
授イクル

本校のＩＣＴ取組方針

授業改善
○視覚的・聴覚的に理解を促し、生徒の意欲・関心を高められるよ

うに工夫しています。

○ＩＣＴ機器を使用することで、教師が説明をする時間を短縮し、

生徒が主体的に考える時間を創出しています。

○ＩＣＴを使用する際は、学校ポータルを利用し、事前に予約すること

で、確実に授業で使用できる環境を整えています。

ICT環境

○生徒用パソコン４０台、タブレット端末４０台を完備しています。

○ＩＣＴ機器を使うことで、７１％の生徒が授業が分かりやすくなっ

た、５３％の生徒が家庭学習に良い影響が出たと回答しました。

○５０％の生徒がＩＣＴ機器を使うことで家庭意欲が向上したと回答

しました。

○教師の授業づくりに対する意識の変化が見られました。

成果 課題
○教科内でデータ作成を分担し、情報技術の共有を図ること。

○主体的・対話的な深い学びを実現させるためのＩＣＴ機器を用いた

授業改善のための継続的な研修の実施を立案し、実施すること。

○プロジェクター、パソコン、スクリーン、ブルーレイプレーヤー、ス

ピーカーが一体化した移動式ワゴンを６台配置しています。

○パソコンやタブレットを用いて、個人やグループで探究活動を

行っています。

○日々課題や長期休業中の課題をClassiで配信し、家庭学習の習

慣の定着に繋げています。

○苦手な単元や伸ばしたい単元の学習動画を自分で選んで視聴す

ることで、学び直しや学力向上に繋げています。

○自ら探究したことや学んだことをまとめ、スクリーンを使って

発表し、クラスや学年全体で共有しています。

○臨時休校中は、Classiのアンケート調査機能を利用して健康調査

や進路希望調査を行い、後の指導に役立てています。

○休校中は、オンライン授業を行いました。授業後は、受講した

生徒全員に感想や質問を送ってもらいました。

生徒による主体的な取組 対話的な取組



福岡県立若松高等学校（定時制課程） 

 

 

●生徒が感覚的に内容を捉えやすくし、

アウトプットの基礎を作る 

 

PowerPoint や書画カメラ、視聴覚教材

を使った授業 

 

 

 

 

 

 

 

●生徒間、生徒と教員間で、理解の状況や 

ニーズを共有しやすくする 

 

授業前アンケート、小テスト、振り返りを 

Forms で実施、その場で共有、解説 

 

 

 

 

 

 

●校外活動が制限されても、代替として 

様々な体験的活動を保障する 

 

近隣の大学の学生や、海外の旅行代理店

と Zoom をつないで、講話と質疑応答 

 

 

 

・４学年全ての教室にプロジェクタと 

書画カメラ（鍵付きロッカーに常備） 

・電子黒板１台（移動式） 

・タブレット１１台（教員が一人一台管理） 

・全生徒のスマートフォンから Zoom、

Teams、Forms（Office365 アカウン

ト）が使用可 

グランドデザインをもとに実施したこと 

今の設備 

 

・生徒自身の問題意識をもとに、生徒がタ

ブレットを使い、課題について調べたり

考えたり意見交換したりする授業 

これからチャレンジしたいこと 

授業に参加して

いる実感を持ち

やすくなった。 

相手を意識した言

動ができるように

なった。 

 

生徒は内容に関心

を持ちやすくなり

教員は生徒の学習

状況を把握し、評価

や支援がしやすく

なった。 

意欲・志を持って学ぶ生徒を育成する 



         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県立若松商業高等学校 

 志を立ててもって万事の源となす 

ICT を活用した授業改善 

・日々学習成果を積み重ね、自学力を育む授業 

・「成すことにより学ぶ」実学を重視した、体験的活動 

・共通教科の基礎学力育成を重視 

Curriculum Policy 

Admission Policy 
・志を持ち、目的意識を持って学校生活に臨む生徒 

・商業人としての資質の高揚に邁進する生徒 

・チャレンジ精神旺盛かつリーダーシップを発揮する生徒 

【ビジネス実務】プレゼンテーション 

・プレゼンテーションソフトを使用したクラスメ

イトの発表を、ルーブリックで評価 

【課題研究】プレゼンテーション 

・動画編集ソフトを使用して学校紹介ビデオを作成 

【現代文 B】『永訣の朝』 

・文学作品を YouTube 動画で鑑賞し、理解を深める 

【英語表現Ⅰ】プレゼンテーション 

・自分の夢について、英語で発表 



 
 

 

 

 

 

     ～～～ACTIVE ＆ DEEP LEARNING 解なき問いへの挑戦～～～ 

 

ICTを活用した教科・科目横断型授業 
①１つの事象について多角的かつ創造的な思考を深める資質・能力を育成します。 

 ～分断されがちな教科知識に関連性を見出して、生徒の興味・関心を喚起し主体的学びを導きます 

                ②協働的学びによってコミュニケーション能力と情報発信能力を育成します。 

～教師⇔生徒、生徒⇔生徒など、双方向の学びを導きます 

 

                  ICT活用 ・全ての教室に設置されているプロジェクターの活用 

                    ・タブレット端末(指導者用)の活用 

                    ・校内ＬＡＮ用サーバを経由したインターネットの活用 

 

 

 

 
 

各教室では、ＬＡＮに接続できる「情報コンセント」が、黒板の付近に設置されています。 

 
主体的・対話的で深い学びの実践 

 （例）生物の授業で「免疫」を学ぶ際、臓器移植や脳死を取り上げる。 

      公民の教師が現代医療に対して法的・倫理的にアプローチする。 

        英語や世界史の教師が ALTと共に「異文化論」を取り上げる。 

     異文化の死生観から相対的に日本人の死生観を浮き彫りにする。 

 

 

eラーニングの積極的導入 
 

 

