
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。 

 

＜平成 30年度 各号掲載校＞ 

   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 

   特別号  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 
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ア 授業の始まりに、本時の「目標（めあて）」を明記する。 

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分程度のまとめと時間の予告等 

福岡県立遠賀高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

「遠賀スタイル」の授業を通した生徒の学ぶ意欲向上と   

                  課題解決能力、自己肯定感の涵養 
 遠賀高等学校は、明治 44年 4月 1日に遠賀農学校として創立され 107年目を迎える歴史と伝統の

ある高等学校です。「自立・勤勉・創造」の校訓のもと、地域を愛し、地域に愛され、地域に信頼さ

れる校風づくりに努め、地域に貢献できる責任感ある人材の育成を目指して、日々の教育活動を行っ

ています。

 

１ 授業改善の目指す方向性 

 

 

 

 

 

学校教育目標達成のためには、①社会人として必要な「基礎学力」 ②社会人として必要な「規範意識、マ

ナー、モラル」③望ましい「勤労観・職業観」④自他共に認め、共生できる「コミュニケーション能力」の育

成が重要であり、日常の学校生活や諸活動において、体験的な活動を重視し、鍛えてほめて生徒の可能性を伸

ばす教育活動を展開し、地域に開かれた学校づくりを進めることで、これらの資質・能力の育成を目指してい

ます。 

 

２ 授業改善の推進体制と生徒の変容 

(1) 「遠賀スタイル」の推進 

生徒にとってわかりやすい授業を展開するために、授業の進め方について具体的な共通項目を設け、全職員

で授業における基本姿勢として「シンプル・クリア・ビジュアル・シェア」(表１)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（表２)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。 

 

 

 

 

 

表１(授業における基本姿勢) 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２（統一した授業展開：ア・イ・ウ・キは共通して確保、エ・オ・カは柔軟に対応） 

シンプル・・・簡潔であり、複雑な表現は用いない授業 

ク リ ア・・・明快であり、目的までが透き通っている授業 

ビジュアル・・・視覚的、映像的、かつ体験的な授業 

シ ェ ア・・・知識を共有し、ともに学び合う姿が見える授業 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

第13号 

(H30.7) 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 

 

学校教育目標＜ 地域に貢献できる責任感ある人材の育成 ＞  

校訓「自立・勤勉・創造」のもと、地域を愛し、地域に愛され、地域に信頼される校風づくりに努める。志

をもって意欲的に学び、自律心と思いやりの心をもち、地域に貢献できる責任感ある人材の育成を目指す。  
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(2) 各教科の取組（一部を記載）→ 生徒の変容 

（数学）数学的な考え方や解答方法を生徒の板書解答を通じて学ばせ、その数学的な方法を理解させる。 

（専門／家庭)グループ活動やグループごとの発表を通して、級友とのコミュニケーションを充実させ、思考 

力、判断力、表現力を高める。 

（専門／商業）ロールプレイングを通して、良好な人間関係を構築することの意義や必要性を学び、ビジネス

に対する心構えや考え方を養う。 

  ↓ 

全職員が共通認識をもち、教科だけでなく、総合的な学習の時間、学校行事など全ての教育活動に取り組む

ことで、生徒たちは学年を追うごとにコミュニケーション能力の向上が見られるようになってきています。ま

た、授業に積極的に参加する様子もうかがえるようになっています。 

 

３ 授業改善に関する校内での研修内容と方法 

(1) 生徒への授業アンケートと結果分析（１，２学期） 

  「遠賀スタイル」に基づく授業改善が進められているかを生徒への授業アンケートによって教員が振り返る

機会を設けています。教師の授業についての評価だけでなく、生徒一人一人が自身の授業参加状況を振り返る

ことができるアンケートにしています。 

(2) 授業公開週間（10月）と外部指導助言者を招聘した授業研究会 

  授業参観シートには、重点目標（興味・関心を高める授業、わかる授業、段階に応じた目標設定）に照らし

た授業となっているか、授業中の生徒の状況、「ビジュアル」の実践ができているかを記入するようになって

おり、授業参観における職員相互の目線合わせができるようにしています。 

(3) 新規採用教員、先任教員による研究授業、示範授業と研究協議  

  (1)～(3)の取組を通じて、全職員で組織的に「遠賀スタイル」を中心とした授業改善を進めています。 

 

４ 今後の方向性 

現時点では、授業の取組が学力向上に十分に直結していない面もあり、基礎学力の向上をさらに図ることが

喫緊の課題となっています。学習習慣の定着が不十分であることに加え、「学習の方法がわからない」という

生徒も少なくない状況があるため、「遠賀スタイル」の新たな試みとして、家庭学習用の課題を各教科で検

討・作成することを目指しています。授業における生徒の主体的な活動により、学習意欲を高め、自主的な学

習習慣を身に付けさせるための授業改善に全職員で取り組んでいきます。 

課題解決に向けた主体的な学び 

（左：自校の梅を材料にした加工品開発） 

          右：ウエディングドレスの制作） 

「遠賀スタイル」で

の板書 

生徒同士による 

学び合い(数学) 
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福岡県立八幡高等学校 

理数科におけるＳＳＨの取組の成果を普通科に広げる 
 八幡高等学校は、誠（ちよろづの教のもととまもれ人 誠ひとつのひとすじの道）と鏡（朝夕に

磨けとてこそ仰ぐなれ 心の鏡くもりなきまで）を校訓、「飛べ 明日は 恐るるに足らず」をス

クールモットー、「はるかな夢をたしかな夢に」を校是としています。「伝統の継承と時代を見据

えた改革・創立１００周年に向かって更なる発展」（継往開来）を課題と捉え、ＳＳＨ（スーパーサ

イエンスハイスクール平成23～29年度）として得た研究成果を学校全体で享受・活用する取組を行っ

ています。さらに生徒と教職員が力を合わせて、平成31年度の「創立１００周年」に向けて邁進して

います。そのような新たな学校文化・価値の創造に挑戦する八幡高等学校の取組を紹介します。 

 

１ 目指す生徒像及び教育目標 

 (1) 真理を探究する精神を養う 

 (2) 自主的な精神と情操を高める態度を養う 

 

２ 理数科としての取組 

  理数科の人材育成の方針として「国際社会で活躍するとともに、日本を支える科学技術系人材の育成」を掲

げ、「科学智の統合」「国際社会に貢献できる人材育成」「産学連携・高大連携・地域連携」を３つの柱とし

て教育活動を展開しています。 

 【具体的な取組（主なもの）】 つくば研究学園都市研修、課題研究、放射線セミナー、 

大学・企業・博物館等との連携 

 

３ 平成30年度 総合的な学習の時間 

  「夢現∞プロジェクト」と銘打ち、３年間を見通した体系的なキャリア教育の推進・充実を図っています。

１年では社会問題から学び、２年では研究手法を学び実践し、３年では表現する力を身に付けることができる

よう、授業を展開しています。 

   

４ 各教科におけるアクティブ・ラーニング型授業 

(1) 導入とその成果 

    ＳＳＨとしての取組が始まってから、各教科の授業においてもアクティブ・ラーニングの視点による授業

改善が始まりました。授業改善の核となっているのが、教科横断型授業です。また、各教科の先生方が取り

組んでいるアクティブ・ラーニング型授業や学校行事等での取組は、生徒の活動の幅を広げ、視野を広く

し、生徒の学力向上に確実に反映されています。個々の教員による「点」での取組だったアクティブ・ラー

ニング型授業が「線」になりつつあり、教職員が一体となって生徒の力を最大限に引き出そうという意欲に

溢れています。 

ＩＣＴの活用も進んでおり、３学年計24教室にプロジェクターが完備されています。板書の時間が短縮

され、その分、生徒の活動に時間を当てることができます。 

 (2) 教科横断型授業実践 ～理数科３年・生物～ 

   「楽しくやろうね！」という三浦先生の一言から和やかな雰囲気で授業が始まり 

ました。この日のテーマは、京都大学山中教授の「iPS細胞」に関する論文の 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

第14号 

(H30.7) 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 
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サマリーを題材とした「iPS細胞を読む」です。三浦先生ほか２名の先生を交えて、このクラスでは初め 

ての教科横断型のディスカッションの授業でした。 

    最初に英語科の永田先生によるサマリーの解説です。先生はプロジェクターで黒板に映し出した英文に、 

チョークで書き込みをしながら丁寧に解説されました。その後、山中教授の英語によるスピーチの動画を 

見ることで、ノーベル賞論文のサマリーがより身近なものになりました。 

    次は２名の代表生徒による論点整理が行われました。１人は「ES細胞推進」の立場で、もう１人は 

「iPS細胞推進」の立場でそれぞれ発表を行いました。質疑応答では、生徒は自ら抱いた疑問について自 

発的に質問を行い、鋭い視点からの質問に対しても回答者の生徒は落ち着いて的確に答えており、双方の 

この分野に関する理解の深まりを感じることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    次は、発表を受けてのディスカッションです。最初に三浦先生は、司会の生徒に「議論の方向性や焦点 

は、最終的にあなたが判断していいから」と伝えました。生徒主体のディスカッションということですが、 

司会者の役割は重大です。 

    当初、三浦先生はiPS細胞派が多数を占めると予想していたようですが、ディスカッションの終わりに 

採った多数決では、ES細胞派が 12名、iPS細胞派が５名という予想外の結果となりました。しかし、司 

会の生徒が、「どちらの場合も今後の研究の趨勢を見守る必要がある。」ことに言及し、うまくディスカ 

ッションをまとめました。 

                              最後に、公民科の毛利先生からまとめが行 

                             われました。「幸福」「正義」「公正」の観 

点からiPS細胞へのアプローチが行われ、そ 

の視点は新鮮で意義深いものでした。 

                               このクラスにとって初めての教科横断型の 

                              ディスカッションを交えた授業でしたが、他 

                              者の意見を聞いた上で、根拠に基づいて自己 

の意見を述べるという基本ができており、 

議論の深まりも感じられる授業でした。 

 

 

 

 

