起こりました。私の（不用意な）発言

を聞いたある生徒が「それではまるで波動関数の収縮ですね」と発言したのです。私が驚きの

あまり無言で立ち尽くしていると、さらに別の生徒が「箱に入った猫の話みたいですね」と続

けたのです。 

 何かを観測したり観察したりすることが、その対象に影響を及ぼしてしまうことは、自然科

学においても起こり得ると言われているようです。量子力学の世界においては、人間が観測し

たことで、それまで重ね合わせ状態であったものがある状態へと収縮すると考えられているこ

とや、箱を開けてみるまでは猫の生死は確定しない（生きている状態と死んでいる状態が共存

している）とする思考実験が広く知られていること等については、ぼんやりと知ってはいまし

た。しかし、それが美術評論と結びつくなどとは、夢にも考えたことはありませんでした。あ

の巨大なビーナス像に、量子の振る舞いに関するコペンハーゲン解釈を準用しようなどと思い

つくはずもありません。そんな私をよそに、生徒は、文芸と物理学の間（にある私のような凡

人にはとうてい渡ることのできない深い谷）を軽やかに飛び越えていきました。 

 自身を生徒に何かを教える者であると見なすことは、間違ってはいません。ただ、それだけ

では、教師としての仕事を全うするのは難しいのではないかと感じています。自分が持ってい

るものを人に分け与えるだけではなく、他の人から何かをいただくことで自分自身も少しばか

り豊かになれる、そこにこそ教師の醍醐味があると信じます（それを「研究」や「修養」と呼

ぶのかどうかは、わかりません）。 
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英語科「コミュニケーション英語Ⅱ」学習指導案 

 

実施日時：令和３年１０月２７日（水）６校時 

対  象：秋田県立横手城南高等学校 ２年 AB 組 

指 導 者：秋田県立横手城南高等学校 佐々木 瑞穂 

                  Shelby Stark 

教 科 書：LANDMARKⅡ（啓林館） 

 

１ 単元名 Lesson 6  Gaudi and His Messenger 

 

２ 単元の目標 

(1)  クラスメイトの発表を聞き、意欲的に質問したり、意見を交換したりしようとしている。 

(2) 憧れの人物の生き方についてまとめ、発表することができる。 

(3) ガウディとサグラダ・ファミリアの歴史、そして外尾悦郎の彫刻家としての経歴を理解できる。 

(4)  関係副詞の非制限用法、if 節を用いない仮定法について理解している。 

 

３ 単元と CAN-DO 形式での学習到達度目標との関連 

 ・各段落のトピック文、要点を意識して、段落・出来事のつながりを読み取ることができる。 

［２年リーディング目標］ 

 ・読み、聞いたことについて、自分の考えを、理由を添えて簡単に説明できる。 

 ［２年スピーキング（発表）の目標］ 

４ 単元観 

 本単元では、ガウディと、彼の遺作であるサグラダ・ファミリアの主任彫刻家である外尾悦郎について書かれ

た文章を扱う。ガウディが作品に込めた想いや、ガウディと外尾の理想を追い求める生き方について理解する活

動を行う。 

 

５ 生徒観 

 コミュニケーション英語Ⅱは、習熟度別に２クラス３展開で行っている。２年 AB 組の応用クラスである。英

文を読んだり、聞いたりして大意を把握することは概ねできているが、読み取った情報や意見について、自分の

考えを深め、それを表現することに課題がある。本文の表現を活用しながら情報をまとめ、クラスメイトとのや

りとりを通して、考えを深める活動を行っていきたい。 

 

６ 単元計画（総時間１２時間） 

 1 時間目・・・Introduction   2・3 時間目・・・Part 1      4・5 時間目・・・Part 2 

6・7・時間目・・・Part 3   8・9 時間目・・・Part 4    10・11 時間目【本時】・・・表現活動 

12 時間目・・・まとめ 

 

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 

クラスメイトの発表を聞

き、意欲的に質問したり、

意見交換したりしようと

している。 

憧れの人物の生き方に

ついてまとめ、発表す

ることができる。 

ガウディとサグラダ・ファ

ミリアの歴史を理解して

いる。外尾悦郎の彫刻家と

しての経緯を理解してい

る。 

関係副詞の非制限用法の

意味と用法について理解

している。 

If 節を用いない仮定法に

ついて理解している。 
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８ 本時の計画 

(1) ねらい 憧れの人物の生き方について発表し、クラスメイトと意見を交換する中で、その人たちに共通する点

を見つけることができる。 

 

(2) 展開 

 学習活動 指導上の留意点 評価 

導

入 

5 

1 あいさつ 

 

2 ALT の憧れの人についての発

表と、それに対する JTE との

Q&A のやりとりを聞く。 

 

 

・ALT の発表の仕方を意識して聞くよう

に指示する。 

・ALT と JTE が、どのように Q&A のや

りとりをしているか、意識して聞くよう

に指示する。 

 

展

開 

１ 

15 

3 本時の目標を知る。 

 

 

4 グループで、憧れの人について

発表する。(４～５人グループ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（発表者へ）Google スライドを用いて発

表をさせる。 

・（聞き手へ）key words をメモしながら

発表を聞くように指示する。 

・（聞き手へ）ALT と JTE の Q＆A のや

りとりを参考に、興味深かった点やもっ

と知りたい点について質問させる。 

 

 

 

○憧れの人物の生き方に

ついて発表することがで

きる。 

【B】 

展

開 

２ 

25 

 

 

5 グループで発表の内容を振り

返り、メンバーの発表で、共通

していた key words や生き方

について考える。 

 

6 グループで話し合ったことや、

発見した共通点について、クラ

ス全体で共有する。 

 

 

・発表の時にメモした key words を参考

にして、憧れている点には、どのような

共通点があるか考えさせる。 

 

 

・各グループの代表者に、話し合った内

容、発見した共通点、意見・感想を発表

させる。 

○憧れの人に共通する点

について、意欲的に意見

を交換している。 

【A】 

ま

と

め 

5 

7  ALT からのコメント 

 

 

8 本時の振り返り 

・生徒の発表や、グループ活動への取り組

みを評価してもらい、次時以降につなげ

る。 

・今日の授業を通して、発表の感想をまと

めさせる。 

 

 

 

 

憧れの人の生き方や想いについて英語で発表し、グループで意見を交換しよう。 

[評価] 発表の様子を観察し評価する。 

[評価] 授業後にプリントを回収し評価する。 
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令和３年度指導主事訪問 授業研究会（英語科）記録 

 

記録者：石垣ルリ子 

 

協議のポイント 

「発問の工夫により、筋道を立てて説明（発表）する場面を設定し、この発表を全体で共有する。」 

（１か月課題取り組みのポイント一つ目） 

１．授業者より 

○佐々木瑞穂先生より 

 ・生徒たちにとってもやりきったと思えるような授業にしたかった。プレゼンを行い、調べ、

共有するという流れが今回の活動。今回の単元に合わせて「あこがれの人」をプレゼンテー

マ設定。 

・生徒たちは英語が好き／できるが、まとめることがそれほど得意でもないので、チャレンジ

させた。 

 ・プレゼンの後の展開２を工夫してやらせたいと思っていた。あこがれの人たちの中に共通点

はあるのか、という発問で焦点を与えたことで、意見をまとめやすくなるのでは？と考え

た。調べ・プレゼンは個の活動。班で話し合いをさせることで、様々なことに気づくことが

できる。そのためそういう流れにした。個→班→全体という段階を踏ませることによって、

発表・共有しやすくした。個の情報は様々だが、結局は共通点があるということに気づか

せ、進路を考えたりする上で役立てて欲しかった。 

・言語活動的に見ても、こういう単語、表現使えば良かった、という気づきがあった生徒もい

た。今後につながるかも。授業者としては生徒の活動を把握するのに手間取ってしまった。 

○Shelbyより 

・生徒にとってクリエイティブな活動で、自分独自の英語を使えたのでいい活動ができた。 

・調べたことを英語でまとめる活動はチャレンジだった。パワポを使ったりもしなければなら

なかったので大変だっただろうが、生徒はよくやった。 

 

２．参観者より 

○小山先生 

 楽しい授業。生徒たちの表情が楽しそう。自分の授業では出ない表情だった。全体で情報を

共有するという点では、まとめで生徒からうまい具合にキーワードが出てきて感動した。はじ

め、英語の授業でどんな力を付けさせたいのかがわからなかったが、最後うまくまとめたとこ

ろを見たら納得できた。授業の途中で全体に共有する場面があれば、もっと理解が深まったの

かも。 

○仙道先生 

 生徒の表情を見ていた。楽しい雰囲気でいつもの様子がうかがえる。教師の指示に生徒がす

ぐ反応できるのは日頃からやっているため。クロームブックを使ってうまくできていた。生徒

への声がけもうまくできていた。男子３名だけだったが、女子に臆することなくやっていたの
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でよかった。マスクしての発表なので、こもってしまって聞こえないとか表情もわかりにくい

時があり、早くコロナが収束して欲しいと感じた。 

○浅野先生 

 自分のクラスの生徒が半分。グループ活動だったので、できない生徒をできる生徒が助ける

場面とかもあった。発問のところで「キーワード」が連発されていたが、キーワードを見つけ

ることは大切。共通点を見つけられるのかと疑問だったが、意外に見つけられるものだなと思

った。passionという言葉が出てきたのも興味深かった。１人だけクラスメイトを選んだ生徒

がいたので本人に選んだ理由を聞いてみたが、特に深い意味はないようだった。 

○江村先生 

 保健の授業で教えている生徒たちだが、表情豊かに話し合いができていた。共通点を見つけ

る等焦点をしぼって発問したことも大きかったのでは。発表時クロームブックを見せにくそう

だったので、どうにかできなかったのかと思った。 

○柴田（洋）先生 

  発問や仕組まれた流れに沿って生徒はよくやっていた。プレゼンをもとに共通点を探す時

に、原稿に戻ってやっていた。自分たちで何をすべきかわかっていたということだ。 

○沓澤先生 

  個→班→全への流れができていた。ハードルが高いかなと思った場面もあったが、できてい

た。言語活動においていろんな気づきがあったのがわかった。知的好奇心がくすぐられたので

は。それぞれの調べたことを passionなど一つの概念や言葉で表すなどできていたのはすご

い。 

○福原先生 

 自分も使っている教科書であり、自分の生き方や進路に向けて考えさせたいと普段から思っ

ていた。教科書の内容を通して自分のことを表現するという活動に結びつく。この活動の前に

はガウディと弟子の関係の学習があったが、それと自分たちを照らし合わせていければなおい

いのかも。最初のプレゼンで共通点を考えながら意識しながらやらせていたら、最後にキーワ

ードが出やすかったのかも。そうすれば自分たちと照らし合わせる時間もでき、理解が深まっ

たかも。 

○石垣 

  ４人グループは１人多い分発表に時間がかかり、全体の進度がずれてしまってロスタイムが

出た。４人グループが３つあったので、全部３人グループにすればロスタイムがなくなり、福

原先生の言うような理解を深める活動ができたのでは。楽しい授業だった。 

○萩原先生 

 共通点は何かということを意識したスライドだった。 

 

