
第３章 ふくおかＡＬ通信 ～県立学校の教室から～ 

 

「ふくおかＡＬ通信」は、「新たな学びプロジェクト」事業の一環として 

福岡県教育センターの「新たな学び」チームが中心となって作成している 

広報紙です。県内の様々な学校の「アクティブ・ラーニングに関する取組」

を広く発信し、県全体の授業改善の一助とすることを目指しています。 

福岡県教育センターのホームページにも掲載中です。 

 

＜令和元年度 各号掲載校＞ 

   第 25号  八女工業高等学校 

   第 26号  三池高等学校 

   第 27号  久留米高等学校 

   第 28号  ひびき高等学校 

   第 29号  香椎高等学校 

   第 30号  鞍手高等学校 

   第 31号  特別支援学校「福岡高等学園」 

   第 32号  城南高等学校 

   第 33号  三井高等学校 

    

 

 ＜これまでのふくおかＡＬ通信＞ 福岡県教育センターホームページに掲載中 

第 1号 小倉商業高等学校     第 2号 京都高等学校 

   第 3号 香住丘高等学校      第 4号 嘉穂東高等学校 

   第 5号 小倉南高等学校      第 6号 ありあけ新世高等学校 

   第 7号 早良高等学校       第 8号 育徳館中学校・高等学校 

   第 9号 福岡高等聴覚特別支援学校 第 10号 筑紫中央高等学校 

   第 11号 玄洋高等学校       第 12号 東鷹高等学校 

   第 13号 遠賀高等学校       第 14号 八幡高等学校 

   第 15号 宗像高等学校       第 16号 西田川高等学校 

   第 17号 苅田工業高等学校     第 18号 福岡農業高等学校 

   第 19号 門司学園中学校・高等学校 第 20号 戸畑高等学校 

   第 21号 筑紫高等学校       第 22号 筑豊高等学校 

   第 23号 八女高等学校       第 24号 福岡高等視覚特別支援学校 

   

 

 



 

 

 

 

 

福岡県立八女工業高等学校 
自ら課題を見出し、新たな価値を生み出す、創造的なエンジニアの育成 

福岡県立八女工業高等学校は大正９年に創立され、次年度創立100年を迎える歴史と伝統のある工

業科の専門高校です。「誠実・勤勉・協調」を校訓とし、教育目標「真理と正義を愛し,勤労と責任

を重んじ、協調性と主体・創造の精神に富む、心身ともに健全な将来の実践的技術者の育成を目指

す。」に則った教育を進め、精神的、経済的、社会的に自立した幸せな大人になれるよう、「しな

やか」で「したたか」な精神力を持つ生徒の育成に努めています。  

 

１ 授業改善の目指す方向性 

校訓の精神と学校教育目標を継承した上で、新しい時代に必要となる資質・能力を育成するため

に、上記の４Ｃを「学び」のキーコンセプトとする実践的・体験的な教育活動を推進しています。 

①技術の進展、グローバル化、産業構造の変化に対応し、自己を高め新たな付加価値の創造に挑戦

する態度 

②工業に関する課題を発見し、実践的技術者として倫理観を持ち、合理的・創造的に判断する力 

③よりよい社会の実現を目指して自ら学び、工業の発展に主体的・協働的に取り組む態度 

④工業技術（ものづくり）を通じて、地域や社会の健全な発展に貢献する志と実践行動力 

等の育成に向け、授業改善に取り組んでいます。 

   

２ 具体的な取組 

(1) 授業改善のための校内研究体制 

『主体的・対話的で深い学び』を推進するための校内研修会を研修部が中心となり、毎年継続し

て行っています。本年度の研究のテーマを「観点別評価の推進」として、７月に「観点別評価に

関する研修会」を予定しています。この研修会を通して、校内での共通理解を高め、本年度後期

に予定している校内授業研修では、全教科で「授業の中で観点別評価」を行うことにしていま

す。研修会を重ねることで、多くの教員が、まなボードを活用し、対話を通して理解を深める等

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につながりました。また、職員室には、

ＡＬに関する図書のコーナーが整備され、授業で利用できるアプリケーションやタブレットなど

の機器についても教職員相互の情報交換が盛んに行われています。 

(2) 英語科によるパフォーマンステスト 

英語科では、１年次より継続的に、１単元に１回程度のパフ 

ォーマンステストを行っています。入学当初、他者の前で英語 

を用いることに緊張していた生徒も多くいましたが、学年が進 

むにつれ、「自己の考えに根拠を持ち魅力的に伝えること」を 

意識して話せるようになっています。また、他者と協働して学 

習する機会を多く持つことで、他者の考えの良さを学び、自己 

の学習を深めることになっています。 

(3）課題研究におけるＩＬＵ評価表の導入 

授業の中で達成すべき学習目標と態度目標を明確化し、評価 

を可視化するために、「ＩＬＵ評価表」を導入しています。 

この評価表は、企業訪問をした際に、実際に企業で行っていた 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 

 

「学び」のキーコンセプト（４Ｃ） 

 Challenge（挑戦） Creation（創造） Collaboration（協働） Contribution（貢献） 

【パフォーマンステストでの評価の観点】 
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ものを基に作成しました。評価を可視化することで、「目標への 

達成度を時間ごとに確認できること」、「困った場合に一人で抱 

えることなく、他者へ聞くことができること」、「グループで協 

働して作業を行うこと」が期待でき、卒業後就職し、グループで 

協働作業を多く経験することになる生徒にとって、将来へつなが 

る学びの方法を習得することとなります。 

 

３ 具体的な授業実践例 

  それぞれの授業において「主体的・対話的で深い学び」を実現するため 

の取組を行っています。ここでは二つの実践を紹介します。  

 (1) 工業化学科 ３年「コミュニケーション英語Ⅱ」 ディベート  

    教科書のlesson１「Take a Shot or Not」についての内容理解をした 

後、「日本は中学生以下の子供にスマートフォンを許可すべきか否か」 

というテーマでディベートを行いました。パフォーマンステストとして 

ディベートを行うため、肯定側、否定側双方に分かれ、予想反論を組み 

立て、英文を作成します。そのために、まず各グループで「予想される 

相手の主張」と「反論」を考えます。その際、グループ内での意見を集 

約し、「相手の主張を覆すための反論を根拠を示しながら練り上げる」 

ことを意識して取り組みます。その後、「対戦相手にとってわかりやす 

い表現を用いる」ことに注意し、チーム内で協働し、英文を作成してい 

きます。 

   英文を作成する際には、グループ内で各自が作成した英文について検 

討し、和英辞書や参考書を活用して表現や文法事項を確認するなど、表 

現を練り上げていく姿が見られました。 

(2) 電子機械科 ３年「課題研究」 

  「課題研究」で取り組むテーマの一つは、下級生が行う「安全教育」 

で活用できる作品の制作です。「制作のイメージをつくる」「イメージ 

を図面に起こす」など多くの工程を通り、作品を制作していきます。そ 

れらの工程で評価する項目を、教員は単元の最初の段階でＩＬＵ評価表 

で生徒に示し、課題研究を通して、育成する資質・能力を生徒と共有し 

ています。教員が生徒の実習での様子を観察することで、毎時間「教え 

られたらできる」→「１人でできる」→「他者に教えることができる」 

の段階で評価を行います。評価項目・評価結果は、作業中、生徒が確認 

できるよう掲示しているため、生徒は作業の中で疑問点が起こった際に 

は、その疑問点を解決できる段階に達している友人に質問し、疑問点を 

解決するという協働する場面が見られました。 

 