 

 

 

 

 

指導者           生徒 
 

        

 

 

 

 

             

 

アプリケーションソフトを活用したオンライン授業の展開 

一方的なオンライン授業に終始せず、

リアルタイムの双方向授業を心掛け、

かつ授業後には個別質問への対応も

行えるよう情報通信技術を有効活用。 

 

福岡県立八幡高等学校 
～はるかな夢を たしかな夢に～ 

 

 

 

 

 

 

 

         

Zoom による

授業の生配信 

LINE 公式ア

カウントを通

して質問 

保護者とも情

報共有を図る 

解答をタブレット上に書き込んだり、

学習素材をパソコン上に提示したり、

デジタルカメラで実験の様子を再現

する等の工夫を試みています。 
反転学習やア

ンケートの配

信・回答集約 



国語 歴史から
読み解く

チームで
解き方を探る

ＩＣＴで
ビジュアル化

考える
実験観察

グループで
発見学習

アイデアを伝え
表現を深める

伝え方を
考える

手紙を書く
推敲への気付き

異文化コミュニケーション
から日本文化を知る情報活用能力を養う

数学 地歴公民 理科

保健 芸術 英語

図書館活用学習 高大連携
英語による職員研修

国　語
定時制

福岡県立八幡中央高等学校
YAHATA CHUO HIGH SCHOOL

考える・伝える・聞く・学び合う
志高く自立心と思いやりの心を持つ 心身ともに健康で生き生きした生徒



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校 訓 健康 ・ 真理探究 ・ 勤労愛好 ・ 責任感 

本年度の重点目標 

○敬愛の意識を持つ八工生の育成 

○わかる授業づくり 

○自らが常に能力向上できる生徒の育成 

○地域との信頼関係を強化し八工生として

の誇りと奉仕の心を育成 

電気科としての取り組み 

実 習 

●実践例①（電気工事） 

電気工事の実習では、学び合い

の時間を設け、教え合い学習の定

着を図った。また、器具の取り付

けを復習できるような動画を制作

しました。 

●実践例②（PLC 制御・Arduino） 

 PP を使用して、グループで考え

た回路やプログラムの発表を行い

ました。 

●実践例③（課題研究） 

それぞれの班に分かれ自分たちで

テーマの設定・計画・製作・発表ま

で行いました。 

座 学 

●実践例（電力技術） 

各発電の仕組みを理解した上で

動画を電子黒板で視聴し、新たな

発電方法を考案しグループワークを

通して発表しました。 

「ものづくり」教育を通した「ひとづくり」 

～ICT を活用した授業改善の取り組み～ 

成果と今後の課題 

成果としては、視覚的な授業によ

り楽しみながらの学びが可能となり

生徒も意欲的に学習を行うことが

できました。また、効率的な授業計

画が出来るようになりました。 

課題としては、ICT の普及が進ん

でいく中で教員の技術力向上、大幅

な環境整備が必要だと感じました。 

学校紹介 

・創立 85 年を迎える 3 系 8 コースからなる工業

高校です。（各学年 5クラス全校生徒約 600 名） 

機械系（機械科、電子機械科、材料技術科） 

機械工作、機械制御、材料加工、応用機械コース 

電気系（電気科） 

電力管理、電子制御・通信コース 

土木系（土木科） 

設計施工、施工実務コース 

学 校 運 営 方 針 

本校は、地元産業界からの強い要望により昭和 8 年に開校、以来、「地域に根ざす工業高校」また「ものづくり」

教育を通した「ひとづくり」に、時代の変遷を見据えながらこれまで真摯に取り組んできた。近年の技術改革の進

展はもとより社会の変化の激しい状況において、国が提案する新たな未来社会（Society5.0）の到来を見据え、

グローバル感覚を備えた地域に貢献できる八工生を、「鍛ほめ福岡メゾット」（鍛えて、ほめて、子どもの可能性

をのばす）を軸に育成していく。 



 

 

 

令和２年度授業改善テーマ 

「生徒の志を高め、思考力を伸ばす授業の工夫」 
 

 

数学科 
・Teamsを使って 

 定期考査の解説や授業の補足、 

進研模試の解説も！  

文章解説、類題提示、動画解説など 

 

何度でも復習できると    動画を作る際には大問で 

生徒に好評！   区切ってアクセスしやすくしている 

                    

・デジタル教科書の使用 

グラフなど視覚的に 

理解させたい分野を中心に使用 

数値を変えて 

グラフが変化している様子などを 

見せられる 

英語科 
・ICTを使ってインフォメーション・ギャップ（IG）をつくる！ 

暗唱例文の穴あき文の提示など様々な場面で 

パワーポイントを活用しているが・・・ 

英語でのコミュニケーション体験させるためには IGが必要。 

                    →ICTを活用。 

活動例 

1.ペアの一方に“衝撃的な？“動画を見せる。 

2.見た生徒は、もう一方のパートナーに英語で説明。 

3.答え合わせとして、全員で動画をみる。（とても盛り上がる！） 

 

 

 

 

 
・オンライン授業用に作った文法動画を授業で活用 

 新型コロナウイルスのため分散登校期間中に、10分から 15分程度の 

文法解説動画を作成した。 

   作り貯めた動画を授業で活用している。 

    メリット ①あらかじめ編集できるので簡潔にまとめられる。 

         ②足らないところを補足、修正できる。 

 

 

 

 