５ 今後に向けて 

  教科横断型の授業は理数科だけではなく、普通科でも実施され、 

様々な教科の先生方が取り組んでおられます。ＳＳＨとして得た 

研究成果を学校全体で共有し、「主体的・対話的で深い学び」の 

実現を目指した授業改善を推進しています。 
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福岡県立宗像高等学校 

生徒自らが課題をもち、解決に向けて考える学習へ 
 福岡県立宗像高等学校は、来年度に創立100周年を迎える伝統校です。平成27年度に宗像中学校が

併設され、福岡地区唯一の県立中高一貫教育校となりました。 

校訓「質実剛健 自彊不息」のもと、「宗高から日本へ、そして世界へ発信 －夢に向かって－」

を合い言葉に「たくましく、自ら励み、未来を拓く」人材育成を目指して教育活動を行っています。 

 

１ 平成30年度学校教育目標   

「コミュニケーション力と主体性に富み、チャレンジ精神を持って生き抜く宗高生の育成」   

   【重点目標（具体的目標】 

     （注）「夢に向かって」は、毎日の学習記録帳です。生徒は毎日記録をつけ続けることで自ら目標

を設定して達成のための見通しをもち、継続的に努力する力を高めています。詳しくは「鍛ほ

め福岡メソッド 実践の手引き」（平成30年 福岡県教育委員会）で紹介されています。 

 

２ 「深い学び」につながるアクティブ・ラーニングの実践       

  (1) 各教科での取組 

    「アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善」を進めるにあたっては「これからの学び

とはどうあるべきか」というテーマで職員研修会や生徒対象の講演会を行って共通理解を図り、

授業では、まずは生徒同士が話し合う活動を増やしました。生徒の「深い学び」につながるよ

う、「問い立て」や評価方法の工夫が常に各教科で行われています。さらに、思考力を問うため

の考査問題の改善にも取り組んでいます。 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

第15号 

(H30. 8) 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 

 

１ 自彊不息の学習指導と授業改善 

(1) 大学入試改革に対応した学習指導の研究と実践に取り組む。 

(2) 学習指導を通して主体的に思考し、チャレンジ精神を持って行動できる生徒を育成する。 

２ 生徒指導と進路指導の一体的指導 

 (1)「夢に向かって」(注)の効果的な活用により、学習時間のみならず、生活の振り返りによる自

己指導力の育成。 

 (2) 学校行事・部活動への主体的な取組を通して、自己の在り方や将来の展望を考える生徒を育

成する。  

① 実験・観察のデータ処理や解釈、仮説の設定やレポートの考察をさせる際には、班でのディスカッショ

ンを行い、科学的な専門用語を用いて、自分の考えを正しく伝えさせる。 

② 演示実験においては、実験の目的、内容についての理解を深めるため、図や文章による記録をさせる。 

③ 問題演習においては論述形式の答案作成に取り組ませ、グループワーク等を利用して対話的に意見を交

換し合う機会を設ける。 

④ 定期考査においては、論述形式の問題を出題し、論理的な考え方が推し進められているかどうかを評価

する。 

 

 
「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善等の取組」の例 

（第１学年 物理基礎 年間学習指導計画から） 
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 (2) 「総合的な学習の時間」の課題研究 

平成 29年度から、探究的な活動とプロセスを主とした「課題研究」を実施しています。生徒は 

  自ら研究テーマを決め、問いを立て、さまざまな研

究手法を用いて自分で検証し、社会や学術の中にあ

る、答えの用意されていない課題に取り組みます。

各学年の課題研究の内容は次の通りです。 

 

   ・高校１年 プレ課題探究 

   課題探究を行う上での基礎的な技術を学          

ぶ。また、大学での学問につながる課題を設定

したゼミ活動を行い、研究成果についてのポス

ター発表を行う。 

   ・高校２年 課題探究 

     志望学部・学科に準じた課題を設定し、探究 

的に研究し、プレゼン発表を行う。また、個人 

論文にまとめる。 

   ・高校３年 進路探究 

     これまでの探究活動の経験をいかし、それぞれの進路実現を目指す。 

    

内進生（宗像中学校から進学した生徒達）の多くが中学校での「卒業論文」制作の経験を基に班 

活動でリーダーシップをとっています。本年度は、課題研究の発表会において高校１年生の発表に 

中学３年生が参加するなど、中高一貫校の特色を生かした取組を計画しています。 

 

(3) 教科横断型授業 －英語イマージョン教育― 

   本年度、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。英語以外の授業について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・表現をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

３ 研究授業での「アクティブ・ラーニング」の広がり 

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

進んでいる様子がうかがえます。他教科の授業も参観することでアクティブ・ラーニングの手法や新

たな指導法が積極的に共有され、教員同士が楽しみながら学び合い、授業のグレードアップにつなが

っています。 

 

４ 成果と今後の方向性 

  アクティブ・ラーニングの目的や意義が生徒にしっかりと伝わっていることで、生徒自身が自分の

成長を実感しながら主体的に授業や課題研究に取り組んでいます。今後は取組を地域や保護者に積極

的に発信し、学校のさらなる活性化につなげていきます。 

高校２年「課題研究の手引き」の目次の一部 

中学２年 理科の授業でのイマージョン教育 

（植物と動物の違いについて調べたことを英語で発表したり、説明を聞いたりしている） 
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福岡県立西田川高等学校 

生徒の自己肯定感を高める「チーム西田川」の取組 

 県立西田川高等学校は昨年度に創立100周年を迎えた、筑豊地区有数の伝統校です。「人権が尊重

されている学校・学級づくり」に力を入れることで独自の強みを見いだし、新しい魅力をもつ学校へ

と飛躍するべく、「チーム西田川」で改革を進めています。 

１ 授業改善の目指す方向性 

 「人権が尊重されている学校・学

級づくり」の視点に立ち、校訓であ

る「誠 敬 愛」の精神をもった生

徒の育成を目指し、一人一人を大切

にする教育を行っています。 

 授業や学校行事などを通じて、生徒の学校生活への意欲を高める指導が積

極的になされています。新築の管理棟と大規模改修を行った教室棟も生徒の

自主的な学習や交流の場を考慮した造りとなっており、学習意欲の向上に大

きな役割を果たしています。 

 

２ 授業改善の取組を支える組織力 

 ＡＬの視点に立った授業改善を実現するため、各分掌がそれぞれの役割に

基づき、リーダーシップを発揮して業務に当たっています。例えば、授業見

学週間は教務部が中心となり企画・運営が行われています。全教員が「授業

見学カード」を使って互いの授業を参観しています

が、カードの表面には「『主体的・対話的で深い学

び』という観点での良かった点」、「『主体的・対話

的で深い学び』という観点での授業改善への提案」と

いう項目が設けられ、裏面には「主体的・対話的で深

い学び」についての評価の観点が記され、参観者が同

じ観点で評価できるよう工夫されています。 

 西田川高校は、教員の平均年齢が40.6歳（管理職を

除く）という、非常に若い職員構成です。若手教員と

ベテラン教員相互の力がうまく融合され、教員の個の

力を生かしながら、チームとして指導を行う体制が構

築されていることが、様々な取組で成果をあげている

大きな理由となっています。 

 

３ ＡＬ型授業改善に向けた具体的な取組 

(1) 少人数・習熟度別で「一人一人に手厚い学習指導」の実践 

国語、数学、英語を中心に少人数・習熟度別（受講生徒が１講座当たり 

十数名）の授業を実施しています。 

授業中は教員が生徒全員に目を配り、教員と生徒の対話が活発に行われ

ています。また教員自作の教材模型が生徒全員に配布されるなど、一人

一人を大切にした丁寧な学習指導が実践されています。生徒が主体的に

職員室向かいの自学自習室 

自由に活用できるフリースペース 

生徒と教員の対話を重視した授業 

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 

 

〇校訓 

 誠 自分に誠実であれ   

敬 礼儀をただし、人を敬う 

愛 自他を大切に 

授業見学カードに示された評価の観点 

【主体的な学び】 

 学ぶことに興味や関心をもち、自己のキャリア形

成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り

強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につ

なげる「主体的な学び」が実現できているか。 

〇 生徒が本時の見通しをもっているか 

〇 生徒が粘り強く取り組んでいるか 

〇 生徒が自己の学習活動を振り返っているか 

〇 生徒が次の学習につなげているか 
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学習に取り組む姿が今まで以上に見られるようになり、基礎学力の向上にもつながりました。 

 (2) 観点別学習評価 

「生徒を伸ばす評価」という視点での観点別評価の導入・活用が、生徒の自尊感情と学習意欲の向

上、さらには「主体的な学び」の実現において効果的にはたらいています。 

生徒の立場から見ると、「自分がどのように評価されているか」を明確に示されることや、自分が努

力したことが加点式で積極的に評価されていることが学習意欲の向上につながります。教員の立場から

見ると、評価に基づいて一人一人の生徒に声掛けを行うことができるなど個に応じた指導がしやすくな

ることや、生徒に評価の規準を明確に示したことで生徒との信頼関係の構築が容易になったことなどが

成果としてあげられます。教務主任は「生徒が頑張った分だけ評価する、当たり前に生徒全員を（加点

式に）しっかり評価する体制をつくりたい。」と話されていました。 

(3) 見通しと振り返りを重視する授業 

 「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、授業では「生徒が見通しをもてる工夫をする」、

「振り返りの工夫をする」の２点に力を入れています。各教科担当者が、授業の開始段階で本時の学習

目標を明確に示すことで、生徒が見通しをもって主体的に学習ができるようにしています。また、授業

の導入段階で一つのテーマを投げかけて終末でそれについて生徒に発表させたり、自己評価を行わせた

りするなど、生徒が授業を振り返ることで学習内容の理解を深められるよう、各教科で様々な工夫が行

われています。下に記しているのはある日の授業で生徒に示された授業のねらいです。 

 

  

    

  

ある日の授業で生徒に示された授業のねらい 

 

(4) IＣＴ機器の活用 

 全教科でIＣＴ機器を積極的に活用した授業が行われています。例えば、「生物基礎」の授業では、顕

微鏡カメラとプロジェクタによる画像の投影を行ったり、書画カメラで手元の画像を投影したりするこ

とによって、顕微鏡の使用方法についての理解が促されました。 

 (5) 安心・安全な学びの場づくり 

  学校で毎週行われる人権・同和教育部会で、細かく生徒の現状を把握しています。その会議での情報は 

 全体で共有され、生徒の現状を常に全職員が把握できるシステムが構築されています。教科担当者はその 

情報に基づいて、生徒へ適切に支援をしながら教科指導を行っています。 

 