４ 授業改善の成果 

  アクティブ・ラーニング型の授業が多く展開されるようになり、学力の向上が見られます。特

に、パフォーマンステストを行っている英語科に関して、積極的に英語を用いてコミュニケーショ

ンを図ろうとする生徒の姿や、ホームルーム活動や他教科の授業、面接指導においても、自分自身

の意見に根拠を持って発言する姿が多く見られるようになりました。また、グループでの学習を通

して、他者との意見を交流し、自己の考えを深められています。 

 

５ 今後の課題 

現在、アクティブ・ラーニングの推進に向けて、若手教員が牽引役として活躍しています。校内

全体の取組へとさらに推進していくために、計画的に校内研修会を位置づけ、授業技術や評価方法

などの個々の教員のノウハウを校内で共有し、「将来工業技術者として社会に貢献する熱い志と資

質」の育成に向け、教育活動に生かしていくことが必要と考えます。 

【ＩＬＵによる評価の観点と評価表】 

【授業風景 
「コミュニケーション英語Ⅱ」】 

【授業風景「課題研究」】 
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福岡県立三池高等学校 
生徒も職員も自然と同じ目標を意識し、学びに向かう学校文化 

福岡県立三池高等学校は平成２９年度に創立１００周年を迎え、３万４千人を超える卒業生を有す

る歴史と伝統のある普通科高等学校です。「進取・至誠・自治」を校訓とし、校是「逞しく時代を

拓く人間たれ」の精神を涵養することで「鍛ほめ福岡メソッド」の実践を図っています。ひとたび

三池高校の校門をくぐると、生徒は主体性を高めて三高生らしくなり、職員も同校の一員として、

自ずと同じ目標を意識し、互いに学び合うようになると言われます。この素晴らしい学校文化の要

因を探るべく、「新たな学び」特命チームは同校を取材しました。  

 

１ 授業改善の推進体制と環境整備 

(1)ＰＤＣＡによる授業改善：昨年度の反省を今年度の計画に確実に反映 

昨年（Ｈ３０）９月、各

教科内で事前検討を入念に

行い（Ｐ）、「研究授業大

会」を実施し（Ｄ）、そこ

で明らかになった成果と課

題を、年度末に「授業評価

の分析と改善の方策」とし

てまとめ（Ｃ）、今年度、

各教科等の「年間指導計画

表」作成時に、確実に反映

（Ａ）させました。具体的

には、「主体的・対話的で

深い学びの推進」や「ＩＣ

Ｔを活用した授業実践」等

に関して、全教員が年間指導計画の中に明記しました。そうすることで、今年度は、全職員で授

業改善の方向性を意識して実践できています。 

さらに、授業改善の方向性は共有するものの、具体的な実践方法については、各教科、各教員の

特性を尊重し委ねられているため、それぞれが個性豊かで、魅力あふれる授業実践を行っていま

す。 

 

(2)ＩＣＴ環境の整備と積極的な活用 

学年進行で整備してきた黒板直接投影プロジェクターを、一昨年度全教室に設置することができ

ました。また、教室のプロジェクターに直接つなぐことができるＵＳＢフラッシュメモリを購入

し全教員に配付したことも、ＩＣＴの積極的な活用に繋がっています。 

ＩＣＴの校内研修に関しては、年１回、夏に教科ごとに実施しています。また、プロジェクター

が全教室に設置されたことで、毎日の授業で利用できるため、教員の日常会話の中でＩＣＴの活

用方法が話題にあがっており、同校の教員にとって職員室が、ＩＣＴを活用した授業改善に向け

た語り合いの場になっています。 

 

２ 具体的な授業実践 

(1) ２年「古典Ｂ」、３年「現代文Ｂ」におけるＩＣＴの活用 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 

 

 
【図】ＰＤＣＡによる授業改善のイメージ 
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２年「古典Ｂ」では、黒板直接投影のプロジェクターにより本文を黒板に掲示しながら、電子黒

板で本文の時代背景となる摂関政治や藤原道

長に関する説明動画を活用していました。

【写真左】生徒は、視覚と聴覚で平安時代に

引き込まれながら、本文を味わうことがで

き、内容理解の促進につながりました。 

 また、３年「現代文Ｂ」では、プロジェク

ターで本文を黒板に掲示しながら、本物のレ

モンを提示し、生徒に触らせるという授業展開をしていました。【写真

右】どちらの授業も、ＩＣＴを効果的に活用した教員の説明により、筆

者が言葉を紡いだ世界観の中へと生徒を誘（いざな）っていました。 

 

(2) ２年「コミュニケーション英語Ⅱ」におけるペアワークの工夫 

英語科では、音読の練習、スピーキング（会話、やりとり、

発表等）の練習、内容確認のためのＱ＆Ａ等のためよくペアワ

ークを行います。この時間は、通常の活動に加え、副教材の単

語集の例文を一方が読み、一方が聞く活動を行っていました。

例文を聞くことに集中することで、生徒は、自身が目で見た

り、口に出したりする以外の方法も使い、協働的に語彙の習得

を促進させることができていました。 

 

(3) ２年「保健」におけるマイクロディベート 

前時までの学習を踏まえ「出生前診断に

基づく人工妊娠中絶の可否」「代理出産の

可否」「育児休暇取得の義務化の可否」に

ついて、３人グループで肯定側・否定側・

審判に分かれてマイクロディベートを実施

していました。肯定側・否定側、各２分の

主張の後、フリートークの時間を設け、形

式にこだわらず議論を深めました。本時の

目標は、勝敗を決めることではなく、学習

内容を深め、自分の考えを持ち表現することでしたので、判定基準は極めてシンプルに「話し方」

「説得力」「論理性」に絞り、自分の考えを話すことや相手の考えを聞くことに集中できるよう工

夫していました。 

同校は、総合的な学習の時間を１，２年次で３単位実施する等、教育課程編成の工夫をしてお

り、その中で、本格的なディベートにも挑戦しています。様々な学習展開により、確かな学力と校

是にある「逞しく時代を拓く人間」の育成をしています。 

 

３ 授業改善を推進する土壌 

  職員室内で学び合う文化に寄与しているものの一つに、職員室内の座席配置があります。多くの

学校では、担任団がクラス順で並んでいる配置ですが、同校では学年の教科担当が集まって座るよ

う配置し、教科指導等についてすぐに相談や連携を図れるよう工夫しています。 

  また、総合的な学習の時間の進路学習と、特別活動の修学旅行に係る学習を関連付ける等、教科

等横断的な工夫もなされています。 

 

４ 今後の方向性 

同校は、日常の教育活動に少しずつ意識して工夫を加えることで、大きな変化や成果を生み出し

ています。「わかる・おもしろい・ちからがつく」という観点からの授業改善に向けた意識が高い

ので、電子黒板やタブレット等の更なる整備により、教員のＩＣＴ活用力の熟達が加速度的に進

み、授業改善の更なる好循環が期待されます。 

電子黒板の併用 

 

実物教材の併用 

 

ペアによる「聞く」活動 

 

マイクロディベート 
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福岡県立久留米高等学校 
志をもって意欲的に学び、自律心と思いやりの心をもつ、たくましい生徒の育成 