地歴・公民科 

〇地理 パワーポイント教材は欠かせない。 

プリント主体の授業で、その内容に対応した視聴覚教材を提示している。 

地理Ｂ：３年時、国家と国境、世界の宗教、民族紛争、交通・通信の分野 

２年時、地形や気候の分野 でパワーポイントを使用。  

インターネット、書籍からの画像以外にも自分で撮影したスライドを使用 

授業の限られた時間内で教科書の内容以外の知識や画像も紹介し、 

できるだけ沢山の情報を盛り込むことができる。 
（例）「世界の宗教」（サンピエトロ寺院、ポタラ宮殿、バリ島のお葬式） 

「国家と国境」（タイ・ミャンマーの国境）、「交通・通信」（パナマ運河のしくみ）、 

「民族紛争」（セルビア出身のジョコビッチ選手、洋楽「アイルランドに平和を」）、 

「地形」（甑島の地形図と写真、平尾台のドリーネ、与論島のラグーン）、 

「気候」（モロッコの砂漠、チェルノーゼム、 

ツンドラ、高山気候ラパスの風景） 

理科 

 〇化学基礎 

1年「酸・塩基」 

実験動画を通して考える力を養う。 

①酢酸、塩酸、硫酸の電流の流れ方と 

その理由を予想する。 

②動画を見る。 

③結果から酢酸、塩酸、硫酸の酸の強弱、 

価数の違いを考える。 

 

〇生物 

電子黒板を用いた授業の実践 

メリット 

１．要点がわかりやすい。 

２．図や動画を用いると理解しやすい。 

 

 

保健体育科 

○体育 

球技（サッカー）の授業では 

試合の映像を見せて、レポート 

を書くという活動を行っている。 

 

○保健 

授業ポイントを整理して 

パワーポイントで提示している。 

 

家庭科 

写真やグラフなど 

生徒に提示する資料が多く、 

毎時間、パワーポイントを使用して 

授業を行っている。 
 

芸術科 

 ○音楽 

鑑賞の際にパワーポイントを使って 

授業を展開している。 

バレエ音楽など映像と音楽を一体化 

することができ、より一層生徒が 
興味をもって鑑賞するようになった。 

 

 

 

   

国語科 

・電子黒板活用例 『史記』（荊軻伝）で RPG 

 ① スライドを使って、ストーリーラインを説明。 

  ・説明に時間がかからないので活動時間を確保 

 ② 登場人物の役を生徒が実演 

  ・即興でプロップをつくる 

→あまりプリントが巻物に早変わり！ 

  ・細部にこだわる。― 巻物はどちらから開く？ 

 ③「どうして暗殺が失敗したのか」の話し合い。 

 ④「秦王はどうしたら危険回避できたか」話し合い。 

 ⑤「暗殺実行組」と「暗殺予防組」に分かれ討論。 

 ⑥ 論点のまとめプリントを書画カメラで共有。 

・ICTは授業の脇役だが、議論のスピード感、 

臨場感をもたらし、授業の可能性を広げる 

 

 

 

 



福岡県立東筑高等学校

令和２年 「新たな学びプロジェクト」ポスター

休校期間中から学校再開後における本校でのICTを活用した実践例

１ 休校期間中に行った本校の取り組み
本校では４月27日より、本格的に遠隔授業を取り入れました。本校が遠隔授業を行うにあたり工夫した点を４つ紹介します。

２ 学校再開後の本校の取り組み

① 生徒のオンライン環境の把握と整備

全校生徒が問題なく授業を受けられるようにするため、
遠隔授業導入前に生徒のオンライン環境の把握を行いま
した。また、授業毎に接続に関するアンケートを実施し
ました。

② 遠隔授業用のスタジオの設置

遠隔授業は、全学年同じ時間に行ったため、スタジオを
複数準備する必要がありました。講義室や教室に黒板を
使用するかどうかなど教員の授業スタイルに合わせて、
１３のスタジオを設営しました。

③ 生徒の出席管理 ④ 授業スタイルに合ったツールの使用

オンライン環境アンケート(4/24)

自分専用のスマホを持っていますか？

自分が使用できるタブレットを持っていますか？

自分が使用できるコンピュータを持っていますか？

家庭にインターネット環境はありますか？

家庭にWi-Fi環境は整っていますか？

プリンターは持っていますか？

オンラインHR・授業に関して不安なことはありますか？

休校中の生徒の生活状況や学習への姿勢が把握しづらく
なったことから、オンラインで授業を行う際は、複数の
教員で生徒の出席状況を確実に把握し、担任や学年主任
と情報共有を行いました。

学校再開後には、休校期間中に行う事ができたICT機器の環境整備と遠隔授業の実践による経験を生かし、学校行事や授業、
部活動等で休校期間前以上に積極的にICT機器を活用するようになりました。具体的な実践例を４つ紹介します。

① zoomを活用した先輩学生による進路講演会

③ スタディサプリの活用

教科の特質や授業の目的に応じて、オンライン形式以外
の授業も行いました。数学科では、ビデオ型のMicrosoft 
Streamを活用することで、生徒が問題の解き方を何度も
復習できるようになりました。

② zoomを活用した生徒会選挙演説会

④ 生徒によるICT機器の活用～体験入学でのプレゼン～

休校期間中、本校では全校生徒がスタディサプリに加入
しました。１学年では、スタディサプリ内の宿題機能を
利用し、生徒の学習状況をより正確に把握することに努
めています。

zoomを校内で活用し、教室ごとに接続することで、全校
生徒が参加することができました。全校集会の形よりも、
演説をしている生徒の表情や動作が見やすいなど肯定的
な意見が多く出ました。

中学生体験入学では、ICT機器を用いて、生徒会の生徒
が学校生活についてのプレゼンテーションを行いました。
本校では、生徒によるICT機器活用の機会をこれまで以
上に増やすことを目指しています。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度はオ
ンラインにて先輩学生による進路講演会を行いました。
zoomを活用することで、生徒たちは全国各地の様々な大
学で学んでいる卒業生と交流することができました。



                        

チーム折尾として「主体的･対話的で深い学び」の新たな形を創造し、たくましく「生き抜く力」を育む教育活動に挑戦 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