４ 導入の成果 

 (1) 生徒の変容 

  基礎学力の向上、自己肯定感の高まりから学校生活に前向きに取り組む生徒が増加しています。生徒指

導面で課題を抱える生徒が著しく減少し、地域からも学校の取組が評価されています。 

 (2) 教員の変容 

  ＡＬの視点に立った授業改善に教員が取り組む姿が学

校全体で見られます。職員室のホワイトボードにＡＬ型

授業の実践を行う時に自主的に告知をすることや（写

真）、県教育センターの基本研修の内容を学校内で共有

するなど、自主的に授業改善を行おうとする気運が高ま

りました。 

 

５ 今後の課題 

  生徒全員の進路実現のためには、学力向上の取組が必要不可欠となります。希望する生徒が多い公務員

や看護学校への就職・進学の実現に向け、その基礎となる学力を向上させるために日常の授業の改善を

中心とした取組を充実させていかなければなりません。そのため、西田川高校のＡＬのスタイルを確立

すべく取り組んでいきます。 

【美術】立体的なデッサン・・・「陰影を描く」描く前に光の方向を確認、質感の確認、大きさの確認 

【書道】顔真卿の書・・・重厚な表現を目指す 

授業公開のスケジュール 
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福岡県立苅田工業高等学校 

「チーム苅工」ものづくりのスペシャリストを目指して 
 福岡県立苅田工業高等学校の本年度の取組は、「感じ取り、行動する『チーム苅工』」をスローガ

ンに、様々な教育活動を通して、豊かな感性を磨き、自己の課題を発見し、主体的に向き合い、学ん

だことを活用して解決する態度の育成を目指しています。また、「社会に開かれた教育課程」を視点

に、ものづくりや部活動、地域連携をさらに活性化させ、生徒の出番を創出するとともに、教員自身

のものづくりのスキルとモチベーションアップに繋げ、その結果を学校ブランドとして広く情報発信

しています。 

１ 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を目標とする。 

 

２ 授業改善の方向性と主な取組 

 ◎ 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のスキル向上 

・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 

 

３ 授業改善の具体的実践 

（１）校内公開授業週間の実施 

授業者・参観者の授業力向上と授業改善を目的として授業を公開し、参観者からの「授業参観 

票」の提出により授業の振り返りを行っています。 

平成３０年度 

前期  ６月４日（月）～６月１５日（金）   教員でペアを組み、互いの授業を参観する。 

    後期  １０月９日（火）～１０月２３日（火） 教科にかかわらず自由に参観する。   

◎  工業科「製図」の実践事例 

これまでの「製図」の授業では、クラス全員を一斉に実技（製図）指

   導を行っていたため、生徒の図形を読み取る力に個人差が生じ、個々に

   対応した指導が困難でした。そこで、次のようにアクティブ・ラーニン

   グ型授業により改善を図りました。 

       「製図」は、２時間連続で授業を行っています。写真は、第三角法 

     （正面図、平面図、側面図）の学習の様子です。１限目の立体を第三角 

法によって描く指導では、模型や説明スライドを使った一斉指導の後、     授業風景 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

第17号 

(H30. 10) 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 
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個人で課題に取り組ませました。２限目は、図面が描けなかった生徒に対し、描けた生徒が教え

るようにグループを構成し、互いに理解が深まるように仕組みました。生徒たちは、相互にわか

らないところや、自分の身に付けたことを伝え合うことにより、立体を完成図としてイメージし

てかくれ線を描くなどその手法を習得していました。参観者からは、本授業の成果として「空間

を認識する力を身に付けることができていた」「生徒自身で考え方を探ることができるようにな

った」との声がありました。 

（２）課題研究発表会 

    「課題研究」は「総合的な学習の時間」を代替しており、生徒は横断的・総合的な学習や探究

的な学習に主体的、創造的、協同的に取り組んでいます。「課題研究」では、生徒が学んだ工

業の各科目の学習内容を踏まえ、工業に関する課題を生徒自らが見いだしてテーマを設定し、

課題の解決を図る実践的・体験的な学習活動を行います。例年、学科ごとに研究発表会を実施

しています。その中でも、マイコンカーやエコデンカー等の競技大会、地域に根ざした事業へ

の参加の取組は、成果をあげている一例です。 

 
        ジャパンマイコンカーラリー大会    エコデンカーレース出場        苅田駅前イルミネーション事業参加 

（BASIC CLASS部門 全国優勝） 

 

（３）企業の高度熟練者による実践的な実習指導 

工業科では、企業等の高度熟練者を招いて実践的な実習指導を

行っています。機械科では、エンジンの分解組立作業の指導が行

われています。また、自動車に関する測定技術、最新の制御技術

を学んでいます。電気科では、ハイブリッドカーの構造や今後の

展望についての講義や実習を通して、専門的な知識・技能を学ん

でいます。この取組により、生徒は、専門的な知識・技能を習得

するとともに、それが社会で生かされることを実感し、生徒の学

ぶ意欲を向上させています。                        

（４）ＯＪＴの取組（ベテラン教員による技術研修） 

工業科の各分野の専門的スキルを持ったベテラン教員４人を校内マイスターに認定し、若手

教員へ技術研修・技術継承を行っています。分野は、「ものづくり（機械加工）」、「電気系

（強電）」、「電気系（弱電）」、「通信技術（ネットワーク）」等です。この取組により、

教職員のものづくりのスキルと、学習指導力及び生徒指導力を向上させています。 

 

４ 成果と今後の方向性 

学校の教育目標達成のため、校長のリーダーシップの下、６つの重点目標を掲げて職員一丸と

なって教育活動に取り組んでいます。特に、生徒の学びを実感できるよう、工業科の学習内容につ

いて「社会に開かれた教育課程」の視点をもち、地域産業と連携した教育活動を展開しています。

生徒の変容として、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

うになっています。また、教員の変容として、授業改善の取組や校内研修等にベテラン教員、若手

教員が協働意識を持って参加し、積極的にスキルアップを図ろうとしています。今後も「ものづく

りのスペシャリスト」の育成を目指し、生徒自身が「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」ことを意識できる授業改善に取り組んでいきます。 

企業の高度熟練者による 

エンジン分解組み立て作業 
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福岡県立福岡農業高等学校 

「為すことによって学ぶ」体験を重視した教育 
 本年度創立140周年を迎える福岡県立福岡農業高等学校は、明治12年に我が国を代表する先導的な

農業指導者の育成を目的に勧業試験場内の農学校として誕生した、農業と家庭に関する学科を有する

専門高校です。 

「為すことによって学ぶ」を教育の特色とし、確かな学力を付けるために専門教育の特徴である体

験的な学習を重視した教育活動を行っています。 

１ 学校運営方針 

 

 

 

 

「常に授業改善に取り組み、生徒が自ら学ぶ意欲を喚起させ、それぞれの目標・評価基準を明確に

し、確かな学力の向上を図る」を今年度の重点目標とし、学習意欲を喚起する学習内容やICT活用、ア

クティブ・ラーニングの手法を用いた授業改善についての職員研修会を積極的に実施しています。さら

に、異校種（小･中学校）の授業研修にも参加し、職員の授業スキルの向上を図っています。 

 

２ 学びの実感を高める授業の推進 

(1) 創立140周年企画「福農 Happy Wedding」–What we can do- 

都市園芸科、生活デザイン科、食品科学科の生徒たちが、各学科での学びを生かして、１１月２日

（金）に行われる卒業生の結婚式を総合プロデュースします。 

生活デザイン科の生徒たちは、「課題研究」の授業で、ウェディングドレスとウェディングケーキ

を製作します。調理・被服などの実験・実習で衣食住などの文化への関心を高めてきた生徒たちが、新

郎新婦の出会いのエピソードなどテーマに沿ったケーキのアイデアを提案し、一針一針思いを込めてウ

ェディングドレスを製作して、二人の思いや願いを形にしていきます。 

都市園芸科の生徒たちは、農業の科目の一つである「生物活用」の授業で、ブライダルブーケを製

作します。園芸作物の栽培管理や製造・販売、フラワーアレジメントなどの学習で身に付けた植物に関

する知識を活用し、二人の思いを花言葉で表現して結婚式を彩ります。また、学校の中庭を利用してガ

ーデンウェディングの会場を製作します。 

食品科学科の生徒たちは、農業の科目の一つである「食品製造」の授業で、引き出物のジャムを製

作します。食品や栄養・製造の実験・実習で培った製造・加工技術をもとに、新郎新婦にも一緒に製作

に携わっていただき、招待客へもてなしの心を表現します。 

日々の授業で身に付けた知識・技能を、卒業生のウェディングをプロデュースするという実際の場

面で発揮するために、新郎新婦との対話を重ね、試行錯誤しながら、主体的に取り組んでいます。まさ

にアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善の集大成ともいえる企画となっています。 

 

 

 

 

 

 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

第18号 

(H30. 10) 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 

 

校訓「『耕』 土を耕し、心を耕し、未来を耕す」に基づいた学校経営を行う。土を耕すとは知

(学力、学習意欲）、心を耕すとは德(人格、道徳心）、未来を耕すとは夢(自己実現)のことであり、

本校の教育理念とする。 

 

 
ウェディングドレスの打合せ フラワーアレンジメントの実習 ジャムの製作 
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(2) 地域貢献 

 農業の科目の一つである「食品栄養」（学校設定科目）の授業では、太宰府市役所、カルビー株式会

社西日本事業部、理研ビタミン株式会社と協力し、ポテトチップスの商品開発を行っています。生徒た

ちは開発チームを作り、パッケージのアイデアについて企業の広報担当者からアドバイスを受けたり、

商談実習模擬授業を行ったりするなど、実際の商品開発場面を想定して学習しています。その際、開発

チームの生徒たちは、一人ひとりが自分の考えをもち、意見を出し合いながら協働的に学習していま

す。また、試食販売やマーケティング調査を実施することで、商品の企画、販売、マーケティングの過

程を学び、社会での即戦力を有する人材育成を実現しています。なお、開発した商品はふるさと納税の

返礼品として定着しており、売上の一部を太宰府市に寄付し地域振興に貢献することができています。 

また、保育園との交流実習や太宰府ウメサイダーの開発、食育教室、親子お菓子教室、ミカン狩りを

実施するなど、地域に貢献する活動を積極的に行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 「高度農業技術人材育成事業（ＳＰＨ）」（H26～30 文部科学省指定）としての取組 

