
第２章 令和元年度地区版実践発表会 展示ポスター 

    

 
A 地区（会場：小倉東高等学校） 

p.89～106 

青豊高等学校    築上西高等学校 

育徳館高等学校   苅田工業高等学校 

京都高等学校    行橋高等学校 

門司学園高等学校  門司大翔館高等学校 

小倉南高等学校（全日制・定時制） 

小倉商業高等学校  小倉高等学校 

小倉工業高等学校  小倉西高等学校   

北九州高等学校   戸畑高等学校    

ひびき高等学校   戸畑工業高等学校 

戸畑工業高等学校 

C 地区（会場：光陵高等学校） 

p.128～150 

宗像高等学校    水産高等学校    玄界高等学校    新宮高等学校 

福岡魁誠高等学校  須恵高等学校    宇美商業高等学校  香住丘高等学校 

香椎高等学校    香椎工業高等学校  博多青松高等学校  筑紫丘高等学校 

柏陵高等学校    福岡中央高等学校  城南高等学校    修猷館高等学校 

福岡工業高等学校（全日制・定時制）   福岡講倫館高等学校 早良高等学校 

玄洋高等学校    筑前高等学校    糸島農業高等学校 

B 地区（会場：直方高等学校） 

p.107～127 

若松高等学校    若松商業高等学校 

八幡高等学校    八幡中央高等学校 

八幡工業高等学校  八幡南高等学校 

東筑高等学校    中間高等学校    

遠賀高等学校    田川高等学校 

東鷹高等学校    田川科学技術高等学校 

西田川高等学校   稲築志耕館高等学校 

嘉穂高等学校    嘉穂東高等学校   

嘉穂総合高等学校   

鞍手高等学校（全日制・定時制） 

筑豊高等学校    鞍手竜徳高等学校 

 

D 地区（会場：朝倉高等学校） 

p.151～164 

春日高等学校    太宰府高等学校 

福岡農業高等学校  筑紫中央高等学校  

武蔵台高等学校   筑紫高等学校    

小郡高等学校    三井高等学校    

久留米筑水高等学校 明善高等学校    

久留米高等学校   浮羽工業高等学校  

浮羽究真館高等学校 朝倉東高等学校 

E 地区（会場：輝翔館中等教育学校） 

                     p.165～177 

三潴高等学校    大川樟風高等学校 

伝習館高等学校   山門高等学校 

三池高等学校    三池工業高等学校 

大牟田北高等学校  

ありあけ新世高等学校（全日制・定時制） 

八女高等学校    八女工業高等学校 

福島高等学校    八女農業高等学校 

 

 



１ 進路目標・適性・興味・関心に応じた系列別授業に対応できるカリキュラム
２ 多くの発表の場面設定による、アウトプット力の高揚
３ キャリア教育の充実

１学年－「産業社会と人間」 進路選択の第１歩
２学年－インターンシップ・オープンキャンパス
３学年－課題研究発表会

ゆめ未来ワーク参加（１学年） 職業別講話（１学年） インターンシップ（２学年）

総合学科の特徴

主体的・対話的・深い学びの実践
１年体育バレーボール：オリジナルルールの作成

１年英語表現Ⅰ：ALTによるグループ学習

新たな学びの取組

＜授業・課題研究＞

総合生活デザイン系列

＜授業・課題研究＞

グリーンライフ系列

＜授業・課題研究（地域連携プロジェクト）＞

ビジネス系列

人文科学
（文系）

総合生活
デザイン
（家庭）

グリーン
ライフ
（農業）

自然科学
（理系）

ビジネス
（商業）

食文化 ボランティア入門

生活教養 子どもの発達と保育

高大連携事業 生活と福祉
農業情報処理 微生物利用基礎実験

課題研究（メロン栽培） 課題研究（中間発表）

農業と環境

ビジネス実務 簿記

情報処理

課題研究（中間発表） 課題研究（調査・研究）

授業改善に向けた取組

１ 公開授業週間（６月・１０月）を利用した
全教員による授業参観の実施

→教科間連携や教科横断的な視点の醸成
２ 授業におけるＩＣＴ機器の活用

（タブレット、電子黒板、書画カメラ等）

→全教科での積極的活用
３ イマージョン授業の実施
→教科横断的な取組で知識、技術の活用

４ まなボードを活用した協働的な学び
→知識の共有や提案力、表現力を育成

職業別講話
・１年「産業社会と人間」

社会人特別講師招聘事業
・３年「生活と福祉」（リハビリテーション専門学校）
・３年「ボランティア入門」（高齢者施設）
・３年「食文化」（地元食品加工グループ）
・３年「生活教養」（茶道表千家教授者）

高大連携授業
・２年「子どもの発達と保育」（短期大学幼児教育科）

系列連携授業
・２年総合生活デザイン系列とグリーンライフ系列
の連携によるふれあい保育体験（芋植え・芋掘り）

地域連携・地域貢献
・２年「子どもの発達と保育」（地域伝承遊びの体験）
・２年「農業と環境」（学校周辺の公園花壇整備）

道の駅・商工会とのコラボ
・道の駅でのオリジナル弁当の企画販売
・ご当地グルメ「オニメン」への参加

外部講師の積極的活用

校外授業・地域との連携

総合学科の特色を生かした各系列の授業
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○｢鍛えて、ほめて、子どもの可能性を伸ばす｣を
コンセプトに分かる授業、楽しい授業を通して

基礎・基本の習得を徹底する。（鍛ほめ福岡メソッドの展開）

○ＩＣＴの活用とアクティブラーニングの推進

に取り組み、教職員の意識と授業力の向上を図る。
（指導内容・指導方法の研究、研究授業・生徒による
授業評価の実施）

○自学自習の態度を育成する。（家庭学習の習慣化）
○ＣＴ（チャレンジタイム）による学び直しの徹底
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校章   校訓 育徳 

       校風 「文武両道」「質実剛健」 

あらゆる教育活動で、アクティブラーニングを実践 

次世代のリーダーを育成します！ 

目指す生徒像 

① 品位を備え、人としての良い行いができる生徒 

② 確かな学力を身につけた生徒 

③ 志を高く持ち、挑戦を厭わない、心身ともに逞しい生徒 

 

 

      育徳アクティブラーナーを目指します！ 

（自ら課題を発見し、協働して解決し、学びを楽しむ人） 

・わかりやすい授業の構築 ・英語・数学における習熟度別授業の実施 ・観点別評価の活用                                                                

 

① コミュニケーション能力育成のための場の設定        ②ICTを活用した、分かりやすい、深まりのある授業 

 

     

 

（ 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 び を 授 業 で 心 掛 け ま す ）               
③グループワークを取り入れた協働学習          ④習熟度別授業の実施 

 

                           
               

91



Fukuoka Prefectural KANDA Technical High School 

ものづくりのスペシャリストを育てる 

福岡県立苅田工業高等学校 
教育目標：校訓である「誠実･努力･規律」を根幹に、志と自律心･思いやりの心をもち､自ら意欲的に学

び､たくましく生きる力を身に付けさせ、創造性豊かな有能な技術者として、未来の地域産

業を支えるスペシャリストの育成 

 目指す生徒像          □ 目指す教師像 

 授業改善の方向性（「主体性」「感じる」「学びの活用」「課題解決」を意識した教育活動） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研修熱心で深い専門性を有し、高い指導力を備えてい

る教師 

・生徒の良さを見いだし成長させようと、情熱と愛情を

持って生徒に対応できる教師 

・「生徒の出番」と「教師の出番」を理解し、指導できる

教師 

・規範意識と基本的生活習慣の確立した、工業高校生と
しての誇りと使命を自覚している生徒 

・志をもって主体的に学び、リーダーシップを発揮し、
課題発見・解決する生徒 

・自分を信じ、創造性をもって忍耐強く、チャレンジす
る生徒 

・多様性を受け入れ、他者と共感し、思いやりを持ち、
意思の疎通を図れる生徒 

◎学びの質を高めるための授業を展開し、確かな学力の育成 

・学んだことを活用し、自らの課題を解決する教育活動 

・旺盛な好奇心と創造力をかきたてる学習活動 

・「ものづくり」への興味・関心を育てる工業教育 

・「鍛ほめ福岡メソッド」を取り入れた教育活動 

Do 

◎生徒の実態を踏まえた指導目標や指導計画の設定 

・年間指導計画・評価計画の作成 

・各単元（題材）の目標の設定 

・各単元（題材）の評価規準等の設定 

・単元指導計画（評価計画を含む）や学習指導案の作成 

◎授業計画に生かす改善策の検討 

・授業参観票に基づく授業改善 

・個に応じた課題や指導法の改善 

・指導計画や評価規準等の改善 

Action 

Plan 

◎学習内容の定着度の評価 

・小テスト、定期考査による評価 

・基礎学力診断テストによる基礎・基本の定着度の評価 

・高等学校工業基礎学力テストによる専門知識の定着度の評価 

◎教職員のスキル継承と、教育力･指導力の向上 

・校内マイスターを活用したものづくりスキルの向上 

・アクティブ･ラーニングとＩＣＴ実践能力の向上 

・校内外の研修やＯＪＴ等による教職員の学習指導力の向上 

Check 
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ここにコラムタイトルが入ります

授業改善の取り組み

1. 英語、数学の少人数習熟度別授業
「英語に強い門司学園」の実現

2. 中高合同教科会議で６年間の見通しを中高の職員で共有
3. 年二回の授業アンケートの実施

英語教育の取り組み

English Cafe

授業実践・改善

English Speech Contest

国語公民

数学 理科

現代社会の諸問題に
参画する姿勢を育む

問題演習を通して深
い理解へ誘う

科学的思考に基づいて
論理的に物事を考える力を養う

筆者の世界観を掘り下げることで
表現力を育成

グローバル化が進む現代社会に通用する語学力を
育成するために、２年生全員を対象に実施。１人に
つき４～５回、スピーチ文の添削を行っている。

コミュニケーション力向上のため、
他校のALTの先生をお招きし、
ランチを取りながら楽しく英会話。

授業始めの時事問題に関する「３分間スピーチ」 『山月記』のCMを制作

グループで協力して入試問題にチャレンジ 実験の結果から反応速度を決める要因を考察
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門司

ＡＰ(アドミッションポリシー)
：本校が求める生徒像

・溌剌として礼儀正しく、明るく爽やかな生徒
・自主的・意欲的で真摯な態度で学習できる生徒
・高い志を持ち、その実現のために努力する生徒

ＣＰ（カリキュラムポリシー）
：本校が展開する教育活動

・難しい課題や目標を設定させ、達成のために努力させる

教育活動
・自主的、自律的な態度及び豊かな心を涵養する教育活動

ＤＰ（ディプロマポリシー）
：本校を卒業するまでに付けさせる力

・目標実現のために全力を尽くす姿勢、困難を解決する

柔軟性・忍耐力・体力
・主体的に社会の形成に参画する態度、自他を大切に
する豊かな人間性

※門司大翔館高等学校では上記の３つの魂（policy） を職員全員で共有し、日々 等に取り組んでいます。

選択制・少人数制学習/幅広い科目と弾力的な講座の開講/単位認定の弾力化
年次縦断型「総合的な学習の時間」、「総合的な探究の時間」

福岡県立門司大翔館高等学校「新たな学びプロジェクト」

【校 訓】立志勤勉 自主創造 誠敬忍耐

門司大翔館高等学校での『主体的・対話的な深い学び』実践事例

学習目標－「羅生門」という作品を通して自分の感じたことや考えたことをまとめ、それを効果的に表現する。

１年次『国語総合』

課 題－中学生に対して「羅生門」の魅力を伝えるとともに、出身中学校の図書館に飾ってもらえるような
ポップを作る。

Admission Policy

Curriculum Policy

Diploma Policy

ポップ作り

グループ内評価

グループ代表作掲示①

グループ代表作掲示②

グループ代表作掲示③

グループ代表作評価

優秀作選出（投票）

優秀作ラミネート

中学校へ
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福岡県立小倉南高等学校 

「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った 

授業改善の取組について 

    １ 学校紹介 
ア） 本校の沿革 今年度 114 年目を迎える伝統校・全日制普通科 1・2 年５クラス、3 年６クラス 

イ） 昨年度まで 3 年間、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善に取り組んできた反省を踏まえて、

今年度さらなる改善を図っている 

ウ）   本校の進路実績について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ２ 1 年数学科における授業改善の取組  
ア） 授業改善にいたるまでの経緯 

ａ）数学をあきらめる生徒を一人もいないようにしたい 

ｂ）クラスの生徒同士が協力して、カバーし合うことにより連帯感を育成し、成績の向上につなげたい 

           イ） 具体的な取り組み内容 

ａ）Math プリ（毎日課題）の定着。初め 2 週間は中学の計算復習、それ以降は既習分野のローテーション 

ｂ）授業は教科書を利用した、プリント学習で行なう。適宜教える順序や教え方を相談し統一する 

ｃ）Math プリを朝課外前に配付することで、休み時間や授業内容が終わった生徒は相談しながら取り組む 

ｄ）授業中の流れ「自分で考える→相談する→理解する→再び自分で考える→最後に振り返る」 

 本時で用いる公式等の確認     まずは問題を各自考える     その後自由に席を移動し質問     自席に戻って再び考える 

 

ウ） 生徒に対するアンケート結果と成績推移（H31&R1 年度 1 年第 1 回＆第 2 回スタディーサポート結果より） 

 

 

 

 

 

 

 

                           ※4 月から数学成績の上位層が増え、下位層が減少 

           エ） アンケート結果に対する生徒へのフィードバックとリフレクション 

a）生徒自身の授業や課題等、数学学習を振り替えるアンケートを定期的に実施、生徒にフィードバックする 

その結果については、担当者間で共有し、会議を持つことで常に授業改善を図っている 

b）授業の初め１０分程度を使って、既習の内容の定着を確認するリフレクションテストを実施 

 

項目 ４月 ９月 上昇率 全国平均 

数学が得意だ 19.9% 26.1% 6.2% 28.6% 

数学の宿題は必ず行なう 88.0% 91.0% 3.0% 82.0% 

数学の授業の予習は必ず行う 40.0% 82.4% 42.4% 70.1% 

授業中 確認質問を必ず行なう 45.5% 91.0% 45.5% 88.6% 

  ４月 ９月 
４月から

の比較 

Ａ２以上 １８人 ２５人 ＋７人 

Ａ３～Ｂ２ １０７人 １２２人 ＋１５人 

Ｂ１以下 ７５人 ５３人 －２２人 
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○マーケティング分野（全学年）

令和元年度福岡県立学校 「新たな学びプロジェクト」 地区版実践発表会

福岡県立小倉商業高等学校

地域から依頼のあったイベ
ント（小倉城 竹あかり）を
新たな学びの場として活用。
「総合的な探究の時間」の
中で紹介したところ、２０
０名を超える生徒がボラン
ティアに参加。体験を通し
て世代を超えた繫がりの大
切さを学ぶとともに、地域
から学ぶ意味を学びました。

SDGsを自分ごと化する
ために、国連・各省庁で
も実施されたSDGs（持
続可能な開発目標）を理
解するツール、イマココ
ラボの「2030SDGs」
を１年生全てのクラスで
同時実施。
県立学校６クラス規模で
の実施は福岡初の試み。

倉商100年の輝きを次の世紀へ 社会人基礎力を育てます

マーケティングの世界では
何が起きているのか？
商業科目を連携し、急激に
変化するビジネスの最新の
事例を教材化。
地域ビジネスを創造するビ
ジネスパーソンを招き、ビ
ジネスを俯瞰する力、体系
的・構造的に捉える力の育
成を推進しています。

マーケティング分野で学ん
だことを教科・科目とコラ
ボレーション。教科・科目
を繋ぐキーワードは「自分
ごと」。
学びの連鎖を通して、社会
の変容を多面的に捉え、課
題解決に主体的に行動する
“未来人財”の育成に取り組
んでいます。

○「総合的な探究の時間」（第１学年）

１年間（３５時間）を通して、探究型の学びを身に付けると
ともに、課題解決型の学びを推進しています。
１学期は世界の課題→日本の課題→福岡の課題→北九州の課
題へと掘り下げていくことで、課題をマクロに、ミクロに捉
えるための方法を学びます。
２学期は世界の共通言語になりつつあるSDGs（持続可能な開
発のための目標：2030アジェンダ）をテーマに、まち・ひ
と・しごと創生（地域創生）に取り組む本気の大人を招聘し、
課題解決の方法、チームビルディング、問いの立てかたを学
びます。
３学期は商業高校生として、１・２学期の学びを礎に、ま
ち・ひと・しごと創生（地域創生）に向けたアイデア創出を
行うことで、何ができるようになったか、何になりたいかを
より明確にしながらキャリア発達を促していきます。
地域に多くの生徒が残る学校だからこそ、「総合的な探究の
時間」をカリキュラム・マネジメントの扇の要として位置付
け、アップデートを重ねていきます。

学たな学びへのチャレンジ

マーケティング分野 ×「総合的な探究の時間」= 無限大
学たな学びへのチャレンジ

多面的な評価への試行 深い理解を促し、
学びに向かう力
をみとるため、
「解」が複数あ
る問いを通して、
一人ひとりの本
質的な理解度を
測るように、考
査問題を改善。
新しい評価のか
たち、カリキュ
ラム・マネジメ
ントの重要性を
再確認する機会
へと広がってい
ます。

地域とともにある学校（地域協働）

マーケティングの世界では
何が起きているのか？
商業科目を連携し、急激に
変化するビジネスの最新の
事例を教材化。地域ビジネ
スを創造するビジネスパー
ソンを招き、ビジネスを俯
瞰する力、体系的・構造的
に捉える力の育成を推進し
ています。
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福岡県立小倉高等学校

令和元年度福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」 主体的・対話的で深い学びの実現のために学校で取り組んでいる工夫や先進的な授業について

▽学校設定教科「探究活動」の科目として
「課題研究Ⅰ」「課題研究Ⅱ」を開設。

▽「課題研究Ⅰ」：第１学年 １単位
地域（北九州）が抱える課題を発見。
情報の収集、データ処理・分析、まとめ。
探究活動を行うための基本的スキル
を習得。

▽「課題研究Ⅱ」：第２学年 １単位
１５程度のゼミに分かれて探究活動。
自らテーマを設定、観察、実験、調査、
データ処理・分析、まとめ。
テーマの設定～実験デザインについて、
担当教員と実現可能性や妥当性に
ついて討議を重ねる。

探究活動の概要

高い志を持ち、リーダーシップを発揮する
科学者の育成

①課題解決型学習などアクティブ・ラーニン
グの積極的な導入
②全生徒が課題研究活動を実施
③SS研究会（科学部・生物部）において高
度な研究活動を実施

ＳＳＨ事業目標 ※指定３期目（１５年目）

今後の課題等

□ 実施形態
・第１学年からゼミ形式（生徒の興味に合わせて）

・第１学年はクラス単位（探究活動について導入）

・教員１人あたり生徒２０名程度の指導（ゼミ導入の場合）

課題研究Ⅰ
水事業タウンミーティング

イマ―ジョン教育指定校（H28年度）

課題研究Ⅰシントレ講座
●NASAコンセンサスゲーム
◆SIMULATON福岡2030

課題研究Ⅱ（食育ゼミ）
ＪＡ北九市民農園
キャリア教育支援機構

課題研究Ⅱ（体育ゼミ）
小倉中央小学校

課題研究Ⅱ 夏のユメカツ
各ＨＲ担任・副任

課題研究Ⅱ（経済・経営ゼミ）※３年次の自主的な活動

文化祭展示・フェアトレードの実践

課題研究Ⅰ（課題発見・考察）
地域の企業・大学・各種施設を訪問。各ＨＲ担任・副任

エコタウン
北九州市環境局

魚町商店街
北九州市立大学

車イスバスケ体験
北九州市立大学食ロス解消への活動

北九州市立大学

★市役所・大学・企業との連携

「社会に開かれた学校」「地域社会のハブ」となり、学校及
び地域社会を活性化する、という職員間共通認識が育まれ
た。

★社会貢献の様々な形を理解し、自身の進路の方向性を
定めるために

社会科見学・体験のみの行事で終わらせず、１年を通して
「探究」する。その経験から学んだことを教員との対話により
一層深めていく。

ＳＳＨ指定期間継続により学習プログラムを改善

□夏季休業中の自
主的な活動をクラ
ス内で共有する。

□コンテスト、ボラ
ンティア、一日体験、
大学のオープン
キャンパス等に積
極的に参加できた。

■自身の進路につ
いて考え、さらにク
ラスメートから進路
について刺激を受
ける効果があった。

□経済活動につい
て調べ、自らも参
加できる社会貢献
について探究した。

□一年間の探究を
通じて、多くの人に
協力と賛同を得る
ための一環として、
文化祭で展示・実
践した。

■自身の進路の方
向性について深く
考え、自分の事と
して捉え、行動でき
るきっかけとなった。

□北九州市の水事
業について調べ、
地域社会および国
際貢献について探
究した。

□一年間の探究を
通じて、北九州が
誇る産業や技術に
誇りを持ち、大人
相手にプレゼンで
きるようになった。

■自身のキャリア
を形成する機会と
とらえ、その活動を
評価される進学先
を検討するきっか
けとなった。

○１年（４月～５月）

アイスブレイクとして実施。班
員のコンセンサスを得る議論
をする。

○宇宙飛行士が月に持って
いく道具として優先順位の高
いものを選ぶシミュレーショ
ンゲーム。

●指導にあたる教員及び体
験した生徒には好評。ＰＢＬ
の入門としても使いやすい学
習プログラムとなっている。

◇１年（１０月～１１月）

立場の違いを踏まえつつ、よ
り合理的な市政を高校生の
視点で考え、実現可能性に
ついて議論する。

◇市役所の各部署に分かれ、
予算の使い方とその効果・未
来の北九州像を実現するこ
とを念頭に模擬議会を開き、
議論を戦わせる体験する。

◆教員の準備・研修に１～２
時間の準備が必要。白熱し
た議論となる。自分の事とし
て思考することができる。

□イマ―ジョン教育研究指定校とな
り、理科・生物での研究授業を実施。

■ＥＡＳによる授業の進め方は生徒
との対話に重点が置かれていた。

■物理、数学、地歴、音楽、体育等
の他教科・科目にもＥＡＳやＡＬＴとと
もに展開される授業が企画されるよ
うになった。

総合的な探究の時間・新カリキュラムへの対応
□ 課題研究ⅠⅡの学習プログラムから、「総探」へ
（ＳＳＨ事業の学習プログラム開発の熱意を継承）

□ 主体的・対話的で深い学び実現のための授業と行事の企画
（生徒の深い学びにつながる「しかけ」を職員間で情報共有）

取組み・工夫・改善した点

在校生代表 卒業生

ＳＳＨ講演会（Ｒ１年度）
卒業生からのメッセージ（第１部）
在校生代表とのセッション（第２部）

教
員
司
会
進
行

□全校生徒参加の講演会。
テーマ「高校生は今、何を学ぶべきか？」
第１部：卒業生からのメッセージ
第２部：在校生代表の質疑と卒業生の回答
第３部：ＨＲ担任による振返り

□生徒の多様な進路の方向性について議論で
きるように、講師は理系２名、文系２名。

□ワークシートを生徒に配布。

心に留まった言葉や考えさせられたことをメモ
する（インプット作業）。

□第３部で生徒間で意見交換（アウトプット作業）。
教員からのまとめ。

■講演会は生徒との対話に重点を置いて進行。

■自分の事として、自らの進路について語る貴
重な機会となった。

卒業生との座談会（放課後）

□ 探究活動にかかる予算
・生徒自己負担（引率教員の旅費は？）

□ 職員間の情報共有
・研究授業（見どころのアナウンス）

・授業参観週間（自由に授業を参観できる期間の設定）
□ 対話的な授業を補助する教具
・まなボード、プロジェクター等99



●未来を切り拓くスペシャリストの育成 ●心技体のバランスのとれた成長

●技術立国日本の次代を担う人材の育成 ●グローバル人材の育成

主体的・対話的で深い学びへの取り組み

はばたけ 未来へ チャレンジ 技術創造 飛び出せ 世界へ

●旺盛な学習意欲と、本校での明確な目的意識を持つ生徒

●「工業」でのものづくり活動に、自己の人生の喜びを見出すことのできる生徒

・本年度全教室にプロジェクターを設置し、

ＩＣＴを活用した授業に対応

・校内で生徒が保持している個人アカウントと電

子黒板をネットワークでク上でつなぎ、生徒が

作成した電子データを授業で活用

□授業改善へ学校全体としての取組 □今後の課題

・学校共通のフィードバックシートを作成し、公

開授業、研究授業で活用。

・指導案や教材をデータベース化して、どの教科

でも共有できるようにする。

□授業実践例

国語科 小説「羅生門」について学
んだ後に、その続編を「続・
羅生門」として生徒が作成。
生徒達の創作意欲を掻き立て、
想像力を育み、独創的な作品
がたくさん生まれている。出
来上がった作品は発表され、
生徒は気に入った作品の感想
を書きます。

英語科 授業で学習したプレゼン
テーションで使われる表現を
用いて実際に生徒がプレゼン
テーションを行う。題材は生
徒が見つけ、ＡＬＴによる英
文添削の後に、電子黒板を用
いて発表する。生徒のＩＣＴ
活用や、プレゼンテーション
能力の向上につながっている。

工業科 授業や実習で学習した知識
や技術を、体育大会のパネル
の電飾の作成に生かしている。
大会の数か月前から生徒同士
で話し合いながらパネルの企
画、設計から配線、設置まで
行い、試行錯誤を繰り返しな
がら、まさに主体的・対話的
な学びを経験している。

家庭科 ミシンや調理の実習では、
事前に実際の作業の様子をス
ライド上の画像や動画で生徒
に見せている。全生徒に効率
良く、かつ視覚にうったえる
ことができるので、生徒は完
成を容易にイメージでき、以
前に比べると作業効率が劇的
に向上した。100



　

　

　

・主体的に学び続ける力

・他者と協働する力

・社会と関わる力

（現代文）ＡＬにより思考を深める

現代社会　政治・経済

・ＩＣＴの活用
・アクティブラーニングの推進

　多面的・多角的に考察したり、表現する力を育成
　　ビジュアル化 → 思考の整理

（古典）ICTを活用し作品理解を深める

話し合い・教え合い → 主体的な学び

自然地理の学習を重視

近現代史の学習を重視

日本史　世界史　地理

日本・世界の動向の考察

社会の在り方、生き方の探求

英 語

数 学

地歴・公民国 語

福岡県立小倉西高等学校
育成したい資質・能力

授業改善
鍛ほめ福岡メソッド

公開授業週間（年間合計４週間）

研究授業・他校授業視察

・生徒による授業評価

・観点別評価の推進

校

訓
強
く

正
し
く

美
は
し
く

校内組織

経営企画会議

運営委員会

職員会議

教科会議

育成したい資質・能力

保健体育

情 報

四技能の力の養成

コミュニケーション能力の育成

音読・暗唱の徹底

英問英答中心・英語による授業

ICTの活用

ALの充実

リスニング・多読力の強化

☆ 数学的な見方やものの考え方の育成

☆ 論理的な思考力や表現力の育成

☆ 創造性の基礎を培う

目

標

● 自分で考え・自分で解く

● 「どのようにして解くか」より「なぜそ

のように解くか」を考えさせる

● アウトプット（記述や説明）の機会を

大切に

● 先を見通す力を養う

知識及び技能

思考力、判断力、表現力

学びに向かう力、人間性

ICTの活用

指導形態の工夫

理 科
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教育目標

基盤となる「体力（健康）」「学力（英知）」「豊かな心（情操）」
と将来にわたって貫くための「志（フロンティアスピリッツ）」の育成

・課題解決に必要な思考力・判断力・表現力の育成

・主体的に学習に取り組む態度を養う

・個性を生かし多様な人々と協働する

主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善

ICTの活用

要点の明確化（国語、地学、物理）
動画を活用した技能指導（体育）
視聴覚教材の活用（国語）

プレゼンテーション
・要約発表（国語）
・グループワーク発表
（国語、地理、理科、
英語、総探）

ペアワーク・グループワーク

・音読練習（国語、英語）
・史資料の読み取り（日本史）

・クイズ形式の知識定着（国語、地理、英語）
・学び合いによる理解の深化
（国語、数学、理科、総探）

その他

・小テスト実施による知識の定着
（数学、理科、英語）

・シャドーイングやリピーティング
による４技能の定着（英語）

・継続的補強運動による体力の向上(体育）

体験活動の充実
（教科横断的な資質・能力の育成）

総合的な探求の時間
日本文化体験

インターンシップ
総探発表会

・基礎的・基本的な知識及び技能の定着
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福岡県立戸畑高等学校 

 

 ○生きるための「知識・技能」    ○未知の課題に対応できる「思考力・判断力・表現力」 

 ○生涯にわたって学ぶ意欲      〇伝統と文化の尊重、我が国と郷土を愛し、国際社会の平和と発展に寄与する力 

育成を目指す資質・能力（目指す生徒像） 

本校における授業改善 

原典を読み、作品の魅力を深く探る 

・「羅生門」の原典「今昔物語集」を読み、グループごと   

 に特定の表現効果の違いを協議 

・自分たちの担当した表現効果について別のグループ 

 で発表（ジグソー法）。 

・「羅生門」の魅力について話し合った結果を発表 

授業実践 国語総合 

ジグソー法を用いたグループワーク 

・グループごとに異なるテーマで討議 

・発表役１人はその場で発表 発表役以外は他グループの発 

  表を聞く 

・他のグループの内容と自分たちの内容を弁証法的に統合 

授業実践 英語 

テストの出題者になってみよう！ 

教科書やノートを見直しながら、重要キーワードについて問

う一問一答の問題を作成し、出題しあう。 

授業実践 現代社会 

生活力をつける調理実習 

 

・毎回グループの組み合わせ  

 を変え、様々な役割分担を 

 体験させる調理実習 

・「弁当の日」を実施 

・最後に一汁三菜の自由献立 

 実習を行う 

授業実践 家庭基礎 

（何ができるようになるか） 

・健康的な食生活を送るための自炊力 

・よりよいものを共に創出しようとする協調性 

（今後の課題） 

使う食材や調理法に偏りが出ないよう、適切な助言を

与える 

タブレットを活用した運動の分析 

・タブレットに保存した放物運動をコマ送り機能などを利  

 用して分析する。 

・分析をグループで討議し、結 

 果・考察をまとめ、公式等の 

 導出につなげる。 

授業実践 物理 

（何ができるようになるか） 

・身の回りの物理現象を様々な視点で捉える 

・複雑に見える運動も基本事項の組み合わせ 

  せで説明できる 

 