明治41年に設立され、本年度創立111周年を迎える歴史と伝統のある、普通科・英語科を有する高等

学校です。「誠実・叡智・気魄」の校訓の下、「『生きる力』の育成」、「国際理解の推進」、「伝

統を守りつつも急速な社会への変化の対応」を将来ビジョンに掲げ、文武両道の高校生活を通じて生

徒の知性を育て、豊かな情操を養い、心身を鍛え、自律的な態度や規範意識の涵養を図る教育活動を

行っています。 

 

１ 目指す生徒像 未来を拓く、心豊かでたくましい生徒  

(1) 自他を思いやり、前向きに・誠実に生きる生徒(誠実) 

(2) 物事の本質を見通す知性・教養を身に付けた生徒(叡智) 

(3) 正しい判断力と強い意志を持った心身ともにたくましい生徒(気魄)  

２ 授業改善の推進体制と環境整備 

(1) 研修部の取組 

生徒への授業アンケートによって、教員が自身の授業を振り返る機

会を年間 2回設けています。教員の説明や授業内容についての評価だけ

でなく、生徒自身も授業への取組について振り返るアンケートにしています。平成 30 年度第 1 学

期は、授業担当者が授業アンケートを分析し自己評価をまとめることで、アクティブ・ラーニング

の視点に立った授業改善の必要性を認識し、その後の授業に活かしました。授業アンケートの数値

に基づき、教科毎に授業改善についての検討を行うことで、教員の意識改革が進みました。 

(2) 環境整備 

昨年、創立 110 周年を迎え、同窓会からプロジェクター、スクリーンを全教室に、またタブレッ

ト 20台が寄贈されたことで、ICT環境が一気に整い、積極的に ICTを活用した授業が見られるよう

になりました(写真 1)。 

３ 総合的な学習（探究）の時間(NEWセサミプラン)について 

(1) セサミプランのスタート(平成 8年度)と NEWセサミプラン(平成 12年度) 

  生徒の学校生活で積極性が不足していることや、進路実現に向けて生徒が受け身となっている

体制から脱却するため、平成 8 年度から、「セサミプラン」がスタートしました。生徒たちに自己

探究や社会に対する視点を深めさせるために、1・2 年生を対象に、自分たちの設定したテーマで

調査を行い、レポートや小論文にまとめる活動を実施しました。その結果、自分の希望をしっかり

もって志望校を決定する生徒が増加していきました。平成 14 年度からは、教科の基礎学力を養成

することを目指し、第 1学年「ディベート」、第 2 学年「課題研究」、第 3 学年「進路志望別小論

文講座」を系統的に行う「NEW セサミプラン」として、正規の教育課程に位置付けました。以来、

自分自身を見つめ、進路や生き方について考える機会を増やし、自分で考え行動できる主体的な生

徒を育成することを目指してきました。 

(2) セサミプランが目指すもの  

1年生のディベートを中心とした研究で、柔軟で論理的な思考力、豊かな表現力を身に付け、自

分の生き方や進路について考えを深めます。2年生の課題研究を中心とした研究で、課題発見能

力、課題解決能力、情報収集能力、情報活用能力、プレゼンテーション能力を身に付け、自分の個

性を発見し、進路についての認識を深めます。3年生の希望進路に応じた講座で、進路について真

剣に考え、主体的な学び方や複眼的な物の見方ができるようになり、21世紀をたくましく生き抜い

ていく資質・能力の基盤を養います。 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 
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写真1 「家庭基礎」の授業 
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 （3）実際の学習活動(平成30年度の活動内容) 

第1学年では、「日本は選挙の棄権に罰則を設けるべきである。是

か非か。」というテーマを設定し、ディベートを行いました。 

12月11日には、クラスの代表チームによる「クラス対抗ディベート大

会」を開催し、白熱した議論が行われました(写真2)。第2学年は、希

望進路に応じて「外国人労働者」「医療と食」「情報と教育」「心

理」「地方再生」「住居」など様々なテーマで課題研究を行い、

「NEWセサミプラン課題研究発表会」で成果を発表しました(写真3)。

英語科は、「KIMONOプロジェクト～東京オリンピック2020～」 (日本

の伝統文化をアピールし各国の方達をもてなすため、企業等からの寄

付や協力で着物を製作)でマレーシアの着物のデザインを担当し取り

組むとともに、留学生交流会の内容の充実も図りました(写真4)。第3

学年は、1学期にテーマ別小論文講座を設けて、学びに必要な知識・

技能を身に付けた後、2学期以降は、各自の進路に応じた進路志望別

小論文講座から、専門的知識を補い、思考力・表現力の向上を図りま

した(写真5)。(講座編成：法学、経済学、国際関係・人文・言語、教 

育・心理・スポーツ、環境・食物栄養、医療看護・福祉、理数)  

 (4) 評価 

評価は、セサミプランの3つのねらいに基づき、①主体性、社会性   

(自己の在り方生き方を考える)、②課題発見能力、課題解決能力、情 

報収集能力、情報活用能力(学び方を学ぶ)、③文章表現能力、人の話 

を傾聴し、理解する力、自己の考えを表現し伝える力(コミュニケー 

ション能力を身に付ける)の評価の観点を設定し、質問紙、面接、発 

表観察、作品分析、記録分析、行動分析などで評価しています。生 

徒は、1学年のディベート大会時の相互評価をはじめ、振り返りシー 

ト（1・3学年)や自己評価表(2学年)による評価及び、ポートフォリ 

オ評価等を行っています。 

(5) 効果 

第1学年のディベートでは、柔軟で論理的な思考力、豊かな表現力

を身に付け、自分の生き方や進路について考えを深めさせています。

第2学年の課題研究では、課題発見能力、課題解決能力、情報収集・

活用能力、プレゼンテーション能力を身に付けさせるとともに、個性

の発見や進路への認識を深め、第3学年の進路志望別講座で、希望進

路を真剣に考えさせるとともに、主体的な学び方や複眼的な物の見方 

ができるようになっています。これらの活動を通して、コミュニケーション能力の向上や生徒会活

動の活性化にもつながっています。 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

   生徒は、PDCAのサイクルで物事に取り組む習慣や、積極的に意見を述べる力が身に付き、特に

この5年間で、様々な教育活動に主体的に取り組むことができるようになりました。一方、教員

は、生徒が講義形式の中でもアクティブに考える授業と実際にアクティブに活動する授業を組み合

わせる工夫をしたり、学校行事等においても、教員から生徒に指示をして動かす形態から、生徒に

考え行動させる指導を行うようになったり、変化が見られるようになりました。 

(2) 課題 

ア 全体での課題の共有 

    授業改善に向けて、授業アンケートの分析等は教科においては実施していますが、分析結果

を全体で共有するまでに至っていないため、今後は、実践に生かすために、全教職員で協議する

ことでPDCAのActionの充実に取り組みたいと考えています。 

イ 評価の充実 

新学習指導要領に向けて、観点別評価の更なる充実に向けて研究を進めていきます。 

写真 2  第 1 学年ディベート大会 

写真3 第2学年課題研究発表会 

写真5  第3学年小論文講座 

写真4  第2学年英語科KIMONOプロジェクト 
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福岡県立ひびき高等学校 
共有・協働による授業改善の取組 