①課題研究での取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県立 折尾高等学校 「主体的･対話的で深い学び」を目指した授業改善の取組 

組織的な授業改善とその取組 

 

 

 

「新たな学びプロジェクト」研究開発校を経て様々な取組に挑戦 

・マクドナルドと連携した課題解決型学習 

・地域資源を生かした課題研究 

・考査点５０：活動点５０の評価法（観点別評価による学習評価） 

・ＡＬ係（各クラス２名）による自分たちの学びや成果を共有する 

「学年ＡＬ通信」の発行 

・職員間の授業改善の取組や成果を共有する「折高ＡＬ通信」の発行 

・キャリアパスポートを作成し、３年間の学びを蓄積 

・校内研修会の実施による ICT 機器の実践事例等の共有  

 

 

超ｽﾏｰﾄ社会を目前

に社会が抱える課

題を提示し、「自立

と協働を学ぶ体験

活動」や学年終礼等

で「なぜＡＬの学び

が必要なのか」の考

えを共有！！ 

 

 

【授業改善に向けて】 【オンデマンド型学習の推進】 

OneDrive（クラウ

ド）に保存された動画

を視聴後に得た気付き

に印を入れてクラウド

上にアップ → クラス

全体で瞬時に課題を可

視化 

 

成果 

全校生徒で学びを

共有→ 深い学びの

実現に向けて！！ 

 

ICT 機器等を効果的

に活用した授業の具

体的取組を共有 → 

失敗例･効果的事例

をシェア 

一部上場企業の

財務状況を多角

的に分析・考察 

→ 探究活動の

深化に向けた取

組 

「会計リテラシー探究」講座 

「コミュニケーション英語Ⅰ」 

視聴覚教材を作成中 

②Forms（アンケート機能）の活用 

 

i-Pad で作成し

た成果物を投

影・発表原稿の

作成 → 双方向

の授業展開 

事前に課題を提示することが可能に･･･

Forms のアンケート機能を活用して予習の

進捗状況を把握 → その反応を受けて授

業を展開！！ 

 

視聴覚教材を作成しクラウド上に保存 

 

③学習のインタラクティブ化 

夏期休業中に Zoom

を活用して検定対策

を実施  

→ 授業内容を録画し

OneDrive に保存、

いつでも復習可能

に！！ 

パフォーマンス課題を実施した後、生徒個人の

スマートフォンでリフレクションを実施し、デ

ータを提示 → クラス全体で瞬時に学びの共有 

※各種アンケートや登校前の生徒の健康状

況調査を Forms で実施しデータを蓄積 

 

 

「検定対策」 

３ Zoom の活用 

 

 

折高アクティブ･ラーニングを楽しもう！！ 

２ 学校全体で学びの共有 

 ①AL通信 

②AL発表会 

公開授業研修 

Kik機器 

職員間で 

先進的な 

授業事例 

や学習教

材例を共

有 

単元のまとめ学習として「世界平和のた

めに私たちができること」についてグル

ープで考えをまとめて英語で発表 

 

Office365 の体験型

研修を実施 → 授業

者による公開授業の

振り返り、汎用性の

ある資料・データを

共有  

１ 実践研修 

 

クラウドに 

データ保存 

※自宅で行った課題もスマホで撮影し提出 

→ 課題内容の確認･整理･分析が効率化 

 

各種研修の実施 

Kik機器 

校内研修 

 

「Office365」 「ICT 機器･ﾙｰﾌﾞﾘｯｸ等」 

「フードデザイン」 

「子ども文化」 

折校 AL 通信 

ふくおか AL 通信

第３５号で本校が

紹介されました 

 

 

９５％ 

以上 

②i-Padの活用 

 

２ Office365 の活用 

 

 

①反転学習・授業アーカイブ 

課題や目的に応じて ICT 機器を活用し、 

プレゼン力を醸成！！ 

 

ICT 機器活用を通しての職員の声・・・ 

・自宅学習教材を OneDrive にアップし生徒の家庭学習の一助に･･･ 

・要点や指示を視覚化でき机間指導や生徒の活動時間の確保が容易に･･･ 

・ロールモデル(先輩の姿)の提示ができ到達目標の確認が可能に･･･ 

 

ICT 機器 

活用率 

（職員） 

 

９０％ 

以上 

課題(ICT 機器の活用について) 

ICT 機器を活

用した説明や

指示のわかり

易さ（生徒） 

 

生徒の声・・・ 

・テンポよく授業が進むので、意欲的に取り組むことができた･･･ 

・写真や動画等を視聴することで、授業の内容が頭に残る･･･ 
・家庭で動画を視聴する際に、自分のペースで進めたり止めたりできるの

で、理解がより一層進んだ･･･ 

 

 

①ＡＬ型授業の土台となる生徒の学習意欲の喚起 

６０%以上の生徒が「学習意欲が高まった」と答えてお

り、今後はこの数値を１００％にしていくことが目標 

→対面式授業ならではの ICT 機器の効果的活用法の研究 

②個別最適化された学習の推進 

９０％以上の生徒がクラウドに保存された学習教材を効 

果的に活用していることがわかった 

→習熟度に応じた学習教材が提供できる取組の促進 

１ ICT機器活用の進化 

 



 

 

 生徒にとってわかりやすい授業を展開するため、 

 授業の進め方について具体的な共通項目を設け、 

 全職員で授業における４つの基本姿勢として 

 「シンプル・クリア・ビジュアル・シェア」 

 の授業スタイルを定着させています。 

 また、統一した授業展開を行うことで、座学に 

 おいて、集中力や興味・関心が持てる授業形式 

 の基本形態を定め、生徒の学習が主体的・対話 

 的で深い学びとなるよう取り組んでいます。 

 「遠賀スタイル」の授業とは？  
簡潔であり、複雑

な表現は用いない

授業  

シンプル(simple) 