（今後の課題） 

 入試に対応できる実力の養成に結びつける 

（何ができるようになるか） 

・読み比べ活動を通して、内容や表現の仕方につい 

 て評価したり、書き手の意図をとらえたりすること 

・課題解決のための根拠に基づいた考え方 

・複数の材料を集約して、さらに考えを深めること 

 

（今後の課題） 

複数の文章の読み比べを、評論や他の小説でも積 

極的に行う 

（何ができるようになるか） 

・４技能５領域のすべてをバランス良く伸ばす 

 

（今後の課題） 

・生徒がより積極的に活動するような評価体制の確立 

 （ルーブリックの作成） 

（何ができるようになるか） 

・情報収集能力の向上 

・キーワードの背景や他の事象との相関関係を学ぶ 

・コミュニケーション能力の向上と伝える力の向上 

 

（今後の課題） 

資料・統計を用いた作問、出題活動の検討 

・グループ別に研究テーマを設定し、課題研究 

 を行う 

・北九州市内の企業・施設や大学に出向いての 

 インタビュー調査、校内の機器や身近なものを 

 利用した実験 

今年度研究テーマ

例 

・ふるさと納税で北

九州市を活性化！ 

・植物と音楽の関係        

                                        

                    （ボン・ジョーノ地区での街路樹調査） 

AceProglam（総合的な探究の時間） 

（何ができるようになるか） 

・課題発見能力の向上と深い考察力 

・グループ活動やフィールドワークを通じたコミュ 

 ニケーション能力の向上 

・プレゼンテーション能力の向上 

 

（今後の課題） 

・生徒の研究を適切に評価する評価基準の策定 

・研究を指導する際の教員の専門性 

→外部の施設、人材との連携の必要性 

HOW型の授業からWHY型の授業への転換 

「なぜこうするのか、こうなるのか」について、内容の理

解を確認するため、他者に説明する場面を多く設定、

思考力・判断力・表現力の育成に努める 

授業実践 数学 

（何ができるようになるか） 

・熟考し、自分の考えをもつことができる（思考力） 

・他者の考えと比較しながら自らの学びを振り返ること

ができる（判断力） 

・他者に自分の考えを分かるように伝えることができ

る（表現力） 

（今後の課題） 

共通テストに向けた更なる作問・発問等の研究 

目標 

生徒に主体的・対話的で深い学びを進め、実践的な英語力を身につけさ

せるとともに、生徒の「思考力・判断力・表現力」を育成し、グローカルな

生徒を育成する。 

実践例 

著作権（社会と情報） 

漢詩の鑑賞（国語総合） 

光の屈折と散乱（物理） 

生命倫理（倫理）   など 

（何ができるようになるか） 

「英語で学習するのがとても楽しかった」 

「もっと英語を学習して英語で発言できるようになりたい」 

 

 

   学ぶ意欲の一層の喚起と論理的思考力の伸長 

 

（今後の課題） 

 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた、継続  

 的かつ計画的なイマージョン授業の実施 

 

英語イマージョン授業 

 
・高校教育課や教育センター指導主事など外部講師を招聘した研究授業の実施    

・生徒の主体的で深い学びを促す評価規準（ルーブリック）の作成、実施 

授業改善を促す取組と課題 

校訓 

自主・調和 
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～「北九州一円の産業界の発展に寄与する工業人の育成」～

≪建築科≫

≪電気科≫

≪各学科に共通する各教科≫

≪情報技術科≫

・ＩＣＴ教材を活用し実習と相互理解できる授業の実施

教材の視覚化を図り座学と実習を関連させて相互理解を深める。

・ＡＬの視点を取り入れた授業の実施

授業の中での協働化を促し、お互いを尊重し合いながら理解を深める。

≪全科共通目標≫
○全科代表者によるALの視点を取り入れた

研究授業の実施

○年２回の授業公開月間の実施

○生徒による授業評価の実施と

結果を踏まえた授業改善

ＡＬの視点に立った基本的な知識・技術の習得

○ 自主設計等
➡「課題解決の能力」・「創造力」・「表現力」の醸成

○ 外部講師との連携
➡ 応用的知識を活かした実践的な「専門的知識と技術の向上」

◯ＩＣＴや実習装置などを活用し、
実習と連携した授業

◯ＡＬの視点を取り入れたペア学習や
グループ学習を行い協働化を促す授業

◯グループ内やクラス全体で発表の場
面を設け、表現力を育む授業

令和元年度重点目標：「わかる授業、規律ある授業」

○ 基礎学力の定着と表現力の向上を目指

したグループ活動

○ 自己評価による学習状況の客観的把握

○アウトプット活動に重点を置いた指導
とパフォーマンステストの実施（英語）
○学習アプリを用いた自学の促進

○ 教科横断的な学習
○ 就職活動に結びつく実践的指導

≪機械科≫

○ものづくりに対し機械技術者としての自覚と誇りを持ち、

仲間を大切にする、元気で規範意識の高い生徒を育成する。

○ ALの視点に立った授業改善。（グループ学習を取り入れる）

判断・表現（教え合い）

知識・技能・理解・表現の集
大成として、グループ内で問
を出し合う

活用例（まとめ）
解答の確認

本時の学習目標の確認と活用
例で納得と忘れ防止を工夫

表現
（解き方解説）

知識（聞く） 知識（見る） 知識（記録） 技能（演習）
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埼玉県は平成２２年度より県内すべての高校で東京大学 

（CoREF）と連携した「協調学習」による授業研究に 

取り組んでいる。５年間の取組経験を持ち、授業事例の 

開発等、多くの実践による蓄積があり、アクティブラー 

ニングを推進する上で効率的かつ効果的と判断し、本校 

では埼玉県の取組に学び、東京大学（CoREF）の「協調 

学習」を推進することで授業改革に取り組むことにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジグソー法による授業展開 協調学習及び知識構成型ジグソー法とは 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視察 
 
平成２６・２７年度 
  埼玉県立戸田翔陽高校 
  埼玉県立所沢北高校 
  埼玉県立大宮高校 
  埼玉県立越ヶ谷高校 
  神奈川県立藤沢清流高校 
※埼玉県教育委員会や東京大学 
 主催のシンポジウムにも参加 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 

 「協調学習」勉強会 

平成２７年度 

 「協調学習」授業体験 

 県教育センター指導主事による研修会 

 全職員指導案作成  

平成２６年～令和元年 

 研究授業実施 

校内研修 
 

現 在 
  ・日々の授業での活用 

   

  ・総合的な探究（学習）の時間 

   （キャリア教育等）での活用 

     

  ・その他のＡＬ型授業の実践 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開授業 及び 実践報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京大学 CoREF(大学発教育支援コンソーシアム推進機構)との連携 

平成２７年 公開授業  

  ５教科（国、数、社、理、英）で 

  研究授業を実施 

<講義>      「一人ひとりの学ぶ力を引き出す授業のデザイン」 

<ワークショップ> 「授業デザインの改善」 

東京大学 大学総合教育研究センターCoREF 特任教授 齋藤 萌木 先生 

平成２８年 公開授業  

  埼玉県のマイスター教員 

  （数、英）による授業を参観 

癸生川 大 先生（さいたま市立浦和高校）      山田 翔一郎 先生（埼玉県立熊谷高校） 

 

<講義>  「知識構成型ジグソー法について」 

東京大学 大学総合教育研究センターCoREF 協力研究員 堀 尚人 先生 

平成２９年 公開授業及び実践報告  

  県教育センターのキャリアアップ研修にて 

  数、国の研究授業と実践報告を実施 

平成３０年  

  初任者研修の教科研修として 

  知識構成型ジグソー法を導入 

   

令和元年  

  ＡＬ型授業における評価方法及び 

  協調学習の効果についての検討 
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福岡県立若松商業高等学校 

「新たな学びプロジェクト」地区版実践発表会 

ＡＰ（アドミッションポリシー）：本校が求める生徒像 
・商業教育を通して主体的に自己管理（セルフマネジメント）ができる生徒 

・コミュニケーション力を身につけ新しい発想を持ってビジネスに対応できる生徒 

ＣＰ（カリキュラムポリシー）：本校が展開する教育活動 
・生徒に寄り添う面倒見のよい指導 

・本物体験によるわかる授業 

・地域社会との開かれた連携 

ＤＰ（ディプロマポリシー）：本校を卒業するまでに身につけさせる力 
・「鍛ほめ福岡メソッド」を踏まえ、卒業までに次の３点を身につけさせる。 

   ① 人間力  ② ビジネス瞬発力  ③ 社会人としてのマナー 

<本校の将来ビジョン> 
 
・商業教育を通して超スマート
社会で生き抜く力を身につけ
させるため、ＳＤＧｓ目標達
成を目指す 

 
・地域社会に信頼され貢献する
社会人を育てる学校 

分かる授業 

・バディー制 

・教え合い高め合う 

・コミュニケーション能力の育成 

地域との連携 

３年課題研究 

・リップ開発（ＦＩＬＴＯＭ） 

 ・シフォンケーキ（辻利茶舗） 

ＳＤＧｓの取組 

質の高い教育をみんなに 

・キッズチャレンジ 

・出前授業 

海の豊かさを守る 

シャボン玉石けん 
パートナーシップで目標を 

達成しよう 

・商品開発 
住み続けられるまちづくりを 

北九州銀行 
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      ≪ 教育目標 ≫                          ≪ 校訓 ≫ 

     真理を探究する精神を養う                誠 千萬の教のもととまもれ人誠ひとつのひとすじの道 

    自主的な精神と情操を高める態度を養う    鏡 朝夕に磨けとてこそ仰ぐなれ心の鏡くもりなきまで 

 

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

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 

 

                  Challenge 学びの新たな展開として、複数の教科・科目が一つのテーマをもとに 

                    それぞれ別の視点からアプローチし、それを体系化することで、これ 

までにない授業に取り組んでいます。 
（本年度実施例一部抜粋） 

●「古典『人虎伝』との比較から見る小説『山月記』」（古典＋現代文） ●「科学と対数」（生物＋英語） 
●「宇宙農業について考える」（英語＋生物）             ●「天体と神話」（英語＋化学） 

●「科学と対数」（数学＋英語＋生物）                ●「宇宙探査からわかる地球外生命存在の可能性」（生物＋英語 

●「出生前診断の問題点とその解決策について考える」（国語＋生物） 

 
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。 

 

 

今年度は全ての教員が年間を通して計画的に実践 

（実践例１）                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

（実践例２）                                                                                                                                                                       

「漢文からひもとく中国文化の魅力」 
国語・物理・世界史による授業実践 

福岡県立八幡高等学校 
～はるかな夢を たしかな夢に～ 

 

 

 

【受講した生徒の感想（３年生）】 

普段受けている古典や物理と、今まで受けたことの

ない歴史の授業が、一つの教材を通して学ぶことが

できて、とても面白かった。漢文の背景にも、様々

な分野が関わっていることを知ることができた。

色々な角度から見ることによって、今まで以上に漢

文にも興味を持つことができた。 

 

 

（参観した教師の声＊「乳製品の科学」より） 

・教科科目で学習したことが、生きる上で必要不可欠な「食」という実生活

に直接つながっていることを、体験的に学習できる仕掛けがあった。 

・生物・化学・家庭科を学習する意義を、主体的に理解できていた。 

・全ての教科科目の学習は、過去・現在・未来の社会と、何らかの形で繋が

っており、それを理解することで、生徒の学びの意欲がより高まった。 

 

 

「科 学 と 対 数」 
      生物・数学・英語による授業実践 

【受講した生徒の感想（２年生）】 

私はこの教科横断型授業を受けて、すべての教科 
は相互に関係しあっているということが分かった。 
生物だけ、英語だけと一方向から物事をみるので 
はなく多方面からみることによって、新しい発見が 
できるのではないかなと思った。また、このような 
楽しい授業を受けたい。 
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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
自律 　　敬愛 　　創造

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

令和元年度の教育重点目標

本校が求める生徒像 本校が展開する教育活動

○高い志の育成      キャリア教育の充実、高大接続改革への対応、青年年齢の引き下げに伴う教育の充実
○学力の向上       授業規律の徹底、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善と評価の見直し
○基本的生活習慣の確立  「時を守り、場を清め、礼を正す」を基本とした生活指導の充実、「積極的生徒指導」による教育実践
○豊かな人間性の育成   コミュニケーション能力の育成、人権教育の充実、いじめ撲滅、学校行事の充実、部活動の奨励と活性化
○学校力の向上      機動的な組織運営、校内外職員研修会の充実、カリキュラムマネジメント、働き方改革の推進、体罰の根絶

知性と感性を磨き、創造性豊かで主体的に行動できる生徒
心身を鍛え、何事にも粘り強くチャレンジする生徒

自他の良さを認め、互いに協力し合える生徒

本校を卒業するまでに身に付けさせる力
自分を律し、主体性をもち、社会的に自立できる力

謙虚さを持ち、グローバル化を見据えたコミュニケーション能力
少人数制の習熟度別授業、ＩＣＴを活用した授業、芸術コース

特進クラス、生徒主体の学校行事、外部人材を活用したキャリア教育
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主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善の取組

【これまでの本校生徒によくあった悩み】
○体を動かす実習は好きだけれど、じっと座って先生の話
を聞く授業は苦手･･････

○与えられた課題を終えたら何をしようか･･････

○理解したと思うけれど、どうもそれがうまく説明ができな
い･･････

○やる気はあるのだけれど、何となく自信が持てない･･････

目指す生徒像（国語科）
正確な意思疎通を行うための効果的な表現ができる力や正確に理解する力、それらを支えるに十分な語彙を持ち、未

知の課題に対しても主体的・協働的に取り組む姿勢を備えた生徒

語彙力UP 理解力UP表現力UP

【悩みを受けて改善するポイント】
○生徒が主体的に活動できる場の工夫

→ グループ活動や発表の場を増やす。
○生徒が自分で課題を発見できるようにするための工夫

→ 他の生徒と教え合うことで考えを深めさせる。
○生徒が自分の考えを伝えられるようになるための工夫

→ 口頭で説明させたりレポートを書かせたりする。
語彙を確実に定着させ、活用の仕方を訓練する。

○生徒が自信を持って授業に臨むようになるための工夫
→ 成功体験を何度もさせて、自己存在感を高める。

語彙を増やそうとする意
欲が向上する。

相手に伝わる表現を試行
錯誤したり、上手な表現を
参考にしたりする。

結
果

生徒同士の教え合い・学
び合いが生まれる。

知識の曖昧な語句を用い
て短文を作らせる。

分からない箇所はすぐに
近くの人と相談できる環
境を作る。

自分の考えた文章を発表さ
せ、正しく伝わっているか
他者から意見をもらう。

工
夫
・改
善

こ
れ
ま
で
の
授
業

自分だけでは課題の答え
まではたどり着けそうにな
く、悩んでいる。

授業に消極的になったり、
課題を諦めがちになった
りする。

教科書の音読中に読めな
い漢字があった。でも、一
度先生に教えてもらった
から覚えているだろう。

曖昧にしか覚えていない
ため語彙が定着せず、言
葉を正しく使えない。

課題で作文を書くことになっ
た。伝えたいことはあるがう
まく言葉が繋がらず、どうし
ようか悩んでいる。

文の構成を意識していない
ため単語での表現になりが
ちで、正確に意図が伝わら
ない。

言葉に対する興味が増す。

より適切な言葉を使おうと
する。

自分の言葉で伝える技術
が身につき、表現すること
への考えが深まる。

協力して課題に取り組む
姿勢が生まれる。また、
意見交換により理解が深
まる。

学校の課題と改善点
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 「北九州 SDGｓ探究学習プログラム」＜総合的な探究の時間＞ 

 北九州市 及び 北九州 SDGsクラブと連携して 

SDGs17の目標を視野に入れながらから、北九州市の 

抱えている課題を選びチームで解決策模索する探究活動 

   

＜テーマごとの外部講師による講演会＞    ＜グループでの話し合い＞    ＜SDGｓカードゲーム（北九州市立大と連携）＞     

     

 

 

自分の好きな本を紹介し、誰の本を読みたくなったかを競う取組。 

目的：読書の意欲、また、プレゼンテーション能力を高める。  
 

 

 

＜予選：グループにプレゼン＞  ＜決勝：予選を勝ち残った生徒がクラス全体に＞ 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【探究テーマ】（一部） 

・地球温暖化防止のために私たちができること 

・黒崎祇園の未来について 

・祭イベントと人口流動の関わりについて 

・高齢者の人達を素早く誘導し、安全に避難させるため

にはどうすればいいか？ 

・ハラル対策を広めてイスラム圏からのインバウンドを

増やすには？ 

・どうしたら待機児童が減らせるか? 

・どのようにすれば市内の職場の数が増えるのか？ 

など ７分野、計５５班が自分たちのテーマで探究活動 

「ビブリオバトル」＜総合的な探究の時間＞ 

 

（第１学年）探究プリリサーチ・ポートフォリオ作成 

（第２学年）北九州 SDGs探究プログラム・探究成果発表会 

フィールドワーク先の団体（一部） 

北九州市(危機管理室危機管理課, MICE推進課, 地方創

生推進室,国際政策課,子育て支援課,企画課統計係,

観光課, 門司港レトロ課,環境監視課など) 

福岡県地球温暖化防止活動推進センター,JICA,小倉城, 

わっしょい百万夏まつり振興会, 八幡西区役所イベン

ト担当係,永犬丸西放課後児童クラブ八幡西消防署,福

岡市民防災センター,環境ミュージアム,八幡西警察

署,JR小倉駅,JR黒崎駅               他 多数 

                                 

 

 

＜本校の将来ビジョン＞・高い志をもち、確かな学力、豊かな情操をもつ人間の育成。 

・自ら考え、多様な価値観の人々と協働し、変化に対応できる人材の育成。 

・地域に開かれた地域密着型の学校作り。 

国語科の取組 
 
○グループワーク 

・２年生・古典Ｂの授業で、『大和物語』と『後撰和歌集』の比較に取り組んだ。僧正

遍昭と小野小町の歌について、勅撰和歌集と歌物語の文学的特長を踏まえ、両作品の共

通点と相違点について考察した。 

 

 

 

 

 

○ＩＣＴの活用 

・２年生・現代文Ｂの授業で、記述問題の解答作成プロセスを電子黒板で共有させた。

解答を相互に採点させることで、間違いに気づかせるとともに、正しい文章表現力を

身に付けさせ、記述力を高めさせた。 

・３年生・現代文 B では、生徒のノートを電子黒板に写し出して、生徒にプレゼンさせ

る授業を行った。 

 

   

英語科の取組 

 

○音声を大切にする！ 授業の中で英語を使う体験を！ 

 ・表現をペアで使ってみて、相互にチェックする「基本練習」。 

 ・Show & Tell や ペアでの 1 min. Speech などのスピーキング活動。 

 ・音読で伸ばす「リスニング」の取組。 

ICT の活用で視覚情報と音をつなげる。 

         
＜ペアでの「基本練習」＞ ＜Show & Tell ＞   ＜デジタル教科書を使って＞ 

○ディベートを目標に４技能の総合力を伸ばす。 

 ・Retelling 活動により口頭で要約する力をつける。 

 ・Closed Questions から Open Questions に広げて表現力を伸ばす。  

 ・競技ディベートのルールを教えて、ディベート体験をする。 

             

< グループで Retelling>   ＜Presentation＞   ＜Debate に向けて作戦会議＞ 

 

地歴公民科の取組 
≪日本史 B≫ 

○シンク・ペア・シェアの技法を活用した史料読解活動 

①史料をまずは自力で解釈。  

②ペアでお互いの解釈を説明し合う。 

③全体（またはグループ内）で史料を見ずに顔を上げた状態で史料のポイントを発表。 

※最終的には、自分の言葉としてアウトプットすることを意識しながらインプットする

ことを意識させる。 

≪世界史 A≫ 

○課題を主体的に追究、解決しようとする態度を養う課題解決学習 

①4～5 人の班を編成。 

②単元を貫く学習課題に対して仮説を立案。 

（例）「第二次世界大戦を引き起こした責任が一番重い国はどこだろうか？」 

③教員が準備した新たな視点を取り入れた資料プリントや各自収集してきた資料、教科

書や資料集、過去学んだ授業プリントなどを基に仮説を吟味・検証。 

④毎時間の振り返りとして、各班の考えの修正点をホワイトボードにまとめ、全体発表。 

⑤他の班の仮説と自分の班の仮説との共通点と相違点を比較考察することで、多角的・

多面的に歴史を捉え、仮説を修正、再構築。 

⑥最後の時間で自分たちが構築した歴史解釈を全体発表。   

理科の取組  ○実験を通して理解の深化を図る。 
高校 2 年 理科（物理基礎） 「気柱の共鳴を通して」 

①前時までに、原理を理解する。 

②気柱の共鳴の実験を通して、本当に理論通りのことが起こるか確認させる。        

③確認ができたら、反省点を挙げる。                     

④日常生活のどの部分に応用されているか課題を出す。                             

    

数学科の取組 

○アクティブ・ラーニングの実践 

・授業を、学び合い、教え合いの場に！ 

― 授業中に起立した時は話合い OK。 理解できたら着席して問題を解く。  

・全員が考える授業！ 

    ― 指名して一人が答えるのではなく、全員が声や手を使って一斉に答える。 

・解答の答案を示さない！？ 

― 状況によっては、演習問題はポイントのみを伝えることもある。 

お互いに教え合うことにより、理解している生徒は理解が深まる。 

○ICT 機器の活用について 

・デジタル教科書の活用。 

― 空間図形、サイクロイドなどを視覚的に教えることができる。 

 

    
＜研究授業の様子＞ 

 

みなみちゃん 
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福岡県立東筑高等学校

令和元年12月6日 「新たな学びプロジェクト」ポスター発表

教科横断的な視点でのカリキュラム・マネジメントの実現に向けた
「総合的な探究の時間」の構築
１ SSH事業から「総合的な探究の時間」へ
・ＳＳＨ指定期間 平成２５年度～令和元年度（７年間）
・今年度の課題 2･３年生対象のSSH事業の完成、及び成果の通常教育課程への落とし込み

３「総合的な探究の時間」の具体

探究課題 自然科学
(持続可能な科学技術の発展)

社会科学
(豊かで公正な社会の創造)

人文科学
(人間の心と文化)

講座番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

対応する
進路系統等

理学
工学

理学
医療

理学
農学

理学
情報

法・政治・社会・
経済・経営・商学

教育・生活科学・
体育・芸術

国文・英文 論コミ

対応教科 物理系 化学系 生物系 数学系 社会系 体育・家庭 国語・英語 -

議論会の様子(6月実施)

今年度、新たにカリキュラム・マネジメント班を創設した。1年生の「総合的な探究の時間」
における『論理コミュニケーション』や2年生の「総合的な学習の時間」における『課題研究』
の企画・運営を担当し、論理的な思考力を育成し、探究の方法を体験的に身に付けさせるカリ
キュラムの開発に取り組んでいる。

※論理コミュニケーションについて
「論理コミュニケーション」は論理的な思考力と表現力を身に付ける手法の一つ

で、文章作成に「文章の設計図」を用いる。自己の考えを表現する際に、文章の設
計図に複数の異なる意見を書き出し、それぞれの意見を支える根拠及びその根拠の
証拠となる事例を書いて意見の妥当性を検討し、最終的に意見を一つに絞って文章
に書き起こす、という過程をたどる。「文章の設計図」を獲得した生徒は、直感に
固執せずに、事象を多面的に捉えて深く考察する力と自己の考えを客観的な証拠に
基づいて説得力のある文章として表現する力を身に付けることができる。

４ 新分掌「カリキュラム・マネジメント班」の創設

図 慶応義塾大学主催
「第一回 論理コミュニケーション教育セミナー in 福岡」
於 九州大学箱崎キャンパス,2018年7月21日での配布資料より

課題研究における中間
発表会の様子(9月実施)

「総合的な探究の時間」を軸とした新カリキュラムの構築

１年「論理コミュニケーション」：慶應義塾大学ＳＦＣ研究所の協力のもと実施。
論理的に意見を構築し、論理的に意見を伝える力を付ける。
学年全体で議論会を実施する。

２年 ４月～６月「論コミ」 ：論理的に聴く力をつけ、課題研究のための下地をつくる。
（読解） 文章読解に基づいて意見文を作成し、学年全体で議論会を実施する。

７月～３月 課題研究 ：進路目標、興味関心に応じて以下８つの講座のいずれかに所属し、班単位で研究する。
研究成果は成果発表会（2月に実施）でポスター発表する。

３年 論文（レポート）作成 ：１、２年次の論コミ、課題研究をもとに個人で研究の成果をまとめる

イメージ図

論理コミュニケーション
（意見記述）

１
年

２
年

３
年

論コミ（読解）

課題研究

個人研究

教科
授業

授業の中で出てきた疑問
教科で培った能力

論理的な思考・判断・表現
課題解決能力

論コミや課題研究の知見を生かし
て個人で論文をまとめる。

７月～３月：課題研究及び成果発表会

４月～６月：やや難解な文章を読解
し、意見文を書き、議論会を行う。

２「総合的な探究の時間」Ti（Tochiku innovation) の目標
○探究の見方・考え方を働かせ、人文科学や社会科学、自然科学に関わる高度で横断的な学習を通
して、自己の在り方生き方を考えながら、論理的に課題の解決ができるようにするために、６つの
キー・コンピテンシー（活用能力、挑戦する能力、課題発見能力、コミュニケーション能力、国際
性、創造性）を育成する。

論理コミュニケーションの様子

課題研究における成果発
表会の様子(２月実施)

1年を通じて※論理コミュニケーションの基礎を身に付ける。
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「「「「         」」」」    

    ～～～～    生徒が主体的に学べる授業環境の改善生徒が主体的に学べる授業環境の改善生徒が主体的に学べる授業環境の改善生徒が主体的に学べる授業環境の改善    ～～～～    福岡県立中間高等学校 

    笑顔と感動のある中間高校笑顔と感動のある中間高校笑顔と感動のある中間高校笑顔と感動のある中間高校    ～～～～    授業で育つ授業で育つ授業で育つ授業で育つ    行事で育つ行事で育つ行事で育つ行事で育つ    チームで育つチームで育つチームで育つチームで育つ    ～～～～    

 

 ①ＩＣＴ機器を活用した授業の充実①ＩＣＴ機器を活用した授業の充実①ＩＣＴ機器を活用した授業の充実①ＩＣＴ機器を活用した授業の充実      ②教職員のスキルアップ②教職員のスキルアップ②教職員のスキルアップ②教職員のスキルアップ 

  予定されている大型提示装置の配備を待たず、         校内での研修だけでなく、専門研修や外部研修等の 

   プレゼンデータの共用や使用ソフトの充実を図る。       研修の機会を積極的に生かし、スキルアップを目指す。 

    

本年度重点目標本年度重点目標本年度重点目標本年度重点目標  

 

①言語活動①言語活動①言語活動①言語活動(AL)(AL)(AL)(AL)の充実の充実の充実の充実    
 グループワークやペアワーク 

 による学び合いや対戦形式の 

 ゲームなどの体験的な授業で 

 言語活動の充実言語活動の充実言語活動の充実言語活動の充実を図り、主体 

 的行動がとれるようにする。 

②②②②ICTICTICTICTを活用した授業を活用した授業を活用した授業を活用した授業    
 電子黒板が利用できない場合 

 でも活用できるようにＰＣと 

 プロジェクターを一体式にし 

 たワゴンを作成、準備の手間 

 を省いた。利用頻度は非常に利用頻度は非常に利用頻度は非常に利用頻度は非常に    

    高く高く高く高く、ほぼ毎時間使われている。 

④公開研究授業④公開研究授業④公開研究授業④公開研究授業    
 令和元年11月5日(火)5限に 

 外国語と芸術(音楽)で実施し、  

 本校だけでなく、保護者や 

 中学校・高校教員にも公開 

 して研究授業を実施した。 

 「分かる授業、魅力ある授業分かる授業、魅力ある授業分かる授業、魅力ある授業分かる授業、魅力ある授業」 

 をテーマに研究協議を行い、 

 問題点や今後の課題を共有した。 

今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題    

ＳＤＧｓＳＤＧｓＳＤＧｓＳＤＧｓ    

ゴミの減量化に向けた取組ゴミの減量化に向けた取組ゴミの減量化に向けた取組ゴミの減量化に向けた取組    

持続可能な開発目標で定められた17の目標、169の

ターゲットの内、本校では(12.5)ゴミの発生防止と削

減に学校全体で取り組んでいます。教室やトイレにゴ

ミ箱を置かず、各階共用スペースのみに配置していま

す。ゴミを出さないためには、どうすればよいか、ま

た出す場合はどのようにすべきかを自ら考える気づき自ら考える気づき自ら考える気づき自ら考える気づき

学習学習学習学習の一環として成果をあげています。 

ポスターセッションで発表する１年生 

同じ地域で学ぶ高校生として、おおおお
互いの存在を認めて理解互いの存在を認めて理解互いの存在を認めて理解互いの存在を認めて理解し合い、
親睦を深め、共に生きていく
姿勢を身に付けることを
目的として毎年交
流を深めてい
ます。 

本校の陸上競技部を中心とした運動部
の生徒と地域の小学生のスポーツ

クラブは定期的に交流を行っ
ています。ここでは、異異異異

年齢集団との関わり年齢集団との関わり年齢集団との関わり年齢集団との関わり
方について学ん

でいます。 

地域交流の一環として、イギリス
が発祥のフットパス活動に取り組
んでいます。左図は本校の生徒た
ちを中心に作られた新しい「中間
通谷コース」です。 

また1 ,  2年生は総学・総探で
「地域に学ぶ」と題して北九大の
先生や学生を講師にお招きし、
地域の魅力発見や地域振興地域の魅力発見や地域振興地域の魅力発見や地域振興地域の魅力発見や地域振興に
ついて学んでいます。  

○○○○コミュニケーション能力及び表現力コミュニケーション能力及び表現力コミュニケーション能力及び表現力コミュニケーション能力及び表現力の育成の育成の育成の育成                                ○「○「○「○「主体的・対話的で深い学び主体的・対話的で深い学び主体的・対話的で深い学び主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた」の実現に向けた」の実現に向けた」の実現に向けた能動的な学習態度の育成能動的な学習態度の育成能動的な学習態度の育成能動的な学習態度の育成    

○○○○体験体験体験体験を通じて社会的・職業的自立を育むキャリア教育を通じて社会的・職業的自立を育むキャリア教育を通じて社会的・職業的自立を育むキャリア教育を通じて社会的・職業的自立を育むキャリア教育            ○学校行事等による○学校行事等による○学校行事等による○学校行事等による自己有用感自己有用感自己有用感自己有用感の育成の育成の育成の育成    