 北九州市戸畑区にある単位制・三部制の高等学校です。生徒は自分の希望進路実現に必要な科目や

興味・関心のある科目などを選択し、取得した科目の単位を積み重ねて卒業資格を得ています。将来

にわたって学ぶ意欲を身に付け、社会に貢献することができる生徒を育成するため、学習の意義だけ

でなく、「何ができるようになるか」を明確にした授業実践を目指しています。 

１ 推進体制と環境整備 

（1）研修部による校内研修等の工夫 

教員が授業改善に向けた共通認識をもち、授業で実践する雰囲気がつくられるよう、研修部や教務部が

取組を進めています。 

研修部は、教員一人一人が授業改善に取り組むことができるよう、実践的な内容を取り入れた研修会を

実施しています。 

昨年度は「授業改善研修会」を２回行い、１回目ではワールド・カフェ方式で、アクティブ・ラーニン

グの視点に立った授業改善について、具体的なアイディアを出し合いました。２回目では、各教科・科目等

における授業改善の工夫を示し、相

互にそのアイディアが共有できるよ

う、「hibiki レシピ」を作成しまし

た。今年度の「授業改善研修会」に

ついては、夏季休業中などを利用し

て、１回目、２回目とも終日の研修

としました。１回目では「県立学校

新たな学びプロジェクト」のアドバ

イザーである、北九州市立大学教授

の見舘好隆先生に講義を行っていた

だいた後、「まなボー

ド」を用いて、教科特

有の「見方・考え方」

や「主体的・対話的で

深い学び」を実現した

生徒の具体的な姿につ

いて協議しました。２

回目では、九州大学教

授の鏑木政彦先生の講

義や、教員全員が来年

度の授業で活用するル

ーブリックを作成する研修を予定しています。 

相互授業参観では、全教員が授業内容や手立て、メッセージを記した一覧表（写真１）を作成し、授業

改善の具体的な内容・方法等を共有しながら参観できるようにしています。また、授業アンケート（写真２）

の評価項目についても改善を図り、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善が実現できてい

るかについて、生徒の視点から教員が確認できるようにしました。 

 

写真２ 授業アンケート（部分） 

写真１ 相互授業参観一覧表（部分） 
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(2) 研修部と連携した教務部の取組 

教務部は研修部が推進している授業改善の取組を踏まえ、今年度より年間指導計画について、生徒に身

に付けさせたい力や見方・考え方、単元ごとの手立てを、授業担当者が月ごとに記載するよう全面的に変更

しました。校内研修等で培った、授業改善に係る知識や技能をどのように活用していくのか、教員が見通し

を持って指導にあたれるような仕組みを構築しました。また、昨年度末には、「何ができるようになるか」

を明確にした授業実践に資するよう、各教科の枠を取り払い、授業担当者が創意工夫を凝らして講座を設定

し、生徒が自分の興味・関心のあるものを選び自由に参加する「学びの良さが実感できる２日間」という特

別授業日を設定しました。 

(3) ICT機器の充実 

 プロジェクタ、スクリーン、パソコンを設置した教室を増やし、書画カメラや移動式プロジェクタも増設

し、教員が ICTを使って授業を行える環境を年々整備しています。それに伴い、教員が資料を提示して授業

内容の説明をしたり、生徒が学習内容について調べたことを発表したりするなど、多くの授業で活用されて

います。 

 

２ 授業等での具体的な取組 

 日本史Ｂの授業では、「中世の人々の感覚を知

ろう！」というテーマで、夢について書かれた古

典の文章を読み取り、中世の人々と現在の人々と

の考え方の違いについてグループで意見を交流し

ました。古典の文章は読解が難しいため、読解が

苦手な生徒が文章の意図を把握できるよう、現代

語訳も合わせてプリントに示しています。生徒た

ちは教員の支援を受けながら、粘り強く読解に取

り組み、読み取った内容を自分なりに解釈し、グ

ループ内で発表して意見を交換しました。意見交

換をすることで、他の生徒の解釈の深さに触れて

驚いたり、他の生徒の意見を基に自分の意見を見

直したりする姿が見られました。 

また、現代社会の授業では、環境問題をテーマ

にしたジグソー活動が行われていました（写真

３）。「地球温暖化」「森林減少」など自分たちが興味・関心を持ったテーマごとにエキスパート班が編成

されています。担当教員が用意した資料や自分で調べた内容を基に、一人一人がワークシートに、テーマに

ついて分かったことや自分の意見をしっかり書き込み、グループの中で積極的に発表する姿が見られました。 

 生物の授業では遺伝的浮動による遺伝子頻度の変化を理解するために、碁石を使って実験を行いました。

教師の説明の後、実験の手順をまとめたプリントをペアで確認し、実験を進めていきます。手順や記録の仕

方など、わからないところをペアで教え合いながら自分たちで実験を進めて結果をまとめ、予想通りになる

か確かめていきます。「集団内の遺伝子頻度が遺伝的浮動によってどのように変化するかを考えてみよう」

というねらいに沿った実験を行うことができました。 

 

３ 取組の成果 

 校内研修の推進の結果、「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対する意識は確

実に高まっています。様々な状況の生徒に合わせた授業を行うため、教員は教材研究に熱心に取り組んでい

ます。また、授業アンケートを改善したことで、生徒と教員の授業改善の方向性の共有が進んでいます。教

員は自身の授業方法に対する課題を把握して授業改善を進めることができ、生徒は自身の学び方について考

えるきっかけとなっています。 

 

４ 今後の方向性 

 これまで行ってきた授業改善のための取組を継続していくと同時に、生徒の多様な資質・能力を生徒の将

来に生かすための評価の工夫を進めることが今後の課題となります。 

写真３ 現代社会の授業の様子 
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福岡県立香椎高等学校 
自ら考え、情報を収集・選択でき、主体的に行動する人材の育成 

本校は、大正10年に開校した糟屋郡立粕屋実業女学校と、昭和16年に設立された財団法人香椎中学

の両校を統合し、昭和23年に校名を現在の福岡県立香椎高等学校とした、歴史と伝統のある学校で

す。「愛・知・忍」を校訓とし、教育目標「自ら考え、情報を収集・選択でき、主体的に行動する人

材の育成・輩出を目指す。」に則った教育を進め、「自主的に行動し、主体的に判断できる生徒」、

「身だしなみや礼儀が正しく、明るくさわやかに挨拶出来る生徒」を育てています。 

 

１ 「観点別学習状況の評価」を本格的に導入するに至った経緯 

平成26年度に中学校と地域、入学生に対してアンケート調査を行ったところ、中学校と地域は

「進路実績や部活動実績のさらなる向上を期待しつつも現在の校風や伝統の堅持を」望み、入学生

が一番頑張りたいのは「勉強」であることが明らかになりました。そこで、上記の教育目標を掲

げ、グローバル化した社会で真に通用する能力を身に付けさせるために、教育活動の改善を通じ

て、生徒の学ぶ意欲と学力の向上に取り組むことにしました。 

２ 観点別評価の導入時 

(1) 新たな評価法の開発 

新たな学力観を見据え、

平成27年度に、全教科にお

いて、知識の量のみではな

く、関心・意欲・態度、思

考・判断・表現など、生徒

の多様な学習成果や活動を

積極的に評価するための観

点別評価の充実を図りまし

た。定期考査100点と考査

以外の学習活動100点の計

200点で各学期を評価し、

年間600点満点で総合評価

をすることにしました。こ

れに伴い、年間指導計画に各教科の観点別評価項目と評価割合を明記しました。1単位時間の授業

や考査で全ての観点を評価するのではなく、全体で生徒を様々な観点で多面的に評価するように

しました。 

(2) 新たな授業形態の完全実施と生徒の声 

   観点別評価を効果的に実施するために、生徒を観察する場面（活動場面）を意図的に作り出す

必要がありました。そこで生徒が主体性を持って活動するアクティブ・ラーニング（AL）形式に

よる授業を進めることにしました。生徒の活動場面の時間の確保には、教員の説明の時間等を削

減する必要があったため、ICTの積極的な活用にも取り組みました。生徒からは、「私は体育が苦

手でしたが、積極的に授業には参加しました。すると、運動が苦手な私でも評定5をとることがで

きました。感動です。これからは、苦手なことから逃げないで、正面からぶつかっていこうと思

います。」等の声が聞かれました。 

３ 具体的な授業実践例 

全教科の授業で「主体的・対話的で深い学び」を実現するための取組を行っています。ここでは

二つの実践を紹介します。 
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(1) 普通科 3年「コミュニケーション英語Ⅱ」 