３．指導助言（藤原指導主事より） 

 指導案を送ってもらった時、直すところがあまりない素晴らしいものだった。評価方法につい

てだけ付け加えてもらった。実際評価は難しいのでは、と思っていたのだが、座席表を持って回

っていたのはそのため？（グループとしての評価はできたが、個の評価はできなかった。by瑞

穂）パフォーマンステストでの評価もするように言われている時代。学期の中でポイントポイン
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トで評価して最終的な評価を出すとそんなに大変ではないかも。 

 先生の指示が短く、明確で、テンポ良く、素晴らしい。準備段階で原稿に目を通しているの

か？（原稿は ALTにも見てもらったが、スライドはチェックしていなかった。準備中は授業の中

だけではなかなか確認できなかった。話し方の指導もしたかった。by瑞穂）発表時に、原稿を

読むだけの生徒もいた。キーワードだけ見てプレゼンしていた生徒もいた。そこのところの指導

もぜひ。 

 指導案では各グループの代表が発表ということだったが、全員での発表に変更。どの段階で？

（生徒が研究授業だと伝えた時点で緊張していたので変更した。by瑞穂）結果的に全員でやっ

て良かったのでは。発表の前に練習の時間をとったのも良かった。 

プレゼンについて。クロームブックで自分の声を録音させて事前練習させるとうまくなる。他

校でやっていた。普段からプレゼン活動をやっているのか？（今年度初のプレゼンだったが、探

究とか他の授業でやっているのでスキルアップしている。by瑞穂）プレゼン前に「大きな声で

ゆっくり」等の指示を出したこともよかった。英語の使用量もあり、指示が的確だった。最初の

ALTのプレゼンで例を見せたのもよかった。 

推進班ではディベート交流会も行っているので参加させて欲しい。ディベート力を高めてほし

い。ファンライティング参加予定の生徒が本校にもいる。 

 

４．質問 

○クロームブックの他校の使用例を教えてほしい。（石垣） 

・自分の声の録音。 

・フラッシュカード。 

・ALTが急遽来校できなかった時、オンラインで TTを行った事例もある。生徒１人１人がそ

の先生と画面を通して話をした。 

・生徒から引き出した意見を画面に出す。 

・動画を使用。 
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国語（国語総合現代文）学習指導案 

 

実 施 日  令和３年１１月１５日（月）７校時 

場   所  １年Ａ組教室 

対象クラス  １年Ａ組 

指 導 者  山内 結花子 

教 科 書  「新探求国語総合 現代文・表現編」桐原書店 

 

１ 単   元  アリューシャン、老兵の夢と闇  星野道夫 

 

２ 単元の目標   

（１）太平洋戦争を経験した人々の人生観について、考えようとしている。 

（２）本文中に表れた人物の様子や心情を表現に即して読むことができる。 

（２）話し合いの内容や表現の仕方について、自己評価・相互評価を行い、ものの見方、感じ方、考 

え方を豊かにすることができる。 

  

 

３ 単元と生徒 

① 単元観  本単元では、第二次世界大戦中キスカ島で戦争を経験した元日本兵と元アメリカ兵に 

焦点を当て、それぞれの生き方、人生観を通して、筆者の戦争に対する考え方につい 

て書かれた作品を扱う。読み取ったことをもとに、戦争に対するものの見方、感じ方、 

考え方について生徒個人が今一度自身で問い直すことができる単元である。 

②生徒観  １年Ａ組は３９名、明るく受け答えのできる生徒が多い。教科書を読んで自分の言葉 

で説明しようとする意欲が高いと感じる。本単元を通して、生徒ひとりひとりが考え 

をグループに発信し、さらに全体に適切に表現する力を身に付けさせたい。 

 

４ 指導と評価の計画 

１時間目・・・・・・・・戦争に関する知識の確認、段落分け 

２～６時間目・・・・・・内容読解 

７・８時間目・・・・・・話し合い活動、表現活動（本時２／２時間目） 

 

《単元の評価》 

関心・意欲・態度 話すこと・聞くこと 読むこと 知識・理解 

本文の内容から人物の

人生や心情について、考

えようとしたり、自身の

考えを深めようとした

りしている。 

自身の考えを、他者と共

有し考えを深めたり、説

得力のある形で他者に

説明したりすることが

できる。 

戦争を経験した人物達

の人生観や、筆者の戦争

の歴史に対する考え方

を読みとることができ

る。 

本文中の語句や表現の

意味や用いられ方につ

いて理解することがで

きる。 
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５ 本時の計画 

 （１）ねらい 戦争の記憶を語り継いでいくためにどうすべきかグループで提案をまとめ、全体で 

共有することを通して、戦争について多角的に考察することができる。 

  （２）展開 

 学習活動 指導上の留意点 評価の観点 

導入 

５分 

１ 本時の流れを確認する 

 

２ 発表の準備・確認をグループ 

で行う。 

・前回までの学習の振り返 

りをさせる。 

・発表の流れ、聞く側の評 

価の観点について確認す 

る。 

 

展開 

２５分 

３ 本時の目標を確認する 

 

 

４ グループの発表を行う。 

 ・発表側  

  １分程度の発表にまとめる。 

  発表内容をもとに１つのキー 

ワードを提示し、話を始める。 

  原稿を読まずに説明する。 

 

 ・聴衆側 

  発表内容、説明の仕方、聴き 

やすさを評価する。 

  発表内容に対する個人の評価 

をまとめる。 

 

 

 

 

・各班の発表について、評 

価できるように、学習プ 

リントを配布する。 

 

 

 

・発表を評価する観点を確 

認しながら進める。 

 

 

まとめ 

２０分 

 

 

５ 発表全体を振り返って、戦争 

を語り継ぐためにもっとも必 

要なことを個人でまとめ、他 

者と共有する。 

 

 

６ 読解した内容と、今回の発展 

学習をふまえて、改めて戦争 

についてどのようなことを考 

えるか、まとめる。 

 

・ものの見方、感じ方、考 

え方の共通と差異を理解 

するために、個人の考え 

をグループで共有し考え 

を深めさせる。 

 

・本時を含め、単元全体を 

振り返り、次の学びにつ 

なげる。 

 

 

本文のテーマに

即して、多角的に

物事を捉え、自身

の考えをまとめ

ることができる。 

（発表・ワークシ

ート） 

 

戦争の記憶を後世に残すために効果的な方法を、全員で共有しよう。 
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令和３年度 校内教科研修会分科会（国語総合 現代文） 
 

 

日 時    令和３年１１月１５日（月） ７校時 

参加者    清水 妙子  齊藤 貴子  浅野 潤子  小武海春佳 

   

 

１．授業者より 

 今日は授業を見ていただき、ありがとうございました。 

 どうかご指導よろしくお願いします。 

 今日の授業は、「アリューシャン、老兵の夢と闇」の最後の学習でした。６時間で読解

したことを通して、さらに２時間で話すこと聞くことの力を身につけさせようと、展開し

たうちの２時間目の授業です。 

 授業中の反応を見ていると、戦争のことをあまりよく知らない生徒、そもそもあまり関

心の無い生徒が一定数いることを感じました。そこであまり詳しくない分野、関心の無い

分野でも、友達と意見を共有したり発表を聞いたりすることで、考えを深めることができ

ないか、という率直な私の気持ちからこのような授業を行ってみました。 

 

２．参観者より 

・「他者の考えを知る」ことから「自分たちの提案」という流れでしたが、キーワードを提

示させることで、教科書での学びから外れすぎることのない発表になっていました。  

指導案によると、「戦争の記憶を語り継ぐためにはどうすべきか」というねらいでした

が、随想なので、筆者の考え方に寄せて「筆者の姿勢から学ぶこと」を考えさせても良

かったのではないでしょうか。教科書の学びから他者の考えを知る、という教科書内に

留まらない学びにおいて、その方法を考えさせられる授業でした。また、評価が「話す

こと・聞くこと」であることから、ともすればテキストから離れた自由な発表に流れて

しまうところを、離れすぎない進め方が設定されていて素晴らしかったと思います。そ

ういう意味において、キーワードの提示は単純なようで実は重要な設定だったと思いま

した。新課程につながる「話すこと・聞くこと」の授業でした。ありがとうございまし

た。 

 

・「話すこと・聞くこと」の力を図る国語の授業は難しかったと思います。学習課題の「戦

争の記憶を後世に残すために効果的な方法を共有する」という設定はとても良いと思い

ました。戦争経験者が減少していく昨今で、本文読解のみならず社会的な問題を考える

ことは非常に重要だと思います。また、１分程度の発表とキーワードを設定することで、

スムーズに活動が進行したと思われます。生徒たちも進めやすかったと思います。ＷＳ

を見ると、「自分自身が戦争の記憶を後世に残していくためにどうしたらよいか」という

記述欄と、「戦争についてどのようなことを考えましたか」という記述欄の２つがありま
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すが、今回は前者のみの記述でとどめてもよかったのではないかと考えました。ただ、