○「不易五項目」の指導徹底○「不易五項目」の指導徹底○「不易五項目」の指導徹底○「不易五項目」の指導徹底        ※不易五項目（挨拶の励行、清掃の徹底、ものを大切にする、時間の厳守、話を謙虚に聞く）※不易五項目（挨拶の励行、清掃の徹底、ものを大切にする、時間の厳守、話を謙虚に聞く）※不易五項目（挨拶の励行、清掃の徹底、ものを大切にする、時間の厳守、話を謙虚に聞く）※不易五項目（挨拶の励行、清掃の徹底、ものを大切にする、時間の厳守、話を謙虚に聞く）    

  

③相互授業参観③相互授業参観③相互授業参観③相互授業参観    
 10/7(月)から10/18(金)の
９日間に事前に指定された 
授業を少なくとも１回以上 
相互に参観する。参観後は 
参観メモを提出し、今後の改今後の改今後の改今後の改
善に役立てる善に役立てる善に役立てる善に役立てる。指定した１回
の授業はＩＣＴ機器等を積極
的に活用した授業を行うもの
とする。 
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 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） 

令和元年度 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に指定 
 

○学校経営スーパーバイザー 

 元兼  正浩  氏（九州大学教授）  

○特別支援教育スーパーバイザー 

 本田  康之  氏（本校元特別支援教育就職支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

 

（昨年度からの継続的な取組） 

（１）「遠賀スタイル」の統一 

 ・プレートの活用（クリア・ビジュアル） 

 ・明確な指示（シンプル・クリア） 

 ・ＩＣＴの活用（ビジュアル） 

 ・板書の工夫（ビジュアル） 

（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 

 今年度の取組 

 

（第２回学校経営構築研究地域運営協議会からの助言） 

 ○プレートの使用を日常化させるとともに、プレートの選別に 

  取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 ○授業開始時や終了時のクラス内での動きをマニュアル化・ 

  ルーティン化する。 

 ○求める生徒像（１年後などの近い将来）を明確化し目標化 

  する。 

 ○中学校を視察し、授業のユニバーサルデザイン化をさらに 

  推進する。 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ 

Ｄｏ 

Ｄｏ＆Ｃｈｅｃｋ  今後の改善案・課題 Ａｃｔｉｏｎ 
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福岡県立田川高等学校
令和元年度福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」

～「主体的な学びの土台をつくる『総合的な探究の時間』」～

校訓「水平線上に突起をつくれ」のもと、

生徒たちが主体的に学業・学校行事・部活動に励み、３年間で大きく成長できることを目指しています。
身につけた力を発揮するための思考力、判断力、表現力等を高める「田川アクティブ・ラーニング」と
いう新しい授業の研究・実践に取り組んでいます。

研究概要

平成２７年度から４年間、生徒の主体的・対話的で
深い学びを促す授業に関する研究開発及び実践を行
い、生徒の学びに向かう力の向上や進学実績の飛躍
等、一定の成果を収めることができました。
今年度は、カリキュラムマネジメントの軸となる
「総合的な探究の時間」（以下、総探とする）にお
ける指導方法の研究開発を柱としています。
総探で育成する資質・能力と各教科・科目の授業で
育成する資質・能力が相乗効果を生み、すべての教
育活動において生徒の主体的・対話的で深い学びが
実現できることを目指しています。

ア メインテーマの設定

イ 探究の見方・考え方を習得するための
指導方法の研究・開発

ウ 課題発見力・課題解決能力の評価の研究

今年度の研究内容

総探の取組 授業改善のための取組

新校舎エントランスホール 新校舎図書館

・各教科の授業及び公開授業
ＩＣＴを活かしたアクティブラーニング型
の授業を実施

・教育環境の整備
全教室にＩＣＴ機器を完備
新校舎の施設・設備の工夫
→アクティブラーニングルーム（２教室）など

・探究テーマの設定
各グループ（５～６人程度）で「地域
創生」をテーマに９つのジャンルに分け、
サブテーマを設定

９つのジャンル
教育 スポーツ 観光 自然・環境
都市計画・交通 行事・イベント
特産 人口増加 災害 治安

・テーマ設定の練習、探究の見方・考え方
の習得
・本校創立１００周年記念式典時の
卒業生による講演の内容を熟読

・「AI」「人口減少社会」の２つを
題材にしたビデオ教材を視聴

・フローチャートによるテーマ設定、
KJ法についての学習

Leave your steps over the horizon116



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

自他を大切にし、配慮が

できる人権感覚豊かな生

徒の育成

適切な表現力を身につける
ために、様々な場面で自分
の考えを伝えたり、発表した
りする機会を設定。

グループ活動を通して、他
者の気持ちや考えを尊重
し、協力して課題に取り組
む態度を育成。

教え合い活動による知識の
定着や、相手に合わせた適
切なコミュニケーション能力
の促進。

人間関係や教育環境の中

で、様々な課題に気づき

行動できる生徒の育成

本年度重点目標
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成 果：テスト期間中の休み時間や放課後、生徒同士で教え合ったり、先生に積極的に質問に行く姿勢が多く見られる
ようになった。また、授業中の質問にも鋭さが増し、深く理解しようとする姿勢が見られるようになった。 

       指示を待つ姿勢から、自分で何とかできないかと試行錯誤する姿勢が窺えるようになった。また国家試験全員
合格や公務員試験、大手企業の就職試験合格など目に見えて結果が表れた。 

 
方向性：生徒が「課題が何かを把握できる」「課題を解決しようとする」「課題を解決できる」ことを意識した授業改善

の推進に取り組んでいきたい。 
 

    福 岡 県 立 田 川 科 学 技 術 高 等 学 校 
    地域唯一の専門高校として地域唯一の専門高校として地域唯一の専門高校として地域唯一の専門高校として、、、、社会に貢献できる生徒を育成し、保護者や地域に信頼される学校づくりを行う社会に貢献できる生徒を育成し、保護者や地域に信頼される学校づくりを行う社会に貢献できる生徒を育成し、保護者や地域に信頼される学校づくりを行う社会に貢献できる生徒を育成し、保護者や地域に信頼される学校づくりを行う 

『面 倒 見 の い い 学 校』 
教育目標：教育目標：教育目標：教育目標：校訓である「大志創造・実践自立・和協友愛」を根幹に、未来に向けた夢と進路意識を持

ち、自立心と起業意識を育てる教育を行い、地域の産業や暮らしに学び、広い視野と平和

を愛する豊かな国際感覚を養う教育を行う 

� 土木コース授業改善の方向性（公開授業週間等を利用して土木コース全職員で共有） 
 
 
 
 
 
 
 

� 土木コース授業改善の具体的実践（本校の授業の一例を紹介） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

� 成果と今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

『外部講師の招聘』 
『土木工事見学会』 

 

 ・生徒同士が自由に質問し、
教え合うことで学習の定着を
図る。 

『測量・実習』 

学び合い 

各各各各授業で授業で授業で授業で培った力を培った力を培った力を培った力を「課題研究「課題研究「課題研究「課題研究」・」・」・」・『文化祭『文化祭『文化祭『文化祭展示展示展示展示』』』』・・・・「「「「インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ」」」」の授業の授業の授業の授業でででで発揮！！発揮！！発揮！！発揮！！ 

文化祭展示作品（ダ・ヴィンチ橋） 
釘や接着剤を使わず摩擦力だけで組
み立てたもの 
 

インターンシップ 
国土交通省にて４日間実施 

課題研究（門松製作） 
設計・施工と生徒自身で考え、作品を田
川市役所・⻄日本工業大学に寄贈 

◎学びの質を高めるための授業を展開し、確かな学力の育成 
・学んだことを活用し、自らの課題を解決する教育活動の推進 
・感じ取ることを重視した学習活動の推進 
・「ものづくり」への興味関心を育てる工業教育の推進 
・「鍛ほめ福岡メソッド」を取り入れた教育活動の実践 

◎教職員のスキル継承と、教育力･指導力の向上 
・校内マイスターを活用したものづくりスキル向上 
・アクティブ･ラーニングとＩＣＴ実践能力の向上 
・校内外の研修やＯＪＴ等による教職員の学習指導力の向上 

・外部講師の招聘授業や現場見学会
で普段の授業が実際の現場でどの
ように活用されているのかを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

・班で国家試験の予想問題を作成
し、グループごとに発表し、土木コ
ース全体でシェアする。 

『土木施工』 

グループワーク 
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☞

☞

今日のめあては何か
な？

何か面白そうやね。
やってみたい。

☞

☞
やったら、できるや
ん。
次もやってみたい。

へぇ～。そういう考
え方もあるのか。
確かにその考えなら

分かる。
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＜職員研修会＞

「アクティブ・ラーニングのすすめ」
令和元年８月２８日（水）福岡県教育センター

＜説明＞

毎年、必ず授業改善に関する職員研修を実施しています。本年度は、８月２８日の水曜日、教育セ

ンター教科教育班橋本主任指導主事、産業教育班西島指導主事をお招きして、授業改善に関する

職員研修会を実施しました。

本校は、総合学科高校であるため、多くの授業の中から生徒が選択して授業を行っています。授

業形態も多種多様であり、先生方との意見交換も活発に行うことができました。

特にアクティブラーニング型の授業形態、また、ゴールを見据えた授業内容の工夫等、分かりやす

くご教示いただきました。。

～実際の様子～

＜内容＞

１ 新学習指導要領とＡＬ

２ アクティブ・ラーニング体験（ＡＬをＡＬで学ぶ）

３ 稲築志耕館高校のアクティブ・ラーニング

～説明パワーポイントのシートの一部～

～総合学科～～総合学科～～総合学科～～総合学科～

「立志学」「立志学」「立志学」「立志学」（「産業社会と人間」）（「産業社会と人間」）（「産業社会と人間」）（「産業社会と人間」）
★上級学校訪問・発表会★上級学校訪問・発表会★上級学校訪問・発表会★上級学校訪問・発表会
いろいろな進路先を知るため、９月に短期大学、４年制大学を見学。その後、いろいろな進路先を知るため、９月に短期大学、４年制大学を見学。その後、いろいろな進路先を知るため、９月に短期大学、４年制大学を見学。その後、いろいろな進路先を知るため、９月に短期大学、４年制大学を見学。その後、

①各クラスでグループごとに見学先のまとめをする。大学・短期大学で学んだこと、①各クラスでグループごとに見学先のまとめをする。大学・短期大学で学んだこと、①各クラスでグループごとに見学先のまとめをする。大学・短期大学で学んだこと、①各クラスでグループごとに見学先のまとめをする。大学・短期大学で学んだこと、

新しく知ったことを模造紙にまとめて、グループごとに発表する。新しく知ったことを模造紙にまとめて、グループごとに発表する。新しく知ったことを模造紙にまとめて、グループごとに発表する。新しく知ったことを模造紙にまとめて、グループごとに発表する。

②クラスごとに違う大学・短期大学に行ったので、今度はクラスがグループごとに②クラスごとに違う大学・短期大学に行ったので、今度はクラスがグループごとに②クラスごとに違う大学・短期大学に行ったので、今度はクラスがグループごとに②クラスごとに違う大学・短期大学に行ったので、今度はクラスがグループごとに

分かれ、他のクラスのグループの中で発表。分かれ、他のクラスのグループの中で発表。分かれ、他のクラスのグループの中で発表。分かれ、他のクラスのグループの中で発表。

★ボランティア★ボランティア★ボランティア★ボランティア
１年生は全員、各クラスのグループまたは、部活動単位でボランティアに参加。１年生は全員、各クラスのグループまたは、部活動単位でボランティアに参加。１年生は全員、各クラスのグループまたは、部活動単位でボランティアに参加。１年生は全員、各クラスのグループまたは、部活動単位でボランティアに参加。

小学生の学習、作業の見守りや、今年度はイベントのお手伝いにも参加した。小学生の学習、作業の見守りや、今年度はイベントのお手伝いにも参加した。小学生の学習、作業の見守りや、今年度はイベントのお手伝いにも参加した。小学生の学習、作業の見守りや、今年度はイベントのお手伝いにも参加した。

①事前に、ボランティアの意義の説明を聞き、ボランティアに行くための準備①事前に、ボランティアの意義の説明を聞き、ボランティアに行くための準備①事前に、ボランティアの意義の説明を聞き、ボランティアに行くための準備①事前に、ボランティアの意義の説明を聞き、ボランティアに行くための準備を行を行を行を行

う。う。う。う。

②参加後、ボランティア活動報告書を作成。このボランティアで学んだことなどをま②参加後、ボランティア活動報告書を作成。このボランティアで学んだことなどをま②参加後、ボランティア活動報告書を作成。このボランティアで学んだことなどをま②参加後、ボランティア活動報告書を作成。このボランティアで学んだことなどをま

とめる。とめる。とめる。とめる。

★ライフプランの作成★ライフプランの作成★ライフプランの作成★ライフプランの作成
①自分の進路適性、興味があるものを確認する。①自分の進路適性、興味があるものを確認する。①自分の進路適性、興味があるものを確認する。①自分の進路適性、興味があるものを確認する。

②自分のライフプランを考えていく。②自分のライフプランを考えていく。②自分のライフプランを考えていく。②自分のライフプランを考えていく。

③周囲の友人と自分のライフプランを比べて、いろいろな考え方があることを知る。③周囲の友人と自分のライフプランを比べて、いろいろな考え方があることを知る。③周囲の友人と自分のライフプランを比べて、いろいろな考え方があることを知る。③周囲の友人と自分のライフプランを比べて、いろいろな考え方があることを知る。

④いろいろなライフプランを踏まえ、班ごとに考えながら「僕たち・私たちのライフプ④いろいろなライフプランを踏まえ、班ごとに考えながら「僕たち・私たちのライフプ④いろいろなライフプランを踏まえ、班ごとに考えながら「僕たち・私たちのライフプ④いろいろなライフプランを踏まえ、班ごとに考えながら「僕たち・私たちのライフプ

ラン」を作成し、そのようなプランにしていくことの根拠を示しながら発表していく。ラン」を作成し、そのようなプランにしていくことの根拠を示しながら発表していく。ラン」を作成し、そのようなプランにしていくことの根拠を示しながら発表していく。ラン」を作成し、そのようなプランにしていくことの根拠を示しながら発表していく。

「進取学」「進取学」「進取学」「進取学」（「総合的な学習の時間」）（「総合的な学習の時間」）（「総合的な学習の時間」）（「総合的な学習の時間」）
★インターンシップ★インターンシップ★インターンシップ★インターンシップ
２年生は全員インターンシップに参加。２年生は全員インターンシップに参加。２年生は全員インターンシップに参加。２年生は全員インターンシップに参加。

①事前に電話のかけ方の練習などを実施。お互いに練習することで、電話の相手①事前に電話のかけ方の練習などを実施。お互いに練習することで、電話の相手①事前に電話のかけ方の練習などを実施。お互いに練習することで、電話の相手①事前に電話のかけ方の練習などを実施。お互いに練習することで、電話の相手

の気持ちも理解する。の気持ちも理解する。の気持ちも理解する。の気持ちも理解する。

②インターンシップ先に電話をし、受け入れ可能であれば、打ち合わせに参加。②インターンシップ先に電話をし、受け入れ可能であれば、打ち合わせに参加。②インターンシップ先に電話をし、受け入れ可能であれば、打ち合わせに参加。②インターンシップ先に電話をし、受け入れ可能であれば、打ち合わせに参加。

③インターンシップ後、礼状作成・送付。その後、インターンシップで気づいたこと、③インターンシップ後、礼状作成・送付。その後、インターンシップで気づいたこと、③インターンシップ後、礼状作成・送付。その後、インターンシップで気づいたこと、③インターンシップ後、礼状作成・送付。その後、インターンシップで気づいたこと、

成長できたこと、インターンシップ先で考えて工夫したことなどをまとめる。成長できたこと、インターンシップ先で考えて工夫したことなどをまとめる。成長できたこと、インターンシップ先で考えて工夫したことなどをまとめる。成長できたこと、インターンシップ先で考えて工夫したことなどをまとめる。

◎職業についての理解が深まり、社会人としてのマナーを学ぶことができた。◎職業についての理解が深まり、社会人としてのマナーを学ぶことができた。◎職業についての理解が深まり、社会人としてのマナーを学ぶことができた。◎職業についての理解が深まり、社会人としてのマナーを学ぶことができた。

★プレ卒業研究★プレ卒業研究★プレ卒業研究★プレ卒業研究
３年次で始まる卒業研究に向けて、２年生の段階でテキストを用いて準備していく。３年次で始まる卒業研究に向けて、２年生の段階でテキストを用いて準備していく。３年次で始まる卒業研究に向けて、２年生の段階でテキストを用いて準備していく。３年次で始まる卒業研究に向けて、２年生の段階でテキストを用いて準備していく。

「探究活動」とは何か、課題の設定の仕方、情報収集の方法などを学び、「探究の「探究活動」とは何か、課題の設定の仕方、情報収集の方法などを学び、「探究の「探究活動」とは何か、課題の設定の仕方、情報収集の方法などを学び、「探究の「探究活動」とは何か、課題の設定の仕方、情報収集の方法などを学び、「探究の

仕方」を全員で考えていく。仕方」を全員で考えていく。仕方」を全員で考えていく。仕方」を全員で考えていく。

「耕道学」「耕道学」「耕道学」「耕道学」（「総合的な学習の時間」）（「総合的な学習の時間」）（「総合的な学習の時間」）（「総合的な学習の時間」）
★卒業研究
①一人ひとりの進路や、興味関心に基づいてテーマを設定し、研究する。①一人ひとりの進路や、興味関心に基づいてテーマを設定し、研究する。①一人ひとりの進路や、興味関心に基づいてテーマを設定し、研究する。①一人ひとりの進路や、興味関心に基づいてテーマを設定し、研究する。

②ある程度まとまったところで、来校された各専門の先生に、中間発表。先生方②ある程度まとまったところで、来校された各専門の先生に、中間発表。先生方②ある程度まとまったところで、来校された各専門の先生に、中間発表。先生方②ある程度まとまったところで、来校された各専門の先生に、中間発表。先生方

から、内容や発表の仕方、今後の研究について指摘をしていただく。から、内容や発表の仕方、今後の研究について指摘をしていただく。から、内容や発表の仕方、今後の研究について指摘をしていただく。から、内容や発表の仕方、今後の研究について指摘をしていただく。

③指摘を受けて、さらに研究を深める。③指摘を受けて、さらに研究を深める。③指摘を受けて、さらに研究を深める。③指摘を受けて、さらに研究を深める。

④全員が分野内で発表。代表者が学年全体に向けて発表。学年全体で、様々な④全員が分野内で発表。代表者が学年全体に向けて発表。学年全体で、様々な④全員が分野内で発表。代表者が学年全体に向けて発表。学年全体で、様々な④全員が分野内で発表。代表者が学年全体に向けて発表。学年全体で、様々な

研究発表を見ることで、様々な意見交換を行う。研究発表を見ることで、様々な意見交換を行う。研究発表を見ることで、様々な意見交換を行う。研究発表を見ることで、様々な意見交換を行う。

～授業のユニバーサルデザイン～
◎学習環境の整備

・教室環境整備の徹底。

・連絡用ホワイトボートを用いた連絡の視覚化。

◎授業構成の工夫

・授業の流れを示すことによる学習目標の明確化。

・全員が活動できるような学び合える場の工夫。

（ペア学習で全員が発表する機会やグループで意見を交換する等）

◎情報伝達の工夫

・指示、発問、説明の工夫。

・視覚的情報の提示。

（ＩＣＴの活用・板書の工夫・タイマーの活用等）

◎一人ひとりの学びへの対応

・個の力を伸長する支援課題の工夫。

（複数のプリントの用意、チャレンジ課題の用意等）

〜修学支援体制〜
○スクールカウンセラーおよびスクールソーシャルワーカーによる支援。

○実態把握と個別の教育支援計画等の作成。

○中高連絡会における全体的な情報交換および嘉麻市発達支援連携協議

会による特別支援コーディネーター間の情報交換会による情報共有。

～施設・機器の活用～
＜授業環境（ハード面）における）＞

●ＩＣＴの活用

プロジェクターとノートパソコンのセットを、そ合計１６

台確保しそのまま授業にて使用できるセットと台車を

準備している。セットは、各教科にそれぞれ一台以上

と、職員室に共用として３台配置している。

●パソコン教室の利用

産振棟を含めて５教室有。

●少人数講義室の確保

●電子黒板の活用

１年次・２年次・３年次の各フロアの教室に、それぞ

れ設置することにより、どの学年の授業においても、

気軽にいつでも使用できるようにしている。

また、電子黒板配教室は、できるだけ時間割の教室

に組み込まずいつでも使用できるようにしている。さら

に、４月当初に希望をとり時間割を作成することにより、

できるだけ効果的に、いつでも授業で活用できるよう

にしている。

福岡県立稲築志耕館高等学校

校校校校 訓訓訓訓

立志耕道立志耕道立志耕道立志耕道、、、、進取闊達進取闊達進取闊達進取闊達

自分自身の志を持ち、人としての道に

つとめ励み、世紀の文化を創る進取の

気概で、明日をめざして闊達たれ！

～観点別評価の実施～＜稲築志耕館高校の観点別評価の具体的な内容＞
● 評価は、加点方式を基本とする。（減点方式ではない）

● 考査においても観点別作問をおこなう

考査においては、「知識・理解」（知）、「技能」（技）、「思考力・判断力・表現力等」（思）の３観点で評価し、「思考力・断力・表現力等」（思）の観点に

関する問題を いれること。模範解答に（思）を明記する。

● 考査以外（授業における取組）は、すべて観点別の評価を行う。その際、授業における学びの評価を充実させる。

● 評価方法について

各学校で各教科・科目の学習活動の特質、評価の観点や評価規準、評価の場面に応じて、観察、生徒との対話、ノート、ワークシート、学習カー

ド、作品、レポート、ペーパーテスト、質問紙、面接などの様々な評価方法の中から、 その場面における生徒の学習状況を的確に評価できる方法

を選択していくことが必要である。加えて、生徒による自己評価や生徒同士の相互評価を工夫することも考えられる。

● 評価の段階について 【各教科の観点別の評価】

※各観点の規準に対する達成率によって『Ａ、Ｂ、Ｃ』の三段階で評価する。

Ａ十分満足できる（達成率８０％以上） Ｂおおむね満足できる（達成率８０％未満～５０％以上） Ｃ努力を要する（達成率５０％未満）

※何もない場合は、Ｄ ・１単位時間で１観点を評価するだけでＯＫ。

● 「授業における学び」の評価について、

１ 4観点のうち少なくとも１観点を、その授業において評価する。

２ その時間に評価する観点について、授業はじめに「目標や、内容」などとして生徒に提示する。

３ できれば授業終わりに、生徒自身で振り返りができる活動を行う。

● 「知識・理解」（知）、「技能」（技）、「思考・判断・表現」（思）、「関心・意欲・態度」（関）のバランスを考慮して、教科

においてあらかじめ基準を定める。

● 授業における共通実施事項

※ 授業や単元の目標や見通し、身に付けるべき力などを提示する ※ 振り返りの活動を行う。

＜校内授業研究＞

～研究授業週間の設定・研究授業の実施～

＜校種を超えた授業研究＞ ＜外部人材の活用＞

授業改善の具体的な取り組み

令和元年度福岡県立学校 「新たな学びプロジェクト」

スローガン 「自分色の夢実現！」

～本校の将来ビジョン～

・嘉麻市のみならず。近隣市町村の子供たちが憧れる学校となる。・嘉麻市のみならず。近隣市町村の子供たちが憧れる学校となる。・嘉麻市のみならず。近隣市町村の子供たちが憧れる学校となる。・嘉麻市のみならず。近隣市町村の子供たちが憧れる学校となる。

～育成したい資質・能力～

・自ら学びに向かう力・自ら学びに向かう力・自ら学びに向かう力・自ら学びに向かう力

・書く力、まとめる力、発表する力、聞く力・書く力、まとめる力、発表する力、聞く力・書く力、まとめる力、発表する力、聞く力・書く力、まとめる力、発表する力、聞く力

・社会的自立の基礎となる学力、体力、豊かな心・社会的自立の基礎となる学力、体力、豊かな心・社会的自立の基礎となる学力、体力、豊かな心・社会的自立の基礎となる学力、体力、豊かな心

・社会の変化に対応し、社会の担い手として、その発展に寄与する力・社会の変化に対応し、社会の担い手として、その発展に寄与する力・社会の変化に対応し、社会の担い手として、その発展に寄与する力・社会の変化に対応し、社会の担い手として、その発展に寄与する力

～取り組み例①～
「保健体育：体育授業における班ノートの活用」
種目をいくつかの班に分けその班ごとにノートを作成し、毎時間ごとにその日の授

業の内容を記録させた。

＜具体的内容・手順 等＞

①授業のはじめに、本時の目標・練習内容を決めさせる。

➁（班活動）

③授業の終わりに本時の反省をさせて、次に向けノートの記入をさせる。

＜成果（効果）＞

・班活動で自分たちで練習内容などを考え工夫しながらやれていて、ノートに記入す

ることで記録が取れた。

～取り組み例⑥～
「外国語：グループで考えや意見を出し合う」
今年度より授業スタイルを変更し、講義形式だけでなく、各パート毎に生徒

に考えさせる課題を準備している。生徒は、それぞれのテーマに沿って個人

やグループで意見を述べたり、文章にまとめたりする時間がある。

＜具体的内容・手順 等＞

①オーストラリアからの交換留学生が日本の金沢市を旅行し、日本の文化

に触れた感想を英文で読む。金沢市の写真を見せ、生徒の興味関心を高

める。

➁４～５人のグループに分け、実際に金沢市の観光パンフレットを見ながら、

英語で日帰り旅行プランを立てる。その際、必ず訪れるべき観光地や金額、

公共交通機関を利用することなど、いくつか条件を指定する。

＜成果（効果）＞

・実際のパンフレットを使用したことで、訪問したい観光地や食事場所など具

体的なプランを立てることができ、予定していた時間を超えて集中して取り

組んでいた。

・グループで取り組むことで、クラス全体に活気が出た。

・教科書の登場人物が辿った場所を擬似的に観光することで、主体的に取

り組むことができた。

～取り組み例⑨～
「数学科：できる！！を実感させる授業づくり」
数学科では導入から演習までのステップを小さくすることで生徒に「できる」経験を積

ませることで自ら積極的に数学に取り組む態度の育成に努めている。習熟度別授業

を実施しているが，理解が厳しい生徒については個別に対応している。

＜具体的内容・手順 等＞

中学内容との連携を図り，一方的に説明するのではなく対話形式で生徒から考え

方を引き出すよう心掛けている。例題→演習を通して「できる」経験を積ませるため簡

単な問題を比較的多く扱い，わからない生徒については生徒同士で教え合ったり，教

員が入ったりして理解を促進する。

「できる」経験を積ませた後に問題のレベルを少し上げて考えさせる活動を行わせる。

このときは演習の時間を十分にとり，生徒同士で考えさせたり考え方のヒントを与え

ながら演習を進める。

＜成果（効果）＞

「できる」体験を積ませることで，教員の説明をしっかり聞くことや，自分で考えるという

態度が育っているように感じる。また，演習の時間は静かに黙々と問題を解くのでは

なく不明な箇所は近くの人に聞いたり，教員に聞いたりしながら問題を解決している。

数学が得意な生徒も苦手な生徒もいるが全員が協力しながら授業を進めているよう

な印象がある。提出物についても，提出するのはもちろんのこと内容も濃いものと

なっている。

～取り組み例⑧～
「商業：振り返り用紙を活用し、分かる授業を実践する」
商業科では、分かる授業を実践するために、生徒一人一人が１時間の

授業の中でどこまで理解できているか教師が知ることが非常に重要だと

考える。そこで、１時間生徒たちに考えさせ、授業を行い、理解できている

か、不足しているところを補足するためにも振り返りシートは重要であると

考える。

＜具体的内容・手順 等＞

①前時の振り返りシートを見直し、前回行った授業内容を確認する。

➁忘れ物がないかどうか確認し、チェックする。

③本時の目標を確認する。

④授業を受け、振り返りシートに分からない点、理解できた点を確認する。

＜成果（効果）＞

振り返りシートを活用できるようになって、生徒の理解度の把握が今ま

で以上にできるようになった。また、生徒自身も前時に行った内容を思い

だすことができるようなったので、理解度が深まった。分かるという生徒の

満足度を積ませることで，教員の説明をしっかり聞くことや，自分で考える

という態度が育ち、授業が充実したものになっているようである。

～取り組み例③～
「国語・『国語表現』：対話を通して考えを深め、表現に生かす」
「自分を見つめる」「自己ＰＲを書こう」という単元において、これまで経験したこと

をもとに自分が身に付けた力や特長を見つける。過去の経験を振り返るだけでな

く、他者から見た自分はどのような人間か、助言を得ることによって自己を客観

視できるようにする。そこから得られた情報をもとに、「自己ＰＲ」文を作成する。

＜具体的内容・手順 等＞

① 小学校時代～高校時代における経験およびそこから得たことを書きだす。

➁ ①に対して、他の生徒からアドバイスや補足をもらう。

③ ①②で書き出した情報を元に、長所や短所を見出す。長所が生かされた具体

的な場面を文章化し、「自己ＰＲ文」を書き上げる。

＜成果（効果）＞

生徒自身では気付くことのできない自己の一面を、対話を通して客観的に捉えること

ができるようになった。そして、その特長と過去の経験とを関連付ける活動によって、

～取り組み例⑦～
「看護：日常生活で活用できる実技を身に付ける」
全てマニュアル通りに進めるのではなく、まずは生徒たちに考えさせ実

際に実技を行い、不足しているところを説明や視覚教材で補うようにして

いる。

＜具体的内容・手順 等 【洗髪実習編】＞

①自然災害による避難所生活において、身体が不自由な方の洗髪を行う

という設定で実習を始める。

➁備品が揃っているわけではない状況で最低限必要なものは何かを考え

させ、手順の確認をする。

③グループで考えた方法でまずは洗髪を行ってみる。

④防水に苦戦しながらもケリーパットをバスタオルとゴミ袋で代用し洗髪を

終える。

⑤グループ内で評価（感想を含む）をする。

＜成果（効果）＞

道具がないならあるもので工夫をするという発想も福祉的視点での気

づきになっていた。最後は友達同士で評価し合うことで自分にはなかった

配慮や考えが確認でき、日常生活の中で他にも簡単にできることがある

授業改善のための土台（環境整備）

～取り組み例➁～
「理科：顕微鏡写真・動画を使った実験」
アメーバやゾウリムシなどの顕微鏡観察実験において顕微鏡写真や動画で映像を

示しながら説明する。

＜具体的内容・手順 等＞

①生徒に観察させる淡水プランクトンの写真や動画を前もって撮影する。

➁2名で１台の光学顕微鏡を使い、アメーバ、ゾウリムシ、ヒドラ、ミジンコなどのプラ

ンクトンの観察・スケッチをさせる。

③一通り生徒の観察が進んだところで、前もって撮影していた映像を使って詳しく説

明をする。

＜成果（効果）＞

アメーバ運動や原形質流動などの細かな動きの説明に使うと、生徒の理解を深め

～取り組み例⑤～
「家庭『ファッション造形基礎』：被服の平面構成と立体構成の違い

を学ぼう！」
ファッション造形基礎では被服の構成の基礎を学ぶ授業です。ミシンや裁断を

学ぶ前に、服の構成を体験的に学ぶ学習を行った。写真や図表だけではわから

ないところを実際に体験することで、深い学びにつながるよう工夫をした。また、

ペア活動を取り入れ、協働学習により授業の活性化を目指した。意見を交換しな

がら、一人では気づけない平面構成と立体構成の違いや性能、被服の役割、被

服の成り立ちを発見していくことが目的である。活動後、気づきをプリントにまと

め気づきから、被服構成の基礎用語等につなげ発見につながりをもたせた。

＜成果（効果）＞

被服の授業においては、すぐに作品作りに入ることもあり、平面構成と立体構

成は作品をつくりながら覚えることが多い。しかし、この授業を行うことで、生徒そ

れぞれの創意工夫や意見交換による気づきにより、平面構成と立体構成の違い

や、被服の発展までを体験して学習する事ができる。自らの発見やデザインが

ファッションの用語として出てくることでより、作る意欲を高める授業となった。生

徒もただ作品を作るだけでなく、仲間との共同作業によって被服本来の楽しさを

より体感している様子が伺えた。

①1枚の長い布で身体を覆い「被服」としての機能

➁古代ギリシャの衣服から考える⇒「布」＋「ひも」＋「とめる道具」＝よりデザイ

ンのある服が完成

教教教教

科科科科

横横横横

断断断断

的的的的

視視視視

点点点点

～取り組み例④～～取り組み例④～～取り組み例④～～取り組み例④～
「地歴・公民：一枚ポートフォリオ評価法（ＯＰＰＡ）の活用」
OPPAとは、教師の狙いとする授業の成果を、学習者が一枚の用紙（ＯＰＰシート）の