英語によるアウトプットを大切にした授業が日々行われてい  

ます。また、自己評価や他者評価、教員によるフィードバック  

を行い、総括的評価に向かうまでの形成的評価を大切にしてい 

ます。たとえば、自分の考えをスピーチする授業では、生徒が 

ペアになってお互いのスピーチを聞き、気付いたことをアドバ 

イスし合う等、何度も練習する時間を設けています。生徒はペ 

アの相手からアドバイスをもらうことで、分かりやすく説明で 

きているかどうかを振り返って修正したり、何度も練習するこ 

とで緊張せずに話すことができるようになります。また、各ペ 

アの練習と並行して、担当の教員の前でスピーチする場面も設 

けており、ペアで練習したことを実際にスピーチして教員からのフィードバックをもらうことができ 

ます（写真１）。スピーチの内容や話す様子等のよかったところ、こうしたらもっとよくなるところ 

等を教員がフィードバックすることで、生徒は自分のスピーチを振り返るとともに、次のスピーチに 

生かすことを見いだすことができます。 

(2) 普通科・ファッションデザイン科 1年「現代社会」 

導入、展開からまとめに至るまで、生徒の思考を大切にした  

授業が行われています。たとえば、導入では、ICT機器を活 

用して前時の学習内容に関わるスライド資料を映し、テンポよ 

く質疑応答を繰り返して復習します。前時と同じスライド資料 

を見ることで生徒は学習内容を想起しやすく、指名されずとも 

全員が積極的に答えていきます。 

教員は、授業のねらいに応じて、展開の部分での説明と活動 

の割合を考え、生徒にとって分かりにくい用語があれば身近な 

例を挙げながら丁寧に説明をしたり、グループで話し合ったこ  

とを全体で共有する活動を行ったりしています。 

机の配置についても、机を横に並べ、三人組でグループを編成する工夫を行っています（写真２）。 

これには、聞くことと話し合うことを連続させるねらいがあります。ペアにした場合、十分に話の内

容を深めることが難しい場合もあるので三人組にし、机の移動時間をできる限り無くすために机を横

並びで付けるなど、言語活動を充実させるための細かい手立てが講じられています。 

授業で使用するスライドは、教員が作成したものを同教科の担当者で共有することが可能な体制を取 

っています。また、授業中の評価については、ルーブリックを作成して共有しており、「①教科書を

読む」、「②板書する」、「③意見を言う・発表する」について①②は黒、③は赤のペンでメモを取

ることで、評価の材料にしています。 

４  成果と課題  

(1) 成果  

評価法の改善は、学習者である生徒の目線に立った教員の意識改革や、授業における ICTの活用、生

徒同士の意見交換などの主体的学習につながっています。また、生徒の反応も変化し、学ぶ意欲の向

上に確かな手応えが感じられるようになりました。特に、自分の意見を他者に伝えたり、他者の意見

を傾聴したりする機会が増えたことで、言語活動が充実し、積極的かつ柔軟な姿勢を持つ生徒が育成

されました。それにより、学校行事や生徒会活動はもとより、総合的な探究の時間や修学・研修旅行、

地域への貢献活動などすべての教育活動において、主体的な活動を通した学びの転換を図ることがで

きました。  

(2) 今後の課題  

平成 30 年度告示の学習指導要領で明確にされた三つの資質・能力をバランスよく育成するには、多

面的・多角的な評価が必要で、パフォーマンス評価が不可欠です。そこで、学校として全体で、パフ

ォーマンス課題（さまざまな知識やスキルを総合して使いこなすことを求めるような課題）に取り組

ませて、リアルな状況において知識やスキルを使いこなす力を評価できるように、議論を重ね精度を

高めていきたいと考えています。 

写真２ 現代社会の授業の様子 

写真１ 英語の授業の様子 
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福岡県立鞍手高等学校 

SSH、SGH、英語イマージョン教育の研究成果を活かした探究活動 

福岡県立鞍手高等学校は平成２９年度に創立１００周年を迎えた歴史と伝統のある普通科、普通科

人間文科コース、理数科を有する高等学校です。校訓「質実剛健」「自学自習」、校是「たくまし

き前進者たれ」を体現すべく、ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）研究開発（平成２４年

～）、ＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）研究開発（平成２７年～）、県の英語力向上推

進事業（平成３０年～）における英語イマージョン教育に取り組んでいます。それぞれの研究の成

果を活かし、探究を深めるための授業改善を行っています。 

 

１ 鞍手高校の教育活動方針（カリキュラムポリシー） 

 ・ＳＳＨによる理数教育とＳＧＨによるグローバルシティズンシップを育成する教育を柱に、主体

的・対話的で深い学びを実践 

 ・課題研究を中心とする探究活動や体験的な活動による高い実践力の育成 

 ・生徒自身の主体的な学校行事の運営や分団制により、自主性やリーダーシップを育成 

 

２ 授業改善の推進体制 

(1)課題研究の概要と教育課程上の工夫・改善 

  １年次には、学校設定科目「現代社会探究」にて、地元筑豊地域に関する課題研究を４つの研究

グループ（人口問題、資源・エネルギー問題、労働問題、地域活性化）に分かれて行い、探究の基

礎を実際の探究活動によって身に付けていきます。 

  ２年次には、普通科（人間文科コース以外）は「総合的な学習の時間」、普通科人間文科コース

は「人文課題研究」、理数科は「ＳＳ理数探究」にて、より地元地域を深く見て関わる探究や、よ

り世界を広く見て関わる探究を行うべく４つの研究グループ（フットパス（地域振興）、ドリーム

プラン（政策提言）、シンガポール・マレーシア研究、ＳＳＨ課題研究）に分かれて実施します。

本年度は、生徒がより能動的に課題に取り組めるように、スポーツや語学探究のグループも開設し

ました。 

  ３年次には、理系はＳＳＨによる課題研究、文系はＳＧＨによる課題研究を実施します。全教員

が学年を超えて生徒の指導に当たれるようにするため、学年ごと

に時間割をずらして課題研究の時間を設定（例：１年は金曜６

限、２年は火曜７限実施）しています。 

 

(2)指導体制の工夫・改善 

校外の指導体制としては、各研究グループへの専門的な講義や

助言を複数の大学に依頼するとともに、地元企業や地方自治体に

は意見交流や生徒からの提言を受ける機会をお願いしています。 

一方、校内の指導体制としては、定期考査期間中に開催する職

員研修において、「探究のサイクルの確認」等、全職員の共通認

識を図る機会を設けるとともに、①各研究グループ内の職員の打

合せや、②各研究グループの主担当者同士の打合せを頻繁に行う

ようにしています。例えば、４つの研究グループに分かれる第１

学年の場合、各研究グループに主担当１名・副担当２名の計３名

の教員を割り当てますが、①はこの３人の打合せ、②は主担当４

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 
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人の打合せを行っているということになります。この教科を超えた小グループでの教員の打合せ