明快であり、目的

までが透き通って

いる授業 (めあて) 

クリア(clear) 

視 覚 的、映 像 的、

かつ体験的な授業

（ICT機器の活用）  

ビジュアル(visual) 

知 識 を 共 有 し、

ともに学び合う

姿が見える授業  

シェア(share) 

主体的・対話的で

深い学びの実現 

 

 

 

 

 ア 授業の始まりに、本時の「目標（めあて）」の明記 

 イ ５分程度の授業の目標・概略の説明 

 ウ ５分程度の前時の学び直し 

 エ １５分程度の講義 

 オ １０分程度の演習・作業・グループ学習、討議等 

 カ １０分程度の生徒との発問・応答・発表等 

 キ ５分程度のまとめと次回の予告等 

 （ア,イ,ウ,キは共通して確保、エ,オ,カは柔軟に対応） 

 統一した授業の展開(基本姿勢) 

福岡県教育センター ふくおかＡＬ通信第１３号で本校が紹介されました!! 

福岡県教育センターHP（新たな学びプロジェクトトップページからダウンロードできます） 

 昨年度までの 

『特別支援教育の視点を踏まえた 

      学校経営構築研究開発事業研究校』 

の取組を受けて 

（１）「遠賀スタイル」の統一 

 ・板書プレート活用の日常化および選別 

 ・授業開始時および終了時の動きのマニュアル化 

 ・ＩＣＴの積極的な活用 

 

 

 

 

 

（２）その他 

 ・教室内の環境整備の徹底 

 ・できる限りの支援の工夫 

 ・生徒との人間関係づくり 

 ・授業のユニバーサルデザイン化の更なる推進 

 今年度の取組 

 

 

 

（１）「遠賀スタイル」の深化 

 ・年度当初の校内研修会の実施 

 ・ＩＣＴ活用研修会の実施 

 ・ペアワークなど「対話」の場の導入 

 

 

 

 

 

（２）その他 

 ・評価法についての研究 

 ・求める生徒像の明確化および目標化 

 ・小中学校や特別支援学校への視察 

Ｐｌａｎ 

Ｄｏ 

Ｄｏ＆Ｃｈｅｃｋ  今後の改善案・課題 Ａｃｔｉｏｎ 



ClassiClassiClassiClassiとはとはとはとは

ワンクリック投票・リアルタイム開票
が可能な授業支援サービスである。
＜利点＞
・生徒が自分の意見を安心して
回答できる。
・挙手の人数を数える手間を
省くことができる。
※誰が投票したかはわからない。
※結果を蓄積することができない。

田川高校の現状田川高校の現状田川高校の現状田川高校の現状

田川高校では、Classiを令和２年４月より導入しており、進路
指導部を中心として学校全体で学習時間の記録や、アンケート
機能、学習動画などの機能が活用されている。
学習時間活用率 ３年６３％、２年７０％、１年６８％

学習時間の画面学習時間の画面学習時間の画面学習時間の画面

福岡県立田川高等学校

Ｃｌａｓｓｉの投票BOXを使ったアクティブラーニングの実践

投票ボックスｂｙClassi

Classiとは、コミュニケーション、探究学習、学習動画、
日々の学習記録などを通じて、「先生方の授業・生徒指導」
「生徒の学び・成長」をサポートするオールインワンの
プラットフォームである。

※できること
・学習時間の記録、ポートフォリオ
・コミュニケーションツール
・アクティブラーニング、アダプティブラーニング

授業での活用について授業での活用について授業での活用について授業での活用について

コロナ対策のため、グループ学習での話し合いが制限されて
おり、生徒が自分の意見を発言する場が大幅に減っている中、
従来通りの授業では、生徒の意欲が低下する傾向にあった。
声を出さずに声を上げる方法を模索していく中でClassiの投票
BOXに注目し、大学でのクラッカーを用いたアクティブラーニング
の実践をもとに意欲を高めるための検討を行った。
新たな学びプロジェクトチームで研修し、それぞれの教科・科目の
特性を生かしながら授業を行うこととした。また、今後、研究授業
を各教科で行い、教科に広めていく予定である。

授業実践（風景）

授業実践（数学）

まとめ（これからの展望）

①意欲的に授業に参加することに関しては、概ね好評であった。
「投票BOXをまた使ってみたいか？」という質問には、９０％を
超える生徒がまた使用したいと答えていた。
今後も使用を検討していく必要があると感じている。
②今後の課題としては、学校としてClassiの契約の継続について
検討する必要がある。（※費用面に関して）
③また、全員が携帯電話を所持していない中で、どのようにClassiや
投票BOXの活用をしていくか検討していくことが必要である。
④さらに、先生方にも利用促進していくために、研修会などを開く
必要がある。

・普段あまり発言しない人でも、自分の意見を匿名
で投票できるのがよかった。
・自分だけがわかっていないのかと思った。ほかの
人もわかっていない状況がわかり、理解するまで繰
り返し質問ができて良かった。
・ほかの人の意見がリアルタイムでわかるのが楽し
かったし、安心することができた。
・もっとICTを使って授業してほしいと思う。なぜだ
かわからないがやる気がでた。

・生徒の本音が少し見えた。
・大部分の生徒が理解していると思っていたが
実際には、ブレがあったのがショックだった。
・前を向いて回答状況を確認している生徒がほとん
どであった。
・Classiに入れない生徒がいたので、そのケアも必
要だと感じた。
・どんな質問を投げかけるといいか、どの場面で使
用するのが効果的であるかを今後検討していくこと
が大切であると感じた。

授業実践（英語）

投票結果が

リアルタイム
で変わってく

Aでいいかな

・最初に意欲を確認（意欲がない７人／４０人）
→最終的には意欲なしは０人へ

・前時の復習を４択問題で出題
・説明が自分の中で理解できたかを確認
→理解ができている→進む
→理解ができていない→もう一度説明する
・最後に本時の目標について理解したかを確認