先生の中で、本文の内容に沿った形での生徒の発言を求めていたのか、それとも本文と

は関係なく自由に発言することを求めていたのかが気になりました。 

「後世に残す効果的な方法」と「キーワード」が異なっている班が多いため、方法と

提示プリントの内容にずれが生じている班があったように思われます。もし、可能であ

れば、「キーワードの妥当性」という評価項目を作成し、「発表で提示されたキーワード

と発表内容、効果的な方法にずれがないか」という観点で評価させてもよかったのでは

ないかと思います。（ただし、納得の度合いという評価項目があるので、そちらでも評価

されていたと思うのでいいかとは思います。） 

いずれにしても、話すこと・聞くことの授業は本当に大変だったと思います。多くの

点で勉強させていただきました。ありがとうございました。 

 

 ・先生自身の溌剌さが、授業全体の雰囲気にもつながっていました。やや早口かな、と

思われた場面もありましたが、生徒は先生のリズムに慣れていて、よく反応していたと

思います。 

  ８時間相当の計画が妥当かどうかは考えさせられました。しかし、今回は活動が良く

見える授業でした。８時間かけた成果が発表につながっているのだと感じました。ただ

し、極端になると、語り継ぐ手段、方法論に偏る危険もあるかもしれません。 

  生徒の発表も大変立派でした。これまでの先生の指導が行き届いていました。ありが

とうございました。 
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地歴公民科（現代社会）学習指導案

日 時：令和３年１０月２７日（水）６校時

対 象：第１学年Ｄ組

指 導 者：工藤 育子

使用教科書：現代社会（東京書籍）

１単 元 名 第４章 現代の経済と国民福祉

１ 経済のしくみ

２単元の目標 市場経済のしくみ、資金循環と金融の動き、財政のしくみと租税の意義・役割、

経済成長政策と景気変動対策について理解することができる。

現代経済に関する現状と課題について考察することができる。

３単元と生徒

①単 元 観 個人や企業がどのような目的で経済活動を行っているのか、また、経済活動に対し

てどのような責任があるのか考えさせたい。

②生徒の実態 社会的事象に関心が高い生徒が多い。問いに対して各自意見を持つことができるの

で、全体に向けた発表も積極的にできるよう高めていきたい。様々な事象を多角的

に考察できる生徒が多く、個人の考えを全体で共有することで学びを深めさせたい。

４指導と評価の計画（１１時間）

①経済社会の変容 １時間

②現代の企業 ２時間（本時２／２）

③市場経済のしくみ ２時間

④国民所得と経済成長 ２時間

⑤金融のしくみと働き ２時間

⑥中央銀行の役割と金融の自由化 １時間

⑦政府の役割と財政 ２時間

《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

日常の経済に関わる事 経済活動のしくみにつ 現代経済に関連する情 経済に関する基本的な

象に対し、背景や後に いて、様々な考え方を 報を様々なメディアを 語句について、その内

及ぼす影響・課題につ 踏まえて考察し、適切 通して収集し、適切に 容を理解し、関連知識

いて主体的に学ぼうと に表現している。 読み取り、活用してい を身につけている。

している。 る。

10/44



５ 本時の計画

（１）ねらい 企業の経済活動の役割と社会的責任について理解し、現代の経済社会における諸問

題について多角的に考察させる。

（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 ・既習事項である会社企業の種類

入 を確認する。 について確認する。

(5)

「企業の活動にはどのようなものがあるだろうか」

・企業のしくみや企業活動の現 ・近年、企業の多様化、国際化が

在について理解する。 進んでいることを認識させる。

展 ・資料から社会貢献活動にはど ・利潤を増やすための活動だけで ・収集した情報を適切に

のようなものがあるか情報を はなく、社会貢献活動もしてい 表現しているか。（Ｃ）

開 収集し、具体的な事例をま ることにも注目させる。 〔発言・観察〕

とめる。

(30) 「企業が現代社会の期待に応えるためにはどのようにしたらよいだろうか」

・起業を仮定し、どのような企 ・比較しやすいように条件を設定 ・現代社会における諸問

業を設立するか、グループで する。 題についても多角的に

検討する。 《条件》会社企業の種類 考察しているか。

〔Jamboardで協働学習〕 社会的責任の果たし方 （Ｂ）

ＳＤＧｓとの関連 など 〔Jamboard〕

・現代の企業に期待されているこ

とは何か、現代社会の諸問題と

関連づけるよう指示する。

整 ・各グループの提案を相互評価 ・各グループの発表を聞いて、相 ・多様な視点に立って考

理 する。 違点をまとめるよう指示する。 察し、表現できたか。

(15) （Ｄ）〔ワークシート〕
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令和３年度指導主事学校訪問 研究授業（地歴公民科）分科会記録 

助言者 小松隆行指導主事 

授業者 工藤育子     司会 高橋淳    記録 籾山貴文 

 

授業者より 

工藤：クラス全体として、社会的事象に関心が高い生徒が多い。問いに対して各自意見を持って

いて発表しようとする意欲もあるので、より積極的に発表できるよう伸ばしていきたい。

生徒はジャムボードを使った学習活動に慣れていて、自分の意見を述べ、全体で共有する

ことはできていた。生徒に発表させ、その内容を自分にもう一度落とし込んで深く考えさ

せるところまで行きたかったが時間切れになってしまった。次回の授業で今回できなかっ

たことを実施したい。 

 

参観者より（抜粋） 

・個の発表を全体で共有できるジャムボードはツールとして有効であった。 

・他の意見を聞いて理解を深め、学びを深めようとしていた。 

・生徒はジャムボードを使い慣れていたので、普段から使っていることがうかがい知れた。 

・今日のねらいの「企業の経済活動の役割と社会的責任」よりもＳＤＧｓに偏り過ぎたかもしれ

ない。 

・タブレットを使用しつつ会話が活発化するような座席の工夫もあるのでは。 

・発言せずにジャムボードを使用して、生徒同士がやり取りしていることが新鮮であった。 

・生徒の思考を動かす、板書の活用や工夫もあるのでは。 

・秋田県内の企業が実際に行っている経済活動やと社会貢献活動など、身近なところから具 

体的に広げていく方法もあったのではないか。 

・振り返りシートを提出させた後の評価をどのようにするのか。 など多数 

 

助言者より 小松隆行指導主事（抜粋） 

・扱うにはボリュームのある内容で、１時間で行うには多かった。 

・ＩＣＴ機器を効果的に使うことで、表現の手段の工夫につながり、いろいろな展開が考えられ

るが万能ではない。授業で生徒に何をさせたいのか明確にして実現するために使う手段の１つ

として考え工夫してほしい。 

・展開の中で、「企業が利潤を増やすための活動だけでなく社会貢献活動もしていることに 

 注目させる」とありここが重要。 

・思考レベルをもう一段引き上げるような課題や問いかけを準備しておくと生徒の学習活動はよ

り深まっていく。 

・特に最近では、先生が教えるという視点ではなく、生徒がどのように学んでいくのかとい 

 う視点が大事で、教えすぎず生徒の学習を舵取りしていく意識が重要である。   
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芸術科（美術Ⅰ）学習指導案 

日 時：令和３年１１月１７日（水）３校時 

場 所：美術室 

対 象：１年Ｂ組１５名 男子６名、女子９名 

授業者：糯田 亜希子 

教科書：高校生の美術Ⅰ 日本文教出版 

 

１ 題材名  「校内案内（ピクトグラム）をデザインしよう」（Ａ表現 デザイン） 

～デザイン思考による探究型学習とＩＣＴを活用して～ 

 

２ 題材の目標 

（１）知識及び技能 

・ピクトグラムの形や色彩などの造形要素の働きを理解し、主題に合わせて作品に取り入れる。（知） 

・ピクトグラムの目的や意図に基づいて、画材やタブレット端末等の特性を活かしながら表現方法を工夫し、計画を

基に創造的に表現する。（技） 

（２）思考力・判断力・表現力等 

・伝達する目的や条件などを基に、伝達する相手や内容、取り巻く環境や周囲との関わりから課題を見いだし主題を

生み、伝達の効果と美しさなどを考えて表現の構想を練る。（発） 

・デザイン思考による探究型学習〔現状理解（情報収集）、課題設定（整理･分析）、創造（アイデア出し･試作）、検

証（改良）、発表（意見交換･振り返り）〕をとおして協働的創造活動を実施する。（発） 

・ピクトグラムの目的や良さと美しさを感じ取り、作者の思いと表現の意図と工夫について考え伝達デザインに対す 

 る見方や感じ方を深める。（鑑） 

（３）学びに向かう力、人間性等 

・デザインの表現活動に主体的に取り組み、コミュニケーションデザインを意識しグループでの協働活動を通して探

究・創造する態度を養うことができる。（Ａ表現） 

・主体的にデザインの表現活動の喜びを味わい、デザインの調和のとれた美しさや良さを感じ取り、制作者の表現の

意図と創造的な工夫について見方や感じ方を深める鑑賞の学習活動に取り組む。（Ｂ鑑賞） 

 

３ 題材と生徒 

（１）題材観 

   ピクトグラムは、伝えたい内容やイメージを視覚的に記号化したものであり、言葉による説明を用いず、機能や内

容などを誰にでも伝わりやすく単純化している。「デザイン思考」をもとに探究型学習を実践し、ピクトグラムデザ

インの形や色彩など造形要素がもたらす単純化された美しさや、感情の効果を適切な視点で捉え、分かりやすい校内

案内のサインデザインを表現させたい。デザインニーズを整理する課題設定やアイデアの創造、また作品制作の場面

において Google のアプリケーション等《Jamboard（オンラインホワイトボード）、スライド、Google 図形描画な

ど》を効果的に利用し協働的・創造的活動を促したい。 
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（２）生徒観 

男子６名、女子９名。美術選択者で美術の学習に興味・関心を持ち、授業に臨む姿は良好である。入学してから、

静物画スケッチ、色彩についての学習、風景画に取り組んできている。美術に関する知識・技能を習得し描画や着彩

などの制作で活かそうとする姿勢が見られる。今回、協働活動を伴う授業を実施する。全体的に穏やかで、積極的な

発言する生徒は少ないがグループで話し合う活動では協力的な雰囲気がある生徒達である。 

 