が、生徒の探究活動を効果的にするだけでなく、特に若年教員の指導力の向上にも大きく貢献し

ています。 

 

３ 具体的な授業実践 

(1) ２年課題研究 

火曜の６限は普通科人間文科コース、７限は理数科を除く全クラス

が課題研究の時間です。各研究グループの生徒達は、半月後の発表原

稿完成に向け、教員から指示を受けることなく、情報の整理や分析、

まとめ、発表準備に取り組んでいました。各グループの担当教員は、

生徒の傍にいて、生徒から質問があれば助言するというスタンスでし

た。 

生徒が主体的に取り組める理由を考察する

と、次の点が考えられます。 

・「課題研究ノート」のワークシートにより、

探究のプロセスが明確で、生徒が学習の見通

しを持てること。 

・「課題研究ノート」には、先輩の研究成果や

発表スライドが例示されていて、生徒は学習

のゴールイメージを持つことができること。 

・校内の研究グループ別発表会（毎年１月開

催）や校外における発表機会という様々なア

ウトプットの機会が年間行事として定着して

いて、「探究活動をするのが鞍高生として当

然」という学校文化や雰囲気が確立されてい

ること。 

 

(2)英語イマージョン教育 

英語イマージョン教育とは、ＥＡＳ（英語活動

指導員）とのティームティーチングにより、英語

以外の教科の学習を英語で行うことで、当該教科

の理解促進と実践的英語力の育成を目的にしてい

ます。同校では、今まで、国語、地歴、公民、理

科等の教科で実践してきました。今回は、理数数

学Ⅱ「数列」のΣ（シグマ）の導入場面で実施し

ました。英語でΣを表現し、教科書とは異なる公

式の導き方を、教具を操作しながら議論をするこ

とで、学習内容が記憶に残り、理解を深めること

ができているようでした。 

 

４ 成果と今後の方向性 

課題研究を中心とする探究活動の定着は、日本政策金融公庫主催「高校生ビジネスプラングラン

プリ」での入賞を始め、生徒の高校生活に対する意識にも大きな影響を与えています。例えば、大

学入試の面接で、「高校時代頑張ったことは？」との質問に、以前であれば「部活動」「運動会」

と答える生徒がほとんどでしたが、最近では「課題研究」を挙げる生徒が増えてきました。卒業後

「高校時代の課題研究が、大学での研究のアプローチに役立っている」という報告をする卒業生も

います。高大接続、主体的・対話的で深い学びの実現がなされていることの証左です。 

本年度、同校は、これまでの研究の成果と同校独自の授業開発アンケートの結果を鑑み、課題研

究の観点別評価を、従来の２３項目から７項目（共感力、対話力、調整力、論理的思考力、批判的

思考力、創造的思考力、表現力）に厳選する改善を行っています。 

背景・現状 

【参考】探究プロセスが明確な課題研究ノート 

テーマ 

仮説 

提案 

提案

への

反論 

検証 

結論 

今後の課題 

否決

時の

想定 

背景・現状 

【写真】発表準備の様子 

【写真】ＥＡＳによるΣの導入場面の様子 
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福岡県立特別支援学校「福岡高等学園」 

生き生きと活動でき、社会的・職業的に自立する生徒の育成を目指して 

福岡県立特別支援学校「福岡高等学園」は、昭和62年に筑紫野市に開校した軽度の知的障がいの

ある生徒を対象にした学校です。工芸、機械、窯業、クリーニング、被服の五つの職業コースを設

け、職業教育を教育課程の中核に据えています。また、全寮制により学校・寄宿舎一体の教育を行

っています。

１ 学校のミッションと目指す生徒像 

    

 

 

【目指す生徒像】 

○ 将来の生活や人生について明るい見通しをもち、毎日の学校生活を楽しんでいる生徒 

○ 毎日の生活や学習の中で、物事に対して探究心をもち、積極的に取り組もうとする生徒 

○ 他者と協調しながらも自己の主張をもち、自分の力で独り立ちしようとする生徒 

 

２ 授業改善の取組の経緯 

福岡高等学園では、授業改善について中心的な役割を果たしているのは、研修部及び研究推進委員会

です。職業的自立及び社会参加に向け、平成26年度から平成29年度まで言語活動の充実を図る校内研究

を行ってきました。 

平成30年度には、「生徒の深い学びにつなげる学習指導～ＡＬの手法等を取り入れた授業づくりを     

とおして」と題した研究に取り組みました。県教育センターの「『アクティブ・ラーニングの視点』 か

らの授業構想メモ」を活用して、全校で授業公開に取り組みました。併せて「授業参観用ルーブリッ

ク」を活用し、学習指導の在り方を検討しました。検討していく中で、今まで福岡高等学園が職業的自

立や社会参加に向けて、各授業で取り組んできた指導の中に、生徒の深い学びにつながる内容が含まれ

ていたことも確認できました。例えば「職業専門」では、与えられた内容をただこなすのではなく、作

業において「人」や「物」をどう配置するか、「時間」はどう配分するのが適当かなど、課題解決を取

り入れた授業が展開されてきました。また、安全面への配慮については、具体的な場面を設定してシミ

ュレーションを行うなど、障がいの特性も考慮しながら、生徒の思考力を育む取組がなされてきまし

た。 

    本年度は、各教科等での指導や、学校行事等を関連付けて効果を挙げるよう、カリキュラム・マネジ

メントに力を入れています。さらに、前年度の取組を引き継ぎながら、各教科等で育成する資質・能力

を支える「自立活動」にスポットをあて、研究を推進しています。 

   

３ 具体的な授業実践例 

職業的・社会的な自立を目指し「主体的・対話的で深い学び」が 

実現されている三つの授業実践を紹介します。  

 (1) 職業一般（２年） 

  職業一般では、清掃を中心に就労の基礎となる力を身に付け 

ています。清掃の場所、人員の配置、協力の仕方など、生徒たち

が対話の中でお互いの意見を反映させながら取り組めるよう、教

師が支援しています。また、生徒たちが主体的に準備や片付け、

道具のメンテナンスができるよう道具置き場の環境を構造化し、

工夫しています。その結果、話合いから、清掃、片付けまで生徒

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 
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たちのみで取り組めるようになってきました。 

 (2) 職業専門 被服コース（２年）  

  作業場は「職場」であるとの意識を高めるため、

タイムカードを導入しています。また、作業場にお

けるやり取りが職場としてふさわしいかという視点

からも指導をしています。 

  生徒は文化祭に向け、スモックづくりに取り組ん

でいました。いつでも手順を確認できるよう掲示物

なども工夫されており、分担された作業に集中して

取り組める環境づくりがなされていました。右は作

業日誌の一部です。本日の授業で学んだこと、今後

どのように改善していけばよいかなど、自己評価を

行うことを通して生徒自らが思考し、表現する力を

高めています。 

(3) 国語（１年） 

文化祭で取り組む劇と関連付け「脚本を読もう」

という単元で「聞くこと・話すこと」に重点を置い

た学習をしています。 

毎時間、プリントで目標と取組の内容を確認する

ことで、学習についての見通しをもつことができる

ように工夫されています。 

また、授業では、個人で練習する場面、ペアやグ

ループで練習する場面、全体で発表する場面が設け

られ、協力し合い高め合うこと、全員で評価を確認

し合うことなど対話的な学びが仕組まれています。 

単元のまとめでは、単元導入時と最終時の読み方

や動きを動画で比較し、振り返ることができるよう

工夫されていました。生徒たちは動画によって、自

分の成長に気付くとともに、相互に学びを評価し合

えるようになってきています。 

また、「この単元での成長をどう生かしていく

か」という設問では、文化祭や日常生活へと学びが

つながっているということを生徒自らが表現するこ

とができていました。 

 