・いろいろなアンケートを利用
※短時間にたくさんの意識調査ができた

・意識調査
「得意」＜「苦手」 しかし・・ 「好き」＞「嫌い」
※好きなものを得意にしていきたい

・英語４技能の伸ばしたいもの調査
１位 スピーキング ２位 リスニング

・定期考査の誤答のどこが間違っているか確認
→ボタンを押すために、意欲的に考える雰囲気



指導と評価の
一体化

福岡県立東鷹高等学校

新たな学びプロジェクト『ワクワク』
生 徒 も 教 師 も 地 域 も ワ ク ワ ク す る 楽 し い 授 業 、 学 校 づ く り

【校訓】

品位を高める
責任を重んずる
底力を養う

課題

formsでの配信 PDFファイルでの配信

提出状況の把握

formsでの採点

アップされたノートの
写真の確認

課題の結果の集計・分析

評価

formsでの授業アンケート

アンケート集計・分析

Action
(改善)

・ペーパーレス
・自動採点
・自動集計、分析

によりAction(改善)の
ためにコストを削減

「ワクワク」する授業を創出する授業改善

PLAN
(授業準備)

DO
(授業)

CHECK
(課題・評価)

Microsoft Teamsを活用

Action
(改善)





実際の授業のイメージ

☞

☞

生徒の感じ方

今日のめあては何か
な？

スライドで見たら、分
かりやすいね。

具体的には？ 取組の実際

「めあて」の提示 「主体的な学習」
まとめの工夫

生 徒 の 主 体 的 な 活 動 を 引 き 出 し て、 理解の深化・ま と め へ

☞

☞

なるほど。前の時間は
こういうことを学習した

よね。

わかりやすく
なった。 何を学んだのかわかるようになっ
た。

達成感は得られない可能性がある。

「授業見学期間」

気軽に！
全員が必ず１回は研究授業を実施（前期・後期）

各教科２人以上の実施
「授業参観メモ」

本校では、これまで前期・後期公開授業月間を設けて
いましたが、それだけでは、教員個々人の授業改善につ
ながらないのではないかとの意見があり、昨年度から、
全員の研究授業を取り入れた結果、研究授業の実践
や各々の先生方の授業を参観することで、自身の授業
に活かすことができています。参観者から授業者へ授
業参観メモを還元し、今後の授業実践への参考にして
もらっています。ただし、今年度は各教科２人以上で実
施しています。

よくわかった。次の時
間もまた頑張りたいな。



令和２年度福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         授業もＩＣＴが「新しい日常」へ 
 



成果

オンライン配信の課題を
小テストで確認（生物）

・授業での学習効率がUP！（「できる」）
・授業内容の理解度がUP！（「わかる」）
・授業に対する生徒の興味・関心がUP！（「おもしろい」）

生徒自身がICT利用の効果を実感しています。
※授業アンケート回答より

プロジェクタと電子黒板を
使い分けて（地理）

デジタル教科書で
音声確認（英語）

学びに充実感を

授業での実践例

全クラスに
電子黒板を設置

タブレットを使って

オンライン学習との連動

生徒の作品をタブレットで取り込
み電子黒板で提示（国語）



・映像などで文意を想起して
文章構成を自分で考えさせる

・テキストから文章を探すので
はなく、自分で再構成（テキ
ストに頼らないリテリング）

より深い理解や表現の工夫へ

福岡県立嘉穂東高等学校令和２年度福岡県立学校
「新たな学びプロジェクト」

これが私の主対深 ～無理せず始める各教科の取組2020～

国語（古典）電子黒板（電子教科書）の活用

いまだにハードルの高い

「主体的・対話的で深い学び」
をふまえた授業

ＩＣＴ機器の導入と活用も課題

そこで

電子黒板等の手軽で効果的な
活用方法の紹介と校内での共有

ＩＣＴ機器の便利さと手軽さを知る
ＡＬの「特別感」をなくす

まとめ ～ICTやAL普及のために～

本校は筑豊地区唯一の英語科を擁する学校で、各学年、
英語科１クラス、普通科５クラス構成で、６割が大学
（国公私立とも）進学、３割が専門学校進学、１割が
公務員合格（県内屈指）という進路状況です。

質の良いインプットや思考時間の確保を意識した取り組み

①電子教科書で板書時間ゼロへ ②資料の視覚化で理解力ＵＰ

③電子教科書の活用で思考に集中

保健体育科（体育）ＳＴとＩＣＴを中心としたグループ活動

電子黒板、タブレットの活用

・ＳＴ※を中心にポイントの確認
・動画撮影、自他の課題発見、協議⇒実践
・成功率のデータ検討 など

数学科 図形・グラフ・方程式のイメージ化

地歴公民科（地理）ICT活用で「なぜ？」を解決
①Google Earth

言葉で説明

外国語（英語） リテリングを電子黒板で

② 本文イメージを提示して
リテリング

・どこを読んでる？
・全員が一つの内容に集中
・視覚情報により、困り感を低減
・文意を把握し授業に入り込む

本文内容理解への第一歩

理科（生物）インプット⇒アウトプットに向けた記述力向上

①教員が学習内容を説明
②キーワードを与え、学習内容を
文章で記述
③グループ内でその文章をシェア
④クラスで１～３名が発表
⑤記述の例を示し、記述のポイン
トを確認