 将来の農業及び関連産業に従事するプロフェッショナルを育成するため、最先端の栽培方法及び管理

技術を習得させるとともに、企業等での実務的な学習により経営感覚を身に付けるための研究を実施し

ています。 

 

＜学習の柱(1)＞ フロンティア学習 

関係機関と連携し、先端技術を導入した栽培実験・実習により、栽培管理に関する技術を体験

的、理論的に学びます。専攻科の学生が高校生に実技指導を行う専攻科特別講義（ティーチング・

アシスタント）の取組によって、学生と生徒とのコミュニケーションが活発に行われています。 

＜学習の柱(2) ＞マネジメント学習 

現場実習や現地視察研修から、自立した農業経営に必要な実践的な経営感覚を身に付けます。

長期休業中に８日間の企業や団体で働く実習体験（プラクティカルトレーニング）を実施します。 

＜学習の柱(3) ＞スキルアップ学習 

栽培技術の向上と付加価値を高めるための技術や能力を実践的に学びます。外部講師による特

別授業で、農業の６次産業化に必要な最先端の知識とスキルを習得します。また、希望進路を実現

するために必要な知識・技術を学習し、高度な資格取得に挑戦しています。 

 

生徒は各学習を通して専門性の高い知識や技術を学ぶことができています。また、社会で働くこと

の厳しさや知識・技術面で必要とされるスキルを知り、課題を発見して解決できるように創意工夫し、

より実践的な力を身に付けることができています。生徒自身も力が付いたことを実感しており、外部講

師による特別授業で得た知識を礎とし、高度な資格に挑戦する生徒も増加しています。 

 

３ 今後の方向性 

創立 140周年記念事業に向けて生徒を主体とした運営を行い、教育環境の整備を行うとともに、愛校

心や学習への意欲高揚を図っています。さらに、「鍛ほめ福岡メソッド」を推進し、150 周年を見据え

た学校構想「ワンステップアップ構想」の構築を行っています。また、ＳＰＨの研究を進め、専攻科や

関係高等学校、専門機関との連携を図り農業教育の充実発展に貢献し、その成果の普及を福岡県内外の

農業関係高等学校に対して報告会等を通じて行っていく予定です。 

商談実習模擬授業 パッケージの製作授業 アンケート集約授業 
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福岡県立門司学園中学校・高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

生徒一人一人の自己実現を支援する中高一貫校としての特色を生かした 

6年間を見通した教育活動と自己表現力の育成 

 

 門司学園中学校・高等学校は門司区猿喰（さるはみ）にある併設型中高一貫教育校です。平成１６

年に門司学園中学校が、平成１９年に門司学園高等学校が開校し、今年で創立１５年目を迎えていま

す。現在、中高６年間を見通した教育課程により、計画的・継続的指導を行っており、生徒一人ひと

りの自己実現を支援しながら、日々の教育活動を行っています。

 

１ 授業改善の目指す方向性 

 

 

 

 

           

  

本校は、かつて国際貿易港として拓けた門司の歴史と伝統を受け継ぎながら、「自立・勉学・創造」の校訓

のもと、「社会の変化に主体的に対応できる心豊かな人間の育成」を目指す学校づくりを進めています。 

 

２ 授業改善の推進体制と校内での研修 

研修部が中心となって、授業改善に向けた職員研修の企画・運営や生徒による授業アンケートを実施して

います。本年度は、７月に外部講師を招聘し、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」をテー

マに、職員研修を行いました。また、年２回の中高合同教科会議を行い、新学習指導要領で示された新しい学

びに対応する教材の今後の在り方について検討・開発を進め、すべての教員が、指導内容や指導方法について

の情報を共有し、６年間を見据えた系統的・継続的な指導内容・方法を構築することを目指しています。 

  また、電子黒板・タブレット（それぞれ中学３台、高校３台ずつ）、書画カメラ（５台）や、プロジェクタ

ー（全普通教室に設置）等ＩＣＴ機器の活用について職員研修を行い、現在では、ほぼ全ての教科で積極的に

活用されるようになりました。 

 

３ 授業改善による教師・生徒の変容 

(1) 生徒の変容 

ＩＣＴ機器を積極的に活用して視覚的に訴える授業やペアワーク、ディ 

ベート、グループ活動等を取り入れた結果、生徒が積極的に発言するよう 

になり、他者の意見に触れることで、多角的に物事を見ることができるよ 

うになっています。また授業中「教え合う」活動を行うことで、生徒自ら 

が休み時間や放課後等の時間も「教え合う」様子が見られるようになって 

きました。また、生徒自身が自分の課題を解決しようとする主体性も見ら 

れるようになりました。加えて、この「教え合う」活動により、生徒の人 

間関係力やコミュニケーション力の向上にもつながっています。 

 

 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

第19号 

(H30.11) 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 

 

○校訓 

  「自立」 自らの在り方・生き方を探究し、主体性をもって行動できる人間であれ 

  「勉学」 謙虚で向学心篤く、真理を探究し続ける士気旺盛な人間であれ 

  「創造」 共に高めあい、新しい時代を切り拓く知性と創造性に富んだ人間であれ 

 

「教え合う」活動の様子 
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(2) 教師の変容 

授業中、ペアワークやグループ討論により生徒の意見を積極的に取り上げるようになったことで、生徒が

そのように考える理由や背景を考えるようになってきました。その結果、今まで以上に生徒理解が深まり、

授業改善につながっているといった意見や、教員間で授業方法等について話す機会が多くなったことで、い

ろいろな指導方法について考え、積極的に取り入れようという機運が高まり、学校全体としての指導方法の

多様化や指導力の向上にも繋がっています。 

 

４ 中高一貫教育校として、強みを生かして 

(1) 評価について 

中学では、学力の３要素をバランスよく育てることを重視し、各観点のバランスを考慮して評価していま

す。評価方法としては、「授業に向かう姿勢、学習ノート、課題への取組状況、制作作品、定期考査、小テ

スト」などを用いて、評価の場面を適切に設定し、学習の結果だけでなく、学習の過程も観察しながら、多

面的、客観的に評価しています。 

   高校の定期考査では、年間指導計画で示した各評価観点を測れるように、作問において工夫し、知識偏重

になることなく、記述問題等を効果的に配置するなど、生徒の「思考力・判断力・表現力」を育成すること

ができるようにしています。課題、レポートでは、その取り組み状況を始め、授業中の発言、実験、実技、

実習の状況など、授業に対する関心・意欲・態度を積極的に評価するようにしています。 

今後、新学習指導要領の実施に向けて、中高合同で観点別評価や多様な評価が実施できるように、さらに

研究を進めていくことにしています。 

 

(2) キャリア教育計画「門司学プラン」に基づく系統的なキャリア教育 

６年間の教育活動を通して、生徒に育成していく能力として、 

①基礎・基本となる知識・技能を確実に習得し、物事の本質を考察・理解する能力（理解力、思考力） 

②情報を理解、選択、処理しながら、課題解決に向けた具体的な手段を計画、実行、評価、改善する力 

（課題対応能力） 

③他者と協力しながら、自分の能力や適性を生かして、自分の役割を果たしていく力（社会形成能力）  

を掲げ、教科・科目の学習だけではなく、総合的な学習の時間やホームルーム活動等を含めた全ての教育活動

を通して、それらの能力が身に付くように取り組んでいます。卒業論文（中学３年）、夢を語るコンテスト

（中２、高１）等の学校行事を実施する中で、自分自身と向き合い、整理し、自己表現をする活動を通して、

一人ひとりの自己実現に向けた指導を行っています。 

 

５ 今後の方向性 

本校は、中高一貫教育校として、その特色を一層生かしながら、生徒の実態や希望進路の状況に応じた指

導の工夫改善を図っていく必要があると考えています。そのため、中高教員の教科間連携を更に強め、高校

卒業段階で身に付けさせる資質・能力を育成するために、教科毎に６年間を見通した指導計画を立案中で

す。また、主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、指導方法・授業評価方法の研究・工夫・改善に努

め、魅力ある分かる授業、学力を高める授業を目指して今後とも全職員で取り組んでいきます。 

（高校美術）グループで協議した内容を書画カメ

ラを利用し、投影し発表する生徒（上） 

発表を聞き、その内容をまとめている生徒（下） 

（高校数学） 

命題の真偽について、グループでの協議 

（中学社会）プロジェクターを活用した 

資料と課題の提示（右上） 

課題解決に向けてグループ討議を 

重ねる姿（右） 
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    福岡県立戸畑高等学校 

教科横断的な学びとＩＣＴの活用で「深い学び」を実現する 
 福岡県立戸畑高等学校は、校訓「自主・調和」のもと、「たくましく心豊かな創造者を育成する」

を教育目標として掲げ、「質実剛健・文武両道」を堅持しながら教育活動を行っています。80有余年

の伝統と歴史を大切にしながら、国際的な視野をもち、地域社会に貢献できる「グローカルな人財

（地球規模で考え、地域で行動できる人）」の育成を目指しています。 

 

１ 平成30年度 教育重点目標 

 

 

 

 

 

 

２ 英語イマージョン教育 ～教科横断的な授業の取組～ 

本年度、県の「グローバル人材育成強化校」に指定され、英語イマージョン教育の推進に取り組ん 

でいます。英語以外の授業についてティーム・ティーチングを行い、生徒は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・表現をします。授業は教科担当者と

ＥＡＳ（英語活動指導員）が行います。 

【授業実践例】 

・国語総合 第１学年 単元名「評論『水の東西』（山崎 正和）」 

 各生徒が「美しい」と思うものと、その理由を英語で発表する。

その後、東洋と西洋における「美の感じ方の違い」を芸術作品の写

真の比較から考察する。 

   