（３）指導観 

本題材を通じ、美術の授業において、他者と協働して課題を見出し、創造的に問題解決する「デザイン思考」のプ

ロセスの面白さを味逢わせたい。今回の授業におけるプロセスとしては、①ニーズを探る（現状理解）②ニーズを整

理する（課題設定）③アイデアを出す・試作する（創造）④検証する・改良（検証）⑤プレゼンテーション・振り返

り（発表）という一連の流れを設定する。校内を観察し「どうすれば〇〇できるか？」という問いを設けてグループ

の課題を設定し、アイデア発想して有効なピクトグラムデザイン制作を促していきたい。また、話し合いを活発化さ

せるアイスブレイクを取り入れ創造的な活動を行いやすい雰囲気作り（クリエイティブ･マインド）を心掛けていく。

探究型活動を取り入れながら、生徒個々の資質・能力を育成し、造形的な視点を働かせた主体的・対話的で深い学び

の実現を目指したい。 

 

４ 題材の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

知ピクトグラムの形や色彩などの造

形要素の働きを理解し、主題に合わ

せて作品に取り入れている。 

技ピクトグラムの目的や意図に基づ

いて、画材やタブレット端末等の特

性を活かしながら表現方法を工夫

し、計画を基に創造的に表現してい

る。 

 

発伝達する目的や条件などを基に、

伝達する相手や内容、取り巻く環境

や周囲との関わりから課題を見いだ

し主題を生み、伝達の効果と美しさ

などを考えて表現の構想を練ってい

る。 

発協働的な活動を通して現状理解 

（情報収集）、課題設定（整理･分

析）、創造（アイデア出し･試

作）、検証（改良）、発表（意見交

換･振り返り）をしている。 

鑑ピクトグラムの目的や良さと美し

さを感じ取り、作者の思いと表現

の意図と工夫について考え伝達デ

ザインに対する見方や感じ方を深

める。 

態表デザインの表現活動に主体的に

取り組み、コミュニケーションデザ

インを意識しグループでの協働活動

を通して探究・創造する態度を養っ

ている。 

態鑑主体的にデザインの調和のとれ

た美しさや良さを感じ取り、制作者

の表現の意図と創造的な工夫につい

て見方や感じ方を深める鑑賞の学習

活動に取り組んでいる。（Ｂ鑑賞） 
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５ 指導と評価の計画 

時 学習活動 知･技 思 態 評価方法・留意点等 

0.5 

時 

①導  入 

・ピクトグラムについての鑑賞。 

 

 鑑 態鑑 鑑ピクトグラムを鑑賞し、伝達デザインに対する見方や感じ方

を深めるとともに、ピクトグラムの形や色彩などの造形要素

の働きを理解する。 

態鑑主体的にデザインの調和のとれた美しさや良さを感じ取

り、表現の意図と創造的な工夫について見方や感じ方を深め

る鑑賞の学習活動に取り組んでいる。 

【活動の様子、ワークシート】 

0.5 

時 

②現状理解（ニーズを探る） 

・校内観察（校地内ウオッチング）

を実施しデザインニーズを探る。 

「ピクトグラムで学校利用が良くな

りそうなことを探してみよう。」 

知 発 態表 発伝達する目的や条件などを基に、伝達する相手や内容、取り

巻く環境や周囲との関わりから課題を見いだしている。 

発協働的な活動を通して現状理解（情報収集）をしている。 

【活動の様子、Jamboard、Google スライド、ワークシート】 

0.5 

時 

③課題設定(ニーズを整理する) 

・アイスブレイク(Yes,And 法)実施。 

・観察から得られたニーズを整理す

る。Jamboard を活用し付箋紙に書

き出したアイデアをもとにグループ

で話し合いグルーピングして課題を

焦点化する。（ブレーンストーミン

グ・ＫＪ法） 

   発課題を見いだし主題を生成している。 

協働的な活動を通して課題設定（整理･分析）をしている。 

【活動の様子、Jamboard、ワークシート】 

0.5 

時 

④(創造)アイデアを出す・試作する 

・前半で焦点化した課題に基づいて 

ピクトグラムデザインのサムネイル

を描く。 

「どうすれば自分達のピクトグラム

で〇〇できるだろうか？」 

   知ピクトグラムの形や色彩などの造形要素の働きを理解し、主

題に合わせてサムネイルに取り入れている。 

発伝達の効果と美しさなどを考えて表現の構想を練っている。 

発協働的な活動を通して創造(アイデア出し･試作)をしている。 

技ピクトグラムの目的や意図に基づいて、画材またはＩＣＴを

選択し表現方法を工夫している。【活動の様子､サムネイル､ワー

クシート（Chrome 描画、Google 図形描画、Jamboard 等）】 

２ 

時 

⑤(検証)検証する・改良する 

・他グループとサムネイルの相互鑑

賞を実施し良いところや改善点につ

いてフィードバックをうける。 

・改良し作品制作する。 

   態表デザインの表現活動に主体的に取り組み、コミュニケーシ

ョンデザインを意識しグループでの協働活動を通して探究･創

造する態度を養っている。 

発協働的な活動を通して(検証活動)をしている。 

【活動の様子、ワークシート、サムネイル、作品】 

１ 

時 

⑥(振り返り)プレゼンテーション 

・改良後の作品制作を全体に発表す

る。 

・意見交換し活動を振り返る。 

 鑑 態鑑 態鑑主体的にデザインの調和のとれた美しさや良さを感じ取

り、制作者の表現の意図と創造的な工夫について見方や感じ

方を深める鑑賞の学習活動に取り組んでいる。（Ｂ鑑賞） 

【活動の様子、ワークシート、サムネイル、作品】 
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６ 本時の計画（本時２／５時間） 

（１）本時の目標 

・ピクトグラムの造形要素によるコミュニケーションを意識し、ICT（Google Jamboard）を活用し協働的・創造的な

整理・分析をおこない、「課題設定」（デザインニーズを整理・分析）をすることができる。後半は「課題設定」を

もとにデザインのサムネイル案を考えることができる。 

 

時間 生徒の学習活動 指導上の留意点 評価の観点・評価方法 

導 入 

１０分 

・前時の授業を振り返る。 

 

 

 

 

 

・アイスブレイク「Yes,And 

法」を実施する。 

・前時の過程である「現状理解(ニー

ズを探る)｣を振り返り、本時の

「課題設定（ニーズを整理する

《整理･分析》）」を確認する。課題

を見いだし各グループの主題を生

成することを説明する。 

・安心して創造的な活動をおこない

やすくする雰囲気作りをする。 

態表相手を否定しない対話ができているか。

Yes,And の姿勢で臨むことができているか。 

展開１ 

１５分 

 

 

○(課題設定)ニーズを整理する 

・観察から得られたニーズを

整理する。Jamboard を活

用しキーワードやアイデア

の付箋紙をもとにグループ

で話し合いグルーピングし

て課題を焦点化する。（ＫＪ

法） 

 

 

・Jamboard を活用し、KJ 法を用い

て校内観察コミュニケーションを

図りながら、主題と表現との関連

性や表現の工夫や良さ、または改

善点について意識させて意見を出

し合い課題設定をする。 

 

 

発課題を見いだし主題を生成している。協働

的な活動を通して課題設定(整理･分析）をし

ている。 

【活動の様子、Jamboard、ワークシート】 

展開２ 

１５分 

○アイデアを出す・試作する

(創造) 

・前半で焦点化した課題に基 

づいて主題を生成し、ピク 

トグラムデザインのアイ 

デアを膨らませてサムネ 

イルを描いていく。 

 

・自分達が見つけた課題設定をもと 

に主題を設定し、色や形が感情に

もたらす効果や目的や条件、を総

合的に考え表現の構想を錬るよう

に意識させて話し合いを促す。 

・ピクトグラムデザインを膨らませ

る際に、紙や鉛筆、Google 図形

描画、Jamboard などを利用し表

現させていく。 

 

知ピクトグラムの形や色彩などの造形要素の

働きを理解し、主題に合わせてサムネイルに

取り入れている。 

発伝達の効果と美しさなどを考えて表現の構

想を練っている。協働的な活動を通して創造

（アイデア出し･試作）をしている。 

技目的や意図に基づいて、画材またはＩＣＴ

を選択し表現方法を工夫している。【活動の

様子､サムネイル､ワークシート（Chrome 描

画、Google 図形描画、Jamboard 等）】 

まとめ 

１０分 

・本日の振り返りを個々の記

録用 Google スライドにまと

める。 

・本日の取り組みで変化したことや

気づきについて振り返させる。 

・次時の説明をする。 

態表個人の振り返り用 Google スライドに本時の記録

をまとめ、より良い表現へ繋げようとしている。 

【活動の様子、スライド】 

発問 1：「どうすれば自分達のピクトグラムで〇〇できるのか？ 」協働して創作することができる。 
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高教研芸術部会美術部会全県授業研究会報告 

 

Ⅰ．期 日 令和３年１１月１７日（水) 

Ⅱ．会 場 秋田県立横手城南高等学校 

Ⅲ．日 程    10:00～10:25 受付・開会行事・連絡 

   10:40～11:30 研究授業「サインのデザイン」（A表現 デザイン） 

             （授業者：横手城南高等学校教諭 糯田 亜希子） 

   11:40～12:30 研究協議会 （指導助言：秋田大学教授 長瀬達也 氏） 

   13:10～14:00 オンライン講演会「美術科でデジタルアートカードからＶＲまで 

やってみた～2010年代の試みと授業ＤＸ」 

(講師：山形大学産学連携准教授 臼井昭子 氏） 

   14:10～15:20 情報交換「各校の ICTの活用状況について」 

   15:20～15:30 閉会行事 

Ⅳ．研究協議会記録 

１．授業者より 

デザイン思考による探究型学習と ICTを活用して「ピクトグラムデザイン」の授業を実施し

た。他者と協働して課題を見出し、創造的に問題解決する「デザイン思考」のプロセスの面白

さを味逢わせたいと思い授業を設定。反省としては、①ニーズを探る（現状理解）②ニーズを

整理する（課題設定）③アイデアを出す・試作する（創造）④検証する・改良（検証）⑤プレ

ゼンテーション・振り返り（発表）という一連の流れを簡潔に説明することや、校内を観察し

グループの課題を設定し、アイデア発想して有効なピクトグラムデザイン制作していく一連

の活動をもっとスムーズにできるように精選していきたい。また、話し合いを活発化させるア

イスブレイクや創造的な活動を行いやすい雰囲気作り（クリエイティブ･マインド）をより見

直していきたい。 

２．Jamboardを用いて協議会 
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３．指導助言 

秋田大学教授 長瀬達也 氏 

指導者自身の民間でのデザイン経験を生かした授業であった。先生方においては是非得意なこ

とを生かして指導にあたって欲しい。発問、説明、指示、助言、共感、賞賛のバランスが適切であ

るとともに、例示作品が少し条件外で失敗していたり、ティーチングアシスタントとして生徒を

活用していたりといった点も、生徒のよいところを生かし、共感的雰囲気のある授業につながっ

ていた。指導案は評価がしにくい目標であったため、もう少しシンプルで具体的にし、教師・生

徒が達成でき評価できる目標設定にすべきである。来年度から新学習指導要領が実施となるが、
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目の前の生徒を見た上での立案をするようにしてほしい。また、ＩＣＴだけでなく、手を用いた