中に授業前・中・後の学習履歴として記録し、その全体を学習者自身が自己評価させ

る方法である。このシートを通して学習社は自己の学習状況をモニタリングして自己

評価を行い、教師は学習全体を通して学習者の状況や変容を看取り授業評価等に生

かすというものだ。

＜ＯＰＰシートとは＞

ＯＰＰシートは、１単元名タイトル、２学習前・後の本質的な問い、３学習履歴、４学

習後の自己評価の４項目からなる。

＜期待される効果＞

①ＡＬとして手軽に取り入れられる

学習に入る前に既存の知識がどの程度であるのかを診断する「学習前の問い」

を生徒に書かせる。そして、ひととおり学習を終えた後「学習後の問い」を書かせること

により、生徒の思考がどの程度深まっていったのかを看取ることができる。

➁生徒の学習状況と教師の授業評価ができる

生徒の学習状況を学習評価の側面から適切に見取り、形成的評価を行うと同時

に、生徒の理解度思考の深まりを適宜把握することができるので、それを自己の授業

評価に役立てて、授業改善につなげていくことが可能である。

③指導と評価の一体化

学習者の内化・内省・外化を教師の適切な働きかけのもとで

促すことにより、学習者の資質・能力の育成をも射程に入れた

評価法である。

【【【【各教科の取り組み各教科の取り組み各教科の取り組み各教科の取り組み】】】】
対話・協働を通じて探究的な学びを！対話・協働を通じて探究的な学びを！対話・協働を通じて探究的な学びを！対話・協働を通じて探究的な学びを！

見通しをたて、振り返ることで、主体的な学びを！見通しをたて、振り返ることで、主体的な学びを！見通しをたて、振り返ることで、主体的な学びを！見通しをたて、振り返ることで、主体的な学びを！

体験的な学びを通して、実感と定着を！体験的な学びを通して、実感と定着を！体験的な学びを通して、実感と定着を！体験的な学びを通して、実感と定着を！

みんなの感想と気づき
・一枚の布で身体全体を包み込むのは難しい
・通気性はよかった
・一枚の布が服なるのはすごい
・いろいろな形にできる

まとめ

例題から演習の流れを確立することで，生徒は意欲的に問題演習に取り組むことができるようになっ

た。自分にも「できる」という実感をもたせることで教員の説明をよく聞き，分からないところは生徒同

士教え合うようになった。何も取り組まない生徒は減少し，提出物の内容は充実したものになった。

一方で，上記で指摘したような(生徒にとっては)細かい箇所の指導が難しいという課題が残る。提出

物を通してのフィードバックや机間指導等を充実させる必要がある。

～取り組み例～～取り組み例～～取り組み例～～取り組み例～
【芸術（美術）：有志による授業研究会】
美術教育実践研究会FUKUOKAを複数の有志とともに立ち上げ運営している。各学校で

は、芸術科の教員が各科1名ずつの配置であるため、多くの教科のように授業研究がし

にくく孤立しがちである。学校の枠を超えて、幼小中高大、特支の教員が「深い学び」を目

指して研修している。

＜具体的内容・手順 等＞

①運営会議を年に数回設け、開催日、開催場所(福岡県立美術館)、運営方針、案内状発

送準備、等を会議し年に2回実施している。

➁福岡県立美術館の一室を借り、13時から4時間の計画で20名程度の発表者で構成。各

発表者15分で、画材、制作時間、ねらい等を説明発表。質疑応答。

③実施後、会議を設け次回の運営へ活かしている。

＜成果（効果）＞

各授業発表者の授業内容が、回を重ねるごとに変化改善が見られる。一人では思いつき

もしない新たな授業課題、または、授業手法の改善、授業の考え方の再検討、授業材料

の検討など様々な効果が自分だけでなく、他学校の授業者に見られる。また、高等学校

～取り組み例～～取り組み例～～取り組み例～～取り組み例～
【家庭科『食文化』：「国際理解教育推進事業」】

１学期に日本の食文化を学んだうえで、２学期は世界の料

理や食文化について学びを行う。この授業では、ベトナム料

理やボリビア料理を体験的に学習することで、より深く海外の

食文化に触れ、国際理解を深めていく。

＜内容＞

①挨拶・自己紹介「私の母国と母国の料理

➁調理自習

ベトナム料理・・チャーヨー／バン・チャン・ヌン

ボリビア料理・・エンパナーダ・デ・ポリョ／エンパナーダ・デ・

ケソ

【外国語・家庭科：特別非常勤講師の採用】（平成３０年度）

中国語においては、中国語専門学校の教員を、家庭科にお

いては、以前高等学校で指導経験のある、日本料理店の店

長を、特別非常勤講師として採用した。同教科・科目の教員と

本校の教育目標を達成するために、自分自身の授業を分析・評価

し、授業改善を行う。相互に授業を参観する週間 （研究授業週間）を設

定することにより、自己の授業力を高める契機とする。

＜研究授業週間 （相互に授業を参観する週間）＞

１１月１日（金）～ １１月１５日（金）

＜実施方法＞

（１）研究授業週間中に、他教科の授業を参観する。参観者 は、

希望する授業者に事前に各自でアポイントを取り、参観を行

う。授業者は学習指導案の作成は行わず、（初任者、教科指

導員は除く）教科書及びプリント等の印刷を行い、参観者に

渡す。ただし、研究授業週間中に参観が難しい場合は、研究

授業週間以外でも参観可能とする。

（２）参観者は、研究授業参観メモ（別紙）を作成し、研修図書課

授業開始直後に記入し、忘れものを確認する。

授業の振り返りを行う。

本時の授業で頑張ったことを記入する。

自分の課題（頑張りたいこと）を自由に記入

する。

授業改善の推進体制

本校卒業生が応募したデザインが嘉麻

市マスコットキャラクター採用されました。
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「グローバルな視野を持って、地域の課題を解決して、

社会に貢献できるリーダー」の育成

本校の目指す生徒像

に焦点を当てた取り組み

日々の授業の中で培った〔知る・深める・発する〕力
をいかし、「創志セミナー」「一日総合大学」
などの取り組みを行います。

✔ 異文化への関わりに興味をもつ生徒が増加

✔ 英検受験者数の増加121



下図のような課題を、ペアワーク
を通して挑戦！

福岡県立嘉穂東高等学校令和元年度福岡県立学校
「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2019～

国語（現代文）「情景描写を使って、場面を表現する」さまざまな研修会や、情報収集を通して各
先生方で授業改革に取り組んでいるものの、
既存の（うまくいっている）指導法からの大
幅な変革には抵抗や不安が大きい。
ＡＬは手立てであり、その奥にある本質

（主体的・対話的で深い学び）を忘れないよ
う留意しなければならないが、その認識や
ハードルが高いと感じる先生方も多い。
昨年度から本校では、本事業をきっかけと

して日常の授業にあるＡＬ的要素を校内で発
表し、気づいていただく（価値づけする）こ
とで、ＡＬをより身近に感じていただくこと
やＡＬへのハードルを下げることに取り組ん
でいる。

まとめ ～本校の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）という状況です。

グループで短文を作成、考察することでより深く理解
①情景描写を使った短文をグループで作成

②グループで考えた短文を発表 ③発表を聞いて自分の考えと比較、考察

保健体育科（体育）主体的に活動できる授業を目指して

・学んだ知識を、今後の生活でどう生かすか
・その知識を将来の健康や環境にどう生かすか

ＩＣＴ機器活用のねらい：自分自身を客観的に見る

グループワークのねらい：教師主導型から、生徒参加型の授業へ

数学科 ICT機器を活用した授業実践

ICT機器の活用 ⇒ ・容易に動的なイメージをする事ができる
・質の良いインプットの提供

※ただし、ICT機器は有効に活用する場面を精査して利用する

地歴公民科（地理）
①教えあい（授業開始）

授業開始後にペアにわかり
やすく伝える。

相手に伝えることで自らの
知識を確実に定着

③まとめ（授業の終わり） 学習内容をペアにわかりやすく伝える

知識をアウトプットすることで、自分
自身の知識として獲得。
聞き手も再確認ができ、相乗効果が
得られる。

外国語（英語） キーワードは「共に学ぶ」

４技能を高めるため、ペアワークを取り入れながらクラスメートと
英語を実際に使ってみる経験を授業で提供

息継ぎのポイントや重要単語の
発音について一斉に確認！

理科（生物）ペア活動を取り入れたインプット学習とアウトプット学習

前回の授業内容を１分間ずつ、
説明し合い、クラス全員の前で
１～３名が発表する。

本校の授業改善（相互評価）で心がけているのはまず「価値付けす
ること」である。今回紹介した内容はすべて「何の飾りもない日常の
授業の一場面」であり、それを各教科で「目に見える形で示していた
だいた」ものであるが、いずれも「ＡＬの要素」が隠れており、何ら
意識せずに実践されている。今回は、発表に向けてそれらを価値付け
していただいただけである。「今までの指導方法」の中にも、多少な
りともＡＬの要素が隠れているはずであり、その視点を意識し、もっ
と引き出していくことが普及への
近道だと考える。
無理な授業改善、形式や形態に

こだわりすぎた授業づくりをする
ことのないよう、身近なところか
ら「これが私の主・対・深」とい
うものを着実に増やし、共有して
いけるような取組を今後も継続し
ていきたい。

【実践例１】
軌跡の問題の例

【実践例２】
２次関数の
問題の例

グラフ作成ソフトGeogebraを用いて生徒がイメージしやすいよう工夫

・苦手な生徒への
アドバイス

・生徒同士で
コミュニケーション
・できるまでやる！

・課題発見
・解決に向け

試行錯誤

アウトプットを重視した授業改善
～ペア活動を活用して～

②考えの共有

図、グラフ、動画などの様々な資料を見
て個人で考え、自分の意見をまとめる。

ペアで考えを共有し、自分の考えをより
深める

“クラスメートがいるから学べること”を大切にしている

運動の得意な生徒とそうでない生徒の二極化という課題

各自の課題を見つめ、できるようになろうと一生懸命に努力する姿へ

グループワーク（保健の授業）

自分とは違う考えを知る、自分→社会→世界へとつなげていく

教え合いの場の設定 Ｉ Ｃ Ｔ 機 器 活 用

・前時の復習⇒本時を理解しやすい
・インプット→アウトプットの流れ
⇒内容が定着しやすい。

・話し合いの日常化⇒様々な問題も話し
合って導き出すことができる。

・生徒が積極的に授業に参加する

電子黒板で動的に説明

スライダーで図形を動かし
問題をとらえやすくする

みんなで声に出し、
繰り返し読む

一斉学習で学んだことを
互いにチェックしあう

自ら情景描写という

表現技法を使うこと

を体験することで、

より深い理解を得る

ことができる。

深
い
理
解
へ
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～教科等横断的な連携を意識した校内公開授業～ 

 
１ 本校の特色 

嘉穂総合高等学校は「普通科総合コース」「農業食品科」「工業科」「情報科」を併設

する「総合型学校」で、各学科の特色を生かした教育活動を行っています。特に「情

報科」は県内全日制高校で唯一の「情報」に関する専門学科です。 

 また、小型無人機ドローン（以下ドローン）に力を入れており、専門学科の授業を

中心にドローンを活用した授業を行っています。本校は農薬散布ドローンの操縦資格

の認定校として全国の高校では初の認可を受けています。学校パンフレットにはＡＲ

（拡張現実）が組み込まれており、ドローンで撮影した動画を見ることもできます。 

 

２ 授業改善に向けて 
 平成２９年度に授業改善プロジェクトが発足し、生徒

の学習意欲を向上させるため「観点別評価」の導入を検討

し、平成３０年度の第２学期から観点別評価の導入を実

施しました。年度途中からの試験的な導入でしたが、実際

に学習意欲の向上および追考査対象者の減少などがみら

れ、今年度は本格実施しています。今までの「総括的評価」

だけではなく「形成的評価」を重視することで、生徒も日

頃の授業の頑張りを評価されているという実感を強めて

います。 

 また中間考査を廃止して、日常の授業における評価を

重視し、指導と評価の一体化を推進しています。 

 

３ 公開授業について 
 昨年度の公開授業では情報科の生徒に対して、普通教科（国語、数学、外国語、理科、地歴・公民、保健）

に限定した教科等横断的な連携を意識した授業を実施しましたが、今年度は、全教科に協力していただき教

科等横断的な連携を意識した授業づくりを実施しました。 

【教科】   【タイアップした学科・教科等】 

国語科  ➡  地理・歴史科 

数学科  ➡  商業科 

公民科  ➡  情報科 

理科   ➡  美術科 

工業科  ➡  情報科 

農業科  ➡  理科 

情報科  ➡  数学科 

商業科  ➡  数学科・公民科  

などなど 

 公開授業では、多くの授業でＩＣＴ機器（電子黒板・プロジェクター・実物投影機）の活用やアクティブ・ラーニング

型の授業が実践されました。生徒はどの授業でも活き活きと授業に参加していました。 

 

４ 今後の課題について 
 今回の公開授業では、授業者の多くの先生方から「授業準備がとても難しい」「他教科で何を学んでいるの

かがわからない」という意見が出されました。総合型高校の強みは様々な専門学科が併設されているため、

教科間の連携がしやすい点だといえます。実際に専門学科の授業では、学科間で連携し、「ふるさと納税」の

返礼品を準備・梱包・郵送まで行う取り組みを計画し、実施します。 

 同様に他教科間でも教科等横断的な連携を円滑に行うための仕組みが必要です。生徒の学習意欲の向上、

より質の高い授業のために新しい仕組みを作ることが今後の課題です。 

 

参観された先生方の声 
・普段の授業では見ることができない生徒の様子を見ることができま

した。（農業を参観） 

・今後も商業と授業をつなげてもらえたらと思います。（数学を参観） 

・生徒の学ぶ意欲を十分に引き出しており、自ら発表する姿は素晴らし

かったと思います。生徒の可能性を信じることは大切だと感じまし

た。（商業を参観） 

・「わび・さび」という日本の文化を科学的に進めてあることに感嘆し

ました。（家庭科を参観） 

・プログラムでは英単語の意味がわかっていれば命令の内容を知らな

くても実行できる。このことを強調すれば英語科ともコラボできると

思います。（情報を参観） 
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「英語イマージョン教育」の取り組み

本校では、「たくましき前進者育成プラン」として、以下のような学校の教育目標を掲げています。

・自らの可能性を高め、社会の諸課題に挑戦し、道を切り開いていく能力を有し、筑豊の地から日本を背っ
ていく科学技術イノベーションを担う人材の育成を目的とする。

・未来を拓く日本人として必要な資質・能力を身につけ、異なる社会的文脈を背景とする他者と豊かな意味
交渉を行うことのできるグローカル人材を育成する。

第二次世界大戦における、ドイツに対するイギリスの宥和政策
について、イギリスの高校生が実際に受けている授業を体験しま
した。ＥＡＳが、ヒトラー政権や当時のイギリス首相チャーチルの
画像などICTを活用し、生徒の理解促進を行いました。

EASの説明を受け、班ごとに様々な

歴史的文章を分析したものを参考に
して、個人の考えをそれぞれ出し合い
協議しています。

第二次世界大戦のイギリス外交について班ごとに意見を英文
でまとめ、各班ごとに英語で発表しました。

福岡県立鞍手高等学校では“英語以外の授業も“英語で授業をしています！！

令和元年度グローバル人材育成強化校に指定され、英語活動指導員（EAS）と共に３点の英語イマージョン
教育の目標を掲げています。（イマージョン＝“Ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ”とは「浸す」という意味です）
（１）生徒が母国語で既に獲得した教科科目の知識・技能を活用して、新しい内容について英語で理解・
表現することで、当該教科科目の目標を達成する。
（２）ICTを活用した理解（インプット）の促進や体系的表現活動（アウトプット）の導入等、「主体的・対話的で
深い学び」の実現を図る。
（３）英語を「学ぶ目的や内容」として使用するのではなく、教科科目を学習するツールとして使用する。また、
「英語によって学習する」という大学進学後の学習方法を先取りして体験させることを通じて、生徒の英語
の学習意欲を高める。

研究授業（例） 世界史や数学を「英語」で授業！？

世界史（３年生）

As an EAS, I aim to give students the chance to practice the “4Cs”. These essential

skills will help them deal with new challenges at university, and adapt to changes in

the working environment brought on by advances in AI and technology.

New JobsAI Globalization Automation

Useful Skills (4C’s): Lesson activities:

Critical Thinking

Creativity

Communication

Collaboration

- Problem solving, developing opinions and arguments.

- Developing original ideas, making presentations.

- Discussions and sharing ideas.

- Group focused activities, research, presentations.

21st Century Challenges:

批判力

想像力

会話力

協働性

Aim of Immersion Lessons

EASとALTによる英語での説明を聞き、和の記号Σの英語
での読み方とその意味を学びました。ICTを活用し、EASが

スライドを用いて数式の説明を行いました。自然数に関する
和の公式を導くまで班の考えをまとめ、ALTと協議しました。

数学（理数数学Ⅱ・２年生）

図を用いて自然数の２乗の
和の公式を導く方法を考え、
その過程を各班で協議し、
英語で説明する課題解決
学習を行いました。
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福岡県立鞍手高等学校 定時制課程 
校訓 教育目標 学校概要 

質実貢献 

自学自習 

意欲的に学ぶ態度の育成 

生徒理解と健康・安全の充実 

進路実現 

「働きながら学べる学校」であり、約７割の

生徒がアルバイト等に就業しています。年齢

も経歴も違う様々な生徒が在籍しています。 

重点目標 教育課程 

基礎学力の育成と円滑な進級・卒業 

より深い生徒理解 

適切な進路選択と人権尊重 

修業年限は４年間ですが、３年修業を希望す

ることも可能です。総合的な学習（探究）の

時間や様々な学校行事があります。 

 

 

 

 

 

在校生と鞍定会会員が交流する「語らいの場」も今年で第４回目になりました。在校生と会員が

１対１で向かい合って座り、学校や日常の様々なテーマに沿って、お互いに１分間ずつ語り合い

ます。その対話を、次々に相手を交代しながら深めていきます。先輩との「語る」と「聴く」と

いう体験は、生徒には貴重なものとなりました。 

日時：令和元年１０月１１日（金） 19:30～20:30 （会員は 19:00集合） 

場所：鞍手高等学校コモンホール 

 

【アンケート】語らいの場で交流はできましたか？ 

質問 １年 ２年 ３年 ４年 合計 

十分できた 5 8 5 2 20 

できた 6 5 1 3 15 

あまりできなかった 0 0 0 0 0 

できなかった 0 0 0 0 0 

合計 11 13 6 5 35 

【感想】 

・色々な人と触れ合って、色々な事を知れて楽しかった。 

・何歳も上の先輩から沢山学べました。 

・メンタルの強い人間に生まれ変わりたいと言ったら、

これからだから気にしなくていいよ、と励ましてくれ

嬉しかった。 

・人生のためになる話ができて良かったです。 

・とても明るい人たちばかりで楽しかった。 

・楽しくてまた参加したいけど、もう卒業なので寂しい

です。 

 

アクティブ・ラーニングの視点に立った授業として、総合的な学習（探究） 

の時間の同窓会交流行事「語らいの場」（トークフォークダンス）の紹介 

45%

62%

83%

40%

57%

55%

38%

17%

60%

43%

0% 50% 100%

１年

２年

３年

４年

合計

十分できた できた
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グループで模

擬取引を行い、

協力して正確な

帳簿を作成。 

 

リフレクション

シートを活用し

た、知識の定着。 

 

 

付箋を使って

意見を集約し、 

ホワイトボードに

まとめて発表。 

 

 

 

 

 

  

 

 「産業現場実習」 

①仕入れ商品の選定 

②業者交渉・発注・価格の決定 

③販売実習 

④決算処理（売上伝票の整理） 

⑤反省➡全体で共有➡改善策検討 

 

  

 

課題解決型

学習

の授業 

を活用した

授業 

福岡県立筑豊高等学校 

興味関心を深い

学びにつなぐ 

実践的授業 

地域密着型授業

で地域の活性化

に貢献

直方市地域子育て支援センターと

共催『子育てサロン』を校内に開設 

学びを実践できる場の創設 

 

直方市活性化のための情報誌作成・配布 

【課題研究】 

【ファッション造形】 

①イメージの具現化作業 ②共通するテーマでグループ化 

③グループで深く掘り下げ、企画立案・製作 ④テーマ別の作品発表 

、配布 【子どもの発達と保育】 

【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 
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鞍手竜徳高等学校
生徒の積極性を育てる授業と観点別評価

本校はこんな生徒を育てます 授業を通して育成する生徒像

基礎・基本を習得し、それを活用できる生徒

本時の目標明示
まとめの明示

アクティブ・ラーニング

ALと振り返り

展開とまとめ

展開時

導入時

ICTの活用

ICT機器の活用

〇基礎・基本の定着

①キャリアスタディ

年９回実施(国・数・英)⇒義務教育段階の学力を定着

国語 数学 英語

②習熟度別

学習到達度によるクラス編成

生
徒
全
員
、

漢
字
検
定
に

挑
戦
！

アクティブ・ラーニングの充実

③パフォーマンステストの実施
ＡＬＴ ヴァレリー先生による
パフォーマンステスト

さ
ま
ざ
ま
な
種
類

の
授
業
を
重
ね
、

学
力
ｕ
ｐ
！

④その他の取り組み

・定期的部会議
・研究授業月間（１０月～１１月）
・研究協議会

課
題

①観点別評価と授業の一本化
②ＩＣＴ機器の整備充実

※授業例

本時の目標カード

地域で育ち、地域で働き、地域に貢献する人財

本時の目標提示

福祉コースによる体験型授業生徒による烏龍茶に関するレポート

英語表現Ⅰ日本史Ａ

・簡単にまとめられ
重要な箇所が
わかりやすい。
・スムーズに授業
が進むので、
集中できる。

生徒の声

ＩＣＴ機器の活用

※観点別評価の例

点 点 点 点 点 点

点 点 点 点 点 点

点 点 点 点 点 点

点 点 点 点 点 点

点 点 点 点 点 点

75

60

75

300

30

9

6

15

30

50.0% 15.0% 10.0% 10.0% 15.0% 100%

15

30

45

60

15

15

0

0

30 100%

25.0%

20.0%

25.0%

30.0%90

a　定期考査 b　授業状況 c　小テスト d　発表等 e　レポート等

合計
各観点
比率(%)

0

45

0

15

0

30

9

0

45150

6

評価の資料

評価の観点 趣旨

(関)：コミュニケーション
への関心・意欲・態度

コミュニケーションに関心を持ち、積極的に言語活動を行い、コミュニケーショ
ンを図ろうとする。

(表)：外国語表現の能力
英語で話したり書いたりして、情報や考えなどを適切に伝えている。

(理)：外国語理解の能力
英語を聞いたり読んだりして、情報や考えなどを的確に理解している。

(知)：言語や文化につい
ての知識・理解

英語やその運用についての知識を身に付けているとともに、言語の背景にあ
る文化などを理解している。

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る。
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福岡県立宗像高等学校 
 

夢に向かって 

～歴史と歩んだ１００年 
世界へつながる１００年～ 

研究授業大会における取り組み 

本校ではアクティブ・ラーニングにより生徒の｢深い学び｣を促すことを意識して、研究授業大会を年に２回行っています。ここでは、学

習意欲を高める｢問い立て｣の工夫が行われ、また、問題発見から解決に至る探究の要素の充実が常に各教科で目指されています。また、評

価方法に関しても、思考力を問う考査問題の作成を心がけています。                                       

Ⅰ研究授業の指導案に見えるアクティブ・ラーニングの具体的取り組み 

【第３学年実施 生物】 

・具体的な動物の行動を例に挙げ、動画等で実際に観察をし、そこから行動の仕組みを紐解いていけるように質問したり、特に定位行動に関して、生徒自身が

同様の行動を実際に行える場を設定したりする。 

  （例１）発問：どのような仕組みで音がする方向を予想できるのか。 

      手だて：生徒に目をつぶらせ、座らせた状態で後方から声をかけ、どこから聞こえてきたかを考えさせる。 

  （例２）発問：８の字ダンスはどのようにして餌場の情報を伝えているか。 

      手だて①：８の字ダンスの動画を見せる。 

      手だて②：複数の多様な条件の餌場に対してミツバチがどのような８の字ダンスを行うか、図と表で示す。 

 

 

 

 

｢深い学び｣につながるアクティブ・ラーニングの実践 

 

校訓 ： 質実剛健 自彊不息 

教科横断型授業―英語イマージョン教育― 

昨年度から、県の｢グローバル人材育成強化校｣に指定され、中高で英語イマージョン教育の推進に取り組んでいます。外国語（英語）以

外の授業において、EAS（English Activity Supporter）とティームティーチングを行い、生徒が母語で獲得した教科科目の知識・技能

を活用して新しい内容について英語で理解・表現します。 
イマージョン授業実施教科（科目）…国語、地理歴史（世界史）、公民（現代社会）、理科（生物）、保健体育、音楽、 

総合的な学習の時間（課題探究）中学国語、中学理科、中学社会 

研究授業指導案に見えるイマ－ジョン教育の取り組み 

【第 2学年実施 現代文 B】 

・『こころ』『山月記』『羅生門』の紹介文を日本文・英文の両方で作成し、作品についてわかりやすく伝える工夫をする。二言語を用いることでより深い理解

を促し、各言語の特徴にも気づかせる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

54%

29％

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

聞く力話す力読む力書く力

イマージョンで伸びた力は

何ですか？

英語での授業を

理解できた 

イマージョ

ンの授業に

おいて昨年

より良い研

究・発表がで

きた。 

 
２年生 現代文 

 

 

 

グループディスカッション 

 

 

英語で意見をまとめる 
英語で発表 

年間２回実施している研究授業では、年々｢課題発見・解決型｣の授業が増え、授業改善が着実に進んでいます。他教科の授業

を参観することでアクティブ・ラーニングの手法や新たな指導法が教員間で積極的に共有されています。 

イマージョ

ンによって

学ぶことは

学力全般の

向上に結び

つ き ま す

か？ 

 

 

研究授業での｢アクティブ・ラーニング｣の広がり 

 

 

研究授業大会 理科（生物）学習指導案より 

Ⅱ研究授業協議会の実施 

本校では研究授業大会を次のように行い、ワークショップ型研究授業協議会を実施しています。 

手だては以下のとおりです。 
① 授業者が本年度のテーマ（目標）に基づいた本時のねらいや工夫・授業仮説を設定し、 

授業以前に情報公開を行う。＝「私の授業の見てほしいポイント」を提示する。 

② 参観者は「見てほしいポイント」に沿って付箋に気づいたこと・考えたことを記入し、 
参観シートに付箋を貼る。 
※付箋の活用方法：教師の指示・発問・手だて等に関して１項目につき１枚 

（青：よかった点 / 黄：改善点・疑問点） 
③ 研究協議会において教科ごとに授業分析。 
  授業者自評→参観者が付箋を紹介し学習指導案の拡大紙に貼り付ける。 

よく工夫がなされていた点・改善点ともに全体で協議。 
④ 学習指導案の拡大紙（付箋付）を職員室等の、教職員の目につく場所に掲示。 
  

 この手だてにより、授業実施者だけではなく、全教員の指導力向上とアクティブ・ラーニングの 
質の向上、効果の最大化を目指している。 
 

 

 

13% 

128



129



福岡県立玄界高等学校
授業改善の取組

＜教育理念＞
○創学の精神 「 古きをたずね、新しきを求め、たくましく、未来の創造者たれ 」

○校 訓 「 立志・克己・悟道 」

＜ 教 育 目 標 ＞

未来の創造者としての生きる力を育成するため、知

識・技能の確実な習得と思考力・判断力・表現力を

育み、併せて道徳教育及び体育の充実により、豊か

な心、健やかな体を育成する

＜ 学 校 教 育 目 標 ＞
創学の精神及び校訓に則り、日本の歴史と伝統を尊

重し、他国を敬愛する国際感覚をもち、地域、国家

及び国際社会に貢献するたくましい人間を育成する

目指す生徒像(育成したい資質･能力)