・学校設定科目 数学基礎 第３学年 単元名「データの分析」 

  設定したテーマについてデータを収集し、グラフ作成と分析を行

う。分析した内容を英語で発表し、質疑応答を行う。 

 

・社会と情報 第１学年 単元名「望ましい情報社会の構築」 

  「Society5.0（超スマート社会）」についての説明を聞き、今後

の社会変化や課題について班で討議した内容を英語で発表する。 

 

各授業では生徒が知的好奇心をもって熱心に調査や話し合いを行い、一生懸命に英語で発表を行 

いました。通常の英語の授業でも積極的に英語で表現する姿が見られるようになっています。 

 この取組により、教員が教科を越えて授業デザインや教材について話し合う機会も増えました。 

 

３ ＩＣＴを活用したアクティブ・ラーニング 

  全教室にプロジェクターが設置されており、タブレットやパソコンも100台以上準備されているた 

め、ＩＣＴの活用が日常的に行われ、表現力の向上や協働的な学びの充実につながっています。 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

第20号 

(H31. 1) 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 

 

・ＩＣＴを活用し、主体的・対話的で深い学びと英語イマージョン教育の推進 

・戸高三大行事（体育大会・戸高祭・予餞会）を中心に、生徒自らが企画・運営を行う体験的な行事

の実施 

・国際的視野を育てる機会の提供と地域密着型の学校教育の推進 

数学基礎 

社会と情報 
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【授業実践例】 

  ・古典Ｂ 第２学年  

『源氏物語』（紫式部）と『こころ』（夏目漱石）の舞 

台設定の工夫とその効果について班で話し合う。代表生徒 

が資料や図を書画カメラで投影しながら考えを発表する。 

（右写真では、『こころ』の舞台である下宿の想定図を投 

影している。） 

   

  ・コミュニケーション英語Ⅲ 第３学年 

 フェアトレードについての長文を読んだ後、内容につい 

ての自分の意見を英語で書く。その際、SDGs（持続可能 

な開発目標）に関する動画資料を班単位でタブレットで視 

聴し、意見の根拠となる材料を探す。 

 

授業の目的に応じて効果的にＩＣＴが活用されるよう、全 

教員が研究授業等を通して研修を重ねています。 

 

４ 総合的な学習の時間の「探究的な学び」 

独自のキャリア教育プログラム（Ace Program）を本年度から充実・発展させ、探究的な学びへと 

 つながる取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

本年度の前半に１年生は自分たちの町について

社会人講話等を通して学び、話し合い、発表する

活動をしました。後半は SDGs（持続可能な開発

目標）に基づくテーマに沿って、広い視野で課題

解決型の学習に取り組んでいきます。 

また、「ポートフォリオ」が本年度新たに導入  

されました。生徒は総合的な学習の時間や各行事  

の前に各自の目標を設定し、事後には「リフレク

ションシート」を使って自己評価を行い「わかっ

たこと」「わからなかったこと、もっと知りたい

こと」を記述します。自分の学びを言語化しなが

ら振り返ることで、体験の意義が明確になり、挑

戦や成長への意欲が向上しています。 

 

５ アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善の成果 

  授業中に生徒が思考したり表現したりする活動が充実し、臆せずに自分の考えを述べる生徒の姿が

見られるようになりました。また、英語イマージョン教育等によって視野が広がり、「もっと知りた

い」「もっとできるようになりたい」という意欲をもって学びに向かう生徒も増えています。 

 

６ 今後の方向性 

「深い学び」のさらなる実現に向けて、学習評価の工夫改善や教員の指導力向上を目指した研修の

工夫、学習成果の発表機会の充実等に取り組んでいきます。 

 

古典Ｂ 

コミュニケーション英語Ⅲ 

【Ace Program】 

① 発達段階に応じたキャリア教育の推進、充実 ＝ ３年間を見通した体系的な指導 

② グローバル社会に対応できる人材の育成 ＝ プレゼン力、情報発信能力の育成 

③ 先導的役割を果たせる人材の育成 ＝ 相互学習、グループ学習による学び合い 

 

 

リフレクションシート 
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福岡県立筑紫高等学校 

 なにごとにも全力で取り組む筑紫生を育てる授業改善 
 福岡県立筑紫高等学校は、昭和47年に設立された、今年で創立46年目を迎える普通科高校です。 

「師弟同行（どうぎょう）」の校是のもと、「文武両道」の実現を通して、学力はもとより、自立

心やチャレンジ精神に溢れた人材の育成を目指しています。全力で努力し続ける生徒と、それを支え

る教師との信頼関係を大切に、きめ細かな学習指導や進路指導を行っています。 

 

１ 教育目標 

「国家・社会の発展に貢献できる豊かな知性と人間性、そして逞しい精神力を備えた人材の育成を

目指す。さらに、社会の変化に対応できるだけでなく、変化を創造できる人間の育成を図る。」 

  教育活動の重点目標 

 １ 授業改善を推進するとともに、生徒の主体性を育み、学習習慣の確立と学力の定着を図る。 

２ 充実したキャリア教育を通して、「志」を持った、向上心溢れる生徒を育成する。 

３ 自尊感情や規範意識を高め、健全なる心身を育むとともに、自立心とチャレンジ精神に溢れた

逞しい生徒を育成する。 

４ 地域や外部団体との連携を強化することで、周りから愛され信頼される学校作りを推進する。

また、広報活動を活性化し、学校の魅力を、広く、積極的に発信していく。 

 

２ 授業改善の組織的な取組 

  平成27年度に各教科の代表者で構成される「アクティブ・ラーニング推進委員会」を立ち上げ、学

校をあげて継続的に授業改善に取り組んできました。推進委員会の定期的な開催、相互授業参観、校

内職員研修における実践例紹介、教科会議における授業内容や方法・評価の検討、校外での研修会参

加等を通して、情報交換が活発になったり、相互の授業から学んだことを取り入れたりするなど、組

織的な取組が進んでいます。 

ほとんどの教員がアクティブ・ラーニングの視点に立った授業を実践しており、同校においてアク

ティブ・ラーニングは日常の光景となっています。相互授業参観の際には、全員が互いの授業を参観

し、全員が３年に１回は公開授業をするなど、授業改善に向けての取組も、組織的に行われていま

す。また、アクティブ・ラーニングを支える環境として導入された３台の電子黒板も、積極的に活用

されています。 

 

３ 各教科等での実践例 

「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指した授業実践例の一部を紹介します。 

◆ 数学Ⅱ：単元名「微分法と積分法」 

講義 教師が教科書の例題を解説する。提示した３つの問題について、 

↓ ３人班の中で分担を決め、その問題を解くよう促す。 

個別 生徒は分担した問題を解く。このとき、教師は声掛けをできるだ 

↓ け行わず、また、生徒は周りに相談せずに一人で解く。 

班 生徒は３人班で相談したり、離席して同じ問題を解いた生徒と 

↓ 相談したりする。解決したら自分の席に戻る。 

講義 教師は、生徒が解決した問題の内容を踏まえ、応用例題を解説す  

る。次に、発展問題を提示し周りと相談しながら解くよう促す。 
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  自分の考えと他者の考えを比較・検討することで、より筋道立てて自分の考えを記述することを大

事にする授業が展開されています。また、協議の内容が深まるように、生徒が思考するのに必要な

知識は教師が講義で示したり、班で協議をする前に個人で考える時間をとったりするなどの工夫を

しています。  
 
４ 「総合的な学習の時間」における取組 

平成 29年度（現第２学年の入学年度）から、「課題解決型探究学習」の授業を行っています。 
 

(1)地域課題解決型探究学習「Project C」（平成29年度／第１学年） 

「Project C」のCは校名である筑紫（Chikushi）のC、学校所在地である筑紫野市（Chikushino 

City）のCに由来します。教員が、自分の将来について明確なイメージをなかなかもつことができな

いでいる生徒の姿を見て、「高校時代に、地域の課題に目を向けておけば、将来地元に残ったときに

地域貢献ができるのではないか」と考えたのがきっかけで、この探究学習が開発されました。 

生徒は、地元の筑紫野市役所に勤めている本校の卒業生に、テーマ別に出前講義をしてもらいまし

た。そして、卒業生から提示された問いについて、計６回にわたって課題解決策を検討するグループ

活動を行った後、発表会を行いました。 

◆平成29年度：卒業生から提示された問い◆
 

観      光 高校生も行ってみたい、訪れてみたい筑紫野市の観光モデルコースを考えてください。 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ 「（スタッフorお客さんとして）自分も参加してみたい！」と思えるような、地域 

コミュニティ活動を提案してください。 

福      祉 障がいのある人々に必要な生活の中の配慮を考え、それを啓発する「もの」を作成し、 

その「もの」を周知する方法を考える。 

防      災 筑紫高校版「避難所運営マニュアル」を作成してほしい！ 

環   境「自然と街の共生都市」の実現のためには？ 

 

グループで地域の課題を解決するという学習を通年で実施したことにより、生徒は協働して情報

収集を行い、課題解決策を十分に検討することができました。生徒が実際に生活している地元筑紫

野市の解決したい課題を、卒業生から解決して欲しいと投げかけられたことにより、生徒は自分事

として捉え、自分たちなりの解決策を考えることができました。 
  
(2)課題解決型探究学習「Project G」（平成30年度／第２学年） 

「Project G」のGは、globalとlocalを合わせた造語「Glocal」に

由来します。昨年度（平成29年度）に「Project C」で探究学習を経

験した生徒たちは、今年度は探究の対象を地域から地球規模にまで

広げた「Project G」に取り組んでいます。国連によって示された持

続可能な開発目標（SDGs）として掲げられた17のゴール（目標）

のうち、日本が優先課題として策定した８つの課題を組み合わせ、

生徒は計10回のグループ活動で課題解決に向けた方策を考案し、３

学期に発表することになっています。 
 
５ アクティブ・ラーニング導入の成果 

生徒は、50分の授業時間の中で、聞く場面、情報収集をする場面など、めりはりをつけることがで

きており、集中度が高まりました。授業の中で教え合う場面を設けたことで、休み時間にも、生徒が

集まって教え合ったり、協力して解決したりしている姿が見られるようになりました。 
 
６ 今後の方向性 

「活動あって学びなし」ではなく、何を身に付けさせるかを明確にした授業が展開できるよう、学

校をあげて授業改善を重ね、「主体的・対話的で深い学び」につなげていくことができるよう取り組

んでいきます。また、昨年度から取り組み始めた探究学習の授業を、３年間を見通したものにしてい

きます。 

講座別発表会の様子（昨年度） 

写真 
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福岡県立筑豊高等学校 

社会をリードする新しい時代に対応した人材育成 
 本年度 110周年を迎えた筑豊高等学校は、校訓「誠実・親愛・創造」の精神に則り、実技・実習等

の体験学習を多く取り入れた「実学」を重視した教育を推進しています。「地域創生」のテーマのも

と、地域行事への積極的な参加や、地域社会への貢献活動に力を入れています。地域に愛され信頼さ

れる学校づくりを推進することで地域と共に生徒を育て、社会人としてのマナーや課題解決能力・創

造力を伸長し、社会をリードする新しい時代に対応した人材育成に取り組んでいます。 

 