本校のＩＣＴ活用と授業改善（相互評価）の第１歩

使ってみる＝ICTやALの入口に立つ

やってみれば実感する

・インプットの改善、協働的な活動に効果的
・スムーズな授業展開 など

2歩目、3歩目が出やすくなる（さらなる改善へ）

教育目標「第一希望進路の実現」のための、
きめ細やかな対応へ

【実践例１ 図形と方程式 ２つの円の位置関係】

【実践例２ 三角関数を単位円上の点と連動させグラフ化】

②書画カメラ ③デジタル教科書・地図帳

・インプット⇒アウトプット
の流れができ、内容が定着

・記述力・表現力が向上

これらを活用した演習問題等で

発問・対話がスムーズになり、

より深い理解へ

取組の概要

ICTの活用

① 電子黒板で授業の
「見える化」

記述プリントを例示

＜ ICT（動画・画像）

インプット⇒アウトプットの流れ
ICT活用が有効

・非言語（イメージ）で残す
・知識の定着につながる

デジタル教科書の利用

・全員が役割と責任を感じながら取り組む。
・運動に「参加」する意識が高まる。
・自他の課題を共有し、課題解決に向けて
取り組むことで技能の向上に繋がる。

※ＳＴ：スモールティーチャー

※コロナ禍のため、な
るべく発言を控えて紙
面上で短時間で確認、
シェア



福岡県立嘉穂総合高等学校
～ＩＣＴを活用した授業改善～

本校の現状
本校では１１月下旬に各教室へ備え付けの電子黒板が整備される予定である。現在は移動式の電子黒板３
台を運用している。電子黒板の稼働状況としては授業を実施する職員の約５５％（２８／５１名）が今年度
１回以上の利用をしている。また、電子黒板を利用せず、プロジェクター等を利用している授業もある。

今年度の実践例

休校中のオンラインＨＲ

双方向性が保たれたやりとりが可能で、対面に
近い感覚が得られる。ただし、音声にタイムラグ
が生じ、機器面に課題が残った。

ビジネス基礎（商業）

グループ学習を行い、そこで出た内容を電子黒
板を利用して発表をする形態をとることで主体
的・対話的で深い学びを体現した。

情報の科目で学んだこと
の集大成を発揮すべく、タ
ブレット端末やＰＣを利用
してＬＩＮＥスタンプ制作
を行った。制作工程では、
タブレット端末やデジタイザなど画面上を直感的
に操作できるデバイスを効率よく連携させる工夫
を生徒自身が行った。まさに主体的で深い学びで
ある。

課題研究（情報）

現代社会（公民）

エキスパート学習、ジ
グソー学習などを行う際
の座席の移動やルール説
明などに用いている。
また、復習問題を行う際に電子黒板で問題を共有
することでペーパーレスにも繋がっている。

その他の様々な声

・ビジュアルテキストを用いて思考力・判断力・表現力を養う。
・発表の際に、ストップウォッチを表示することで時間を意識した表現力を養う。
・グループでまとめた用紙を、書画カメラで拡大し、全体で共有する。
・電子教科書を用いて、重要箇所にマーキングをする。
・歴史の流れをアニメーションを用いて説明する。
・教科書の説明図を大きく提示し、書き込みをしながら説明する。
・文章ではわからないところを視覚化する。
・フラッシュ問題で、復習を短時間にまとめる。
・タブレット端末で実験を撮影し、解析する。

タブレット端末の操作
でプレゼンテーションソ
フトを利用している。そ
うすることで机間指導を
しながら授業を展開する
ことが可能となった。また実習をする際には教員
や生徒の手元を写真・動画に撮り、投影すること
で密な状態を避けて全体に示すことができる。

総合実習（農業）

球技の授業においてフォー
ムの撮影を行い、iPadを用い
てアドバイスを行っている。
お手本となる生徒の動画を視
聴し、得意な子はどのような
ことを意識しているのか、小グループを作り共有し
ている。練習前後のフォームを比較し生徒自身に成
長を実感させている。

バスケットボール（体育）



福岡県立鞍手高等学校
ＫＵＩＣ ～アクティブ・ラーニングの視点からの鞍手式ＩＣＴ活用の工夫～

校訓 「質実剛健 自学自習」 校是 「たくましき前進者たれ」
社会の変化に主体的に対応し、心身ともに健康で、五常の徳目（仁・義・礼・智・信）を自己の生活規範となし、自らの可能性
に積極的に挑戦する気概と叡智に富み、地域はもとより国際社会に貢献する人間を育成する。

○学問を愛し、意欲的に学ぶ ○身体を鍛えて、強い実践力を身に付ける ○力をあわせて、美しい学校をつくる

学校教育目標

本校の具体的な教育内容

【教科・科目】
①主体的・対話的で深い学びを実践する授業
②英語イマージョン教育やＩＣＴを活用した授業
③ＳＳＨに係る特色ある学校設定教科・科目
④批判的・創造的・協働的思考力を育む様々な取組

【課題研究・体験的な教育活動】
①フィールドワークなど調査・探究活動
②海外研修（シンガポール・マレーシア、フィンランド）
③国内研修（東京・筑波）

【特別活動】
①分団制による文化祭、大運動会、クラスマッチ
②全校統一テーマＨＲにおける異学年での討論
③鞍高宣言によるいじめ撲滅運動の推進
④大運動会やマラソン大会など心身を鍛える行事

【部活動等】
①文化部１３部、運動部１５部の多くの部活動を設置
②県総体表彰総体最優秀校２期目を目指す（令和元年
度受賞）

ＩＣＴを活用した授業・教育活動の工夫＝

（Kurate active learning system Using Information and Communication technology)
英語イマージョン教育

人文サマーセミナー

ＩＣＴ機器を活用した授業

課題研究

○日常的に視聴覚教材を活用することで、学びが深まる。
○主体的に取り組む姿勢を形成することができる。
○オンラインツールを活用することで、大学や企業、海外の
方々との交流や連携が図りやすい。