ア 主体的に学習に取り組み、目標に向かって

努力する生徒

イ 「十則」を実践し、礼儀正しさと自立心を

持った生徒

ウ 学校行事や部活動、生徒会活動に積極的に

参加する生徒

エ 他への敬愛の念をもち、豊かな人権感覚の

ある生徒

オ 国際感覚に優れ、他国と他国の人々を尊敬

できる生徒

〔 令和元年度の教育重点目標〕

＜最重点目標＞ 基礎学力定着に向けた魅力ある授業の実践

主体的・対話的で深い学びの実践と思考力・判断力・表現力の育成

第１回授業研修
『探究型学習（授業）について』

(1) 基礎的･基本的な知識･技能の育成

(2) 基礎的･基本的な知識･技能の活用

(3) 自ら学び自ら考える力

『観点別学習状況の評価について』

教務課･研修課から新指導要領の理念について情報提供の上、

意見交換を実施。

『相互授業参観の実施（授業構想メモの作成）について』

教科内・教科間で多様な授業形態の共有。

主体的・対話的で深い学びの実践（アクティブ・ラーニングの

視点）を進めていく。

第２回授業研修 ～研究授業週間を通して～
『相互授業参観と研究協議を実施し、意見交換や情報の共有等

を行うことで、「主体的・対話的で深い学び」の実践を目指す』

『教科の枠組みを取り払い、多角的な視点で授業を分析するこ

とで、教科の協働性向上の契機とし、教科横断的な視点からも

「主体的・対話的で深い学び」の実践を目指す』

(1) 第1回授業研修時に作成した授業構想メモを全職員が作成。

(2) 作成した授業構想メモを用いて、担当クラスで授業を行う。

(3) 研究授業期間中に1回以上参観し、教科横断的な視点から

の主体的・対話的で深い学びの実践を進めていく。

『観点別学習状況の評価について教科内で協議し、全教科間で

情報共有を行い、新課程に向けて検討を重ねる。
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新☆ぐーちゃん 松宮さん
新宮高校イメージキャラクター

教育目標

『浩い心（SHINGU PRIDE）をもって、世の中に貢献できる人間』の育成

「ALの実践推進と評価方法・評価基準の研究・検討」
～「深い学び」を引きだす授業の実現に向けて（５つの活動の実践）～

【各教科の授業改善サブテーマの設定】

〇生徒の思考を深める発問の工夫（外国語）
〇ルーブリックによる自己評価により意欲を高める（地歴
公）
〇個で考え集団で深め個で振り返るサイクルの確立（数
学）
〇AL型授業における評価（ルーブリック・観点別評価）
（国語・理科）
〇生徒の主体的姿勢を生み出す授業作り（保体）
〇主体的・創造的な鑑賞能力の向上（芸術）

【各教科による２回の研究授業】

・目指す生徒の姿を目標に記入
・どんな手立てを用いるか記入
・手法、活動が上手く機能する
ための教師の支援を記入

【講師を招いての研修会（７月】

【全教科による実践発表（11月】

・研究協議
→拡大指導案の
作成

・評価の観点に
対する良かっ
た点、改善点
の指摘

【①理解する】（前時の復習）

ペアワー
ク

電子黒板の活用

その他、暗唱や確認テストな
ど・・・【②要約する】

R80（国語科）

討論の班別発表

【③関連づける】

ケーススタディの活用

学びを実生活に活かし
た記述・他者との共有

その他、他者と
の比較や既有知
識との関連づけ
など・・・

【④説明する】

まなボードの活用

・解答の課程や根拠の説明
・ICT機器を活用した班別
発
表

・Short Essayの作成
など・・・

【⑤ふりかえる】

・ルーブリックの作成
・自己評価や相互評価
・R80

など・・・

①記憶
34%

②応用
27%

③分析
28%

④評価
8%

⑤創造
3%

「深い学び」の「思考レベルの深
さ」の到達度

教師の実
践状況

生徒自身の
自己評価

差

①理解する 95% 88% －7%

②要約する 86% 80% －6%

③関連づける 88% 80% －8%

④説明する 90% 83% －7%

⑤ふりかえる 91% 88% －3%

「生徒自身の学び」の実感（昨年度比較）
①主体的学び 95.7%(H30) → 97%(R元) ＋1.6%
②対話的学び 91.3%(H30) → 93.6%(R元) ＋2.3%
③深い学び 88,3%(H30) → 89.3%(R元) ＋1.0%

・「主体的・対話的学び」は向上、特
に３年生の数値上昇が大きい。
・「深い学び」は現状維持、また「主
体的・対話的学び」に比べ数値が低い。

・教師の実践率は高い
・生徒の自己評価との
差が大きいことが見受
けられる。

授業アンケート(年２回)による比較
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「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

校内職員研修
・観点別評価研修会
・ＩＣＴ活用研修
・校内授業公開週間

校内研究授業
校内授業アンケート
校外職員研修
・中学校研究発表会授業参観

３年次：５つの*ＰＢＬ（*Project Based Learning)
年間を通じて行い、年度末にその成果を発表する

地域社会との連携の中で思考力・判断力・表現力を養う学校PRプロジェクト

かすや町育ち愛プロジェクト 商工会プロジェクト

Ｒｕｎ伴プロジェクト

ICT機器の活用

➣１、２年次
数学・英語
習熟度別授業

➣２・３年次
選択科目
少人数指導

AL型授業

ＳＣＰ
スチューデントカンパニープログラム

１年次：産業社会と人間 ２年次：総合的な学習の時間
➣研修旅行
➣まちの駅かいせい

振り返りワーク

今年度マイプロジェクトアワード地域Summitへ

自身の活動を発表し、フィードバックをもらい、経験を
学びへと転化するリフレクションの場

➣魁誠お仕事スタジアム
➣マイフューチャーリサーチ
➣異文化理解
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  福 岡 県 立 須 恵 高 等 学 校 
 

 

 取組 ～教え込みからの脱却～ 

○須恵町と連携協定を締結 

・町が生徒の健全育成を支援！ 

・多様な取組を協働で行う 

・町とコラボし、町をＰＲする商品

を企画しました。 

○学習レンジャー 

 須恵町の 3つの小学校と連携

し、教員や保育者希望の生徒によ

る小学生の学びを支援 

○総合的な学習の時間を活用し

た体験活動（医療看護クラス） 

 「ボランティア体験活動」や「職場

体験活動」で周辺の医療機関や

保育機関、介護施設、地元企業

と連携 

 

○小学生との交流会 

・22年間続く伝統行事！ 

・1000人以上の児童の参加！ 

・周辺 5町と連携し、30カ所の

小学校や公民館等で小学生への

学習支援やレクリエーションを行

う。全生徒がコミュニケーション

能力や多様な資質・能力を伸長

させる 

○学習支援サポーター 

 周辺中学校との連携（夏休み） 

 周辺幼児園での読み聞かせ 

 

○黙想からの授業開始：落ち着いた雰囲気で授業にのぞむ 

○教室棟の各階に自学室を完備。職員室前に自学スペースを確保→質問しやすい環境づくり 

○読解力を育成する環境づくり：図書館まつり（ビブリオバトルなど）・論述コミュニケーション 

○学習に関する満足度の集約・分析  

「学習への満足度」大変満足・・・１６％，やや満足６６％  

「学校生活の満足度」満足・・・９２％  

 

教員の意識・指導力の向上 

＜学校の重点目標＞ 

「自律的な学修者の育成を念頭においた授業の展開」 

・学力の三要素のバランスある育成を目指す授業改善とその 

ための観点別評価の推進 

・「総合的な探究の時間」を中心にした生きた学びの創造 

取組 ～思考力・判断力・表現力等の育成～ 

成 果 

★学習への満足度 

「学習への満足度」 

大変満足：１６％，やや満足：６６％ 

「学校生活の満足度」 

満足：９２％ 

★大学と連携 

今後の大学での学びや受験に必

要な学力とは何かを全職員間で

共有 

★視聴覚教材を導入 

 授業改善を支援 

★ＯＪＴによる授業改善 

 職員研修で、異なる年齢・教

科・経験を考慮した班編成を行

い、互い高め合う環境を整備 

地域連携 

取組 ～地域を支え、 

     地域に愛される学校～ 

○総合的な探究の時間（1年生） 

 周辺 5町１市と連携し、市や町

の課題を生徒自らが考え、課題解

決の方法を計画・実行する。活動

の中で新たな課題を発見し、解決

を図る。 

探

究

的

な

学

び 

教

え

込

み

か

ら

の

脱

却 

自ら進んで学びます 

①授業実践 

１単位時間の工夫 

・「めあて」「振り返り」の明確な提示 

→主体的に学習に取り組む態度を育む 

 ・「パフォーマンス課題」設定 

→「問い」をもって学習にのぞみ、新

たな「問い」を設定 

 ・ペアやグループでの学習 

→自分の考えを伝え、周囲と協働して

考えを高め合う 

○「主体的・対話的で深い学び」の 

実現を図る取組 

 

②観点別評価の推進 

・３観点のバランスの良い育成 

③ＩＣＴ活用 

・e‐ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ「Feelnote」で学びの

蓄積・振り返りの実践 

④定期考査 

・「思考力・判断力・表現力」を重視

した問題の作成 

・定期考査を廃止し、単元テストの 

導入（数学科） 

 

 

学習基盤づくり 

Ａ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｄ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｐ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｃ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｄ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

職員研修（授業改善） 

＜4月＞ 

公開授業月間 

＜4～5月＞ 

学校満足度調査① 

＜6月＞ 

授業改善アンケート① 

＜7月＞ 

学校満足度調査② 

＜９月＞ 

研究授業大会 

＜10月＞ 

職員研修（研究授業） 

＜11月＞ 

授業改善アンケート 

＜12月＞ 

Ｐ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

＜ 校 内 授 業 研 修 

＞ 

キャッチフレーズ「あなたの夢によりそいます」の実現 

・学校満足度１００％を目指す取組 
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福岡県立香住丘高等学校

確かな授業が生徒の学力を伸ばす！
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令和元年度 公開授業（ 教科 ）（ 科目 ）学習指導案 

学 校 名 福岡県立香椎高等学校 

指 導 者 職名   

実施日時 令和元年 月  日  曜 

時限                

実施学級 第 学年 組  名 

実施場所  

１ 本時の指導目標（到達目標） 

 

２ 本時の手立て 

   

３ 本時の評価の観点 

   

４ 教材 

 

５ 学習の展開 

令和元年度の重点目標 

■「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学

びに向かう力」をバランスよく育成する 

■ 現代的な諸課題に対応できる資質・能力等を

教科横断的な視点に基づき育成する 

■ 主体的・対話的で深い学びを推進する 

■ 言語活動や体験活動、ICT 等を活用した学習

活動を充実させる 

【実践事例】 

●数学の三角関数と物理の音色を応用してデジタル化を理解する 

●漢文の構造と英文の構造の共通点を見出す 

●カルスト地形と容食作用を関連させ地球温暖化を考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習指導案の特徴 
項目を絞ることで、作成の手間を省き、内容の確認をしやすくする 

 福岡県立香椎高等学校 授業改善に向けた取組 

A B C

①
速さ、速度、変位、加速度などの
物理量の定義を理解し、計算でき

る。

各物理量の定義を正確に答え、
正しく計算できる。

物理量のうち一部が曖昧だが、
正しく計算はできる。

各物理量の定義が分かってお
らず、計算も不正確である。

②
等速直線運動と等価速度直線運
動の公式や各物理量を表す文字

の意味を覚えている。

すべての公式を正確に答え、文
字の意味も正しく答えられる。

文字が表す意味は答えられる
が、公式を間違えることがある。

文字が表す意味は答えられる
が、公式を答えられないことが

多い。

③
記録タイマーの基本操作を習得
し、測定結果を適切に処理するこ

とができる。

記録タイマーの基本操作を習得し、測
定結果を的確に処理できる。

記録タイマーの基本操作を習得した
が、測定結果の処理に一部不適切な
箇所がある。

記録タイマーの基本操作を習得した
が、測定結果を的確に処理できな
い。

①
速さ、速度、変位、加速度の違いや運
動の向きや様子との関係を説明でき
る。

スカラーとベクトルの違いを踏まえて、
各物理量の違いと運動の様子との関
係を説明できる。

スカラーとベクトルの違いを踏まえて、
各物理量の違いを説明できる。

速さと速度の違いは説明できるが、
他の物理量との違いや運動の様子と
の関係は説明できていない。

②
等価速度直線運動に関する問題から
必要な情報を読み取り、立式・計算を
正しく行うことができる。

問題から立式に必要な情報を読み取
り、適切な公式を用いて解答を作成す
ることができる。

問題を読み取り、必要な情報を示され
れば適切な公式を用いて問題を作成す
ることができる。

問題の中から必要な情報を明示し、
用いる適切な公式を提示すれば、解
答を作成することができる。

③
与えられたグラフから特徴を読み取り、
運動の様子を説明できる。

与えられたグラフの特徴を理解し、運
動の様子を他者に説明することができ
る。

運動のグラフの特徴について理解し、
他者に説明することができる

運動のグラフの特徴を一つ挙げること
はできる。

学びに
向かう

力
①

身近な様々な運動について、動きの規
則性を意欲的に解明しようとする。

一枚ポートフォリオで毎時間の授業の
振り返りを緻密に行い、本質的な問い
に真剣に取り組んだ。また、分からな
いことや関連することを自分で調べた。
実験にも主体的に取り組んだ。

一枚ポートフォリオで毎時間の授業の
振り返りを緻密に行い、本質的な問い
に真剣に取り組んだ。実験にも主体的
に取り組んだ。

一枚ポートフォリオで毎時間の授業
の振り返りを行い、本質的な問いに
答えた。実験にも真面目に取り組ん
だ。

思考
判断
表現

知識
技能

到達目標

本校の授業は「主体的に学び、心にとめおく授業」 

公開授業 

生徒による授業アンケートと連動し上位者が授業を実施 

印

資料

観点

0 0 0 0 0 0 30 45 0 20 30 10 0 0 15

0 0 0 30 45 15 70 105 0 0 0 0 0 0 35

35 55 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 5

35 55 20 30 45 15 100 150 0 20 30 10 15 20 55 200 300 100

a b c d e

〇 〇

15 10

〇 〇

15 35

〇 〇

15 7

教科書（出版社）：CROWN English Communication III　（三省堂） 副教材（出版社）：CROWN English Communication III　予習サブノート （三省堂）

評価
規準

平成3１年度年間指導計画      通し番号 （　　　ー　　　）

教科：外国語（英語） 科目：コミュニケーション英語Ⅲ 単位数：３単位 指導学年：３年 指導学級：　１０組 職：　 氏名：　

生きて働く「知識・技能」の習得（知） 未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成（思） 学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」の涵養（学）

【何を理解しているか、何ができるか】 【理解していること・できることをどのように使うか】 【どのように社会・世界とかかわり、よりよい人生を送るか】

外国語の音声や語彙、表現、文法、言語の働きなどの理解
を深めるとともに、これらの知識を、聞くこと、読むこと、話す
こと、書くことによる実際のコミュニケーションにおいて、目的
や場面、状況などに応じて適切に活用できる技能を身に付
けている。

コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、日常
的な話題や社会的な話題について、外国語で情報や考えなど
の概要や要点、詳細、話し手や書き手の意図などを的確に理
解したり、これらを活用して適切に表現したり伝えあったりするこ
とができる。

外国語の背景にある文化に対する理解を深め、聞き手、読み手、話
し手、書き手に配慮しながら、主体的、自律的に外国語を用いてコ
ミュニケーションを図ろうとしている。

300 50.0

0 0 75 60 15
150

合計(点） 比率（％）
授業への取組 パフォーマンステスト 定期考査 確認テスト 課題

25.0

e

1
学
期

中
間
考
査

<CRO WN>

L1 Life as a Journey

<Fa s h i on  E ng l i s h>

・ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰのｺﾝｾﾌﾟﾄ

　やﾃﾞｻﾞｲﾝを英語で説明

・日常会話練習

・Performance Test

●▲★松尾芭蕉の旅を通して、日本文化の魅力を再発見させる。ペ

アワーク・グループワークで日本文化について考えを交換させる。

（地歴・古典）

◆●▲★ファ ッショ ンショ ーのグループで協力して、ICTを活用した

効果的なプレゼンテーショ ンを工夫させる。FD科の授業の内容を

活用して進める。（家庭）

[パ評価]本文recitationをルーブリックを用いて評価する。

教科書の語彙とファ ッショ ンに関する表現の習得ができている。教科書で学

習した文法事項を理解し、応用して使うことができている。

示されたフォ ーマットを活用して自分の意見や考えを英語で表現することが

できる。内容についての要約文、感想文を書くことができる。英文の内容を

把握し、内容に関する質問に正しく答えることができる。

事前準備をして授業に臨み、音読・リスニングなどの活動に積極的に参加し

ている。英語で意欲的に発言し、他の言うことを正確に理解することができて

いる。

単元及び指導内容

指導上の留意点

評価基準
　　　　　　反省及び改善等
（反省を書いて課題を見いだし、そ
の解決に向けた改善策を記入する）

●ＡＬ、▲ＩＣＴ、■ＯＬ、◆ＣＣ　★LA

学び 110 0 0
150 25.0

各学期

年間指導目標：

主体的、自律的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す

る。また、特にファッションに関する事柄について将来、場面に応じて英語を活用で

きるように、聞くこと、話すこと（やり取り、発表）、読むこと、書くことの５領域におけ

る言語活動（アクティブラーニング）を通して、情報や考えを的確に理解したり伝え

合ったりする資質や能力を育成する。

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた取組：
様々な場面における言語活動を経験させながら、ファッション英語
の学習を通して、場面に応じた適切な英語表現を学習することで、
自分の意見や考えを表現できるよう促し、英語での発信力を更に
伸ばす。

道徳教育の観点：
自分とは異なる考えや文化を理解する寛容な態度や行動を養成
するとともに、人権や平和を尊重し、他を思いやる気持ちを育て
る。

90 600
100.0

学
　
期

考
　
査

□ 資質・能力（３観点）をバランスよく育むこと

□ 言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等

や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力が

教科横断的な視点に基づき育成されること

□ 主体的・対話的で深い学びが推進されること

□ 言語活動や体験活動、ICT等を活用した学習活動

等を充実させること

観
 

点

(知)

(思)

(学)

方法

a b c d

各学期

思・判・表 0 90 175 0 35

知識・技能

各学期

合計 110 90 250 60

0 40

各学期

配時  学習内容 

 

学習活動・形態 

 

教 材 生徒の参加・集中度 

強←     →弱 

 導入 

 

活動① 

 

活動② 

 

    

 1  2  3  4 

 まとめ     

 

参観のポイント 

良い授業の判断基準は授業に取り組む

生徒の姿 

作成上のポイント② 

教科全体で目標達成

のための有効な手立

てを検討し実践する 

評価基準を教科内で統一し、観点毎の到達度を

示して生徒に見通しをもたせるルーブリック 

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力」 

を育成する年間指導計画 

パフォーマンス

評価の充実 

目的 
●主体的・対話的で深い学びの実践 

●教科指導力の向上 

●AL 型授業・ICT の活用・観点別評価の推進 

 

調べ学習 

（スマートフォンの活用） 

教科横断的視点を盛り込んだ授業計画 
教科＋教科（＋α）＝深い学び 

～生徒はもっと伸びる～ 

 

作成上のポイント① 

教科全体で評価の観点

を検討し設定する 

縦軸をこれらの観点 横軸を評価方法 

とした本校オリジナル観点別の配点表 

100 点では計れない！！ 

年間で 

考査点 300 点＋活動点 300 点＝600 点 

プレゼンテーション 

（言語活動の充実） 

グループワーク 

（まなボードの活用） 

ICT 

（電子黒板の活用） 

活動例 

●AL ▲ICT ■オリンピック教育 ◆教科横断 

★言語活動の充実 [パ評価] パフォーマンス評価 

を指導上の留意点に記載 
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福岡県立 香椎工業高等学校
学校経営方針

「タフ」で「しなやか」な工業人の育成を図る

○多様な生徒の可能性を伸ばす指導と一人ひとりの多様な進路に応じた教育の実践
○日本の伝統文化の継承とものづくりをとおした職業人の育成
○「アクティブ・ラーニング」の実践に伴う、探求心の向上
○生徒情報の共通理解と面談をとおした生徒理解
○人としての在り方生き方を身に付ける道徳教育の実践

ＡＰ(アドミッションポリシー)：本校が求める生徒像
・道徳教育をとおして人としての在り方生き方を身に付けた生徒
・教育活動をとおして主体性を持った生徒の育成

ＣＰ（カリキュラムポリシー）本校が展開する教育活動
・「主体的・対話的で深い学び」に向けた「アクティブ・ラーニング」の実施に伴う探求心の向上
・ＩＣＴを用いた授業づくり、実践学習を通じた学習意欲の向上と維持

ＤＰ（ディプロマポリシー）本校を卒業させるまで身に付けさせる力
・人としての在り方生き方を身に付け、主体性を発揮できる生徒の育成
・「モノづくり」をとおしてチームの中で活躍できる生徒の育成

目的 取組
どのように学ぶか

成果
何ができるようになったか

アクティブ・ラーニング型の
道徳授業

ＩＣＴを活用した
ペア、グループ活動

グループ発表ができる等、
表現力を身に付けた

ボランティア活動の実践等、
主体性を発揮できるようになった

道徳心を育み
人としての在り方
生き方を身に付ける

他者と協力して
表現力を育む

鎧兜の製作等で仲間と協力
し、探求心が向上した

モノづくりをとおして
チームの中で

活躍できる力を育む

自ら設定した課題の
調査や創意工夫

教科「実習」 教科「課題学習」

座学 課題研究発表会

特設授業「道徳」 有志生徒ボランティア
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極めよう。自分らしさ。―学びの自由で未来を創る―極めよう。自分らしさ。―学びの自由で未来を創る―極めよう。自分らしさ。―学びの自由で未来を創る―極めよう。自分らしさ。―学びの自由で未来を創る―    

福岡県⽴博多⻘松⾼等学校福岡県⽴博多⻘松⾼等学校福岡県⽴博多⻘松⾼等学校福岡県⽴博多⻘松⾼等学校    
「主体的・対話的で深い学び」を目指した 

授業改善と指導力向上に資する実効性ある研修の推進 
 

 
 

令和元年度授業研究テーマ 
目標に目標に目標に目標に応じた応じた応じた応じた    

生徒のアウトプット（表現）生徒のアウトプット（表現）生徒のアウトプット（表現）生徒のアウトプット（表現）
の効果的な場面設定の効果的な場面設定の効果的な場面設定の効果的な場面設定    

 

授業研究期間 

「学校生活アンケート」や 

「授業アンケート」の集計・分析 

期間中期間中期間中期間中、定時制のすべての、定時制のすべての、定時制のすべての、定時制のすべての    
授業を授業を授業を授業を本校の本校の本校の本校の全職員に対して全職員に対して全職員に対して全職員に対して    

公開する（通信制課程の職員公開する（通信制課程の職員公開する（通信制課程の職員公開する（通信制課程の職員もももも参観）参観）参観）参観）    
    「私の授業、見に来てくださいカード」の活用 

 
 

授業参観シート 

効果的効果的効果的効果的でででで実効性の実効性の実効性の実効性のあるあるあるある    
観点観点観点観点を用いた評価を用いた評価を用いた評価を用いた評価    

 

 

 
 

  

授業の工夫・改善の授業の工夫・改善の授業の工夫・改善の授業の工夫・改善のポイントをポイントをポイントをポイントを    
事前に事前に事前に事前に示して示して示して示して授業授業授業授業をををを公開公開公開公開    

 

     
教科ごとに細かく分析して教科ごとに細かく分析して教科ごとに細かく分析して教科ごとに細かく分析して    

フィードバックフィードバックフィードバックフィードバック    
 

 

 

外国語 

 

    
ロールプレイを通してロールプレイを通してロールプレイを通してロールプレイを通して    

考えを英語で表現考えを英語で表現考えを英語で表現考えを英語で表現    

地理歴史 

 

保健 

 

 
数学 

 

    
電⼦⿊板を用い電⼦⿊板を用い電⼦⿊板を用い電⼦⿊板を用い    

答案を答案を答案を答案を全体で共有全体で共有全体で共有全体で共有    

    
ペアワークをペアワークをペアワークをペアワークを通して通して通して通して    

歴史歴史歴史歴史的思考力的思考力的思考力的思考力・表現力・表現力・表現力・表現力をををを育成育成育成育成    

    
グループワークグループワークグループワークグループワークでででで    
共通理解を共通理解を共通理解を共通理解を図る図る図る図る    
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主体的・対話的で深い学びの実践に向けた授業改善の取組み

学校紹介 ・普通科 1 学年 10 クラス，理数科 1 学年 1 クラス

育成したい生徒の資質・能力
『 高い学力，それを活用して課題を解決する力，新たなものを創造する力 』

今後の方向性

・組織的な評価方法および基準の確立・実践 → 段階的ルーブリックの作成と活用（年度→学期→単元）

・講義形式とグループ形式を双方向で関連づけた授業改善（主体的に学びを深める動機付けを重要視）

・毎年度末に各教科の実践を冊子にまとめ，実践報告・発表の場を継続的に設定

・十分な知識及び技能の習得 ・主体的に学ぶ態度の育成 ・他者との協働性の育成
・言語活動の充実による思考力 , 判断力 , 表現力の育成 ・理数教育の充実を通した課題解決能力の向上

・総合的な探究の時間の活用 … 個人研究 → 発表 → 振り返り ⇒ 協同研究 → 発表 → 振り返り
・特別活動の活用 ……………… ホームルーム活動・生徒会活動，学校行事の運営

本年度の授業改善の方向性 … 次の３つを満たす授業を設計，実施すること

主体的な深い学び
に誘う授業

観点別評価法の実践を組
織的・試行的に行う授業

生徒の発達段階と
ニーズを踏まえた授業

国語の授業例 セルフチェックシートを活用した自己
評価による深い学びを目指した授業の試み

ペアワークの様子

理科 (物理) の授業例

教室に於ける実験の様子

観点別評価法の実践を
組織的・試行的に行う授業の試み

一枚ポートフォリオ風レポート

技能，思考力
・判断力を評価。

いかに実験機会
を多く持つかが
課題。

発展的内容に関するレポート

生徒が自ら題材を設定して探究
する主体的態度を評価。

授業前後で評価規準を
確認，自己評価。

｢目標・課題の設定｣
↓

｢目標達成・課題解決｣
の流れを生徒自身が作る。
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新たな学びにおける教科指導力の向上 
 

本校で実践しているアクティブラーニングの一例を紹介いたします。 

～地理～（班活動を通しての深い学び） 

地理では、知識・技能を生かして、地域に主体的に関われる力を養うことを目的とした取り組み

を定期的に行っています。その一部を紹介いたします。 

２年次 

大地形や日本の自然環境の学習で、自然災害発生前・発生後に地域社会の一員として出来ることについて考え

ました。１学期には、自分が生活する地域のハザードマップを調べて、地域ごとの災害のリスクや避難場所・避

難経路を確認し合いました。２学期には、避難所運営に関するゲームを行い、気を付けたいことやそれらへの対

応の仕方について議論・発表しました。このような活動を通し、いざというときでも自分で考え行動できる力を

養っています。 

 

 

 

 

 

 

３年次 

産業、人口、村落と都市の学習を踏まえて、「持続可能なまちづくり」について考えました。今回は福岡市中

央区と那珂川市南畑という生徒に身近な２つの地域を取り上げました。資料を参考にしながら、各地域での課題

は何か、課題の解決のためには誰が何を行えるかを SDGsと結び付けて考え、模造紙に多くのアイデアを書き出

しています。最後は班ごとに発表をし、他班の意見を聞くことで、地域との関わり方について新たな気付きを得

ました。 

 

 

            

福岡県立柏陵高等学校 
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教育支援
サービスの
導入

授業改善を
目的とした
研修

落ち着いて
学習できる
生徒

『確かな学力の向上』
基礎基本の定着及び主体的・対話的で
深い学びの実現に向けた授業実践

本校の具体的目標

職員研修・専門研修等

検討委員会の組織

スマホの授業使用の検討

定期考査の新テスト対応
(思考力を問う記述問題

・観点別評価導入)

Plan ～計画～

Do～実施～
・個に応じた教科指導で目指す、
主体的かつ深い学びにつながる学習

①上位者、希望者配付
プリント集

② ACE club
（参加型放課後指導）

・アクティブ・ラーニング型授業で
目指す主体的・対話的授業(授業一例)

国語：自分の考えを発表する(ペア・全体)。
数学：ペアワークで理解をすすめる。
理科：自分で資料をまとめて班で発表。
社会：自分でまとめて発表。

前時の内容をペアで発問し合う。

・授業後の振り返りの実施
①授業理解度
②対話的な活動

の評価

・教育支援サービスを
利用した学習支援

①授業の振り返りや
レディネス調査

②学習動画を利用した
復習の実施。

Check～評価・検証～

Action ～改善に向けて～

授業アンケート（生徒のスマートフォンを利用しての実施）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ｈ２９ Ｒ１

授業スピード

とても速い まぁ速い

丁度良い ちょっと遅い

0%

20%

40%

60%

80%

100%

質問① 質問②

質問①考えさせる発問や工夫があるか

質問②授業中に活動や対話はあるか

良くある ある あまり ほとんど

相互授業参観
(１人２回各学期実施)

→実施率74％
(２学期分)

各教科
代表研究授業
※課題意識を
もって取り組む

① 観点別評価の本格実施 ※評価が変わると授業も変わる

② 指導法の充実 ※ICTはあくまで選択肢!!
③ 目的を持たせた相互授業参観の充実
④ 課題意識をもって取り組む授業改善

Next Plan ～更なる授業充実を目指して～

対話や活動を取り入れることで、
生徒の授業に対する意識が変化

Background ～教育目標と現状～

アクティブ・ラーニングと併せて
アダプティブ(個別最適化)な学習を目指す

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ｈ２９ Ｒ１

授業スピード

とても速い まぁ速い

丁度良い ちょっと遅い

ち
ょう

ど

良
い ち

ょう

ど

良
い

よ
く
あ
る

あ
る

よ
く
あ
る

あ
る
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日々の授業、総探の時間、
学校行事、あらゆる場面を往還しながら

育成される主体的・協働的
課題解決力と発信力

英語イマージョン教育
（英語以外の科目を英語で学び、より実践的な英語
力の獲得を目指す。これまで全教科で実施。）

福岡県立城南高等学校
Always look forward and act !