１ 教育基本方針 

 (1) 教育目標 

   (ア) あきらめず最後までやり通す、学ぶ意欲の高い生徒を育成する。（知） 

   (イ) 礼儀を重んじ、相手を思いやる豊かな心をもった生徒を育成する。（徳） 

   (ウ) 困難なことにも忍耐強く挑戦する体力とくじけない心をもった生徒を育成する。（体） 

   (エ) 地域社会を支え、地域社会に貢献できる生徒を育成する。（地域創生） 

(2) 指導理念 

「更上一層樓
こうじょういっそうろう

」の精神で、現状に満足することなく、更に上を目指す。また、本校が生徒にとって

「斎庭
ゆ に わ

（神聖なる所）」となることを目指す。 

 

２ 授業での具体的な取組 

日々の授業で、ＩＣＴを活用した課題解決型の授  

業が展開されています。例えば、財務会計の授業で 

は、生徒が個人で情報収集した後にペアでのグルー 

プワークを行い、その成果をホワイトボードにまと 

めてプレゼンテーションをし、相互評価を行ってい 

ます。その際、「全員が助け合い、課題を達成する 

こと」「わからないことは自分から聞くこと」等の 

グランドルールを設定し、活発な意見交流を促して 

います。プレゼンテーションでは、内容（構成、ま 

とめ方）、プレゼンテーション用ツール・資料（提 

示用資料、図表など）、話し方（声の大きさ、スピード、メリハリ、間の取り方）、動作（アイコンタクト、 

熱意）についての相互評価を行い、「プレゼンテーション相互評価表」にコメントを載せています。  

 

３ 授業改善の推進体制と環境整備 

 (1) 全職員による授業改善 

ＡＬ型授業やＩＣＴの活用、職員による事例研修等を実施し、指導力・実践力を高め、積極的に授業改

善を行っています。全教科において単元ごとのルーブリックを作成し、観点別評価に取り組んでいます。

また、全教科の年間指導計画を１枚のシートにまとめ、組織的・計画的に教育的質の向上を図るためのカ

リキュラム・マネジメントを推進しています。例えば、「保健」で取り扱う出産の学習内容と「家庭総合」

で取り扱う子育ての学習内容を教科横断的な視点でつなげて行うなどの実践が行われています。 

(2) 積極的なＩＣＴの活用 

３台の電子黒板を移動しやすい場所に設置し、ＩＣＴを活用した授業をどの教室でも行える環境づくり

を行っています。また、プロジェクタの映像をホワイトボードに投影し、その映像を利用して書き込みを
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行いながら授業ができる教室が２部屋あります。さらに、ホワイトボード・マーカー・イレーサーを 12 セ

ット用意し、生徒たちがグループワークにおいて、意見を出し合ったり、黒板に貼って発表したり、比

較・検討しながら学びを深める授業を実践できるようにしています。 

 

４ 特色ある教育活動 

(1) 地域社会を支え、貢献できる生徒の育成 

地域の企業や役所等と協力した活動を行うことで、地域社会を支                 

え、貢献できる人材を育成しています。 

生活デザイン科は直方市地域子育て支援センターと連携して、子育

てに関する情報交換や悩み事相談、親子の交流の場となる「ちくちく

ワンダーランド（筑豊高校子育てサロン）」を校内に開設していま

す。子育てサロンでは、絵本読み聞かせ・手遊び・手作り遊具を用い

ての遊び等や子どもとの交流（保育分野の学習活動）、簡単なおやつ

作り（調理分野の学習活動）、入園・入学用袋物製作、よだれかけな

どの手作り教室（被服分野の学習活動）を行っています。また、子育

てに役立つ講演会なども実施されています。生徒にとっては、家庭科で学んだ保育・食物・被服を実践す

る場であり、来校される保護者にとっては、子育ての先輩として、また、子育ての支援を受ける場として、

高校生と接することができる良い機会となっています。 

総合ビジネス科とビジネス情報科は、授業で培った知識・技術を実践する場として学校の公式キャラク

ター「プラちゃん」（平成 29 年度に 110 周年記念用に生徒からのアイデアを募集し作成）関連の商品開発

や直方市の魅力を伝える“直方観光冊子”の作成、地元の古町商店街における「販売実習」などを通じて

地域の活性化に貢献しています。 

 (2) 学ぶ意欲の高い生徒の育成 

全ての教育活動において、生徒一人ひとりが活躍できる場を設定し、あきらめず最後までやり通し、困

難なことにも挑戦する生徒を育てています。 

 

 

５ 成果と課題 

グループでのプレゼンテーショ 

ンを導入したことで、意欲的に学 

びあう関係性が構築され、人前で 

発言する力も身に付きました。 

 小さな成功体験を積み上げるこ 

とで、学習に対する動機づけにお 

いて好循環が生まれています。検 

定取得等にチャレンジする生徒も 

増え、学力の伸びが見られます。 

また、ＡＬ型授業やＩＣＴの活 

用、事例研修、年間指導計画の工夫等について教師間の情報交換が活発になり、効果的な指導方法が共有され 

ています。生徒がさらに興味・関心をもって、主体的に思考できるような授業の工夫が今後の課題です。生徒 

の実態に応じた具体的な目標を設定して達成させていくことや、理解に時間がかかる生徒への個別指導等に取 

り組んでいきます。 

「書道」の授業風景 

子育てサロン 

公式キャラクター 

”プラちゃん” 
プラネリ（練り切り和菓子） 古町商店街での販売実習 

「原価計算」の授業風景 
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福岡県立八女高等学校 
表現活動を充実し、高い志をもった生徒を育成する 

 福岡県立八女高等学校は本年度に創立110周年を迎えた伝統校です。心と身体の両面にわたる全人

的な教育を通じ、リーダーとなる人材の育成を目指しています。学校全体で推進されている、思考

力・判断力・表現力等を高める授業改善を中心とした取組を紹介します。 

 
１ 授業改善の目指す方向性 

   

 

 

  上記の学校教育目標のもと、目指す生徒像を「豊かな心とたくましく生きる力を備えた生徒」と定めて

います。その実現のために、アクティブ・ラーニング型授業の研究及び実践を行い、基礎・基本の定

着、意欲的に学ぶ態度の涵養を図っています。特に、学んだことを発信していく力の育成を重視し、表

現力を高めるための授業改善が積極的になされています。 

 

２ 具体的な取組 

(1)ＩＣＴ機器の積極的活用 

平成27年度に、県の研究指定を受けたことをきっかけにＩＣＴ機器が整備され、積極的に活用され

るようになりました。電子黒板や書画カメラを用いて教師が講義を効率よく行うことによって、発表

や議論の時間を確保するとともに、生徒が機器を用いてプレゼンテーション等を行うなど、授業が活

性化しています。生徒が各教科や「総合的な学習の時間」で学んだ内容を、ＩＣＴ機器を効果的に活

用して表現することが、「主体的・対話的で深い学び」につながっています。 

また、校内のキャリア教育部に設置されている情報管理課が校内研修を毎年行い、機器の活用方

法、機能について周知を図っています。さらに、各授業担当者が作成したスライドデータやプリント

教材が各教科の共有フォルダに保存され、自由に閲覧、活用できるようになっている等、学校全体で

ＩＣＴ機器を用いた実践を広げていくための工夫が行われています。 

 ＜授業実践 ２学年 コミュニケーション英語Ⅱ＞ 

   最初に授業者の石橋教諭から、この時間のゴールと授業の

内容が示された後、”1 minute Talk”を行います。生徒は示

されたテーマについて１分以内で自分の意見を発表します。

知っている単語や表現を使いながら一生懸命英語で話す姿が

見られました。発表後は３段階で相互評価を行います。 

   次はサマリー（要約）です。授業プリントを参考にしなが

ら、前時の学習内容についての要約文の空欄に、適切な語句

や表現を書き込んでいきます。書き込んだ内容を周囲の生徒

と共有し、修正します。 

   発音をデジタル教科書で確認して練習し、本文の意味を調べ、最後はディスカッションを行いまし

た。学習内容に関連するテーマが与えられ、単語や表現を辞書で調べながら自分の意見を英語でまと

めます。この日は「宇宙開発は重要か、人間にとっての利点は何か。」「あなたは宇宙に行きたい

か、行ったらどんなことをやりたいか。」のどちらかのテーマについて意見を述べるという活動でし

た。生徒はメモを見ながら自分の意見を２分でパートナーに伝えます。「表現が難しければ日本語を

使ってもいいよ」と先生から指示がありましたが、ほぼ全員が粘り強く英語で自分の意見を述べてい
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ました。１時間の授業の中で、考えたことをアウトプットする場面が何度も設定されていました。 