成果

●ＩＣＴ設備をより充実させ、使いやすい環境を作る。
●ＩＣＴ活用に関する研修を充実させる。
●生徒・教員を対象にアンケートの実施・検証・改善を行う。

今後の課題

今年度実施できなかった海外研修の代替として、
Zoomを用いて留学生の方や日本語学校の学生たちと
交流。英語を使って課題研究に関わる質疑応答をした
り、お互いの国の文化を教え合ったりしました。

インターネットを通じて情報収集をするだけでなく、Zoom
を用いて大学の教授や企業の方々と繋がり、指導や助
言をいただいています。最後に、同級生だけでなく、下級
生や全校生徒に対して自らの研究を発表します。

イマージョン授業は、ＥＡＳ(English Activity Supporter)
の先生と英語以外の科目の教員が英語で授業をしま
す。ICTを活用して、生徒が主体的に参加でき、理解が
深まるような工夫がされています。

本年度から全クラスに電子黒板が設置され、各科目の
特性に合わせた活用をしています。その他にもＰＣやタ
ブレットなど、様々なICT機器を活用したアクティブな授
業が展開されています。



福岡県立鞍手高等学校 定時制課程 

現 

状 

１年～４年の各４教室と定時制視聴覚室に電子黒板が整備されている。また、パソコン教室

での授業も毎日実施されている。現在、電子黒板等のＩＣＴ機器は約６０％の授業で活用さ

れている。 

 

 

 

 

国語
ＮＨＫの高校講座などを活用している。１年及び２年の国語総合で
は古典の「春はあけぼの」、３年の国語表現では「自己アピール」
４年の現代文Ａでは具体的な「面接の仕方」などを視聴した。

地歴公民
定時制視聴覚室の電子黒板と大型テレビを併用している。１年の現
代社会、２年の地理Ａ、３年の世界史Ａ、４年の日本史Ａにおいて、
それぞれ自作によるワード資料を活用している。

理科
１年の化学基礎、２年の地学基礎、３年の生物基礎、４年の物理基
礎、すべての科目で電子黒板を活用している。授業は教科書に準じ
たパワーポイント教材を用いている。通常の黒板も併用している。

保健
１年及び２年の保健の授業に電子黒板を活用している。内容として
は教科書に準じたパワーポイント教材を編集したものを用い生徒に
はパワーポイントに沿った学習プリントを用意し取り組ませている。

家庭
１年及び２年の家庭総合の授業や実習において、電子黒板を活用し
ている。自作のパワーポイント教材を用いている。実習の説明も動
画を作成し、パワーポイントに貼り付ける形で提示している。

情報
パソコン教室にて１年及び２年の社会と情報の授業を行っている。
授業は教科書に準じたパワーポイントを編集したものを用いている。
ワード・エクセル・パワーポイントの実習も十分に取り入れている。



動画教材の製作

【育成したい資質・能力】

社会をリードする新しい時代に対応した人材育成
（創造力・経営管理能力・課題解決能力）

【令和２年度指導重点目標】
アクティブラーニングを取り入れたＩＣＴを活用した授業の推進

自宅待機中の生徒が視聴するた
めに製作

↓
授業開始後は、新しい科目のオ
リエンテーションや昨年度の学
習内容の復習等にも活用

提示装置の活用
・国語の教材やプリントをホワイトボー
ドに提示して指し示しながら説明する
・家庭科の被服や書道の授業で教員の手
元を撮影して、生徒に提示する
・情報処理でソフトの操作方法の画面を
動画データとして録画し、全体の流れ
を生徒に見せて確認する

↓
効率的な授業展開に生かすことができた。
視覚的な説明により説明や指示が伝わり
やすくなり、興味関心を引き出せた。

教科「商業」マーケティングのケーススタディ
ケース:レジ袋有料化について 生

徒
の
意
見
集
約

電
子
黒
板
で
意
見
共
有



本校はこんな生徒を育てます

実直な行いにつとめ、真なるものの最高に達し、聡明で熟練している。

同じ所で勉学に励みながら、それぞれが異なった個性を伸長させ、人と違った
ありさまに成長していく。

※竜徳では観点別評価を行います

全教科の「観点別評価」の定着を推進すると共に、

生徒が毎時間の授業を大切にするよう、ＩＣＴやＡＬの

手法を積極的に活用した授業を推奨し、生徒が興

味・関心を持つことができる「わかる授業」を行うことに

より、基礎的・基本的な学習内容の定着を図ってい

ます。

●進路実現に向けて必要な知識・態度を習得します。

進路研究 キャリアスタディ 職業観の育成

●調べ、考え、発表する力、 ICTを使う力を養います。

リサーチプレゼンテーション

基礎～考える力へ！

３年間で様々な力を育成します！

●ICT機器を用いたわかりやすい授業

●ICT機器を用いた授業に対する生徒の感想

２年次より５つの系列に分かれ、専門的な知識を身に付けます！！

●本時の目標、まとめの提示

●ALTによるパフォーマンステスト

３年間の集大成！総合学科発表会

●各ゼミでテーマを決定し、試行錯誤し研究を進めます。

●外部講師によるプレ
ゼン講座を受け、パ
ワーポイントを作成！
今年度は各教室にある
大型提示装置を使いリ
モートで発表しました。
レベルの高い発表とな
りました！

●福祉サービス系列

●農業環境系列 ●ビジネス系列

●宮若市の地図を比較
し、地域産業の推移を
研究しました。

●日本とアメリカの
コロナ対策を比較し
まとめました。

●感染症対策を行いな
がら、行っています！

●工業技術系列

●文理科学系列

１年次では様々な分
野を学び、基礎学力
の定着を図ります！

↓
系列体験授業に参加
し、２年次からの系
列選択を行います！

キャリア形成

主体的、対話的で深い学びの充実

今年度はオンラインで発表！

「夢を紡ぎ、希望を織る」をキャッチフレーズに、様々なことにチャレン
ジし、将来の進路実現と社会人として活躍できる人材育成を目指した教育
活動を行っています。