スケッチなどの場面を高校生の段階では充実させてほしい。 
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 理科（化学）学習指導案 

 

実 施 日  令和 3 年 10 月 27 日(水) 6 校時 

場   所  多目的室 

対象クラス  3 年 C、D 組 

指 導 者  鈴木 真由美 

教 科 書  新版化学 新訂版 (実教出版) 

 

１．単 元  第 5 章 高分子化合物   

 

２．単元の指導目標 

     高分子化合物の性質や反応を実験や演習を通して探究し、高分子化合物の分類と特徴を理解するとと

もに、それらを日常生活や社会と関連付けて考察する。 

 

３．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 

高分子化合物に関する

事物･現象について関心

や探究心をもち、その構

造や性質、反応性につい

て意欲的に探究しよう

とする。 

高分子化合物に関する

化学的な事物・現象の中

で問題を見出し、探究す

る過程を通して事象を

科学的に考察し、導き出

した考えを的確に表現

している。 

観察、実験を行い、基本

操作を習得するととも

に、それらの過程や結果

を的確に記録、整理し、

科学的に探究する技能

を身に付けている。 

高分子化合物に関する

事物・現象についての基

本的な概念や原理・法則

を理解し、知識を身に付

けている。 

 

４．単元の指導計画と評価規準 

   高分子化合物・・・・・・・・・・・・・・0.5 時間 

   天然高分子化合物・・・・・・・・・・・・3.5 時間 

合成高分子化合物・・・・・・・・・・・・3 時間 

高分子化合物と人間生活・・・・・・・・・1 時間 

総合演習・・・・・・・・・・・・・・・・3 時間(本時 2/3 時間) 

 

５．教材観 

   化学基礎では、プラスチックなどの高分子化合物の構造について学習している。本単元では、日常生活
や社会とかかわりのある代表的な高分子化合物について、その構造、性質及び反応を理解させるとともに、
身の回りにある高分子化合物がどのような特徴を生かして人間生活の中で利用されているかを理解させた
い。 

 

６．生徒観  

   3 年生の理型 44 名のクラスである。真面目ではあるが、おとなしく受け身であることが課題である。科

学的視点に立って論理的に考える姿勢とともに、考えたことを積極的に表現する態度を養っていきたい。 
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７．本時の計画 

(1)本時のねらい  演習を通してアミノ酸やタンパク質の構造と性質を理解する。 

(2)本時の学習         

 学習活動 指導上の留意点 評価の観点 

導

入 

15 

分 

○本時の流れを確認する。 

 

○演習：個人 

・問 1、問 2 に取り組む。 

 

・学習プリントを準備させる。 

・本時の目標を確認させる。 

 

展

開 

25

分 

・ペアで、担当の問題を決める。 

 

○演習：教え合い 

・自分が担当する問題について理解できる

ようにする。 

・教科書や、Classroom に提示されたヒン

トを参考にする。 

・生徒間で教え合ったり説明したりするこ

とで、理解を深める。 

・問 2 の解答は、Jamboard に入力する。 

 

 

○演習：ペアでの発表 

・理由を明確にして説明する。 

・説明の様子を Chromebook で撮影する。 

・疑問点は積極的に質問し、各自が両方の

問題を理解できるようにする。 

・撮影した動画を提出する。 

 

○演習：全体での共有 

・Jamboard に入力された解答に目を通す。 

 

 

 

 

・生徒が動きやすいように、声

掛けをする。 

・適宜、机間指導をして助言す

る。助言は必要最小限に留め

る。 

 

 

 

 

 

・適宜、机間指導をして助言す

る。助言は必要最小限に留め

る。 

 

 

 

 

・自分の解答と他者の解答を比

較させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思考･判断･表現】 

・科学的な観点から、

筋道を立てて説明して

いるか。 

ま

と

め 

10

分 

○再度、問題に取り組む。 

 

○振り返りシートに入力し、提出する。 

 

 

・本時を振り返り、適切に評価

するよう促す。 

 

【知識・理解】 

・呈色反応等の条件か

ら構造を推測できてい

るか。 
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令和３年度 指導主事訪問 授業研究会（理科） 

 

日 時     令和３年１０月２７日（水）  

授業者     鈴木 真由美 

協議のポイント 「ICT機器を利用して、理解が深まる授業を展開する。」 

（１ヶ月課題取り組みのポイント三つ目） 

 

 

１．授業者より 

 演習を通して筋道を立てて説明する場面を設定することと、ICTを活用することをねらいとした。今回の

授業では、理解のペースが違う生徒に対して、皆が最後までごゴールできるよう段階を追ってヒントを与え

るように配慮した。ICT活用の効果については、自分の意図と生徒との間に違いがあると感じた。自分とし

ては、他の人の解答と自分の解答を比較することによって自分の経験値が一気に上がる効果をねらって

Jamboard を使用した。また、その時間内で評価できない部分を動画にすることによって後でも評価できる

という意図もあった。生徒は、動画を撮るとなると丁寧に説明しようとするし、適度な緊張感ももつことが

できていた。一方、生徒は、復習するときにClassroomにアップした動画を見ながら学習しているという話

を聞き、そのような使い方もできるのかと感じた。今回は、１か月前課題の具体的な取り組みの中で、特に

「筋道を立てて説明（発表）する場面を設定する」、「ICT機器を利用する」ことに重点を置いた。ペアワー

クを通して筋道を立てて説明する場面設定をし、１時間を通して ICT を活用する授業を展開するように組

み立てた。 

 

２．参観者の感想 

・参考になった。授業構成が素晴らしい。この授業をするにあたり一番大変だったことを教えてほしい。 

（授業者より）ICTをどう活用するかを考えるより、授業で扱う教材の選定が大変で時間がかかった。 

・生徒が「根拠をもって説明する」ということを理解して取り組んでいた。動画の評価をどのようにしてい

るか教えてほしい。 

（授業者より）点数の評価にはまだ至っていない。動画を見て、生徒が理解不足だと感じたら次の時間にフ

ォローするようにしている。フォローの仕方は、教師側からの動画配信という方法でもよいかもしれない。

生徒からは復習のときに動画が見られてよかったという声が聞かれる。 

・ペアワークに目が行き届かないので、動画を残す方法は大変参考になった。 

・黒板と比較した場合のICTの良さを教えてほしい。 

（授業者より）進度は速くなる。教師が説明する時間を短くすることができるので、その分演習時間を多く

確保することができる。一方で、そのスピードが生徒にとってよいのかは、まだわからない。 

・授業の振り返りをどうしているか教えてほしい。 

（授業者より）生徒がわかった気になって終わることを避けたい。思考過程の共有は協働することで行い、

家での復習に繋げてほしいと思っている。 

・集団でいることのメリットを感じられる授業であった。動画の音声はどのくらい聞こえるものか。 

（授業者より）結構はっきりと聞こえる。 

・普段のICT活用において注意していることはあるか。 
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（授業者より）特に制約をかけてはいない。中には検索している生徒もいるが、すぐに答えにたどり着いて

いる様子は感じられない。 

・ICTを使うことに挑戦していて素晴らしい。教育専門監に伺いたいが、数式を上手く書くことができない

のでよい活用例があったら教えていただきたい。 

（教育専門監より）他校でもそこが課題となっている。PDFファイル等に変換して手書きをするしかないか

もしれない。JamboardではX2が書けない。先日、県教委に改良について申し入れたところである。 

 

 

３．指導助言（湯沢高等学校教育専門監 佐藤栄幸） 

生徒が取り組む問は２問のみであったが、これまでの学びを活用・発揮させたり、様々な知識を組み合わ

せて考えさせたりする問い、学習内容を日常生活と結び付ける問いであり、教材の選定が良かった。 

今回は、ペアの２人がそれぞれ別の課題について学習し、その後、お互いに理解した問題について筋道を

立てて説明するという、必然的に対話が生まれるような授業展開にすることで、質問や疑問を発信できる場

面、筋道を立てて説明する場面を設定することができていた。このような授業においては、対話することや

発表すること自体が目的とならないように注意しなければならないが、導入部分で、本時の流れや目標を確

認し、生徒に１時間の授業で何をしなければならないのかという見通しを持たせたり、なぜそうなるのか根

拠を示しながら説明するように指示したりすることで、課題解決や理解につながる授業ができていた。 

教え合いの際には、いきなり教え合いや話し合いを始めるのではなく、まずは個人で取り組んで、自分が

分かるところと分からないところをはっきりさせたり、自分の考えを持たせたりしている点が良かった。 

また、高校生は学年が上がるほど「問題が解けても解けたと言いたがらない」、または「分からないこと

を分からないと言うことを恥ずかしがる」傾向があり、なかなか学び合う集団がつくられない傾向がある

が、今回の授業で生徒が活発に教え合いをしている様子からも、鈴木先生の日頃の指導の素晴らしさが現れ

ていた。今回のクラスには不要かと思うが、話し合いが活発に進まない場合は、例えば４人のグループにし

て、問題を解けた生徒はどの問題のどの部分が問題を解くときのポイントになったかを説明する、解けなか

った生徒も、ただ「分からないから教えて」ではなく、どの問題のどの部分が分からないかを説明するとい

うように、グループ全員が説明する場面を強制的に作ってしまうという展開も考えられる。４人グループの

中に１人は解けたという生徒がだいたいいるので、誰かが分からないところを分からないと言えれば、グル

ープの中での学び合いが一気に進む。 

一斉講義では、１人１人のつまづき全てに対応することは難しいが、こういった学び合いなら、一人一人

のつまづきに対応できる。解けなかった生徒は教えてもらえるので学びが深まる、解けた生徒は人に教える

ことで頭の中が整理されて学びが深まる、お互いウィンウィンの関係ができるので、参観された先生方もぜ

ひ積極的に試してほしい。 

ICT機器の活用としては、Classroomで流れやヒントを示したり、Jamboardで解答を共有するという形で

活用されていた。教師側が ICT 機器を活用するメリットの一つとして、機器を活用して板書等の時間を省

き、その分、生徒の顔や反応を確認して、理解度を見ながら授業を進められることが挙げられる。ICTは生

徒の考えを可視化して共有する上でとても有効な手段となるが、学びをさらに深めるためには、単に共有す
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ることに終わらず、共有された考えを比較して自分の考えとの共通点や異なる点を見出したり、色々な考え