(2)観点別評価の工夫 

全教科において、観点別評価を効果的に取り入れています。各教科で、年間を通した評価規準や評

価方法を定め、年度初めにシラバスと各教科のオリエンテーションで生徒に示しています。また、生

徒の表現力の向上を適切に評価するため、各教科・科目でルーブリックを作成、共有しています。 

 ＜ルーブリックの例＞ 

 「現代文Ｂ」 

評価の観点 項目 A(十分満足できる） B（おおむね満足できる） C（努力を要する）

ペア学習・班活動
根拠を明確にするなど、論理的に意
見を述べ、相手の考えを尊重して聞
こうとする態度が特に優れている。

根拠を明確にするなど、論理的に意
見を述べ、相手の考えを尊重して聞
こうとしている。

自分の意見を述べていない、また
は、相手の意見を聞いていないこと
が多い。

発表（話す）
顔を上げて聴衆のほうを見ながら、
適切な声量、抑揚、間で特に聞き取

りやすく発表している。

顔を上げて聴衆のほうを見ながら、
適切な声量、抑揚、間で聞き取りや

すく発表している。

メモを見ながら発表しており、聞き

取りにくい時がある。

発表（聞く）
発表者を見ながら相手の考えを正確

に聞き取り、必要に応じてメモを取
ることができる。

メモを取りながら相手の考えを聞き
取ることができる。

相手の考えを聞き取ることが不十分
である。

話す・聞く能力

 

 「英語表現Ⅰ」 
評価の観点 項目 A(十分満足できる） B（おおむね満足できる） C（努力を要する）

提出物A（週末課題）

課題になっている箇所だけでなく、

わからない点や疑問に思った点につ
いても、辞書や参考書を参照し、積

極的に取り組んでいる。

課題になっている箇所については、

辞書や参考書などを参照し、多少空
欄などはあるものの、積極的に課題

に取り組んでいる。

課題の内容で分かる箇所は取り組ん

でいるが、分からない箇所は取り組
み方が分からないので何もしていな

い。

実技テスト(Speaking)

間違いを恐れずに、うまく言えない

ことがあっても、知っている表現な

どを用いて、自分が学んだことを積

極的に活用して相手に伝えようとし
ている。

間違いを恐れずに、うまく言えない

ことがあっても、知っている表現な

どを使って自分の意見や情報を相手

に伝えようとしている。

間違いを恐れすぎて、なかなか自分

の言いたいことを言えずに黙ってし

まう。また、こちらの発問にも下を

向いたまま小声で答える。

授業時のペア・グルー
プ活動

与えられた課題に対して、決められ

た時間の間ずっと、互いに協力しな

がら会話や練習を続けている。（日

本語または英語で）

与えられた課題に対して、互いに協

力しながら会話や練習を続けるが、

課題が終わるとぼんやりしている。

与えられた課題に対して、取り組み

が消極的で時間内に課題を終わらせ

ることができない。

関心・意欲・態度

 
３ 取組の成果 

 (1) 生徒の主体性の向上 

   観点別評価の導入によって、学習の目標が明確となり、生徒の意欲が確実に向上しました。自分の長

所を授業で生かす、苦手な分野に対し見通しを持って学習に取り組むなど、主体的な学習態度が随所

でみられるようになりました。また、自分の意見を表現するだけでなく、他の生徒の意見や考えを聞

く機会が増えたことで考えの幅が広がり、キャリア形成等にも良い影響を与えています。 

 (2) 協働による授業改善 

  「表現力の向上」という指導目標が明確になったことで、教師発信型の授業からの転換が積極的に

図られるようになりました。また、生徒に身に付けさせたい資

質・能力や指導すべき内容を個人で検証したり、教科内で話し合

ったりする場面が増えました。アクティブ・ラーニングの手法や

教材が共有化されることで、教科横断的な取組も増えてきまし

た。物理の授業を英語で行ったり、保健の授業で使用したビデオ

教材を英語で取り入れたりするなど、新しい指導方法にチャレン

ジする機運が高まっています。 

 

４ 今後の課題 

(1) 観点別評価の充実 

観点別評価の効果的な取組により、以前より生徒の学習の成果を詳細に把握できるようになりまし

た。各教科で評価の観点や項目、ルーブリックの基準の整理を行うなど、さらに改善を図り、これま

で以上に学習を適切に評価し、授業改善につなげていきます。 

 (2) カリキュラム・マネジメントの推進 

   教科横断的な授業の試みを今後さらに拡大していくこと、学校独自の取組である「立志講座」（１年

生次）、「養志講座」（２年生次）の内容を充実させていくことなど、多面的な取組で生徒の学力を

高めていきます。 

英語による物理の授業 
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福岡県立福岡高等視覚特別支援学校 

生徒の自立と社会参加に向けた「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指して 

福岡県立福岡高等視覚特別支援学校は、平成８年に筑紫野市に開校した高等部のみの学校です。

本校には高等学校に相当する課程の本科、高等学校を卒業した人を対象とする専攻科が設置されて

います。本科には普通科・生活技能科・保健理療科の三つの学科があります。また、専攻科には、

保健理療科・理療科・研修科があり、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの専門的知識や技術を

学び、職業的自立を目指しています。 

１ 授業改善の目指す方向性 

   

 

 

 

学校教育目標を踏まえ、今年度は特に生徒の学力向上を目指     

し、次のような取組を重点的に行っています。 

  ○ ｢主体的・対話的で深い学び」を体現する授業の在り方    

を研究し、授業実践に取り組む。 

  ○ 「鍛ほめ福岡メソッド」の趣旨を踏まえた教育実践を、全

学科で推進する。 

  ○ ＩＣＴ機器の活用技能を育成する。 

   

２ 具体的な取組 

  視覚障がいと一口にいっても、点字を使用して学習する生徒、見えにくさのために視覚補助具等を活用 

しながら学ぶ生徒など、障がいの状態はそれぞれ異なります。また、高等学校に準ずる教育課程で学ぶ

生徒、視覚障がいと他の障がいを併せ有する生徒、高等学校卒業資格を持ち職業的自立を目指して学ぶ

生徒等、教育的ニーズも様々です。生徒一人一人の自立と社会参加を目指し、授業改善と視覚障がい教

育の専門性の向上に取り組んでいます。これらの取組で中心的な役割を果たしているのが研究・支援部

と教務部です。 

(1) 授業改善のための校内研究体制 

平成29年度から「『主体的・対話的で深い学び』を体現する授業の在り方」というテーマを校内で

設定し、学校研究を行っています。学校研究では研究・支援部が中心となり、授業改善について全体

で共通理解を図るための全体研修、対象生徒を決めてチームで研究を進める学科別研修を計画的に行

っています。 

全体研修では、昨年度から教育センターの派遣コンサルタントを活用し、アクティブ・ラーニング

についての基本的な内容を研修しました。学科別研修では、授業を公開し協議することで、それぞれ

の学科の実態に応じた ｢主体的・対話的で深い学び｣の在り方を追究しています。今年度末には校内研

究報告会を行い、各学科の取組について報告し合い、成果と課題について協議する予定です。  

また、外部専門家を招聘し、視覚補助具の指導や歩行指導の在り方についても研修を行い、視覚障  

がい教育についての専門性を高めています。 

(2) 公開授業週間の取組 

研究・支援部の取組と併せて、教務部が公開授業週間を設定し、全教員が「『主体的・対話的で深

い学び』を体現する授業」を公開する取組を行いました。また、その期間は必ず一人２回以上授業を

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 

 

学校教育目標  

 自立と社会参加に向け、個性を生かしつつ、学力、健康・体力、豊かな人間性等を育むとともに、

社会の一員として主体的に考えて行動し、生涯にわたって心豊かに生きていく態度を涵養する。 

 

第24号 

(H31.2) 
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参観することとしました。校内用ネットワークを活用し、参観者が気付いた点を各自の校務用パソコ

ンから指定のシートに書き込めるようにしました。その際、それぞれが既に行っている｢主体的・対話

的で深い学び｣の取組を確認することから始めるため、そのことを評価できる内容を必ず入力するよう

にしました。この取組により、授業改善に関する意識付けが図られました。また、効率的に書き込め

る点や、視覚障がいの有無にかかわらず、全教員が内容を共有しやすい点でも優れた取組でした。 

 

３ 具体的な授業実践例 

  それぞれの学科、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) 本科普通科３年 「生物」 光合成  

   生徒は個人所有のタブレットを使い、専用のアプリケーション

で拡大文字の教科書を使って学習しています。「生物」では光合

成の内容に関してテーマ別の探究活動を行います。生徒は提示さ

れた複数のテーマの中から自分が追究したいテーマを選択しま

す。タブレットやパソコンを活用して調査を行い、考えをまとめ

る活動を計画しています。探究活動の取組の中で、ＩＣＴの活用指

導も行っていくことで、視覚障がいのある生徒が自分自身で情報

を入手する力を身に付け、主体的に学ぶ力が高まるようにしてい

ます。 

(2) 専攻科保健理療科 ２年 「衛生・公衆衛生」 疾病の成り立ち

と予防 

  単元の最終時で、「生活習慣病におけるあん摩マッサージ指圧師

の役割」について既習内容を基に自分の考えを整理し、生徒同士で

意見交換を行う時間を設定しています。意見交換を行うに当たって

は、まず、授業の導入で、重要語句の復習を行い、必要な知識の定

着を図ります。また、ワークシート「話し合いの進め方と留意事

項」を基に、進め方についての確認がなされ、生徒同士で主体的に

取り組むことができるよう配慮しています。単元の最終時に対話的

な活動を取り入れたことで、必要な知識を臨床場面でどのように役

立てていくかという視点で学びを深めることができました。 

  本校では、付属の施術所が設けられており、臨床実習等を通し

て、上記のように授業で学んだ知識等を生かし、施術者として必要 

  な能力や態度を身に付けています。 

 

４ 授業改善の成果 

   「生徒のアウトプットを意識した授業づくり」が全校で浸透しつつあります。職員室ではアクティブ・

ラーニングについての会話が多く交わされるようになりました。授業改善の取組を始める前は、アクテ

ィブ・ラーニングといえば、「ＩＣＴ機器を使わなくてはならない」「特別なことをしなくてはならな

い」という意識が強くありましたが、「既に普段の授業でも行っていた部分を見直すことや、取組を整

理することから始めればよい」という考え方が共有されるようになり、教員の自信につながりました。 

  授業では、生徒が積極的に調べようとしたり、意見交換したりする姿が見られるようになってきまし

た。特に専攻科については、知識を学ぶ場合にも体験を取り入れるよう工夫したところ、生徒の意欲が

格段に高まりました。 

 