～校訓～

進
取

明
朗

端
正

保健
（資源循環の課題と解決策についての協議）

地理
（扇状地形成の仕組みをモデルを用いて説
明）

ＥＳＤ課題研究
同じ好奇心の方向性をもった文理を融合した研究
班で、SDGsの視点をもち課題研究を実施。
協働的な力が鍛えられ未来を切り拓く「探究する
力」が育成される。

体育大会
本校最大の学校行事。学年を越え協働的か
つ３年生はリーダーとして資質が試される。

修学旅行
国内・海外の希望制で実施。クラスを越え協働的に研修
を行う。

即興型英語ディベート
（その場で与えられた題に挑む“即興型”の英語ディベー
ト。相手の主張を聞き、それに反論する高度な思考力と
英語力を育成。）
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修猷館高等学校

課題研究

ＩＣＴ活用

語りの文化
英語イマージョン教育

平成２８年度より実施

Ｈ２９ １３６時間
Ｈ３０ １４１時間
Ｒ １ ７８時間（予定）

主な単元名

「脳の構造とはたらき」
「ips細胞」「生命倫理」
「情報リテラシー」など

「予餞会」（代表的な行事）
３年生は学校への思いを、１・２年生は
感謝の気持ちを語り合います。

「マルチメディアワゴン」

特別教室の利用が増え、更なる
ICT活用に応えるため、パソコン･
スピーカー･プロジェクタが一体化
した移動式ワゴンが配置されまし
た。普通教室での活用が期待され
ます。(現在６セット)

１・２年生で実施。「総合的な探究／学習の時
間」の一環として、生徒自身が関心のある課題を
選択し、調べ、考え、互いの考えを交換する中で、
自らの考えるプロセスを経験することが目的。さ
らに、それらを通して、問題把握、分析、情報検
索、論理的思考、発表等の能力が培われることも
期待しています。

深い学び

教科

特色ある学び

＊ 選び抜いた教材、十分に練った授業
で、論理的思考力・科学的思考力・批
判的思考力・コミュニケーション能力
などを最大限に引き出しています。

＊ 予習・復習、教え合いなど、自ら学
び自ら考える態度の醸成を図ることで
将来にわたって学び続ける能力を育成
しています。

英語により他教科の内容を指導する教科横断的な授業
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令令和和元元年年度度  福福岡岡県県立立学学校校「「新新たたなな学学びびププロロジジェェククトト」」地地区区版版実実践践発発表表会会  

福福岡岡県県立立福福岡岡工工業業高高等等学学校校（（全全日日制制））  
 

 

 

 

１．研究目的 

 

 

 

 

２．生徒・学校の課題 

多くの生徒が教員から指示されたことをこなすことができるが、一方で課題を解決していく場面で、

チームで力を合わせて答えを出したり、自ら進んで発案したりする生徒は一部にとどまっている。 

↓ 

そこで、次期学習指導要領の柱である「何ができるようになるか」に着目した指導の転換が必要であ

る。今回の研究を通して、本校として育成したい生徒の資質・能力を明確にし、実習系の科目で学力

の三要素をバランスよく身に付けさせるための指導方法を確立させることをねらっている。その中で

も本年度は、思考力・判断力・表現力の向上を目指した研究と実践を行っている。 

 

 

３．実習評価シート 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
実習での「思考力・判断力・表現力」とは？ 
①危険を予測すること 

②作業の段取りを考えること 

③段取りに沿って安全に作業を進めること 

④作業の成果と課題を伝えること 

⑤課題を次に活かすこと 
 
 
４．活用方法 

 

５．まとめ 
 
 
 
 
 
 
①②は生徒、③は教師 

導 入 
生徒へ評価基準を示すとともに、 
実習の流れ～終了をイメージさせる 

展 開 実習内容にそって作業を進める 

まとめ 
グループ学習を仕組み、実習の前後での 
知識や技術の高まりを表現させる 

本年度の研究テーマ 

学力の三要素をバランスよく身に付けるための実習指導と評価に関する研究 

導入 

展開 

まとめ 

学力の向上と希望進路の実現を図るために、「評価手法と授業改善の一体的な研究を推進し、主体的・

対話的で深い学びを実現する」という具体的目標を掲げている。本年度は、専門教科の実習指導において、

汎用性を持たせた実習評価シートを開発して、実習内容の到達度をルーブリックで自己評価させるととも

に、実習の前後で知識や技能の高まりを表現させるためにアクティブラーニングを取り入れる。 

 

多くの生徒が教員から指示されたことをこなすことができるが、一方で課題を解決していく場面で、チ

ームで力を合わせて答えを出したり、自ら進んで発案したりする生徒は一部にとどまっている。 

 

 

そこで、次期学習指導要領の柱である「何ができるようになるか」に着目した指導の転換が必要である。

今回の研究を通して、本校として育成したい生徒の資質・能力を明確にし、実習系の科目で学力の三要素

をバランスよく身に付けさせるための指導方法を確立させることをねらっている。その中でも本年度は、

実習の中で、思考力・判断力・表現力の向上を目指した研究と実践を行っている。 

 

①危険を予測すること 

②作業の段取りを考えること 

③段取りに沿って安全に作業を進めること 

④作業の成果と課題を伝えること 

⑤課題を次に活かすこと 
 

①実習内容の到達度が明確になり、学ぶ意欲を向上す
ることができるようになった。 

②実習前後の知識や技能の高まりを感じ、思考力、判
断力、表現力を向上することができるようになった。 

③評価基準を示すことで暗黙知評価から形式知評価へ
の転換を意識した指導ができるようになった。 

 

↓ 
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授業改善の取組（実習） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県立福岡工業高等学校 定時制課程 

 
学校教育目標： 

文武両道を校是とし、豊かな人間性と創造的な知性を備え、社会の発展と文化の創造に貢献できる工業人材を育成する。 

１ 校訓「質実剛健 自律 創造」を体現する生徒の育成を目指した教育活動を全職員で推進する。 

２ 次代を担う工業人材を育成するリーダー校としての責務を果たすべく、ものづくり教育を通して工業高校としての魅力あ

る学校づくりに邁進する。 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」実践発表会ポスター発表 

◎レポートの作成 

 気づいたことや作業工程をまとめることにより、

学んだことを知識として定着でき、また個々の考え

や意見を述べる力を身につける。 

 

 

 

 

 

 

◎学び合い 

互いに理解できている点、理解できていない点を

補いながらものづくりの知識・技術を深める。 

 

 

 

 

 

◎双方向性の確保 

生徒と教員も意見を交換し、コミュニケーション

を図り、一緒になってものづくりに取り組む。 

 

 

 

 

 

 

◎ＩＣＴの活用 

ものづくりの原理や作業工程等をイメージしやす

くなり、内容理解の促進と安全な作業への取り組み

につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

主体的・対話的で

深い学びの実現 

・教え合うことでより理解が深まった 

・積極的にコミュニケーションをとろうとする 

ようになった 

・授業に取組む姿勢が良くなった 

・授業外でも授業に関する会話が聞こえるように

なった 

・授業後に質問に来る生徒が増えた 

・評価手法と更なる授業改善の工夫 

・生徒の個に応じた柔軟な授業展開 

・生徒のプレゼン（発表）の機会を設ける 

・教科横断的連携への取組み 

・観点別評価の確立 

・生徒の自己評価表の確立 

成果 今後の課題 
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総合学科とは 

将来の進路を考え、共通
教科・科目と専門教科・
科目にわたる幅広い選
択科目の中から自分で
科目を選択し学びを深
めます。 

自分の進路希望や興

味関心に応じて 100

以上の科目から自由

に選択できます。 

 

福岡講倫館の学び 
  

 

  

 

 

１ コミュニケーション能力の向上〔協働による探究活動〕 
①自分だけの時間割→クラスを越えた講座の仲間→異年齢との学習→コミュニケーション能力が高まる 

       

対話により学びが深まる       主体的学習により学びが深まる（ﾐｭｰｼﾞｶﾙ）  主体的行動により学びが深まる（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ）  

②学校行事でも能力向上→生徒による企画・運営→異年齢との協働→コミュニケーション能力が高まる 

        

              学習成果発表会生徒実行委員会                   体育大会生徒実行委員会    

    ２ プレゼンテーション能力の向上〔探究活動→発表〕 

 
 
 

                              講倫館独自のテキスト  パイオニアゼミ〔研究論文〕３年次  生徒による運営 

 

 

 

 

 

                                                  

 

   成果物（産業社会と人間〔グループ研究〕）１年次    成果物（プレゼンテーション博多学〔ミニコミ誌〕）２年次     プレゼンテーション（学習成果発表会） 

令和元年度福岡県立高校「新たな学びプロジェクト」実践発表会 授業改善「より主体的に、探究活動を」 
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福岡県立早良高等学校令和元年度新たな学びプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①TPOを意識したコミュニケーション力 

②基礎学力(学び直し、一般常識、SPI) 

育成したい資質・能力 

 

(聞く力・理解する力・話す力) 

本校スローガン 「幸せな社会人として生きていける力をつける」 

職員研修会 

◎授業の手法 

① めあてを毎時間提示 

② 評価基準の明確化 

「育成したい資質・能力」

及びその育成に必要な

ことを協議 

◎授業環境の整備 

ユニバーサルデザインを重視した授業と授業環境の整備 

学校設定教科「早良リンクス」の新設 

 授業改善研修会（３回） 

20 分の模擬授業から今後の授業に取り入れる

点、そのための工夫を話し合いました。 

授業改善 

カリキュラム改善 

確かな学力と、社会人として必要な知識・技能

を身に付けるために、学び直しを超えた、教科

横断的な学習を行います。 

 

              ＋ 

教室前方の掲示

物を撤去し、連絡

事項は後方で行

う→生徒が授業

に専念できる環

境に配慮。 
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令和元年度 福岡県立学校 「新たな学びプロジェクト」 実践発表会

【年度重点目標】 「学ぶ喜びを知り、知性と教養を高め合う生徒」の育成

①一般クラス
➡ 「わかる」喜びと達成感を感じさせる学習指導

②特進クラス
➡論理的思考力・表現力の育成を図る学習指導

《本校生徒の実態》

〇発達における様々な特性を抱えている

〇学びに向かう姿勢に課題を抱えている

〇義務教育段階の学習の定着が不十分

「玄洋メソッド」 の確立！！

具体的な取り組み内容

〇「玄洋メソッド」とは…

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の視点（シンプル・クリア・ビジュアル・シェア）を取り入れつつ、

新学習指導要領で求められる資質・能力を育成する授業展開の標準型を
すべての教科で用いる。

1. 共通の授業の枠組みを導入
（導 入）本時の「目標」と「流れ」の説明。 （５分）

（展 開）講義とＡＬを組み合わせる。 （４０分）

（まとめ）本時の振り返りを行う。 （５分）

2. 黒板に「目標」、「流れ」、「重要」をパネルで明示
〇到達目標を明確化し、学習意欲を向上させる！

〇学習の見通しをもたせて、集中力を持続させる！

〇重要事項を絞ることで、学習内容を理解させる！

3. 黒板とＩＣＴ（電子黒板他）を組み合わせた授業
〇全教室に電子黒板設置（今年度中）

〇黒板の良さとＩＣＴの良さを共存させる

今年度は確立期！

《生徒アンケート結果》 《今後の課題》

〇職員研修で研究授業週間を振り返り、課題を明確にする！

〇電子黒板の良さを活かせる教材作りと共有化を図る！

シンプル

学習内容の理解

クリア

ビジュアル

シェア

本時のねらいや
発問を絞る

活動への参加

活動の内容や順序
など、見通しを示す

余分な刺激をなくし
必要な情報に絞る

授業展開の筋道
を明確にする

視覚情報や具体物を併用する

少人数で話し合う場面を設定し、発言
内容を共有し、互いの意見を認め合う

【

三

つ

の

柱

】

《玄洋メソッドの確立に向けて》

①職員研修
・学びの基礎診断結果分析 （学力実態把握）

・スクールカウンセラーによる講演 （特性理解）

・教育センター指導主事による講演 （ＵＤの視点で授業改善）

②研究授業週間 （全教科研究授業＋全職員「玄洋メソッド」実践）

黒板（ホワイトボード）
の良さと

ＩＣＴ（電子黒板）
の良さを

共存させる！

玄洋メソッドを活用した授業では、約６０％の生徒が授業に
取り組みやすくなった、内容がわかりやすくなったと答えた。

《本校教育の現状》

〇ICT機器の活用（専用カート10台完備）

〇AL教室での授業を日常的に実施

〇観点別評価の導入（３年目）

特性を抱える生徒を含む全ての生徒にわかる授業を！
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福岡県立筑前高等学校

○身につけた「知識・技能」を活用する能力

○様々な変化に対応できる「思考力・判断力・表現力」

○より良い社会の実現のために貢献しようとする人間力・行動力

（３）授業アンケート・相互授業参観
授業アンケートを年に２回実施し、生徒目線
で授業の良いところ、改善が必要なところを考
える機会を得ています。また、相互授業参観を
行い、お互いの授業の良いところを取り入れて
います。

１．育成する資質・能力

２．授業改善の取り組み

（２）研究授業・検討会の実施

（４）職員研修
グループによる協議をするなど

ＡＬの視点を取り入れた研修内容
を行ったり、新しい学びに関する
本を読むことで、全職員が授業を
振り返る機会を得ています。

（１）研修室の整備と活用

初任者のみにと
どまらず、研究授
業と授業検討会を
定期的に行ってい
ます。

授業検討会では、
３色の付箋を使い、
授業の良い点、改善
点、参観者の疑問点
を明確にして協議し
ています。

今年度、研修室の
壁一面にホワイトボ
ードを設置していた
だきました。

学校の課題検討
や授業検討会など
様々な場面で活用
しています。

３．筑前レクチュール活動

筑前レクチュール活動

授業改善の取り組み

（１）朝読書
読解力向上のために週２回、朝礼と１時限目の間に生徒全員で取り組んでいます。

（２）ビブリオバトル
クラスでの代表決定戦、筑前祭での全校発表など積極的に行っています。また、第６回全国
高等学校ビブリオバトル福岡県大会にも代表が参加し、全国大会出場を決めました。

（３）課題研究
生徒全員が自分の興味のあるテーマのもと、リサーチクエスチョン、仮説を設定し、研究報
告書の作成、ポスター発表を行っています。代表生徒は全体発表も行います。

※令和元年度創立40周年を迎えました
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 【授業改善の取組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県立糸島農業高等学校 
 

令和元年度の教育重点目標 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を図り、

確かな学力と実践力の向上を目指す。 

 

 

「主体的・対話的で深い学び」の推進 

【協議の柱】 

①本校で今後どのような生徒を育てていく

べきか。 

②「主体的・対話的で深い学び」にするた

めにどのような授業にすべきか。 

③「主体的・対話的で深い学び」を実施・

推進するための策（アイデア） 

平成 29年度職員研修テーマ  

 

 

○元気で思いやりのある生徒 

○素直な心をもち責任感のあ

る生徒 

○礼節など人としての基礎基

本を備えている生徒 

○主体的に考えて行動し、 

リーダーシップを発揮でき 

る生徒 

 

今後育てる生徒像 

①生徒授業アンケート内容の改善 

〇実物や画像を使った授業、グループ協議、教え合いなど先生が話すだけではない授業が行われましたか？ 

〇自分の意見や他者と協力してまとめた考えを表現（発表や記録など）する場面がありますか？ 

〇あなたは、授業の中で自分の考えを述べたり、他者の意見や考えを聴いたりすることができていますか？ 

②評価方法の改善 

〇ペーパーテストを重視した評価ではなく、レポート提出や課題の取組み、発表など多面的評価をする。 

〇「高校生のための学びの基礎診断」を評価対象にすることで、教師の授業改善と生徒の学習改善につなげる。 

③ICTの活用による授業改善 

〇電子黒板やパソコン・プロジェクターを活用 

した授業を推進し、「チョーク＆トーク」による 

一方通行の授業を減らす。 

〇九州大学との連携によるＩＣＴ活用授業を展開。 

④主体性･協働性を養う授業展開 

〇グループワークや協働作業を充実させる。 

〇実験・実習や地域の方との交流を充実さ 

せ、学ぶ意欲を高めさせる。 

「糸農講座」を実施。 

〇「高校生のための学びの基礎診断」に向 

けて主体的に学習する時間を設定し、生徒 

間の教え合いや教師による個別指導を行う。 

「基礎学力コンクール」を実施。 

いのちに学ぶ

ぶ 
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学び直し

・５教科の年間授業計画に学び直しを
入れ、授業に盛り込む。

・「学び直し」の内容については、
各学年で生徒の実態に応じて検討。

・１学年は中学校の内容の復習、
２･３学年は、前年度の学習内容の
復習を行う。

・中学校の教科書を参考にする。

・授業開始時、または最後に授業の
振り返りの時間を設け、学習内容の

定着を図る。

・リフレクションシートを活用し、

授業内容の定着を図る。

・自ら考えることを通じ、主体的な
学びにつなげる。

・A3サイズのホワイトボードタイプの

教材を今年度２０枚購入した。

・グループワークやペアワークなどの

言語活動で活用している。

・学び合う態度を育むことにより、
協同して目標を達成しようとする
「学びに向かう力」の育成も進める。

【理由の抜粋】
・約７０％の生徒が振り返りが
効果的と回答 (棒グラフ参照 )

まなボード使用後のアンケート結果

【良かった点】
・黒板に貼れるので、他の班の意見を

共有しやすい。

・グループ学習で、意見をまとめるの

に効果的だった。

・話し合いがスムーズに進んだ。

・思考判断の評価に効果的である。

【改善すべき点】

・学習内容を保存できない点

・字を大きく書く必要がある

・質問項目（学習内容の目標）を明確
に提示してからグループ学習に入る
べきである。

54%
3%

43%

学び直しの効果について

（職員アンケート)

効果的であった

効果的ではなかった

分からない

・高校の学習との理解度の差が
少ない状態で開始できた。

・漢字検定４級の漢字の定着率が
上がった。

・生徒の理解度をより詳しく知るの
に効果的であった。

・生徒が前向きに取り組んでいた。

・基礎基本を学び直すと発展的
な学習の理解度が高まる。

58%
6%

36%

振り返りの効果について

（職員アンケート)

効果的であった

効果的ではなかった

分からない

34.3 33 26 35.9 31.5

39.6 42.8 52.4 41.8 49.3

国語 社会 数学 理科 英語

振り返りの効果について(生徒アンケート)

効果的 大変効果的

40.5 49.4

8.8
12.7
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平成３０年度 令和元年度

授業の理解度（２年）

十分に理解できている

何とか理解できている

【職員研修における取り組み】
・８月に教育問題に詳しい石川一郎先生（香里ヌヴェール学院長）をお迎えして、「２０２０年からの教師問題」
～新たな時代の教育に対する中高連携のあり方～ というテーマで太宰府東中学校教職員との合同研修会を行った。

・８月、１１月、１２月に新学習指導要領に向けたカリキュラムについて協議した。その中で、振り返りの実践を
共有し、授業改善についての意見交換を行った。

【課題】
アンケートで学び直しの効果について「わからない」と回答した教員のその後の指導状況も検証し、学び直しの

改善につなげる必要がある。また、学び直し、振り返りの手法や取り組む時期などが教科担当によって異なる
ことや、授業の中での時間の確保の難しさが指摘されている。その点を踏まえ、次年度は教材の選定、計画的な実施
などにより、組織的に取り組むようにする。振り返りは継続的に実施し、効果を上げられるようにしていきたい。

・学習意欲を高めていく必要がある
・基礎学力を高めていく必要がある
・授業に集中する力が足りない
・将来への展望が持てない生徒がいる

実態

・自己肯定感と他者理解

・規範意識、社会性

・進路実現に向けて努力する姿勢

本校が目指す資質・能力
・観点別評価に基づく学習指導

・ICT及びALの技法を用いた授業展開

・「学び直し｣「振り返り」学習

本校が展開する教育活動

振り返りの実施 まなボードの活用

生徒の理解度が１２．８％増

・リフレクションシート

152



step up 福農 令和元年度　新たな学びプロジェクト実践発表福岡県立福岡農業高等学校

実践力

学んだことを活かし、地域活性化に協働的に役立とうとする生徒の育成

自力解決

自己内

修正

学び合い

熟考

学びを活かす力学びを活かす力学びを活かす力学びを活かす力
分かりやすく伝える力分かりやすく伝える力分かりやすく伝える力分かりやすく伝える力

学びあう力学びあう力学びあう力学びあう力 GGAP認証認証認証認証

安心・安全な農産物生産に必

要な知識・技術を総動員

課題研究課題研究課題研究課題研究

専門教科で学んだ知識をもと

に複合的な内容についてtry 

and do により、学んだ事をつ

なぎ合わせ、やってみることを

重ねる。

目標に向かい協働的に

学び合うことができる力

自分の考えをいろいろな

人に分かりやすく伝える力

学んだ事を主体的に

活かす力

シクラメンの栽培管理シクラメンの栽培管理シクラメンの栽培管理シクラメンの栽培管理

観察・比較により、より

良い栽培環境を見い

出す。

野菜・作物の栽培･管野菜・作物の栽培･管野菜・作物の栽培･管野菜・作物の栽培･管

理理理理

土の状況に合った栽培

方法を見い出す。

庭園樹木の剪定庭園樹木の剪定庭園樹木の剪定庭園樹木の剪定

時季に合った樹木管理

周辺環境に合った、樹

形の創作

植
物
の
営
み
か
ら
生
命
を
科
学
す
る

パンの製造パンの製造パンの製造パンの製造
パン作りに適した温度や

湿度の管理方法を見い

出す。

消
費
者
の
ニ
ー

ズ
を
つ
か
み
、

商
品
開
発
に
活

か
す

実
践
力
を
高
め
る

各
学
科
の
学
習
活
動

連

携

基礎的・基本的な学力の向上を図る普通科教科の学習活動

GGAP認証認証認証認証

安心・安全な農産物生産に向

け日々の管理方法を相互点検

プロジェクト発表プロジェクト発表プロジェクト発表プロジェクト発表
栽培、開発、環境保全、文化創

造などの分野においてPDCAサ

イクルを繰り返し、研究成果を

発表する。

ファッションショーファッションショーファッションショーファッションショー
テーマに合ったファッションデザ

インを考案し、ショーの振り付け

を行う。

社会動物の飼育社会動物の飼育社会動物の飼育社会動物の飼育

日々の観察によ

りベストな体調管

理方法を見い出

す。

動
物
の
飼
育
を

通
し
て
生
命
の

尊
さ
を
学
ぶ

グリーンライフグリーンライフグリーンライフグリーンライフ
地元住民に栽培

方法を教授

商品開発商品開発商品開発商品開発

地元の農産物を

活かした（株）カル

ビーとの共同開発

調理調理調理調理
素材を活かした調理方

法を工夫したり、素材の

組み合わせを試して創

作する。

レ
シ
ピ
作
り

か
ら
、
健
康
の

質
を
問
う

素
材
の
良
さ
を

活
か
し
た
形
状

を
見
い
出
す

被服製作被服製作被服製作被服製作
素材に合った形状・裁

縫方法を選択すること

ができる。

社
会
人
講
師
か

ら
職
人
と
し
て

の
心
意
気
を
学

社会人講師の指導社会人講師の指導社会人講師の指導社会人講師の指導
各学科で実施され、磨か

れた専門技術と、人間力

を学び、自分自身の技

術の向上と、創作を試み
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福岡県立筑紫中央高等学校
校訓 めざす生徒像 今年度の取組

至誠
自立
識見

●心身ともに健全で謙虚に努力し、他者を
敬い、公共のために尽くす生徒。

●自らを律し、自らの判断で正しく行動し、
世の役に立ち、自らを生かす生徒。

●広い視野と豊かな人間性によって、わが
国の伝統と文化を大切にし、自ら正しく
判断し、未来を開拓していく生徒。

●職員研修（11月、12月）
『主体的・対話的で深い学び』の実現に向け
①「学力を高めるためのAL型授業について」
②「目標準拠型評価について」

●「目標準拠型評価」について研究を進める
ＷＧの設置

●授業アンケート（年２回）
→自己分析シートを活用した授業改善

●相互授業参観（年２回）
→他教科の取組や手法を互いに学ぶ

『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた職員研修会 次年度に向けて

●第１回研修会（11月21日実施）
テーマ「学力を高めるためのAL型授業について」
～同僚の日常的な実践から手掛かりを得る～

＜各教科の取組を全職員で共有＞
・ペアやグループワークによる課題解決学習の具体例
・効果的な「まなボード」の活用方法
・教師の「なぜ？」を深い学びにつなげる方策

＜効果の検証＞
・生徒の学習意欲が向上→学力向上に繋がっているか

＜課題＞
・ＡＬが苦手な生徒への対応をどのようにするか
・ＡＬの評価方法の構築

●第２回研修会（12月23日実施）
テーマ「『主体的・対話的で深い学び』の視点に立った

目標準拠型評価について」

●令和２年度から「目標準拠型評価」の実施
・各科目ごとに統一書式による評価規準（ルーブリッ
ク）を作成し、シラバスとともに年度当初に全生徒
に配付

・単元ごとの評価規準を令和２年度中に完成させる
・定期考査を廃止し、レビューテストを実施する

●ＩＣＴの効果的活用方法をさらに研究する
・全教室に完備された電子黒板機能付プロジェクター
と書画カメラの活用方法をさらに進化させる

・生徒のＡＬにおける活用方法を構築させる
●研究授業の充実を図る
・年間を通じたテーマを学校全体で設定し、教科の枠
を越えた授業改善に取り組む

●令和２年度の校内職員研修会（予定）
・１年間の授業改善への取組を総括する研修会とする

ＩＣＴ（全教室完備）の活用 「まなボード」を活用した深い学び

互いの考えを比較して考察

多様な手段でアウトプット生徒の発表に対する積極的な傾聴態度

「なぜ？」に対する協働した課題解決学習

本時の内容を各グループでリフレクション

ペアワークで基本事項を定着

教科の枠を越えた真剣なグループ協議（第１回職員研修会の様子） 職員研修会でも「まなボード」を使って協議・発表・掲示

本校は、創立102年目の普通科（全日制・定時制）の
学校で、学級数は全日制32クラス、定時制４クラス
です。
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福岡県立筑紫高等学校 

令和元年度：研究授業・相互授業参観 

授業アンケート実施 

総合的探究の時間では・・・ 

探究活動で得た知見の活用として・・例えば 

地域の課題をグローバルな視点で 

APU研修 

（留学生との交流研修） 

スピーチコンテスト 

本校の校訓である「創造」「敬愛」「剛健」

と、校是である「師弟同行」（率先垂範）

の精神のもと、生徒と教師がともに汗

を流し、愛情と信頼に満ちた教育活動

を日々展開する。特に本年度は、高い次

元での文武両道の実現と、自立心とチ

ャレンジ精神に溢れた、逞しい生徒の

育成を図り、ひいては国家・社会の発展

に貢献できる人材の育成を目指す。 
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令和元年度福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」実践発表会ポスター発表 

グローバル人材育成強化校としての授業改善の取組 

  

 

 
 
 
 

日常生活・行事など様々な活動の中で、それまでの自分を超
えていくチャレンジを意識しています。生徒も職員も、身の
回りの小さなことから１つずつチャレンジし、一歩先へ進む

ことを目指しています。 

生徒自身の主体的な学びを促進すると同時に、ICT 機器を
用いて、より効果的なアクティブラーニング(AL)の実現を
目指しています。 

OGR(Ogori Global Research)では、課題解決型学習(Project 

Based Learning)を通して「何のために学び、どう生きるの
か」という根本的な問いかけを続けることで、生涯を通じた
キャリア意識を育てます。 

英語イマージョン教育 
本校では、全教科でイマージョン授業を行っています。2 年目
となる本年度は教科横断的な視点で授業を展開しており、英語
を通して深く思考することで、論理的思考力及び表現力に加え
実践的英語力を養います。 

ALT・EAS が生徒参加型の交流掲示
板で様々な文化を紹介しています。 

From England 

チャレンジと授業改善 

英語イマージョン教育の充実 

外国へ留学していた生徒が文化祭で発表。 
留学経験を全生徒に還元します。 

国際理解 

AL や ICT の導入 

コモンホールでの 

英語イマージョン

公開授業 

昼休みは食堂で EAS と 
英語で交流できます！ 

PBL の実践 

Challenge 

sheet 

Malaysia 

海外修学旅行 

シンガポール・マレーシアを訪問する修学旅行では、現地の
人々との交流を重視するプログラムを実施し、国際理解を深

めます。 
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●自立・自己実現を可能とする生きる力

●進路実現に向けた確かな学力

●友情を深め，互いの人格を尊重する人権感覚

●発言しない

●課題の未提出

●私語

●居眠り

生徒の実態

卒業までに身につけさせる力

夢を持ち 夢に挑め！！
たくましく前に進む三井高生

福岡県立三井高等学校

実践例1. 物理基礎（R1 1年生）

数値化することで、
物体の運動の変化や
特徴を具体的に見る
ことができる。

【生徒の変容】
ICTや実験・観察だけでなく、グループで協力して行うこと
で、意欲的に授業に取り組む生徒が増えてきました。

・ICTの活用

アニメーションや動画を用いて、
視覚的に現象を捉える

・身近な現象についての実験・観察

グループ活動を活用する
定量的に現象を捉える

浮力の測定

教科指導

進路指導生徒指導

体験活動等

校訓

●体験活動に励み，最後までやり抜く生徒

●自ら考え判断し，自分の行動に責任をもつ生徒

●友情を深め，お互いの人格を尊重する生徒

●真理を求めて意欲的に学習し，確かな学力を身に付けた生徒

求める生徒像

授業改善

地域

企業

大学

中学校

小学校

PTA

同窓会

後援会

自立 礼節 剛健

●部活動

●教育相談

●中高連絡会

●進路相談会

●模擬面接

●インターンシップ

●キャリアワークショップ

●基礎力診断テスト

●授業アンケート

●少人数指導

●習熟度指導
●ボランティア活動

●三井高発表会

●定期家庭訪問

●体育祭

●生徒会活動

実践例3. 物理基礎（H30 1年生）

電子黒板

ICTとルーブリックを活用した
アクティブラーニング型授業

●授業の初めにクラス全員で評価方法を確認する。
●評価方法や評価基準をあらかじめいくつかに絞って
決めておくことで，「思考力・判断力・表現力」や

「関心・意欲・態度」が評価しやすくなる。

内容目標
力と加速度の間にどのような関係があるのかを理解し，
力や加速度を計算できる。

ルーブリック
（評価規準）

S A B C

６問全て計算する
ことができた

計算問題を
４問正解できた

計算問題を
１問正解できた

力を大きくすると，
物体は加速するこ
とを理解した

態度目標 発言する，話を聞く，質問する，褒める，協力する，貢献する。

ルーブリック
（評価規準）

S A B C

班内で人の発言を
促すことができた

班内の意見を
褒めることが
できた

班内で自分の意見
を説明できた

班内の生徒の話を
聞けた

生徒の声
「班活動中に，気軽に話しやすくなった。」
「自分から教科書を読むようになった。」
「何を評価されるか事前に分かるので，何をすべきかわかりやすい。」

実践例2. 英語（コミュニケーション英語Ⅰ）
◆ペアワーク・グループワークの充実 ◆ＡＬＴとのTeam Teaching 
◆ＩＣＴの活用 ◆ワークシートの工夫
◆学期に１回のパフォーマンステスト ◆評価方法の工夫