４  授業改善の成果 

言語活動の充実への取組から徐々に、生徒の積極性

や主体性が伸びてきました。さらに、生徒同士で意見

の相違があった場合に、自分の意見を「提案」という

形で、相手に伝えることができるようになり、表現力

が高まっていることを感じます。 

  また、教師の立場からは授業のねらいが明確になっ

たこと、ねらいを達成するために言語活動や振り返りを意図的に仕組む授業が増えたことが挙げられま

す。振り返りではＩＣＴ機器を効果的に活用している授業も増えました。また、取組の中で、ねらい達

成のためには、生徒が「学ぶ必然性」を感じているかが重要だということを共有できたことです。 

 

５ 今後の課題 

学校行事や就業体験など様々な取組がある中で、時間をどのように確保していくかが課題です。カリ

キュラム・マネジメントの視点から、限られた時間でいかに効果的に学ぶかということとともに、福岡

高等学園独自の「主体的・対話的で深い学び」の推進をさらに図っていきます。 

  ビデオを使った授業の振り返り（国語） 

 授業プリントの一部（国語） 

作業日誌の一部（被服コース） 
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福岡県立城南高等学校 

「城南ドリカムプラン」を土台にＳＳＨ事業と関連付けた探究学習 

本校は、全国に先駆けてキャリア教育に取り組んできた学校です。平成６年度にスタートした「城

南ドリカムプラン」は現在も本校の土台となっています。以降、平成 12 年度には「高大接続」に関

する文部科学省の指定、平成 17年度には福岡県の「キャリア教育に関する研究」の指定を受けてきた

という実績もあります。また、平成８年度に理数コースを設置し、平成 22年度から現在まで文部科学

省からＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）の指定を受け、理数系教育の充実を図ってきまし

た。本校のアクティブ・ラーニングは、これらの実績を基盤として全教科・行事で行われています。 

 

１ 学校設定科目「ＥＳＤ課題研究」を核とした「総合的な探究（学習）の時間」 

(1) 「ＥＳＤ課題研究」とＳＳＨ事業を繋いで作る探究学習の全体像 

   「ＥＳＤ課題研究」とは、持続可能な開発に関する課題を設定し、よりよい解決策を見つける

ことができる能力と創造的な思考力を育成するとともに、広く社会に貢献する意欲と態度を培う

ことをねらいとした学校設定科目です。

この科目を核とした「総合的な探究（学

習）の時間」の特色は、各教科・科目の

授業及びＳＳＨ事業の課題研究と繋げ

て、探究学習を一体的に行っている点で

す（図１）。 

「ＥＳＤ課題研究」を核とした「総合

的な探究（学習）の時間」では、生徒自

身が問いを立てて班のテーマを決め、研

究を進めていきます。そのためには、主

体的な姿勢が身に付いていなければなり

ません。 

そこで本校では、言語活動の充実を目

指した授業改善として、各教科・科目に

「協働活動」「探究活動」を位置付け、

研究を進めるのに必要な主体的な姿勢を

育てています。それが基礎となって、「ＥＳＤ課題研究」を核とした「総合的な探究（学習）の

時間」の学習を支え、さらには、ＳＳＨ事業における高度な課題研究をも可能にしています。 

【ＥＳＤとは】「Education of Sustainable Development」の略で、持続可能な開発のための教育と訳されます。 

(2) 「総合的な探究（学習）の時間」の概要 

例えば現２年生は、図２の計画で、３年間を見通して学習を進めます。 

２〜３年生での学習を充実させるため、１年生は、例えばクリティカル・シンキング、ロジカ

ル・ライティング、プレゼンテーションの方法、輪読等、課題研究に必要なスキルを学んでいき

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 

 

図１ 授業改善と「ＥＳＤ課題研究」、ＳＳＨ事業の関係図 

図２ 現２年生の「ＥＳＤ課題研究」を核とした「総合的な探究（学習）の時間」の概要 
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ます。２年生は中間発表会でポスター発表をした

後、３年生での発表会に向けて、再度フィールドワ

ークをします。そこで、生徒は自分たちの研究が社

会とどのように繋がっているのかを考え、３年生で

の発表会では、２年生の時より更にバージョンアッ

プしたポスター発表をします。また、発表内容を論

文にまとめて研究紀要を作成する予定です。 

なお、学習の際には３年間継続して使用できる

「ドリカムＢＯＯＫ」をポートフォリオとして活用

し、随時振り返りができるようにしています。 

(3) 研究テーマを「10の『傘』」に 

研究テーマは、生徒たちが提出した「研究してみたい興味のあること」を、学年団の教員が「10 

の『傘』」（図３）のもとに、類似するテーマでグルーピングします。５名で１組となった生徒

たちは、グループとしてのテーマを決定し、研究を進めていきます。 

２ 具体的なアクティブ・ラーニングの授業実践例 

  以下に、各教科・科目等の授業における特徴的な取組を紹介します。 

(1) 「何ができるようになるか」（本時のゴール）の明示 

   授業で示すめあて（目標）は、「～を理解できる」等ではなく、「説明

できるようになる」「発表できるようになる」「測れるようになる」「正

しく作図できるようになる」「自分の意見を言えるようになる」等、今日

の授業で「何ができるようになるか」を示すことを徹底しています（図

４）。これは、中央教育審議会答申（平成28年12月）で示された新学習指

導要領（平成30年告示）の改訂の方向性の一つである、「何ができるよう

になるか（育成を目指す資質・能力）」を踏まえたものであり、本校のど

の授業でも確実に示すようにしています。 

(2) 他の授業等で学習したことを活用・応用した授業の工夫 

学校全体で取り組まれていることが共有され、各教科等の授業にも取

り入れられています。例えば、ある教員の日本史の授業では、学習内容

を発表する際、外国語科で学習した「ＰＯＩ（Point of Information）」（即興型ディベートで質

問するときの方法）で質問をしてよいというルールにする等、他教科の学習方法を取り入れてい

ます。また、中島敦の小説『山月記』を英語で学ぶというイマージョン教育を経験した教員は、

その経験からヒントを得て、『源氏物語』の本文とエドワード・Ｇ・サイデンスティッカーの英

訳を比較する等、他の授業を活用・応用した授業を行っています。 
【サイデンスティッカーとは】『源氏物語』をはじめ、多くの日本文学作品を翻訳したアメリカの日本文学研究者です。 