５ 今後の課題 

生徒の様々な教育的ニーズに応えるため、今後さらに専門性の向上が必要とされています。また、少

人数化に伴い、集団での学びの場をどう確保していくかということも課題です。これらの課題を解決す

べく取り組むとともに、学校研究を中心に、本校独自の「主体的・対話的で深い学び」を追究していき

ます。 

    生物の授業の様子 

   付属施術所の臨床室 

衛生・公衆衛生の授業（生徒同士

の意見交換の様子） 

      生物の授業 
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「新たな学び」プロジェクト 地区版実践発表会レポート 

      「新たな学び」を「いつもの学び」へ 

 福岡県立学校「新たな学び」プロジェクトの地区版実践発表会が11～12月に

研究実践校を会場として開催され、研究実践校の公開授業や実践発表等、およ 

び参加校によるポスター発表が行われました。 

 県外の高校や地域の中学校からの参加もあり、「アクティブ・ラーニングの 

視点に立った授業改善」について活発な意見交流が行われ、明日からの実践に 

向けた熱意と意欲が溢れる場となりました。 

 

Ａ地区 県立小倉東高等学校  12月６日（木） 

研究テーマ「主体的にものごとに関わる生徒を育てる 

～論理的に説明する力を育成する授業改善の研究～」 

午前は小倉東高校のプロジェクトチームから、今年度の取組についての実践発表がありました。プ

ロジェクトの目的や内容について全職員・生徒・保護者で共通理解を図るためのポスターの作成や、創

立記念行事での生徒によるプロジェクトの成果の発表、公開授業の実施の工夫等、推進のための具体的

な実践が紹介されました。 

午後の公開授業では、生徒が調べたことや考えたことを協議、発

表する場面がどの科目の授業でも設定されていました。「日本史

Ｂ」では、違った年代で描かれた地図を適切と考える順序に並べ替

え、その根拠を発表することで、ヨーロッパの人々の世界観の変化

を考察につなげていました。「グループで協働して考え、発表する

学習を通じて生徒の主体性を育む」というねらいが、明確に伝わる

授業でした。授業後の研究協議では、参加者によるワークショッ

プ形式の協議が実施され、授業改善に向けて意見交換が盛んに行

われました。 

 全体会では福岡教育大学の松尾剛准教授から指導・助言をいただき、今後の授業改善に向けて必要な

視点として、①学習者の視点で授業を見直す、②アクティブにラーニングする姿とは、③学校以外の場

でも生徒がアクティブになるためには、の３点を全体で共有することができました。 

 

Ｂ地区 県立直方高等学校 12月３日（月）  

研究テーマ「深い学びを誘発する学習手法の工夫」 

午前の公開授業では、今年度整備されたＡＬルームやＩＣＴ機器を

活用して「深い学びを誘発する学習手法」を追究するための授業が展

開されました。本時の目標達成のために設定された問いに対して「個

人→グループ→全体」という活動の流れの中で生徒が主体的・対話的

に問題解決に取り組む姿が見られ、学校全体で日々着実に授業改善が

進んでいる様子がわかりました。 

午後の実践発表では、今年度の直方高校の取組について、「シン

カ」（深化・進化・真化)をキーワードにした発表があり、組織的な

 公開授業（「日本史Ｂ」） 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 
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福岡県立学校 
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プロジェクト 

 

公開授業（「数学Ａ」）   
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授業改善の取組により職員・生徒の意識改革が進んでいることが伝え

られました。 

授業の研究協議では、教師の視点・生徒の視点に立って授業の「改

善すべき点」と「自分の授業に取り入れたい点」について付箋紙を使

って意見を交流し、参加者一人一人が今後の授業改善について考える

場となりました。九州工業大学の西野和典教授からは、「これからの

教育においては、自ら問いをもち答えを考える人材や、学び続けるこ

とができる人材の育成が必要であること」、そのためには「学び方

を変えなくてはならないこと」等の総括講評をいただきました。 

 

Ｃ地区 県立光陵高等学校  12月５日（水）  

研究テーマ「能動的学習による基礎的･基本的学力の定着のための授業改善」 

 まず、光陵高校のプロジェクト推進チームから、３年間の取組についての発表がありました。アクテ

ィブ・ラーニング型の授業に全職員で取り組んだ成果として、生徒の自己評価の分析から、主体的に学

習に取り組むようになったことがうかがわれることや、以前は学年が上がるごとに減っていた家庭学習

時間が減らなくなったことなどが紹介されました。 

「数学Ⅰ」の公開授業では「図形と計量」の単元において「車椅子スロープを設計しよう」という

課題学習が実施されました。日常の事象を取り上げることで三角比を

用いる必然性を生み出すという工夫が凝らされていました。前時に個

人やグループで考えた内容を書画カメラを用いて発表しました。一人

では解決が難しい問題にグループで取り組んだり、全体で考えを共有

したりすることで、個人の考えがより深まっている様子が感じられま

した。研究協議では、日常の事象を数学的に考察している点につい

て、授業改善のヒントが得られたという意見が多く出されました。   

「英語表現Ⅱ」の授業では、アウトプットの目標提示のもと、電

子黒板を効果的に使って「話す活動」が展開されました。評価につ

いてもルーブリックが提示され、生徒は相互評価を行い、次の活動への動機付けとしていました。 

福岡教育大学の生田淳一教授は指導・助言の中で、「未来が変わり、誰も正解をもっていない中

で、自分の知識を再構築できる人」を育てる、つまり「アクティブ・ラーナー」を育てることの必要性

についての話をされました。また、平成27年度からの本県の取組を振り返って、アクティブ・ラーニン

グが各学校に浸透してきたことへの感慨を述べられました。 

 

Ｄ地区 県立朝倉高等学校  12月17日（月）  

研究テーマ「ＩＣＴの活用と対話・討論による深い学びの創造」 

 ６科目の研究授業が行われ、その他の授業も全て公開されまし

た。プロジェクタ型電子黒板（全教室に設置）を活用して板書等を

効果的に提示している授業、タブレットＰＣを用いて個人の考えを

深めた上でグループ協議や全体発表・協議で思考力・判断力・表現

力等をはたらかせる授業等、教科・科目の特性や学習内容に合わせ

た工夫が見られました。研究協議では、個人で考えを深めるための

タブレット活用、情報を共有するための電子黒板の活用等、目的に

応じたＩＣＴの活用法や、単元の中でのＩＣＴ活用の位置付け、授

業準備の時間確保等に関する情報交換が活発に行われました。 

 全体会では、今年度の実践を総括した発表が行われ、ＩＣＴ活用

の取組、調査研究活動等に関する成果と課題が、職員アンケート・

生徒アンケートをもとに客観的に述べられました。成果としては、

①ＩＣＴの活用が全ての教科で推進されたこと、②授業改善により

生徒の学力が向上したこと、課題としてはリフレクションの充実が

挙げられました。県教育センターの宮原清主任指導主事の講評では、 

研究協議 

公開研究授業（「現代社会」） 

実践発表 

ＡＬルームでの研究協議会 

研究協議 
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同校の調査研究活動の中心的取組であるＩＦＡ（インターナショナル・フォーラム・イン・朝倉）につ

いて、①調査研究や討論によって思考力・判断力・表現力等を伸ばす有意義な取組であること、②事

前・事後指導をいっそう充実させることで「総合的な探究の時間」の中核的な取組へと発展することが

期待できること、が述べられました。 

 

Ｅ地区 県立輝翔館中等教育学校   11月29日（木） 

研究テーマ「ＩＣＴ機器を活用したアクティブ・ラーニングによる指導法の深化と評価法の研究」 

 中学校３教科、高等学校４教科の計７学級の授業が公開されまし

た。どの授業でもタブレットＰＣや電子黒板等のＩＣＴ機器が活用さ

れていました。生徒がタブレットＰＣを使ってプレゼンテーションを

する場も設定され、学習ツールの一つとしてＩＣＴ機器を活用する様

子がよくわかりました。公開された全ての授業が３年間の着実な取組

の成果がうかがえる内容でした。 

 全体会では、久留米大学の安永悟教授が「探究力を育てる授業」      

というテーマで、講演をされました。安永教授が研究されている「協

同学習」が体験できるように、講演の中でグループ協議の時間が３回

設けられました。各グループは輝翔館中等教育学校の教員と他校から

の参加者で編成されており、輝翔館中等教育学校の先生によるファシ

リテーションによって活発な意見交換が行われました。安永教授は、

講演の途中でも参加者からの質問を受けられ、丁寧に回答されまし

た。特に探究学習とその評価についての質問が多く出されました。   

 公開授業や講演を通して、社会で求められる人材育成のために、生

徒にどんな資質・能力を身に付けさせるべきか、そのためにどんな授

業を展開すべきかについて参加者が実践の具体的な見通しをもつこと

ができました。 

 

各会場 ポスター発表  

全会場で各参加校が工夫された特色あるポスター発表を行い、

授業改善の取組や特色ある授業実践を紹介しました。どの会場で

も参加者が熱心に説明に耳を傾けて質問をしたり、他校のポスタ

ーを撮影したりする様子が見られました。特に、ＩＣＴ機器の活

用や観点別評価の実施状況、探究学習や課題研究の取組への関心

が高く、活発な情報交換が行われました。 

参加者からは「近くにある県立学

校がどんな取組をしているかがわか

ってよかった」「もっと詳しく話を

聞きたいので、近々学校訪問をした

い」「ポスターにまとめることで自

校の授業の在り方について考える良

い機会になった」との声が上がって

いました。 

  

福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」の成果公表について  

 研究実践校の研究報告および地区別実践発表会で展示された各校のポスターは、「平成３０年度 福

岡県立学校 新たな学びプロジェクト報告書」（年度末発行予定）に掲載されるとともに、県教育セン

ターのホームページで公開する予定です。 

 なお、県教育センターのホームページでは、平成２７年度からの「新たな学びプロジェクト」の報告

書や研究成果物、「ふくおかＡＬ通信」全号も公開していますので、是非御活用ください。 

公開研究授業（「数学Ⅰ」） 

全体会    
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