を分類してみたり、互いの考えについて妥当かどうかを議論し合ったりする活動が有効だと思われる。人の

考えを表現すること自体が、生徒にとっては思考の整理につながるものであるが、さらにその考えを全体で

共有することによって何に気づかせたいのか、何を学ばせたいのかといった点を意識し、視点を生徒に示し

て実践することが大切である。 

振り返りの場面で、分かったことだけでなく分からなかった点についても入力させていた点も良かった。

授業の中で生徒が感じた疑問を教師が把握することで、その疑問を基にして授業を展開したり、次の学習の

導入の際に確認したりすることも、課題解決や深い理解につなげる上で有効ではないかと思う。 
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【センター研修】 令和３年度Ｃ－１８Ｂ 

授業におけるＩＣＴ活用（Chromebook 編）について 

 
 

数学科 照内 咲子 
 

令和３年８月１６日（月）秋田県総合教育センターで開催されたＣ講座１８Ｂ「授業に

おけるＩＣＴ活用（Chromebook 編）」について報告する。  

 
Ⅰ 日 程   

９：１５～１０：００〈オリエンテーション〉日程説明 

１０：１０～１０：５０〈講義〉授業でＩＣＴを活用するために 

１１：００～１２：００〈講義・演習〉実物投影機の操作と電子黒板の活用 

１３：００～１４：５０〈講義・演習〉Chromebook の活用 

１５：００～１６：００〈講義・演習〉オンライン授業の進め方 

１６：００～１６：１５ 研修の振り返り 

 

Ⅱ 講義・演習について 

 

 ①〈講義〉授業でＩＣＴを活用するために 

  秋田県総合教育センター 研修班 情報教育担当 指導主事 小林 真人 

指導主事 山田 直康 

  ～授業でＩＣＴを活用するために～（教師側が知っておくこと） 

  なぜ授業でＩＣＴを活用しなければならないのか 

ＩＣＴ教育の最終的な目的は？ 

  学習指導要領 

  情報教育について 小中高等学校共通のポイント 

  【総則】・「情報活用能力」は学習の基礎となる資質・能力（言語活動と同等） 

      ・学校のＩＣＴ環境整備とＩＣＴを活用した学習活動の充実に配慮する。 

  【小学校】「総則」文字入力など基本的な操作を習得、新たにプログラミング的思考

を育成する。（自分で課題を見つけて解決していく） 

  【中学校】「総則」プログラミング、情報セキュリティに関する内容を充実させる

（ＩＣＴ，ＳＮＳの正しい使い方、社会の中での正しい使い方） 

  【高等学校】「総則」情報科で共通必履修科目「情報Ⅰ」を新設。全ての生徒がプロ

グラミング、ネットワーク（情報セキュリティを含む）やデータベースの

基礎等について学習（自分でソフトを作れるように） 

  【特別支援学校（小・中等部）】「総則」（教育課程は通常の学校と同じ）児童がプ

ログラミングを体験しながらコンピュータに意図した処理を行わせるため

に必要な論理的思考を身につけるための学習活動を行う 

※知的障害のある児童生徒は取り扱う教科等や内容の違いがある。 

「児童又は生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創意工夫するとともに、

学習環境を整え、指導の効果を高めるようにする」 

  教育の情報化に関する手引き 文部科学省 

  ・教科指導におけるＩＣＴ活用（授業で使う） 

  ・教員のＩＣＴ活用指導力（先生が生徒に教える） 

  ・児童生徒ＩＣＴ活用能力（生徒が使う） 

  ＩＣＴの活用 【授業が変わる】→【授業を変える】 
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   ＩＣＴ機器を活用した授業の合理化。学習内容の充実と深化を図る。 

   教科指導におけるＩＣＴ活用＝教科の目標を達成するための手段の一つとして 

  秋田県学校教育の指針 

   情報教育 → 令和３年度ＩＣＴを活用した教育の推進 

ＩＣＴを活用した教育の推進重点事項 

   １ 1 人 1 台端末の環境を生かした、学びの質を高めるためのＩＣＴ活用の推進 

   ２ 組織的・計画的に取り組む情報モラル教育の充実 

   ３ 各学校段階を通じたプログラミング教育の推進 

  秋田県学校教育の指針の１より 

→（１）各教科等の特質に応じ、適切な学習場面においてＩＣＴを効果的に活用す

ることで、学習活動の一層の充実を図る。（ＩＣＴ機器を使った方が生徒

の理解力が上がるというデータ） 

→（２）情報活用能力に関する児童生徒の実態を把握し、段階的に育成することが

できるよう、各教科等の様々な学習の場面で計画的にＩＣＴの活用を図

る。 

  ステップ１ 「すぐにでも」「どの教科でも」「誰でも」活用できる場面の設定 

       ・検索サイトの使用 

       ・デジタル教材の活用 

  ステップ２ 各教科等の特性に応じて、「主体的・対話的で深い学び」につなげるた

めの効果的な活用 

       ・データの加工、可視化 

       ・ソフトを活用し作成、助言 

  ステップ３ 教科等の学びをつなぎ、社会課題等の解決や児童生徒の夢の実現につな

がる活用 

       ・課題設定・情報収集・整理分析・まとめ 

       ・表現を各場面で積極的に活用 

各教科の目的を達成するために、全ての活動から適切な場面を選んでＩＣＴを活用す

る。 

ＩＣＴを活用すると 

   様々な情報機器、コンピュータやプロジェクタ等 

   →理解が深まる、興味・関心が高まる →分かる授業や学力向上 

授業でのＩＣＴ活用例 

   【授業が変わる】 → 【授業を変える】 

   ＩＣＴ機器を活用した授業の合理化。 

   学習内容の充実と深化を図る。  

   具体的にどう変えるのか？ 

   （例）板書について 

     ①教師が黒板に書いている間、生徒は何をしているだろう？ 

     ②全員がしっかりノートに書き写しているだろうか？ 

     ③教師が黒板に書いてから生徒がノートに書き写すまで、何分かかるだろう？ 

     どうすれば解消できるか！ 

     〇プリントを配布 

     〇電子黒板やプロジェクタで見せるのが効果的   

これがＩＣＴの活用 

   効果〇生徒全員の顔を見て作業を確認できる  

〇時間短縮 

     できた時間で他の活動！ 

   ただし、教師が板書して手本を見せることも必要。 
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生徒に主体的に書き写させることも必要。（内容をわからせたい箇所については） 

合理化だけが教育ではない。時間のかかる作業を求めることも必要。 

すべてのバランスを計算して授業プランを作る。 

授業でのＩＣＴ機器の活用によって 

→時間に余裕ができる→言語活動の充実、協働的な学びを実現する授業展開が可能 

→主体的・対話的で深い学び 

なぜ授業でＩＣＴを活用しなければならないのか 

   教科の目標を達成する一つの手段として、効果的にＩＣＴを活用する。 

   これが１つめの目標 

   共同学習を積極的に協働的な学びを実現する。 

   情報を収集し活用する力をつける。 

   学びを止めない 

    ～遠隔授業への対応～ 

     コロナウイルス感染症の拡大に伴い、休校措置が取られ、ＬＭＳを活用した授

業の確立と工夫が必要。 

現在の活用を一過性のものにしない取り組み。 

GoogleMeet ZOOM Skype 

～個別最適化への対応～ 

発達障害を持つ子ども 

日本語指導が必要など 

特異な（レベルの高い、学力が高い）才能を持つ子ども 

      GIGA スクール構想 

   ＩＣＴ教育の最終的な目的は？ 

    →創造的な人材を育成する 

    ＡＩが今まで人間がやってきた仕事をする。 

ＡＩを人間が使いこなせなければならない。 

そのための課題を見つけて自分で解決していく思考する力。 

生徒にＩＣＴを使わせてスキルを上げる。教師はその手助けをする。 

 

 ②〈講義・演習〉実物投影機の操作と電子黒板の活用 

  秋田県総合教育センター 主任指導主事 羽深 康之 

  実物投影機の利点 

  ・実物に説得力がある。 

  ・皆一斉に見ることができるため不公平感がなくなる。リアルタイムで共有できる。 

  ・取り込まなくても、ちょっとしたことでも、すぐ見せられる。 

  タブレットのカメラの利点 

  ・実物投影機の代替になる。 

  ・写真に残せばすぐ振り返ることができる。 

  ・その場に出向いて撮影できる。 

  ホワイトボード機能の利用 

 

③〈講義・演習〉Chromebook の活用 

  秋田県総合教育センター 指導主事 小林 真人  指導主事 山田 直康 

 Ｗｅｂ検索の活用 

  ・何を、どのくらいの時間で検索させるのか。 

・検索したことをどのように活用させるのか。 

Ｇｍａｉｌの活用 

・自宅で作成したものを添付する。 

27/44



 

 

資料提示の活用 

カメラの活用 

スクリーンショットの活用 

・手順書作成の際、スクリーンショットした画像を入れる。 

Ｃｌａｓｓｒｏｏｍの活用 

Ｇｏｏｇｌｅｍｅｅｔの活用 

・ｍｅｅｔを起動させたら、すぐマイクをＯＦＦにする約束事を作っておく。 

Ｇｏｏｇｌｅｆｏｒｍｓの活用 

Ｇｏｏｇｌｅドライブの活用 

プログラミングでの活用 

・ｓｃｒａｔｃｈ 

・ｐｙｔｈｏｎ 

・無料の開発環境ＧｏｏｇｌｅＣｏｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 

 