３  成果 〜和田美千代校長の言葉〜 

「ＥＳＤ課題研究」を核とした「総合的な探究（学習）の時間」の成果は、様々な場面で感じま

す。例えば、生徒全員がポスター発表の手法を知っているので、発表会では全員が発表できます。ま

た、生徒は他者と協働するときの振舞い方を知っているので、修学旅行の企業研修や大学研修等で自

らの興味に基づいてグループを作る際、普段あまり接することのないメンバーと一緒になってもよく

協力し合って活動できます。これらは、実は「ＥＳＤ課題研究」の時間だけでなく、各教科等の授業

で日常的に探究活動、協働活動を行っている賜物だと考えています。リーダーシップだけでなくフォ

ロワーシップも自然に学んでいる様子を見るとき、生徒たちの潜在能力の素晴らしさを実感します。 

■コラム２―進路主幹の声― 

本校では「ESD 課題研究」のテーマを SDGｓ（持続

可能な世界を実現するための 17 のゴール）と関連付

けていますが、実は最初から SDGｓを意識していた訳

ではありません。後から知って、本校のやっているこ

とは SDGｓのどこに位置付くのだろうと考えていった

のです。もし SDGｓを先に意識していたら、それに縛

られてかえって難しかったのではないかと思います。 

図４ 「何ができるように 
なるか」が明示された黒板 

 学習目標 

■コラム１―教務主幹の声― 

「ESD 課題研究」を始めて、学校として４年目に入

りました。最初に始めた学年の先生方は２周目に入り

ましたが、どの学年でも前年踏襲で良しとせず、常に

バージョンアップできるよう心掛けています。オリジ

ナルの取組ですので大変なこともありますが、先生方

は、１年目は苦労しながら、４年目の今は工夫しなが

らやっています。 

図３ 「ＥＳＤ課題研究」における「10の『傘』」 
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福岡県立三井高等学校 

「夢を持ち、夢へ挑め！！」 ～たくましく前へ進む三井高生～ 

福岡県立三井高等学校は、自然豊かな筑後平野の北部にあり、創立１０５周年を迎える歴史と伝統

のある高校です。「自律 礼節 剛健」の校訓のもと、スポーツ健康コースと福祉教養コースを各学年

に１クラスずつ、普通科一般を２・３年生は３クラス、１年生は２クラス設置しています。教育課程

は多様な進路に対応しており、社会の変化に主体的に対応できる能力を培うことで地域社会に貢献で

きる有為な人材の育成を目指しています。 

 

１ 授業改善の目指す方向性 

三井高校は１０５年の歩みの中で、社会を支え地域に貢献する人材を多数輩出してきました。例

年、学年の生徒の約半数が就職をしているため、実社会で即戦力として活躍できる人材の育成が求

められています。生徒や保護者、そして地域社会のニーズに応えるために、自ら考え、行動し、社

会の変化に柔軟に対応できる生徒を育成する必要があります。そのため、主体的・対話的で深い学

びの実現を図るとともに、評価の改善にも取り組んでいます。 

 

２ 授業改善の推進体制 

(1) 推進体制 

授業改善を推進していく上で中心となっているのは、教務部と研修部です。ハード面としては、 

電子黒板３台、タブレット型端末６台、まなボードを活用しています。 

(2) 授業改善に関する校内研修 

県教育センター指導主事による観点別評価についての講義及びルーブリック作成の演習・協議を

行っています。 

(3) 授業等の具体的な取組 

平成 28年度から協働的な学びの導入に着手し、６月に相互授業参観、10月に研究授業週間を設 

けています。平成 29年度からは、年度毎にテーマを定めて相互授業参観や研究授業を行っていま 

す。平成 29 年度は「ユニバーサルデザインを意識した」授業、平成 30 年度は「ＩＣＴを活用し

た」授業、令和元年度は「アクティブ・ラーニング」 

とテーマを定めて実施してきました。この取組の結果、 

相互授業参観や研究授業週間終了後も、多くの教員が 

意識的、積極的に協働的な学習を展開するようになり 

ました。例えば、家庭科の授業の中で英語による日常 

生活を想定したやり取りを入れたり（写真１）、理科 

の授業に情報の授業で習得した技能を活用したりと教 

科等横断的な視点での授業実践に取り組む教員も増え 

ています。 

また、「総合的な学習の時間」や「総合的な探究の 

時間」においては、生徒の各取組にＰＤＣＡの視点を 

盛り込み、生徒の発信する力を高めるようなプログラ   

ムにしています。                               写真１ 家庭科と外国語科の教科等横断的な授業 
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３ 授業改善の実践 

(1) 物理基礎（１学年） 

ルーブリックを活用した授業を展開しています。まず、生徒に対して、授業の初めにルーブリッ

クを示し、評価基準と評価方法を確認します。このことにより、達成すべきレベルが明確になり、

教員にとっては評価の公平性を保つことができ、授業の改善点もはっきりとします。生徒からも

「自分から進んで教科書を読むようになった」や「何を評価されるかが事前に分かるので、どの

ようなことを心掛けて授業に臨むと良いかわかりやすい」などの声が聞かれるなど学習への意欲

が高まりました。         

(2) コミュニケーション英語Ⅰ（１学年） 

教師が、話し合いのテーマや資料を動画や画像で提示したり、 

生徒が、作成したスライド資料を使用してプレゼンテーションを 

行ったりするなどＩＣＴを活用した授業を展開しています。また、 

音読や暗唱においてペアワークやグループ活動を充実させ、生徒 

の主体性の向上を図っています（写真２）。さらに、ＡＬＴとの 

ＴＴの取組では、ＡＬＴに英語で三井高校や小郡市を紹介するプ 

レゼンテーションを行うなど表現力の育成にも力を入れています。 

その結果、昼休みや放課後に自主的に英語での音読に取り組む生 

徒も増えています。                        写真２ ペアワークの様子                      

(3) キャリア教育（総合的な学習の時間・総合的な探究の時間）        

２年生が夏季休業中に実施したインターンシップの内容や感 

想を職種別に発表します（写真３）。生徒は発表に際してイン 

ターンシップによる自らの気付きや受入先のアドバイスを基に 

振り返りを行います。このことが自らの職業観を形成し、学習 

意欲を高めることにもつながっています。また、発表会には１ 

年生も参加するため、２年生にとっては皆に発表内容が伝わる 

よう工夫するなど表現力の育成が図られ、１年生にとっては次 

年度のインターンシップへの意識付けとなっています。     写真３ インターンシップ発表会 

 

４ 授業改善の取組による効果 

授業において協働的な学習を展開することが全校的に広がっています。協働的な学習を展開し、

生徒が発言する場面を設定することによって、主体的に授業に参加する生徒が増えています。さら

に、生徒の振り返りの時間を設けることにより、自らの学習への取組を見直し、授業を通して何が

できるようになったかを確認できるようにしています。この取組が広がるにつれて、教員が一人一

人の生徒をしっかりと見取ろうとする意識が高まり、教員間の生徒に関する情報交換が活発になり、

教員間のコミュニケーション量も増えています。 

授業改善の取組の広まりとともに、生徒にとって常に自分の意見を求められる場面がつくられ、

その結果、自分の意見を堂々と述べ、リーダーシップを発揮できる生徒も増えています。また、意

見を述べる場が数多く設けられるようになったことにより、他の生徒の意見をきちんと聞く態度も

育まれ、他者への尊重の気持ちも芽生え、安心して発言できる雰囲気も生まれています。 

 

５ 成果と今後の方向性 

授業改善を進めることにより、生徒の学びへの意識が変容していっていることは全教員が実感で

きています。今後、この取組をさらに全校的に日常的に広げていく必要があります。そのため、三

井高校の目指す生徒像から、段階的にどのような力を付けていくべきかベクトルを揃え、計画的、

組織的に授業改善を推進していこうとしています。 
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