ペアワークやグループ活動で
何度も英語を音読・暗唱

ＡＬＴに
三井高校や小郡市のことを英語で
プレゼンテーション

ＴＴの授業でグループプレゼンテーション
（２学期のパフォーマンステスト）

中学生への学校紹介でも披露しました。

集めたシールの数で意欲を評価
→授業の休み時間、昼休み、放課後に自主的に音読
に来る生徒の姿も見られるようになりました。

電子黒板

おもり

ばねばかりとおもり

（空気中と水中でのおもりの
重さの差から浮力を求める）

組織的な授業改善の取り組み

（特徴）取組の観点を決めた相互授業参観➡「授業規律を大切にした授業の進め方について」
研究授業 ➡「アクティブラーニングを取り入れた授業づくり」

●相互授業参観や研究授業をとおして各教科で実践されている先進的な取組を共有
し、学校全体で授業改善に取り組む。

●出前授業
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福 岡 県 立 久 留 米 筑 水 高 等 学 校 

魅力ある学校の創造～「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて～ 

１ 生徒への学校・授業に関するアンケート調査の実施 

・調査結果（生徒の期待・不満） 

（１）専門的学習ができる （２）専門資格が取得できる  

（３）学校が楽しい （４）希望進路を実現できる （５）授業が難しい  

・調査結果の考察 

「多くの生徒が充実した学校生活をおくっている。一部生徒は、授業に

ついていけない状態で、学校生活に対する集中力が低下し、学校生活に不

満を抱いている」とまとめられる。 

２ 近隣中学校（１３校）への学校に関するアンケート調査の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた組織的な授業の改善 

（１）学校の魅力をわかりやすく伝える活動（授業扱） 

・柳坂曽根ハゼ選定 ・子供たちへ食育教室  

・地域のイベントでの販売実習 

（２）学校の特色をだす取り組み 

・ブランド商品の開発 ・資格へのチャレンジ 

・庭園の制作 

（３）生徒の配慮 

・授業プレート等の活用 

・配慮を要する生徒への個別対応 

４ すべての授業の基盤となる、共通する実践内容     

（１）アクティヴラーニングの実践                                           

（２）福岡きたほめメソッドの実践                      

（３）インクルーシブ教育による生徒見守り・配慮  

・調査結果（近隣中学校の期待・不満） 

（１）専門教育の実施 （２）専門資格の取得 （３）施設設備の老朽化 

・調査結果の考察 

 本校が「専門的教育を実施しており、その中で専門資格を取得させ、将

来の進路に繋げる専門教育高等学校」であると認めていただいている。   

ただ「施設・設備の老朽化がみられるので、学習環境を整え、さらに専

門教育を推進し、生徒の希望する進路を叶えてほしい」とまとめられる。 

 

生徒・中学校へのアンケート調査結果から導き出され本

校の取り組むべき課題 

（１）学校の魅力をわかりやすく伝える活動 

（２）学校の特色をだす取り組み 

（３）生徒への配慮 

この課題を、授業の工夫・改善面から組織的に実践できる

取り組みに落とし込む。 

スペシャリストとして社会に貢献できる人材の育成 

希望進路を実現し、充実した人生の実現 
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福岡県立明善高等学校
令和元年度福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」地区版実践発表会ポスター発表

学校紹介

 創立１４０年（令和元年、県立移管後）
 校訓 克己・盡力・樂天
 校是 文武両道
 ２，３年普通科７クラス（うち、総合文科コース１クラス）

理数科１クラス
１年 普通科 6クラス（うち、総合文科コース１クラス）

理数科１クラス
 部活動

○第62回日本学生科学賞福岡県審査最優秀賞（化学部）
○国際大会「インテル国際学生科学技術フェア ISEF2019」
日本代表として出場（米国フェニックスにて開催）（化学部）など

 ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）指定校
第1期（平成24年度～平成28年度）、第2期（平成29年度～）

• 学校設定教科「ＳＴＬ総合」
• 全校生徒による課題研究
• 科学系部活動・理数科の高度な研究活動

生徒の科学技術リテラシーの向上を図り、知識基盤社会で
活躍する科学技術系人材の育成

研究開発主題

組織的な授業改善

学ばせ方改革

「深い学び」に導く取組

①教員課題研究 ②考査分析シート ③公開授業を実施

目的：教科の専門性および教科指導力の向上を図り、「主体的・対話的で深い学び」の創造に
つながる授業実践を行う。また、その取組の成果を授業で公開し、得られた課題を共有する
ことで、組織的な授業改善を促す。

 

 

          授業デザイン    
   教科名 ○○  授業者氏名 ○○○○  令和２年１月２８日

（火）  

実施学級： 

実施場所： 

単元名 ：                        ○／○時 

本時の指導目標  

本時の手立て  

「深い学び」に 

導くための問い 

 

 

□Ｉレベル Ｉｄｅａｓ 知識、技能の習得（基本的な事項、基礎的な事実関係、定義、基本的な概 

念等を確認するような問い）    

□Ｃレベル Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓ 既知の知識・概念や他領域とのつながり（教科の既習内容、 

他教科の内容、実生活の内容などと、学んだことの関係やつながりを理解させる、ある

いはそれらとつなげて説明させるような問い） 

□Ｅレベル Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ 応用、活用（学んだことを全く新しい状況に応用させるような 

問い。答えが一つに定まらない問い。リアリティがあり、他者性を前提とした問い） 

学習の展開 

        学習活動        指導上の留意点 

導 

入 

●本時の目標を提示する。 

 

 

 

展 

開 

 

 

 

 

ま 

と 

め 

●学習のまとめと振り返りをする。 

 

●評価方法 

□小テスト   □定期考査   □レポート   

□ルーブリックなどの評価表 

□実技テスト  □シート提出  □アンケート  

□その他（            ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 

科 

主 

任 

会 

教 

科 

会

協

議 

全

教

科

で

の

実

践 
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令和元年度福岡県立久留米高等学校

「新たな学びプロジェクト」実践発表会ポスター発表

授業改善の取組

授業アンケート

分析

◆１学期…授業評価を分析→２学期に向けての課題を見出す
→自己分析表の提出→積極的に授業改善に取り組む。

◆２学期…授業評価を分析→研修課で一覧表を作成し職員に
提示→各自で授業改善の取り組みの成果を確認する。

◆研究授業…国数英から各２名。その他の教科から各１名。
新規常勤講師は全員が実施。期間は４月から１１月中旬まで。

◆合評会…各教科で実施。教科担当全員で課題や改善点を出
し合い、今後の授業に生かす。

郷土に密着した
世界史Ｂの授業

授業改善

研究授業

合評会報告書

分析

ＩＣＴを活用し
ＡＬを重視した
保健の授業

英語イマージョン
教育を取り入れた
家庭科の授業

ディベートを取り
入れた古典の授業

第一次世界大戦と久留米の関係をテーマに授業を実施した。資料をもと

に、敵対関係にあったドイツ兵を捕虜として久留米捕虜収容所に収容し

た事実を生徒に紹介し、これを通して、軍都久留米の歴史、その後の久

留米の発展などについて考察した。その結果、世界史の学習内容が自分

たちが住む地域とも深く関係していることに気付かせることができ、世

界史学習にさらに興味関心を持たせることができた。（3年・英語科）

保健の授業では、保健体育科全職員が毎時間ＰＰＴを活用したグループ

ワークを実施している。本時は、「健康と食生活」をテーマに教師と生

徒、生徒と生徒の活発な意見交換が行われ、最後に各班でまとめた内容

を発表し合うことを通して、主体的、対話的で深い学びにつなげること

ができた。（１年・普通科）

家庭科の調理実習を英語の手順書を使用して実施した。導入では全員で

ワードレッスンを行い、その後は班員で協力しながら手順書を和訳し調

理実習に取り組んだ。この試みを通して生徒は普段以上に協働による主

体的、対話的に授業に取り組むことができた。調理完成後に、和訳付き

の手順書と振り返りシートを使いまとめを行った。（1年・普通科）

本校の「総合的な探究の時間（Newセサミプラン）」で１年次に実施し

ているディベートを取り入れた古典の授業を実施した。本時の論題は

「天徳四年内裏歌合において平兼盛と壬生忠見の勝負では平兼盛の歌を

勝ちとすべきである。是か非か」。ディベートで培われた柔軟で論理的

な思考力、豊かな表現力をフルに発揮し、主体的、対話的で深い学びに

つながる授業となった。（２年・普通科）

☆成果…講義形式の授業でも、生徒がアクティブに考える授業と実際に生徒がアクティブに

活動する授業を組み合わせる工夫をするなど、職員の授業改善に対する意識が高まった。

★課題…さらなる授業改善に向けて協議を深め、ＰＤＣＡのActionの充実に取り組みたい。

成果と課題
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福岡県立浮羽工業高等学校

「主体的・対話的で深い学び」の視点から
取り組んでいる授業の紹介

①話合い活動を取り入れる

②課題解決のための練習をする

生 徒 の 変 容 ！

全日制課程

「工業技術基礎」溶接作業

具体的には…

①自己評価
自己の良い点や問題点に気付く。

②他者評価
良い点を取り入れ、自己の問題点を解決
する手段を考える。

③交流活動
良い点や問題点を互いに考え、教え合い
ながら改善活動を行う。

Before

After

話したい事がない

わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に

ど
う
し
た
ら
い
い
か
工
夫
し
た
。

人前で話したくない

定時制課程

「国語表現」プレゼンテーション

①自己評価・他者評価
問題点の発見と

他者の良い点を取り入れる

②同じ表題での2回発表
失敗を恐れず、

様々な工夫を取り入れる

発
表
し
あ
う
こ
と
で
、
一
人
で
は

気
づ
け
な
い
こ
と
に
気
づ
け
た
。
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福岡県立浮羽究真館高等学校
「学び合いによる授業改革の取組」

本校の概要

【教育目標】 校訓「立志・錬磨・不愧」の精神に基づき、うきは市唯一の県立高校として、将来の日本を担う
グローカル人材を育成する。

【重点目標】（１）自らを成長させる「高い志」を育てる
（２）進路を切り拓く「確かな学力」を育てる →「学び合い」による授業改革の推進

～一人残らず５０分ずっと学ぶ質の高い授業～
（３）社会に貢献できる「豊かな人間性」を育てる

【特色】
〇うきは市唯一の公立高校
〇自然豊かな地域
〇２年次より５つのコース選択

【現在の課題】
〇学力差の拡大 ○他者との関わりに不安を抱える生徒
○学校生活において、積極性や集中力に欠ける生徒

【取組の目標】
〇問題解決力

一人一人の生徒が主体的に考え、より困難な課題の解決や深い探求に向かう力を養う。
〇人間関係調整力

授業の中で生徒達が互いに発言を聴き合う関係を作り、互いの考えや方法のよさに気
づくことによって、信頼関係を築く。

本年度の取組

【月１回・学年毎の公開授業の実施】
各学年ごとに１～２名が授業を行い、
同学年の教員が生徒の学びの様子を
見取る

【先進校視察】
○長崎県立西彼杵高等学校
への授業視察（６月・１２月）

【学び合いによる授業の取り組みの流れ】

①授業デザインを作成 ③授業中の生徒の学びを見取る

②見取る生徒の ④研究協議
割り振りを決定 （生徒の学びの姿を意見交換する）

⑤授業の振り返りをまとめ、
次の授業に生かす

【職員研修会】
○４月 年度はじめの

「学び合い」の確認
講師 九州学びの会

会長 藤木文博氏
○７月 校内職員研修

生徒が「どの場面で」
「どのように学んでいるか」

を観察

指導法ではなく、生徒の学びの
様子を授業者にフィードバック

授業のねらい・
流れの明確化
「共有の課題」

「ジャンプの課題」

【スーパーバイザーを招聘しての公開授業】
１つの授業をスーパーバイザーと
全職員で見取り、生徒の学習の見
取り方や授業の進め方（ジャンプ
の課題の設定・ペアやグループの
取り入れ方など）について学び合
う。

スーパーバイザー
７月 福岡教育大学 教授 鈴木邦治氏

１２月 九州学びの会 会長 藤木文博氏

【成果】
・学び合いの授業を通し、今まで意欲的でなかった生徒のつまずきを発見できた。また、生徒の学習意欲の高まりも見られる。
・全職員が公開授業を行い研究協議を行うことで、「学び合い」の授業をする力を付けることができた。
【課題】
・「学び合い」に対する職員の認識や意識の差がある。
・「学び合い」の授業が、１年生においては生徒に浸透しやすいが、２・３年生においては浸透しづらい。
（２・３年生では学系による授業のため、クラスメートとは別の友達と授業を受ける）

【今後の見通し】
・来年度以降も継続して全職員による「学び合い」の公開授業を行い、「学び合い」の授業の定着につなげる。
・毎月の公開授業において、スーパーバイザー（大学教授など）の来校を増やし、教師のスキルアップを目指す。

成果と今後の見通し

授業研修会 授業者による「振り返りシート」 

 

日  時 令和元年７月  日（ ） 授 業 者               

対 象 ・ 科 目 １年 組 家庭基礎（衣生活）    

授 業 内 容 取扱い表示について 

授業の成果と課題 

本時のはじめに、前時までに終わっていなかった「クリーニングの種類と特徴」について指導をした。生徒にク

リーニングについて理解させ、その上で「衣服を家で洗濯するかクリーニングに出すか」を考えさせた方が良いと

思い、授業の始まり１５分をクリーニングの説明に費やした。しかし生徒側から見れば、聞くだけの授業となって

しまった。 

生徒が課題解決を図るためには、まずは知識の定着を図る必要があり、そのためには、教師主導の授業が必要で

あると考えてしまう。知識の習得や定着を図るための授業づくりをどうするかが課題である。 

これは普段から感じていることであるが、本校生徒は「最後に先生が答えを書くから、それを写せばよい」と思

っている者が多い。今回の授業においても、教師の板書を待ち、考えることをやめて居眠りをしてしまった生徒が

いた。 

鈴木先生から指摘されたことであるが、毎回解答を示すのではなく、生徒たちにしっかりプリントと向き合わせ

たり、「プリントに線を引いてごらん」と自分で考える場面に戻したりする指導を考えなければならない。 

授業の後半、難しいかなと思いつつ、テキストを読んで答えを導き出す課題を出した。しかし、生徒達はテキス

トを一生懸命読み、課題に対する答えを探していた。私が勝手に難しいと思い込んでいるだけで、生徒は読もうと

する意欲を持っている。普段からテキストを読む時間をとっていくこと、私が生徒のできるできないを決めないこ

とが大切だと感じた。 

研究協議での教師の見取など 

（１班）Ｂさんは周りに助けを求めることができるが、他の３人は「教えて」と言うことができない。ＢさんとＡ 

さんのやりとりが見られた。 

（２班）Ｆさんを中心にＥさんとＧさんとのやりとりがあったが、Ｈさんが困っていることを気にかけていなかっ

た。Ｈさんは書き出すことが不安なのか書き出すのが遅く、Ｆさんのプリントをのぞいて書き出してい

た。友達と見比べて「えっ、家で洗濯すると？」というつぶやきが出たが、そこから意見交換に発展する

ことができなかった。 

（３班）会話が少ないグループだった。Ｉさんは書き始めが早く、それを見て他がついていっていた。Ｌさんは筆

箱ブロックをしていた。 

（４班）ＭさんとＯさんは話しながら進めていた。Ｎさんは自分で黙々と進めながらＯさんと確認することで安心

していた。Ｐさんは作業することは得意であるが、話すことは苦手のようだ。 

（５班）それぞれが黙々と取り組む。ＱさんとＳさんが一度だけ話をした。ＳさんはＴさんが覗き込もうとすると

隠すような仕草が見られた。Ｔさんは学力的に厳しく、問１の理由を書いていなかった。 

（６班）Ｗさんは一人黙々と進める。ＵさんとＶさんはお互い確認しながら進める。Ｖさんは資料をチェックしな

がら効率よく進めていた。 

（７班）それぞれが黙々と作業する。グループにした時すぐに筆箱をどけた。ａさんは一番目に課題を仕上げた。 

（８班）dさんが聞きたいけど聞けずにいた。ｅさんが cさんを気にして声掛けをしていた。 

所     感 

先生方の見取りから「それぞれが黙々と」という言葉が多く聞かれた。また、「答えが１つになる課題で発想の違

いが見えにくかった。」と鈴木先生から指摘された。それぞれが黙々と取り組むことができる課題ではなく、「なぜ

そう思ったと？」などの対話が出てくる課題を設定しなければならない。 

また、「筆箱ブロックの指導が浸透してきている」という意見があった。私はその指導はしておらず、学年で継続

しての指導が活かされていると感じた。この学び合いの授業は全職員で取り組むことで、グループにすることや分

からなかったらきくことが当たり前になっていく。改めて学校全体で取り組むことの必要性を感じた。 
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１ 「卒業時の学習到達目標」を基にしたＰＤＣＡサイクル 

２ 「わかる授業」実現に向けた不断の授業改善 

① ＩＣＴを適材適所で活用（手段として） 

② ACTIVE LEARNING 型授業の推進（生徒同士の対話（協議）や教え合

い等を取り入れ、生徒を深い学びへと導く工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基礎）学力の定着に向けた学習（授業）改善 

－主体的・対話的で深い学びの実現を目指す授業改善の取組― 

 

朝倉東高校 

 

本校生徒の課題 

１ 思考力・判断力・表現力及び課題解決能力が十分に身に付いていない 

２ 自己有用感を十分に感じておらず、探究心に乏しい 

２－①（ＩＣＴ活用）の取組 

英語科 

○２年コミュニケーション英語Ⅱ (L4 Space 

Elevator) ＊電子黒板活用 

・新出単語の確認－イメージとともに 

・内容確認－英問英答(生徒が答えた後、質問と答

えを画面に提示) 

・宇宙に関する動画を見た後、仮定法を用いて、「宇

宙で何ができるか・したいか」考え、伝え合う 

 

保健体育科 

○２年保健(10 医薬品と健康) ＊電子黒板活用 

・医薬品の正しい使用方法に関するクイズ、グルー

プ協議→発表 

・副作用・補償制度に関するビデオ視聴(映像・図

表等で分かり易く要点説明) 

・新薬開発に関する映像を見せ、後発医薬品との価

格差について考えさせ、発表させる 

 

商業科 

○３年課題研究「小学生プログラミング教室」企画 

・小学生に、分かり易いパワーポイント資料でプロ

グラミングを教える 

・生徒がスクラッチを使って作成したゲームを通

して小学生が楽しく学ぶ 

 

 

２－②（ACTIVE LEARNING 型）の取組 

数学 

○１年数学Ⅰ(１ 数と式 3 １次不等式) 

＊電子黒板活用 

・生徒の習熟度に合わせた教え合い活動（前時まで

の復習問題を解く→ペアで教え合い活動、電子黒

板を使い本時の内容説明→練習問題を解く→教

え合い） 

 

商業科 

○３年課題研究「地域の特産品を用いた商品開発」 

・NEXCO 西日本と連携し開発（条件：片手で食べら

れ、幅広い年齢層に支持される商品） 

・調査、研究→クロダマル(黒豆)、あさくら豚米(豚

肉)使用を考案 

・２商品開発→１つに絞り切れないことを逆に利

用し文化祭での試食・投票により決定することを

企画(バトル対決) 

 

 

 

＊企画がＴＶ、

新聞に取り上

げられる 

 

 

◎授業アンケート結果  

①説明の仕方は分かり易いか 

―そう思う＋ややそう思う  

… 全教科平均  ９４．７％  

②授業の内容をしっかり理解できたか 

―そう思う＋ややそう思う  

…  同 上   ８９．２％ 

◎考査・模試の成績向上（学習改善）、学習時間の

増加は依然として課題 

◎生徒のプレゼン能力・表現力の向上、協議や教

え合い等による深い学び、自己有用感（自信）

は向上 

＊「ふくおか高校生知の創造塾」、「高校生科学

技術コンテスト」、英語スピーチコンテスト、海

外研修（青少年アンビシャスの翼）等に自主的

に参加、ビブリオバトル開催 

 

          

 

 

授業アンケートの１・２

学期比較及び分析、考査

等で生徒の理解度等を

分析 

 

 

・３学期に学習到達目標

の見直し 

・「分かる授業」実現に向

けた授業改善及び生徒

の学習改善方策の検討 
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課 題 基礎学力・学習意欲の不足 → 自己肯定感・コミュニケーション力の不足

指導目標 【国語】 【数学】 【理科】 【地公】 【英語】 【体育】 【芸家情】

根拠のある説 生徒による学 他者と協働し 理解深化のた 日本語・英語 生徒による模 協働精神の
明をする び合いの深化 て課題を解決 めの復習 での「考える」擬授業の実践 育成

SMALL STEP 評価の事前提示 評価の可視化

手 法 国 ・知識を小テストで繰り返し定着させる → 根拠となる知識を得て自分の解答に自信を持った
＆ 語 【国語総合（漢文分野）訓点】

結 果 ・「本文に基づいた読後の感想」には高評価をすると明示 → 根拠となる本文を指摘した
【国語総合（現代文分野）「羅生門」】

＊評価規準を先に示すことで目標が明確になり、生徒が課題に取り組む動機付けとなった。

数 ・問題を細かな段階に区切る → 解けたという実感・喜びが得られた
学
・先に理解した生徒に他の生徒の指導を行わせる → 生徒同士の交流による理解の連鎖・深化

＊解けたことへの自信が学習サイクルを回す原動力となった。

理 ・電子黒板を利用して板書の時間短縮 → 生徒が考える時間の創出
科
・授業最後の５分でまとめプリント記入 → その時間の振り返り・知識の定着

＊生徒の理解不足箇所の把握ができ、教えるべきポイントが明確になった。

地 ・授業の始め、中、終わりのいずれかで内容の振り返り
公 ・単元ごとの振り返り（One Paper Portfolio Assessment）→自分の知識を自分で整理した

＊自分で一度振り返ることで、生徒自身の理解が深まった。

英 ・解答の正誤ではなく発表に重点を置いた発表の機会
語 ・基本事項の繰り返しによる定着 → 得た知識を応用して正答を考えた

＊英語に対する積極性が向上した。

体 ・２～３年の二年間での系統的な取り組み→時間をかけて経験を重ねて力がついた
育 【科学トレーニング「指導実践」】
・３人一組での模擬授業 → 同グループ内、また他グループを見ての自己反省をした

【科学トレーニング「指導実践」】
＊他者との協働が多く見られ、生徒の主体的行動が増した。

芸 ・調理実習の役割分担を生徒自身で決定 → 互いの特性を理解し、全員に役割を割り振った
家 【フードデザイン「お弁当作り」】
情 ・練習前と後の作品を見比べ、感想・評価を述べあう → 人のよいところを認めた

【芸術（書道）ペン習字】

＊他者を批判するよりも、良い点に目を向け受け容れるようになった。

課 題 【国】生徒による分かりやすく配慮ある発言・説明
【理】知識学習に加え、実験においての実践、ルーブリックでの評価
【地公】各生徒の習熟度への対応
【体】１年次からの系統的な学びの構築、アウトプット機会・時間の確保
【情】生徒の高い情報活用能力を発表につなげる、知識の定着
【英】初歩的な知識、基本的な学習態度の涵養
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科
目
選
択
に
よ
る
「
学
科
・
学
系
」
を
越
え
た
学
び 

平成２５年度より電子黒板・ iPad・無線 LAN 等の導入。 

現在電子黒板５台・iPad１２１台、移動式アクセスポイントの導入 

（ I C T 特 別 教 室 ・ 体 育 館 ・ 各 教 室 で の 使 用 可 能 ） 

○「学び」深まり 

○ 主体的に取り組む姿勢づくり 

○「学び合う」姿勢の育成 

○ 探究活動への接続 

○ キャリア教育への接続 

○ 環境整備 

タブレット専用の保管庫を職員室内に

設置し、紙ファイルで管理をしている。 

 

定時制課程 

 

キャリア教育 （進路講話） 

自分事として主体的に取り

組むことで、職業観・人生観

を育ませる。 

  ウ 資格取得に向けての組

織的な指導を行う。資格取得に

向けての組織的な指導を行う。 
学習の定着 （国語総合・古典） 

ＩＣＴ機器（電子黒板）を活用し、 

本時の目標と学習の流れを掴ま

せ、対話的に学習に取り組ませる。 
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生まれ変わる伝習館高校！  

◆生徒・教員の実態 

どのように授業改善を進めればよいか分からない 

何を目標に学習すればよいか分からない 

① 授業評価のためのルーブリック 

◆３つの取組 

 ① 授業評価のためのルーブリック 

 ② 授業改善のためのアンケート 

 ③ 生徒評価のためのルーブリック 

◆目指す教員像、生徒像 

自己研鑽を怠らず、常に授業改善を進める教員 

目標を明確に持って意欲的に取り組む生徒 

 ●目的 

自分の授業を客観的に評価しても

らい、足りないところに気づく 

●工夫したポイント 

授業参観者が評価をしやすいよう

にルーブリック形式にした。評価

段階を４つに分け、次に何を目指

すべきかを明確にした。 

●教員・生徒の変化 

これまであいまいであった「授業

力」を明確にすることで、積極的

に授業力向上を目指す教員が増え

た。 

授業が変わる！教員が変わる！生徒が変わる！ 

DENSHUKAN HIGH SCHOOL 
S I N C E  1 8 2 4   

 ●目的 

生徒の声を拾い上げて、授業の改

善につなげる 

●工夫したポイント 

共同学習やじっくりと深く学ぶな

どの、主体的・対話的で深い学び

に関する質問項目を増やした。 

●教員・生徒の変化 

生徒のひとりひとりのニーズに

合った授業をしようという雰囲気

が生まれた。生徒にとって、授業

に対する姿勢を振り返る機会にも

なった。 

 ●目的 

何を目標にして学習に取り組むの

か、生徒の教員の共通理解を図る 

●工夫したポイント 

生徒自身で自己評価ができるよう

に、基準が明確なルーブリック形

式とした。 

●教員・生徒の変化 

生徒の様子をしっかりと観察しよ

うという教員が増えた。生徒の授

業に臨む姿勢や積極性に改善が見

られた。 

② 授業改善のためのアンケート ③ 生徒評価のためのルーブリック 

今後の展望：これら①・②・③を活用して、「大切に・丁寧に・挑戦する心を育てる教育」を全教員で進めていく。 

①を用いて授業改善のポイントを明確にし、授業参観を活発に行う。②を用いて生徒の声を大切にしながら主体的・

対話的で深い学びの実現を目指す。生徒と教員で③を共有することで、同じ目標に向かってよりよい授業を作り上げ

ていく雰囲気を作る。 

      ★自己研鑽を怠らず、常に授業改善を進める教員 ★目標を明確に持って意欲的に取り組む生徒 
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 本校のＡＬ実施率とＩＣＴ使用率（本校全職員対象のアンケート調査より） 本校の授業改善のために克服すべき課題 

 

       校訓： 至誠  信愛  創造 

 

 本校の授業改善の課題克服のために考えられる方策          （本校職員対象のアンケート調査より） 

らｓ 

授業改善の実践例（一部） 

 

令和元年度重点目標 

 

 

 

校内授業参観 

         独自質問設定の授業アンケート 

中学校授業参観 観点別評価の導入 教員全員による研究授業の導入 

成 果 

    ・生徒は理解に全力を注ぐ。理解できた生徒が理解でき  

     なかった生徒に教える。意欲喚起につながっている。 

    ・力がある生徒は教えることで時間をもてあますことは 

     なく、苦手な生徒は積極的に質問するようになった。 

  

       魔法はない。愛情はある。 

  ＡＬ/ＩＣＴのさらなる推進 

・板書をしない授業 

 

・生徒が座る席を選ぶ 

授業 

 

イングリッシュキャンプ 

 

   69 福岡県立山門高等学校      ～ 日々新しく ～      

            教育重点目標 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
                                                                         

   ・自分で構造化したり、説明したりする活動、 ・小さな成功体験を積み重ねさせる。 

    探究的活動を取り入れる。         ・自分たちで問題作成をさせる。  

    ・学習の到達目標を明確に示す。       ・内容を理解できているか、自分の言葉に 

    ・口頭だけでなく、補足の文や図を使用し、    なおして説明させる。               

    学習方法や授業の取り組み方を示す。       ・中学時の内容の課題や単元毎の復習テスト 

   ・生徒に座る席を選ばせ、互いに気が合う     を行うなど、授業に復習を組み込む。 

   生徒同士で教えあいやすい環境を作る。                            化学の実験の様子 

 

  

   
     英語のアクティビティ 

               現在実施中の授業改善の取り組み                                来年度実施予定の授業 

    

 

 

33%

28%

17%

22%

ICT使用率 全く使用

なし

月に１度

使用

週に１度

使用

週に何度

も使用

5%

39%

28%

28%

ＡＬ実施率 全く実施

なし

月に１度

実施

週に１度

実施

週に何度

も実施

ＡＬ実施率は全体で 95％で全く実施なしは 5％である。 

一方、ＩＣＴ使用率は 67％、使用なしは 33％である。 

１）「命あってこそ」一生懸命・健康、人権が大切にされる雰囲気、環境を整える。併せて「学びの場」にふさわしい「塵一つない」環境を 

  整える。 

２）生徒の多様な進路希望を実現することができるよう、すべての生徒の学力を伸ばす。 

３）在り方生き方を考えさせる機会、失敗を恐れずにチャレンジさせる機会を仕組み、主体性、自立心や企画力、たくましさ（私がやる！）       

  を育む。 

４）危機管理意識を高め、「柔軟で強靭」な学校づくりに努める。 

 

 

 