 ④〈講義・演習〉オンライン授業の進め方 

  秋田県総合教育センター 主任指導主事 羽深 康之 

  オンラインでの研修・授業 

  ・オンライン会議システムの利用（Ｚｏｏｍ、ｍｅｅｔ、ｔｅａｍｓ、ｗｅｂｅｘ） 

  ・ビデオカメラ撮影→映像をキャプチャー→ＰＣに取り込み 

←デバイスを利用←マイクで音声をとる 

  ・実際の配信機器 

（ビデオカメラ、ＰＣ、ＨＤＭＩコンバーター、ＵＳＢアダプター（映像＆音声）） 

  ・実際の受信機器（受信側ＰＣ、液晶ＴＶ、外付けスピーカー） 

 

Ⅲ 研修を受講しての感想 

まずは、ＩＣＴ機器を使ってみることが大切だと感じた。電子黒板以外の機器の活用

や、オンライン授業に関する事例や機器の操作も体験することができ、充実した研修で

となった。来年度からは、新 1 年生では、指導要領が変わり、単元ごとの評価を着実に

行ってかなければならない。Ｃｌａｓｓｒｏｏｍをうまく活用し、指導者と生徒の相互

のやり取りを簡単かつ記録が残るように行っていきたいと思う。ただ、道具に使われる

のではなく、指導者側が生徒をさらに主体的に対話的に動かすためのツールとして、活

用できなければならない。今後も研鑽を積んでいきたいと考える。 
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令和３年度「ＩＣＴ活用推進モデル校事業」中間発表会 

  

情報部主任 柴田 洋幸 

 

Ⅰ 概 要 

 １ 期 日 令和３年１１月１２日（金） 

 ２ 会 場 横手清陵学院高等学校 

 ３ テーマ 問題を発見し、豊かな関わりの中で主体的・対話的に問題を解決しようとする

生徒の育成 

       ～ＩＣＴを活用した探究力の向上を目指して エピソードⅠ～ 

 ４ 日 程  

  開会行事  ９：２０～９：３０ 

     （１）会場校校長あいさつ  横手清陵学院高等学校 校長 高久 英夫 

     （２）日程等の説明・諸連絡 

  全 体 会 ９：３５～１０：３０ 

     （１）研究経過の説明   教  諭 佐々木信吾 

     （２）ＩＣＴ環境整備と活用について 教  諭 小松 直鎮 

       実習助手 加賀屋勝義 

  公開授業Ⅰ １０：４５～１１：３５ 

     国語総合  普通科１年１組   （授業者）三浦 俊喜 

     数学Ⅰ   普通科１年２組   （授業者）髙橋 真一 

     コミ英語Ⅱ 普通科２年（展開）   （授業者）関口 カオ 

            マリー・エマニュエル

  製図    総合技術科１年４組   （授業者）齊藤 風馬 

          小原 一博 

  公開授業Ⅱ １１：５０～１２：４０ 

    世界史Ｂ  普通科２年１組   （授業者）佐藤 寿 

       化学    普通科２年ｻｲｴﾝｽｺｰｽ   （授業者）髙橋 健一 

       体育    総合技術科２年   （授業者）神谷 忠昭 

     美術Ⅰ   普通科１年１組   （授業者）田口 康成 

     家庭基礎  普通科１年２組   （授業者）風登 友美 

  研究協議会 １３：４０～１５：００（各教科分科会） 

（１）教科から 

（２）授業者から 

（３）協議 

（４）指導助言 
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  指導助言者 １０名 

高校教育課   主任指導主事 柏谷 浩樹  主任指導主事 小林 正英 

指導主事   根守  潤  指導主事   鈴木  亮 

   保健体育科   指導主事   山信田善宣  

   義務教育課   指導主事   岡本 和範  指導主事   吉田 茂樹 

   総合教育センター   指導主事   部谷 靖子  

   横手高等学校   教頭     深井 裕之 

 湯沢高等学校   教育専門監  佐藤 栄幸 

参  加  者 ６３名 

 

Ⅱ 開会行事と全体会 

  開会行事  

挨拶 横手清陵学院高等学校 校長 高久 英夫 

 Society5.0 の中でＩＣＴを活用する生徒の育成を目指して探究活動を行ってい

る。主体性と探究力の育成をしながら、システム構築も進めている。 

  全 体 会  

１ 研究経過の説明      教諭 佐々木信吾 

   （１）実情と課題 

     ・一方にある生徒の情報リテラシーの未熟さと、他方にある高いスキルを持つ生徒 

     ・国語は電子黒板に縦書きできないことで難しさがある。 

     ・wifi 環境整備の課題 

   （２）評価 

     ・授業の評価の観点にルーブリックの中の項目を１つは入れるようにしている。 

   ２ ＩＣＴ環境整備と活用について   教諭 小松 直鎮 

（１）ＩＣＴ環境 

 ・教室の電子黒板に生徒がログインしてカレンダーを表示できるようにしてある。 

 ・エアコンのある教室にはすべて電子黒板とプロジェクターを設置している。 

 ・Display Management Plus で電子黒板の遠隔操作をできるようにしている。 

（２）生徒の chromebook の使用 

・共有ドライブを活用して探究活動に役立てている。 

・保険をかけて家庭での活用も推進している。 

・出席停止中の生徒が授業中の教室にいる生徒にアクセスして遠隔授業を受ける。 

（３）各種行事における zoom の活用 

  ・４系統の HDMI を接続するスイッチャーの活用 

（４）欠席連絡や保健室の記録での活用 

    ・Google フォーム → スプレッドシート → 職員室のモニターに表示 

  ・保健室の来室記録も１５分おきに更新して、職員室で把握 

  ・保健日誌へのデータ自動入力（学校保健委員会の資料にも活用） 
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Ⅲ 公開授業Ⅰ（コミ英語Ⅱ 普通科２年）と研究協議  授業者：関口 カオ 

           マリー・エマニュエル 

 １ 生徒の様子について（英語科主任 柴田孝博先生） 

 （１）実態：生徒はおとなしく主体性を引き出すのが難しい。 

 （２）目標：自ら情報を得て、アウトプットすることにＩＣＴを活用する。 

 ２ 授業者から 

 （１）意見を出すことをさせたいと考えた。 

 （２）プレゼンをつくり、アウトプットするのを１時間でやることを目指した。 

 （３）プレゼンをもっと全体にフィードバックさせたかった。 

 ３ 学習指導案 
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４ 協議：Ａ班・Ｂ班に分かれて、良い点・改善すべき点などを出し合う。 

 ５ 指導助言：小林正英 主任指導主事から 

 （１）授業については、背景知識を活性化させるＩＣＴの活用ができていて、ＪＴＥとＡＬ

Ｔのやりとりも、タイムマネージメントもよい。 

（２）今後の課題 

① ＩＣＴは生徒がアウトプットする機会を増やすための工夫に活用できる。 

② 「ジャムボード」は思考の整理、「ドキュメント」は音声を文字に整理、「フォーム」

は T or F で理解の確認等に活用できる。 

③ 生徒の書いたものへのフィードバックは、英文の内容と英語の正確さの両面がある。 

④ 翻訳ソフトの活用のルールづくりや活用方法の工夫が求められる。 
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令和３年度「ＩＣＴ活用推進モデル校事業」 

中間発表会（横手清陵学院高校） 
 

数学科 淡路 亜津子 
 

令和３年１１月１２日（金）、横手清陵学院高校で開催された「ＩＣＴ活用推進モデル校事」 

中間発表会について報告する。  

 

Ⅰ 日 程 

  ９：２５～１０：３０ 開会行事・全体会 

１０：４５～１１：３５ 公開授業Ⅰ （これにのみ参加） 

 １１：５０～１２：４０ 公開授業Ⅱ 

１３：４０～１５：００ 研究協議会 

 

Ⅱ 公開授業Ⅰ 「数学Ⅰ 第 4章 図形と計量」 授業者 教諭 髙橋 真一 先生 

 ＜内容＞ 

 ・教科書 新編 数学Ⅰ（数研出版）第 2 節「三角形への応用・空間図形への応用」 

 ・教科の研究テーマとＩＣＴ活用 

  「生徒の考えを引き出す手段としてＩＣＴを活用し、課題解決のための探究力の育成を目

指す。」 

 ・学習課題 

  「地元にある皆瀬湯本不動滝の高さを求めるにはどのようにすればよいだろうか。」 

   →「工夫して滝の高さを求めるにはどのようにすればよいだろうか。」 

 ・本時の目標 

  「三角比を用いて空間図形の辺の長さや高さについて求めることができる。」 

 ・学習過程 

  導入：学習課題のスライドでイメージを持たせる。Jamboard を活用して、生徒の様々な

考えを残しておくことができるようにする。 

  展開：滝壺までの計測が難しいことに気づかせ、別の方法が必要なことに思考の変行を行

わせる。GeoGebra（数学学習のグラフ、幾何学、学習教材のアプリ）を使って、

クロームブックで実際に生徒が空間図形を描くことによって学習課題の解決につ

なげるという流れ。 

整理：確認問題で、定着を図る。 

 ・ＩＣＴ活用 

メリット：GeoGebra や画像、Jamboard の活用の具体的な方法。 

デメリット：電子黒板と教員用のクロームブックからの操作が上手くいかないこと。

ホワイトボードとしての活用は、黒板のように書いたり消したりのスム

ーズなやりとりがなかなかできないこと。 

 

Ⅲ 感想 

今回の授業研究会はＩＣＴ活用の具体的な場面、メリット・デメリットも実際の様子から

感じ取ることができて大変参考になり、授業者の先生には深く敬意を表したい。ＩＣＴ活用で

のメリットを十分に感じ取ることができた一方で、数学的思考と数学的な処理を「瞬時にかつ

同時に行う」のが、黒板や紙であることを強く感じてしまった。私自身、今後の課題としては

電子黒板やアプリの習熟度合いが授業の完成度を上げることは言うまでもないが、見通しをも

って考えること、数学的思考の試行といった場面での補助的な役割として、ＩＣＴ活用場面を

取り入れられるように研鑽を積みたいと考えている。そして、課題解決のためのイメージやア

プローチ等に、生徒自身が思考の補助として活用できるようにまでにするのが目標であると感

じた。 
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令和３年度「ICT活用推進モデル校事業」 中間発表会 

 

英語科 佐々木 瑞穂 

 

令和３年１１月１２日（金）、横手清陵学院高等学校で開催された、令和３年度「ICT 活用推進モ

デル校事業」中間発表会について報告する。 

 

Ⅰ 日 程 

  9:20～ 9:30 開会行事 

  9:35～10:30 全体会 

 10:45～11:35 公開授業Ⅰ 

 11:50～12:40 公開授業Ⅱ 

 13:40～15:00 研究協議会  

 

Ⅱ 公開授業Ⅱ 「コミュニケーション英語Ⅱ （普通科２年展開２４名）」  

授業者：関口 カオ 

マリー・エマニュエル 

1. 単元（題材）名  

   Lesson 5  Space Debris – The solar system’s biggest junkyard – 

 

2. 単元（題材）の目標と評価規準 

（目標）  

①宇宙ゴミとは何か、どのように発生したのか、何が問題なのか、それに対してどのような対策が

取られているのかについて理解する。 

②これからの未来を担う若者として、宇宙ゴミの問題をどう解決していくかについて説明できる。 

 

3. 教科の研究テーマと ICT活用 

自ら情報を収集し、それをアウトプットすることを主体的に行うための ICT活用 

生徒たちに主体的に情報収集させながら協同的に Google スライドを作成させ、そのスライドを用

いてペアでプレゼンさせる。グループで考えを共有し全体にフィードバックする。本授業では、自分

の意見を相手に伝えようとする姿勢、グループワークで協同的に取り組む姿勢、思考する姿勢を大切

にしたい。 

 

4. 本時の計画（6/7時間目） 

(1) 本時のねらい 

  協同的に必要な情報を収集してまとめ、英語で相手に説明することができる。 

(2) 学習過程 

〈導入〉 

・ウォームアップ：電子黒板で宇宙のライブ中継を見ながら、ＡＬＴとＪＴＥの質問に英語で答える。 
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〈展開〉 

・目標の確認：「宇宙ゴミ問題の情報を協同的に収集しスライドを作成し、プレゼンできる。」 

・宇宙ゴミ問題の情報収集と整理（ペア）：宇宙ゴミ問題についてキーワードでまとめる。 

・宇宙ゴミ問題の情報についてGoogleスライドを作成する。 

・プレゼンテーション（グループ）：２組のペアで作成したGoogleスライドをプレゼンテーションし

合う。 

・お互いにプレゼンテーションの内容についてやり取りする。 

〈まとめ〉 

・代表生徒による発表：優れたプレゼンテーションを紹介する。 

 

Ⅳ 感想 

ＩＣＴ活用推進モデル校事業中間発表会の公開授業を参観させていただいた。研修を希望した理由

は、他校ではどのようにＩＣＴを活用し、どのように生徒の理解、学力の向上につなげているのか、

研修させていただきたいと思ったためである。私自身、今年度の研究授業の際、ＩＣＴ活用を手立て

の一つとし授業を行った。ＩＣＴを活用した授業の可能性を感じるとともに、課題も見つけることが

できた。今後、さまざまな授業実践から学び、自身の授業力向上につなげていきたいと感じている。 

今回参観させていただいた横手清陵学院高校２年生「コミュニケーション英語Ⅱ」の授業では、

Chromebookを、宇宙ゴミ問題についての「情報収集」、Googleスライドを用いた「プレゼンテーシ

ョン」の２つの学習活動で活用していた。情報収集の活動の前に、教師が、「どの情報について発表す

るのか」というポイントを明示していた。そのため、生徒はネット上の膨大な情報から、必要な情報

を取捨選択することができた様子であった。プレゼンテーションの原稿を作成させる際も、教師が発

表原稿のテンプレートをGoogle Classroomで配信していた。生徒が、教科書本文で学習した英語表

現を活用して発表できる手立てがなされていた。これらの学習活動の裏には、教師側からの「授業を

通して生徒にどのような英語の学びを体験させたいのか」という想いがあったように感じる。 

また、学習活動の中で、生徒たちがChromebookを中心として協同的に取り組む姿が見られた。横

手清陵学院高等学校さんの英語科の研究テーマの中にある、「自分の意見を相手に伝えようとする姿

勢、グループワークで協同的に取り組む姿勢、思考する姿勢を大切にしたい。」というねらいが、ICT

を活用して達成されている点だと感じた。 

今後、授業を行う上で、ICT活用は大きなテーマとなっていくが、「ICTを使うための授業づくり」

が先立つのではなく、「生徒の学力を伸ばすための授業づくり」のために、ICT がどの場面でどの程

度必要なのかを、教師側が慎重に、かつ ICTの可能性を柔軟に捉えて、自身の授業づくりに生かして

いくことが重要ではないかと感じた。今後も、さまざまな先生方の授業実践を研修させていただき、

自身の授業力の向上に努めていきたい。 
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令和３年度第２回生活学習アンケートについて（報告） 
 

研修部主任 百木慶郎 
 

令和３年１０月２１日（木）の帰りのＳＨＲで，マークシート方式で実施した標題のアン

ケートの集計結果について報告する。  

 

Ⅰ アンケートの回収率と内容 

全校生徒（１～３年）477 名のうち、464 名から回答が得られた。回収率は

97.3％である。 

質問は、次の 4 つの内容に関わる 46 問とした。 

 １ 本校についての感想、本校に対する要望 

 ２ 授業の理解度、生徒の進路希望、自分の学習姿勢について 

 ３ 交友関係、部活動、家庭生活について 

 ４ 自分自身について 

(1)自分自身の考え方や行動の傾向、特徴について 

(2)自分自身の興味・関心について 

(3)自分自身の能力（得意なこと、不得意なこと）について 

 

 

Ⅱ 集計結果 

１ 本校についての感想、本校に対する要望 
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２ 授業の理解度、生徒の進路希望、自分の学習姿勢について 

 
  

 
 

37/44



 

 

３ 交友関係、部活動、家庭生活について 
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４ 自分自身について 

(1)自分自身の考え方や行動の傾向、特徴について 
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(2)自分自身の興味・関心について 
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(3)自分自身の能力（得意なこと、不得意なこと）について 
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※46 の質問のうち、次の問いは複数回答になっている。 

1 本校に入学した動機は次のどれですか、1～5個選んでください。 

2 入学後の現在、本校に対してどのような印象を持っていますか、1～2個選んでくださ

い。 

5 あなたが勉強に取り組む動機となっていることは何ですか、2個選んでください。 

7 進路実現に結びつく学力向上を図るためには、何が有効と考えますか。2個選んでくだ

さい。 

9 授業内容を授業中に理解できない教科は、特に何ですか。1～5個選んでください。 

10 授業内容が理解できないとき、どうしますか。1～2個選んでください。 

 

Ⅲ 分析と感想 

(1)「本校についての感想、本校に対する要望」 

・横手城南高校は、学習指導や進路指導に力を入れている学校であり、そのことに期

待している生徒が多い。 

・本校に入学したことに満足に思っている生徒が多い。 

 

(2)「授業の理解度、生徒の進路希望、自分の学習姿勢について」 

・学習する動機として「進学するため」を挙げる生徒が多く，進路希望としては、国

公立大学（37％）、私立大学（15％）、医療系以外の専門学校（14％）、医療系専門

学校（11％）、民間就職（5％）となっている。 

・理解できない教科として、数学（58％）、理科（35％）、英語（28％）を挙げてい

る。 

 

(3)「交友関係、部活動、家庭生活について」 

・「親友がいていろいろ話し合う」と回答した生徒が 347名（75％）である。交友関係

は良好な生徒が多いようである。 

・家庭での平日の学習時間は、「1時間～2時間」が 170名（37％）で最も多く、「2時
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間～3 時間」が 69 名、「ほとんどしない」が 58 名（13％）であった。 

 

(4)「自分自身について」 

・「みんなといっしょに仕事をするのが好きである（質問 33）」に対する回答とし

て、「よくあてはまる」が 173名（38％）、「少しあてはまる」が 154名（33％）と多

い。 

 

・「人々のために奉仕したり、援助したりすることに興味がある（質問 38）」に対す

る回答として、「よくあてはまる」が 122 名（26％）、「少しあてはまる」が 175 名

（38％）と多い。 

 

・「絵や音楽、演劇などの創造的な芸術活動に興味がある（質問 34）」に対する回答

に「よくあてはまる」が 174名（38％）と多い。一方、「文章を書いたり、読んだりす

る創作・評論活動に興味がある（質問 35）」に対する回答には、「よくあてはまる」

が 52 名（11％）と比較的少ない。 

 

・次の質問には、「よくあてはまる」と回答する生徒が少なく、正しく計算して結果

を出したり、他人と交渉して目的を果たしたり、科学的に調査・分析して事実を解明

したりすることへの苦手意識が感じられる。 

「36 会計や正確さを必要とする事務的な仕事に興味がある」 

「37 人に会って交渉や取引したり、商品の販売をしたりすることに興味がある」 

「39 屋外や自然の中で作業したり、農作物を育てたりすることに興味がある」 

「40 機械の製作や修理、または工具・機械を使って作業することに興味がある」 

「41 自然の成り立ちや仕組みを調べ、明らかにする研究活動に興味がある」 

「44 物事を科学的に考え、研究・実験・調査することが好きである」 

「46 速く、正確に計算結果を出すことができる」 

 

 

 

43/44



 

 

 

編 集 後 記 

 

令和３年度 研究紀要「ひろば」第４７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。今年度も新型コロナウィルスの影響が根強く、県外の先進校視察な

どはできない状況でした。一方で、IＣＴの活用には先生方が率先して取り組み、日々の教育活動の中

にしだいに定着しているようです。今後の教育活動に、この研究紀要が少しでも参考になればと思い

ます。 

 

 

                           秋田県立横手城南高等学校 研修部 
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