 教師としての行動指針の根幹である「厳しく、そして親身な指導（魔法はない、愛情はある）」を全ての教育活動に反映させ、生徒が将来、

幸せな職業生活、家庭生活、社会生活を営むことができるよう、生徒一人一人の多様な希望進路にこたえ、資質・能力を一層伸ばしていくこ

とができるステージに導き支える。山門高校での３年間の教育活動をとおして、地域を愛し、地域に育てられたことに感謝し、地域の発展・

充実のために貢献し、さらには全国、世界で活躍しようという意欲と能力、行動力（私がやる！）をもった人財「ネクストグローカルリーダ

ー」を育てる。 

    <本校の授業改善のために克服すべき課題> 

・生徒が学習習慣の十分な確立をはかり、学習の見 

 通しを立てることができるようサポートするこ 

 と。 

・生徒が主体的、継続的に学ぶ姿勢を養成すること。 

・生徒の「組み立てる」、「つなげる」、「階層化する」 

 などの構造的な把握力を養成すること。 

・生徒の説明する力を伸ばすこと。 

・生徒に学習時間を十分に確保させ、基礎力の徹底 

 を図ること。 
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『 実現!! から へ 』

ＭＩＩＫＥ High School

研究授業月間
＆相互授業参観
＜令和元年度は１０月＞

• 研究授業
国語、数学、英語、理科、地歴・公民、
（保健体育、家庭、芸術、情報は
同一グループ）で実施

• 相互授業参観
教科の枠を越えて自由に参観

福岡県立三池高等学校

授業改善についての目標

・学習指導要領の趣旨に基づいた授業を行い、確かな学力の育成を図る

（知識・技能の習得、思考力、判断力、表現力の育成、主体的・対話的で深い学びの推進）

・ＩＣＴを活用した授業を実践し、その効果を確証する

具体的取組

授業アンケート
第１回 6/20 ～ 7/18
第２回 11/14 ～ 12/19

・「データ」入力

・「授業評価の分析と改善の方策」 提出

※２クラス以上実施で、同一クラス
が原則

ＷＯＣ授業改善
（わかる・おもしろい・ちからがつく）

＜長期休業中＞
教科・科目等の指導力向上のため、進学予備校等の教育機関に
出向いて講座を受講（定められた講座期間の連続する３～４日間）

ＰＤＣＡによる授業改善

各教科の研究授業の成果や課題

を踏まえた授業実践を行い、年度末

に『授業評価の分析と改善の方策』

を作成。分析と方策の内容を次年

度の授業実践に活かし、授業改善

を段階的に図っていく。

Ａ 評価・改善

年度2回の生徒による授業アンケ

ートの結果を授業改善に活用。

また、研究授業月間（１０月）では、

授業改善に係る取組や課題を各教

科内で共有する。

Ｃ 授業アンケート・研究授業月間

プロジェクター
完備

教室の天井に固定式
プロジェクターを設置

年度末における各教科の授業改善に

係る課題等を踏まえ、「年間指導計画表」

の作成時に『主体的・対話的で深い学び

のための取組』を各教科担当が記入する

ことによって、年間の授業目標を設定する。

Ｐ 授業目標設定

Ｄ 授業実践

年度当初に作成した『主体的・対話的で深

い学びのための取組』等に基づきながら、学

習指導要領に沿った授業を行う。また、各教

室に設置されているプロジェクターや電子黒

板等のＩＣＴの積極的活用を図る授業を行う。

Ａ Ｐ

ＤＣ

三池高校ゆるキャラ
けんじくんと生徒達

169



「新たな学びプロジェクト」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定時制 

Plan     授業改善のための計画 (4月) 

Do       職員授業参観(9～11月) 
「イイトコ取り」の視点 

Check   授業改善研修(11月末) 

プロジェクター 
視覚教材の提示・解説 

各班専用モニター＋タブレット 
協働的な調査、問題の追及・解決 

コの字型ホワイトボード 
一目瞭然！壁一面に書き込み可能 

収納可能テーブル＋カラーチェア 
配置にとらわれないペア・グループの設定 

クッションフロア 
床全体も活動の場に変化可能 

★今年度二学期より AL-ICT ルーム(アクティブラーニ
ングと ICTを融合した教室)を開設 

★プロジェクターの設置に加え、6台のモニターおよび
タブレットを配置し、グループ内での主体的・対話的
で深い学びの活動の幅を低コストで実現 

★カラフルなカーペット・イス・机を導入したことで、
簡単にグループ分けでき多様な協働活動も可能 

全日制 

Action  「授業研究の日」(12月) 

研修の学びから授業および参観 

 
 
 
 
 
 
 
 
① 教科別協議 
 

② 協議結果の共有 
 
③ 再協議 

 

次
年
度
へ 
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福岡県立大牟田北高等学校

１ 本校の授業改善の視点 ～育成したい資質・能力から～

【校訓】誠実 勤勉 協同

【校是】目指せ 自己ベスト！～人は自分が思う以上に輝けると思う。～

〈特別活動〉
・生徒主体の学校行事の運営

〈部活動〉
・生徒の主体性を尊重した部活動の経営

〈教科・科目〉
・主体的・対話的で深い学びの推進

〈総合的な探究の時間〉
・教科や科目と連携した教育内容の設定
・地域との連携（人的リソースの活用）

◎育成したい資質・能力
・誠実で豊かな心を待ち、自己を陶冶し、他を思いやる心優しい生徒
・向学心を持ち、学業に勤勉に励み、目標を持ち、自己実現に努める生徒
・協同の精神を重んじ、社会や集団の向上に貢献し活躍できる生徒

２ 授業改善の実践例

◎全体の改善のポイント

①育成したい資質・能力に
適した学習活動の設定

②生徒の主体的な学習を
促す教師の支援

③授業の目的、生徒の状況に
即した資料の精選・作成

◎探究Ⅱ「カタリバ」
【概要】本校１年生が問いを立て、卒業生を中心とした社会人に進路

選択や職業に関する質問をし、働くことの理解を深める。

◎総合的な探究の時間 ・生徒が主体的に問いを立て、「生き方」「在り方」について学ぶ

◎国語
◎数学

◎英語

◎理科 ◎地歴・公民

【写真】
インフォーメーションギャップ
を利用した音読学習

【写真】
タイマーによる
音読活動の管理

○改善のポイント
・指導目的に即した資料の工夫
例）インフォーメーションギャップ
を利用したプリントの使用

・目的、状況に応じた学習活動での支援
例）タイマーによる学習活動の管理

協働的学習活動の促進

知識・技能習得の支援

・知識、技能活用のための学習活動の設定
例）自身の「夢」をイラストにし、説明する
学習活動の設定

知識・技能の活用と思考力・判断力・
表現力の形成の支援

○改善のポイント
・「課題解決型」の

授業・単元の構想
例）生徒が筆者の主張を読み取る

ための「問い」（仮説）を立て、
複数時間をかけて探究

継続的な思考力の形成の支援

・学びの定着を促す授業上の支援
例）リフレクションシートを用いた
生徒間での振り返り活動

・思考を深める学習活動の工夫
例）スピーチ→ペアワークという学習活動
の配列
多様な意見に触れ、より
深い意見の構築を支援

学びと自己のあり方、生き方とを
つなげる

【写真】
スピーチ後のペアワーク

【写真】
探究活動の発表

○改善のポイント
・生徒の気づきを促す学習活動の構想
例）個人→ペアワーク→グループワークの順で
考える学習活動の設定

新たな事実への気づきを支援

・実践が可能な簡単な学習活動の導入
例）数式の中で特に重要なところを指を
使って番号で示させる活動

本質的な理解の促進

【写真】
体を使って表現する
簡単な活動②

【写真】
体を使って表現する
簡単な活動①

・生徒の授業への主体的参加を促す学習支援
例）実験の際に役割分担をし、役割をローテー
ションすることで全員が実験に参加する

授業に主体的に参加する態度の涵養

・生徒の思考や表現を促す資料の工夫
例）生徒の表現活動のフォーマットを示した授業プリントの使用

【写真】
授業プリントをプロジェクター
で投影した学習

・生徒の理解を促す学習活動の工夫
例）映像資料や絵画資料などをプロジェクターに投影

生徒の思考の整理の促進

視覚、聴覚を使った理解の促進

・科目横断的な学習内容の設定
例）日本史の授業で世界史の内容を扱い、比較考察させる学習活動

多面的な内容に触れることによる、深い思考の促進

【写真 左】
ビジュアル資料の活用例

【写真 右】
資料を活用した比較、考察の
グループワーク

○改善のポイント○改善のポイント

自分を
知る

仕事を
知る

社会を
知る

課題の設定

情報の収集

整理・分析

まとめ・表現

探究Ⅰ「進路探究」
探究Ⅱ「カタリバ」

探究Ⅲ「調査研究」

課題の設定

情報の収集

整理・分析

課題の設定

情報の収集

整理・分析

○本校の総合的探究の時間のプロセス
自己の在り方・生き方を考えながら課題発見・解決

まとめ・表現
まとめ・表現
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福 岡 県 立 あ り あ け 新 世 高 等 学 校 
「新たな学びプロジェクト」における主体的・対話的で深い学びの取組 

 

 

 

 

＜ 学校ビジョン ＞                                         ＜ 生徒行動指針 ＞ 

 

 

 

                                              

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

＜ 総合学科発表会 ＞  令和元年１２月１７日（火）   

 

 

 

 

 

校訓「自律・自彊・飛躍」 校是「新世生よ、人生のプロデューサーたれ！」 

学校ビジョン及び生徒行動指針を具現化することによって、「確かな学力、健やかな体、豊かな心をもち、社会の変化に柔軟に対応できる生徒」更には、総合学科高校が目指す「主体的に考え

行動し、調べる力、聞く力、まとめる力、発表する力などを身につけた生徒」を育成し、地域から愛され、信頼され、誇りとする日本一の総合学科高校をつくる。 

 

職員研修会 

H３０年 ２月「各教科における観点別評価・授業改善について」 

H３０年１０月「新学習指導要領及び入試改革に対応した教育活動を考える」 

H３０年１１月「ＯＪＴ研修調査研究事業について」（本校と大牟田北高等学校の合同研修会） 

Ｒ１年 ６月「探究活動を通して高校現場が取り組むこと～主体的に学ぶ生徒を育てるために～」 

（本校と大牟田北高等学校の合同研修会） 

授業アンケート 

７月及び１２月の年２回実施 

  「アクティブ・ラーニング（生徒を主体とした話し合いや学びあい、発表、調べ活動など）が取り入れてあるか」

という項目を設け、生徒に答えさせることにより、アクティブ・ラーニングによる授業実践を促す。 

授業参観 

 ４月２０日・１１月１２日の年２回実施 

 保護者に授業を公開し、授業参観後にアンケートを実施、その結果を授業改善に生かす取組みを行う。 

公開授業月間 

   H２９年度より公開授業月間を設定し、「アクティブ・ラーニングを取り入れた授業～課題解決に向けた主体的・

対話的で深い学び～」というテーマのもと、職員相互の授業参観を行う。このことを通して、アクティブ・ラーニ

ングの手法を使った授業に対する理解を深め、授業改善を図るとともに、総合学科高校が目指す「主体的に考え

行動し、調べる力、聞く力、まとめる力、発表する力などを身につけた生徒」の育成を目指す。 

 

担任・副担任による面談の時間を多く取り入れ、「個」に応じた指導ができるよ

うにしている。自己の興味・関心を通して、地域社会や職業等についての知識を

深め、自分の適性について考えていく。さら自己の将来についてライフプランを

考えていく。そしてそのまとめとして原稿なしスピーチによる発表を行う。また

長期休業中を中心に職業人インタビューを行ったり、オープンキャンパスに参加

したりするなど、体験的な活動を推進している。 

２年次…課題研究 ３年次…進路別課題研究 

 ２年次の課題研究は、生徒の可能性を切り拓くために、「学校ビジョン」の具現化につ

ながる課題研究を通して、主体的に考え行動し、調べる力、聞く力、まとめる力、発表

する力などを身につけさせている。生徒一人ひとりの「なりたい自分」を見据えさせ、

個々の興味・関心・進路等に応じた課題を設定させている。その際、特に課題設定の理

由を明確にさせた上で、課題解決のための実践・研究を推進している。研究中・中間発

表時・最終発表時など各段階における反省を踏まえ、生徒の活動意欲を喚起している。 

本校のキャリア教育の成果と取組を確認するとともに、それを大牟田文化会館にて保護者や地域社会の人々に発表している。そして外部の講評を仰ぎ改善するとともに、「日本一の総合学科高校」を目指

し特色化と今後の充実発展に努める。 
内 容 (1)体験的な学習や諸活動を通して自己を見つめ、未来を構想する取組  (2)自己の進路や興味関心に応じて、研究を深める活動  

(3)進路実現に向けての取組とその成果                (4)３年間のキャリア教育の取組と成果が体感できる発表・展示 

１年次＜ 産業社会と人間 ＞ ２年・３年次＜ 総合的な学習の時間 ＞ 

新世生よ、人生のプロデューサーたれ！ 

「自分にできることは何か？」と意識高く問いかけ、若さと強い精神力で、困難に立ち向か

い、「なりたい自分」をしっかりと見据えて努力し、場をわきまえ、相手を重んじた言動で

心深く通じ合い、人生を自らの手で仲間とともに切り拓け。我が国に脈々と流れる「誠実・

勤勉・思いやりの心」を受け継ぎ、地域に根ざして活躍することに静かな誇りを持って。 

＜ 授業改善の取組 ＞ 

 

笑顔で明るく、大きな声で挨拶をしよう。 

失敗を恐れず、自ら進んで行動しよう。 

自分の意見を持ち、相手に伝えることができるようになろう。 

自分たちの力で企画・運営をしていく実行力を身につけよう。 

いろんなことにチャレンジし、自分の夢や道を拓こう。 

＜ 学校教育目標 ＞ 

1 年次 ライフプラン ２年次 課題研究 ボランティア活動報告

報告報告 

３年間のキャリア教育 
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　　　　　　　福岡県立ありあけ新世高等学校　定時制課程

③　育てたい生徒像
　　　「意欲的な学び」のできる生徒
　　　「おもいやり」のある生徒

　　　「たくましさ」を持つ生徒

　　　「自己の個性」を育む生徒

ＳＳＷによる細やかな生徒

理解と担任との連携

生徒会活動の活性化

「匠の技」講座・こども講座・未来

講座

研修旅行

　　   自律
校訓 自彊
         飛躍

①　生徒の特徴
　　　年齢、入学目的、学力が多様　　　　　　　　　

　　生徒間の人間関係が希薄　　

②　生徒の現状
　　　学習意欲に課題を持つ生徒

　　　全体指導になじめない生徒

　　　特別な教育支援を要する生徒

・「学ぶ意欲」を尊重した定時制課程を構築します。

・学年に応じた計画的な指導により、生徒の進路実現を図ります。

・すべての教育活動でキャリア教育を推進します。

・信頼され、安心できる学校・組織の構築を図ります。

・作文指導により、自分の生活を振り返る

機会を得たり、生活感覚を育てたことで、文

章読解の際に役に立てられるように！

・「どうして、なぜ」が学びを深める

・具体的な事例を用いた、ブレインストーミン

グや、ロールプレイングを実施

・体育は少人数グループにて技術向上のた

め教え合いの練習時間を確保

保健体育科

・ＩＣＴを活用し、画像や動画を多く見てイメージ

を深化させる

理  科

・ＩＣＴの活用で、生徒の学習への興味・関

心が増す

・今までの板書解答は学習を喚起

数学科

令和元年度の教育重点目標
（１）基本的生活習慣を確立させ、ルールやマナーを守る態度及び思いやりの心などの道徳性を養わせることにより、社会

の中で自分の居場所を自ら作ることができる生徒の育成。

（２）異学年との交流を通して、コミュニケーション能力や人間関係調整力の育成を図る。 
（３）確かな学力を育成するために、授業の充実を図る。

（４）キャリア教育を推進し、進路に対する意識を高め、生徒の進路実現を図る。

（５）いじめ問題が発生しないように、人権に対する意識を高め、正しい人権感覚を育てる。
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福  岡  県  立  八  女  高  等  学  校 

iPad と電子黒板を利用したプレゼン（地理） 課題研究の基礎を学ぶ（総探） 

自 立 的 に 行 動 で き る 力 

 

C o m m u n i c a t i o n 

協 働 す る 力  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組前の課題 

・目標の共有不足 

・振り返りの欠如 

ICT×I ・C ・T＝授業改善 
八女高校が目指すもの 

高い志を持ち  社会に貢献できる  人づくり  

学びの場の構築 

○主体的・対話的で深い学びの実践 

○目標の共有と振り返りの強化でさらなる高みへ 

八女高校の学びのスタイル 

全ての教育活動をつなぐ 

・生徒と教師が目標を共有 

・生徒の習熟度に対応 

・地域社会との連携 

「地域協創プロジェクト」（総探） 

・ICT を活用して主体的に学習 

・観点別評価で生徒の多様な能力

を評価 

・形成的評価で学びの過程を重視 

・学びの基礎診断で基礎学力定着 

・定期考査、模擬試験の復習強化 

・ポートフォリオ、授業アンケート

の活用 

In d e p e n d e n c e 

T r u t h 探 究 す る 力 

実験結果を自らの力で考察（物理） 

プログラミング実習（情報） 

地域協創プロジェクト 

地域の自治体の講義を受け、課題を知る（総探）   地域の課題の解決策を考える（総探）  社会問題に関する英語を用いたディベート（英語） 

iPad を利用したスピーチ 

（英語） 

ロイロノートを活用して意見を共有 

（国語） 
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福岡県立八女工業高等学校

１．研 修

ＡＬ関係
職員研修会

３．実 施

第１回
授業アンケート

２．調 査

研究授業月間

４．検 証

新たな学びプロジェクト『授業改善』

定期考査に偏らない評価 評価 ◎ パフォーマンス評価の導入

英語科・パフォーマンステスト

◎ 課題研究における

Ｉ Ｌ Ｕ 評価の導入
Ｉ ・・・教えてもらったらできる
Ｌ ・・・ひとりでできる
Ｕ ・・・他者に教えられる

教務
規程

【考査回数】 ５回 ➡ ３回

第２回
授業アンケート

授業改善の目指す方向性

第３回校内職員研修
「学習評価の基本的な考え方」

研究授業月間テーマ
「主体的・対話的で深い学びに
向けた授業改善」

授業改善のサイクル

授業構想シート

実施

改善

調査研修

実施

改善

検証計画

１学期 ２学期

第１回授業
アンケート

第２回授業
アンケート

研究授業月間

第１回授業アンケート
分析結果還元・共有

第２回授業アンケート
分析結果還元・共有

授業改善
校内研修会

主体性の向上と競技会での活躍 ＩＣＴ等の活用や対話形式の取組

ものづくりコンテスト福岡県大会優勝
「電気工事部門」「測量部門」

全国高等学校ロボット競技大会

優勝・文部科学大臣賞

成 果

生徒 職員

挑 戦Challenge

授業・実習
インターンシップ

創 造Creation

学校行事
生徒会活動
部活動

協 働Collaboration

課題研究
資格取得

(ジュニアマイスター顕彰)

夏休み
ものづくり教室

貢 献Contribution

○ 学習過程の評価

○ 単元ごと、時間ごとの評価

○ パフォーマンス評価

授業改善のサイクル

第２回
授業アンケート

評価方法の改定と取組

授業アンケート分析結果

ＡＬ関連の図書コーナー
職員室に設置

1.7%

10.6%

59.2%

28.6%

授業の目標はわかりますか。

1

2

3

4

1.3%

7.7%

46.9%

44.1%

板書は分かりやすいですか。

1

2

3

4

７点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点

（動物）睡眠時間
の説明

良く説明がで
きている

だいたい説明
できている

※ あまり説明で
きていない

説明ができて
いない

説明が全くで
きていない

（動物）睡眠の特
徴（眠り方）の説
明

良く説明がで
きている

だいたい説明
できている

※ あまり説明で
きていない

説明ができて
いない

説明が全くで
きていない

比較表現やプレ
ゼンの工夫
（最大３点）

※ ※ ※ 効果的な表
現や工夫が
ある

表現や工夫
がある

表現や工夫
がわずかにあ
る

声の大きさ・アイ
コンタクト

※ ※ よくできてい
る

だいたいでき
ている

あまりできて
いない

できていない

暗唱 ※ ※ みんな
暗唱
できる！

※ ※ ※

小 計
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「学ぶ」ことは「新しい自分に出会う」こと わかる！できる！福島 AL 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

○令和元年度 アクティブ・ラーニング重点目標  

１ ICT機器の活用による学習内容の視覚化  ①目標の提示  ②内容の分かりやすい提示  ③活動等の視覚化 

２ 思考力・判断力・表現力の育成        ①ペア・グループ学習による課題解決活動  ②プレゼンテーション・インタビュー形式のパフォーマンス評価 

 
○令和元年度「主体的・対話的で深い学び」をテーマにした研究授業 

７月  ①家庭科「家庭総合」 グループワーク学習  １年１組 

１０月   ②家庭科「家庭総合」 グループワーク学習・電子黒板  １年１組 

１２月  ③保健体育科「体育」 グループワーク学習・電子黒板 １年２組  

○令和元年度「主体的・対話的で深い学び」をテーマにした職員研修 

５月  第２回職員研修  グループワーク テーマ「これからの高大連携と学習評価について」 

 

 

「アクティブ・ラーニング」の視点を取り入れた各教科の授業改善方針及び実践例 

 

【国語科：主体的に活動し協働しながら最善解・最適解を見い出す】 

見方・考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けて、最善解・最適解に

近づけさせるために、 

①一つのテーマを巡ってペアで協働し、文章化する。 

②ジグソー法を用いて、複数の文章を比較する。 

③精査された文章を、実物投影機を使って全体で共有する。 

 

 

【数学科：筋道を立て、課題を数学的に解決する能力を磨く】 

基本的な知識を理解し、数学的技能の向上を図り、問題の本質を見抜き、筋道を立て

て、課題を数学的に解決するために、 

①自らの力で課題に取り組む。 

②グループ活動を通して考え方を共有する。         

③一斉授業で要点をまとめ、全体で共有する。             

→小テスト・定期考査で、理解度の確認を行う。                

 

【英語科：自己表現活動を軸に知識・技能を活用する】 

多様な意見を受け入れ、自分の考えを的確に伝える表現力を養うために、 

①全学年を通してルーブリックにもとづき、パフォーマンス評価を実施する。 

②インタビューやプレゼンテーションなど自己表現活動を 

軸にペアワークやグループワークを積極的に取り入れる。 

・オリジナルのテーマパークを作って道案内や施設の紹介を行う。 

・「新しい発電のアイデア」などＡＬＴへプレゼンテーションし、 

ＡＬＴからの質問に答える。 

 

【地歴科：社会問題や授業のテーマに対して課題意識を持つ】 

課題意識を持たせることで生涯にわたって学び続ける人材を育てるために、 

①ペアワークで前時の内容を振り返る。 

②電子黒板等を活用し、興味関心・知的好奇心をかきたてる。 

③本時（単元）の「問い」に対する答えを自らの言葉で表現し、相手に伝える。 

④授業の学びと日常生活の時事問題の関連を伝え合い、考えを深める。 

【商業科：経済社会の状況から課題を発見し、その解決策を提案する】 

経済地域への関心を高め、主体的に課題解決に取り組む地域のリーダーを育

てるために、 

①インターネットを活用して地域経済や株価等の実データを収集する。 

②個人及びグループで収集したデータを整理・分析して課題を把握し、その解

決策を検討する。 

③見い出した解決策を、他者へ適切に伝えるために、プレゼンテーションソフト

等を活用して資料作成を行う。 

地域産業をはじめ経済社会の発展に寄与する職業人を育成する。 

 

【家庭科：生活における課題を自ら考え、情報を収集・選択し、主体的に行動する】 

将来のスペシャリストとして必要な専門性を高め、課題解決に取り組ませるために、 

①ペアやグループ学習でテーマ設定を行い、情報を収集し、研究活動や実習を行う。その

後、ポートフォリオ評価を行い、改善点を明確にする。 

②各テーマに基づいて、個人・グループ作品の製作過程及び完成品の記録をＩＣＴ機器を

用いて行う。これをもとに発表会やプレゼンテーションを実施、相互評価する。 

③地域産業を活用した商品開発の取り組みやコンクールの応募、地域行事への参加な

どを通して、生活をより豊かにし、生活産業の発展に貢献する職業人を育てる。 

生活をより豊かにし、生活産業の発展に貢献する職業人を育成する。 

【保健体育科：他者と協働し、自己の能力を最大限に発揮する】 

課題解決を個人またはグループで行い、生涯にわたって学び続けるために、 

①体育：チーム・グループで話し合って、作戦や練習計画を立て、上級者が初

心者にアドバイスできる環境のもと、積極的にチャレンジできる雰囲気をつく

る。結果だけではなく過程を重視する評価を行う。 

②保健：電子黒板やプレゼンテーションソフトを活用する。考えさせる場面や発

表する場面を設定し、思考力・判断力・表現力を養う。 

 

【理科：実験の結果を他者と共有し、生徒一人ひとりが考察を深める】 

科学的なものの見方を身につけさせるために、 

①グループごとに実験を行い、予想や考察の意見交換をする。 

②班毎に相談しながら課題に共に取り組み、発表する。 

③考察を話し合いながら考えさせる。 

 

 

 

 

シンク 

ペア 

シェア 

○令和元年度の授業改善の取り組み  

・全学科・全クラスによる公開授業（１１月１３日（水）３限～６限をすべて公開） 

・中学校教員、中学校保護者、塾関係者を招聘して行う。 

・『みんなで、できることから、少しづつ行う。』 

成果 教師の授業づくりに対する意識の変化と、それに伴う生徒の学習意欲及び態度の改善 

○授業アンケート７月→１２月「この授業では自分で調べたり、考えたりしようと努めている」「この授業では、活動や発表などを通して自分の考えを表現することができている。」 

「この授業では、活動や発表などを通して、自分の考えを表現することができる工夫がなされている。」など AL に対する授業アンケートの全ての項目で改善傾向が見られた。 

○学校生活アンケート５月→９月「友達に自分の意見をはっきり伝えることができますか」などの項目において改善傾向が見られ、安心して学べる環境において生徒自身の自己

肯定感が高まり、自己の成長のために努力する生徒が増加している傾向が見られた。 

課題 生徒に各教科特有の「見方・考え方」を定着させ、それらを活用させる授業と評価の実践 
    「主体的で対話的」な学びが「深い学び」につながっているか 
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①「年間学習指導計画」にて、担当科目の指導計画を立案
②「研究授業週間」の設定及び「授業アンケート」の実施
③実施状況等に関する職員アンケートの実施

④国語科の主な取組・・・見方・考え方を広げるために、導入発問の工夫
１年国語総合において、教材導入時に、「教材と関係する、明確な答えが出ない発問」を出題。周囲と話し合い、答えを出させる。
最初に「模範解答は言わない」と宣言する。
具体例）１年国語総合・東京書籍『新編国語総合』評論１「豊かに生きる」『無彩の色』の導入
発問①ネズミ色はどんな色？②ネコ色はどんな色？③ネズミ色にどんなイメージを持つか？

生徒の感想）
・それぞれの色には、人それぞれ感じ方が異なる。
・合っていると思っていることでも実際は違うんだなと思った。
・ネズミ色は灰色なのに、ネコ色は色々な色が浮かんで不思議。
・色にはいろいろあるのが分かった。・本には知らない名前の色がたくさん載っていた。
・友達と自由に話せたのが楽しかった。・全部の授業を図書室でしてもらいたい。

⑤農業科の主な取組
「基礎的知識・技術」＋「協働」＋「プロジェクト学習（課題解決学習）」の実践

成果
・学習内容をフィードバックさせ、見方・考え方を広げたり、深めたりできている。

・２年生では、記録の視点が身に付いてきている。 学習内容の共有や、発言の根拠にできている。

今後の課題
・学習のねらいとプロセスを十分に考えさせる時間が必要である。
・他者評価として、外部評価（専門家等）を適宜取り入れていく。

Ａ Ｂ Ｃ
授業について、よく
思考したり、判断し
たりしたことをわかり
やすく表現している。

授業について、思
考したり、判断した
りしたことを表現し
ている。

授業について、思考
したり、判断したりし
たことを表現してい
るが、不十分である。

はい

56%

いいえ

44%

毎回の課題を明確化し課題解決を思考させる

記録簿のルーブリック評価設定 例：「思考・判断・表現」

職員アンケートから

福岡県立八女農業高等学校 ポスター発表

本校のグランドデザイン
本校を卒業するまでに身に付けさせる力

○人・自然・食を愛し、志を持って世界や地域に貢献できる力
○地域産業の発展に貢献することに情熱を注げる力
○命を大切にし、人々に真摯に対応できる社会的能力

本校の「主体的・対話的で深い学び」の実践

はい
92%

いいえ

8%

・「主体的・対話的で深い学び」への対応が進
んでいる。
・生徒の変化として、「他の生徒からの刺激を
受けている／受け身の姿勢が少なくなって
きた／コミュニケーション能力の向上」など
が挙げられる。
・課題としては、「毎回できない／指導困難な
生徒がいる場合の効果／グループ内で受
動的になってしまう生徒への対応／時間が
かかる／授業規律／消極的な生徒」などが
挙がってきた。

ＡＬの視点で改善

学習評価

地域社会
・生活

どう使うか何ができる
１年：基礎ＰＪ(個・班)

確かな学力

8%

39%

53%

8%

45%

47%

0% 20% 40% 60%

Ｃ

Ｂ

Ａ

１年ルーブリック評価

１回目 ２回目
記録簿「感想及び反省」の記入指導、「自己評価」欄の記入
記入は「①本時の成果、②反省、③次回の抱負」の３つの視点

１年 農業を幅広く学ぶ・経験する

２・３年 学科・専攻で深く学ぶ
草花、野菜、環境、バイテク

作物、茶、果樹、野菜、草花、牛、
鶏、食品加工、調理、サービス

⇑
栽培
管理
⇑
播種

フラワーアレンジメント ハーバリウム 販売
花育ＰＪ 草花商品の開発⇅→

←国際交流
↓異校種交流

令和元年度福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」

福岡県立八女農業高等学校

問：「主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業を実施していますか

平成３０年度 令和元年度

システム園芸科草花専攻の場合

外部評価

相互評価自己評価

３年：応用ＰＪ(個人)

２年：応用ＰＪ(班)

販売
⇑
流通

8%

15%

77%

23%

67%

62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｃ

Ｂ

Ａ

２年ルーブリック評価

１回目 ２回目

資格取得
技能
知識・技術 プロジェクト学習

生徒の変化

生育調査↑↓
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