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第３章 ふくおかＡＬ通信 ～県立学校の教室から～（第 34号～第 40号） 

 

「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２年度 各号掲載校＞ 

   第 34号  三池工業高等学校 

   第 35号  折尾高等学校 

   第 36号  武蔵台高等学校 

   第 37号  若松高等学校 

   第 38号  大川樟風高等学校 

   第 39号  地区版実践発表会特集号 

   第 40号  研究協力校オンライン発表会 

       

＜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 

   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 

 



 

 

 

 

 

福岡県立三池工業高等学校 

産業発展に寄与できる工業人の育成 

明治41年三井家が、わが国工業界の「志士」を育成する目的で設立した三井工業学校が、昭和25年

福岡県営に移管され本年度で創立112周年を迎える歴史と伝統を有する工業高校です。志をもって意欲

的に学び、自律心と思いやりの心を持つ、たくましい人材の育成を目指しています。また、伝統と文

化を尊重し、「知恩感謝」の念を抱き、世界に貢献できる人材の育成を図っています。 

 

１ 授業改善の目指す方向性 

昨年度の課題としてあがった「充実した授業（アクティブ・ラーニング）の展開」を踏まえ、今 

年度は「授業規律の確立と授業技術を高め、『人を育てる授業』を展開する」ことを重点目標の一 

つにしました。その実現のために、教師自らが自己研鑽に励み、ＩＣＴ機器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に努めています。特にＡＩ時代を生きるために必要とされ

る協働して物事に取り組む力を育てるために、ＡＬ－ＩＣＴ教室の活用を積極的に行っています。 

２ ＡＬ－ＩＣＴ教室の活用 

(1) 設置までの経緯 

ＩＣＴ機器を用いて生徒の資質・能力を身に付けさせるために、ＡＬ－

ＩＣＴ教室を設置するプロジェクトチームが昨年 6 月末に立ち上がりまし

た。教頭や教務主任をはじめとした 7名からなるチームで、ＩＣＴ機器や資

材の調達などの検討を行いました。特に授業形態によって自由な配置が可

能となる机や椅子のレイアウトを工夫しました。8 月の夏季休業中の出校日

に、プロジェクトチームの教員だけでなく生徒からも有志をつのり、2 日間

をかけてすべて手作りで完成させました(写真 1)。 

(2) ＡＬ－ＩＣＴ教室の概要（写真 2）とレイアウト例（図 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

写真1 教室作製の様子 

写真2 ＡＬ－ＩＣＴ教室の概要 
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(3) 授業等での具体的な取り組み 

  現在は、主に専門科の授業（電気科・情報電子科・電子機械科

など）で活用しています。今回は、１年生の「情報技術基礎」の

授業を紹介します。基本論理回路の仕組みを協働して学ぶことを

ねらいとして、デジタル回路シミュレーターを用いて学習します

（写真 3）。まずは「NAND回路」・「NOR回路」・「EXOR回路」と

いう回路について教科書に記載された内容を、班ごと（4～5 名）

にタブレット端末を用いてデジタル回路シミュレーターで確認し

ます。タブレット端末の画面がモニターに映し出され、内容を班

員全員で共有することができます（写真 4）。「お互いの意見を尊

重する、ＩＣＴ機器と教科書を使って深い学びにつなげる、気付

く力を養う」という授業の導入で確認したポイントを踏まえなが

ら、不明な点があれば班ごとに意見を出し合って、どうすれば回

路がうまく働くかを模索します。どうしてもわからない時のみ教

員がアドバイスを行います。それ以外は、教員による説明はほと

んど行いません。その後、それぞれの回路についてわかった内容を

生徒が説明します。最後に、自分たちで身に付けた知識をもとに問

題演習を行います。演習を行う際も、デジタル回路シミュレーター

を使い、答えが合っているかを生徒自身で確認します（写真 5）。

教員がファシリテーターとして生徒に関わりながら生徒自身が主体

的・協働的に学ぶＡＬ－ＩＣＴ教室の利点をいかした授業でした。 

３ 授業改善の推進体制と校内での研修内容 

   企画情報部内の研修課と情報課を中心に学校全体で授業改善に取           

り組んでいます。昨年度は「ＡＬ－ＩＣＴ教室の活用について」と   

いうテーマで全日制・定時制の合同職員研修を実施しました。また本年度は「研究授業」、「ＩＣ

Ｔ教材の製作・紹介」、「新たな教材の製作・紹介」の3テーマから教員が一つを選び、研究内容

を報告する研修も予定しています。さらに、今年度から「授業アップ通信」を教員向けに毎月発行

し、教員個々の「イイとこ」を教員間で共有できるようにしています。 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

   生徒は、ＡＬ－ＩＣＴ教室で実施される授業に意欲的に取り組んでいます。通常の教室とは異

なる環境であるためか、普段よりも生徒が顔をあげて授業に臨むようになりました。さらに生徒自

らが考えながら協力して活動を行うようになりました。一方、教員は協働的な活動をどのように組

み込むのかを計画するとともに、生徒のアウトプット活動を重視する授業を行うようになりまし

た。何より生徒だけでなく、教員からも授業をするのが楽しくなったという感想が多く聞かれるよ

うになりました。 

(2) 課題 

  学習評価が、今後の課題としてあげられます。来年度から観点別評価を充実させる予定であ

り、ルーブリックを用いた評価のあり方を検討しています。 

５ 今後の方向性 

    「ＡＬ」と「ＩＣＴ機器の活用」の推進を図りながら授業改善に努め、ＡＬ－ＩＣＴ教室だけで

なく他教室の設備も工夫していきたいと考えています。 

写真3 デジタル回路シミュレーター 

写真5 問題演習の様子 

写真4 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末を用いた学習の様子 

２色の机と３色（赤・青・

黒）の椅子が使い分けられ、

グループが組みやすい工夫 

がなされています。 

図1 

ＡＬ－ＩＣＴ教室のレイアウト例 
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福岡県立折尾高等学校 

創造×挑戦 未来の自分は今日の自分が作る 

福岡県立折尾高等学校は、商業と家庭に関する学科を設置する専門高校です。平成２７年度から昨

年度までの５年間、福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」の研究開発校として、ＡＬを核とし

た教育活動に先進的に取り組んできました。今春の臨時休校を契機に、オンラインの強みを活かし

たオンデマンド型の学習動画配信、生徒との情報共有や交流等を、全職員で始めています。まさ

に、創造×挑戦です。  

 

１ 創造×挑戦 ～教育基本方針 

  専門的職業人として必要な豊かな人間性や生涯にわたり学びに向かう力を身に付け、未来の創り

手として様々な課題解決に挑戦し、活躍できる人材の育成を目指し、「創造×挑戦 未来の自分は今

日の自分が作る」を合い言葉に、専門高校として「主体的・対話的で深い学び」の新たな形を創造

し、「生き抜く力」を育む教育活動に挑戦しています。 

   

２ ＡＬの学校文化にＩＣＴ ～授業改善の組織的な取組と成果 

(1) ＡＬ（アクティブ・ラーニング、主体的・対話的で深い学び）を核とした教育活動 

昨年度まで研究開発校として以下の様な先進的な取組を行ってきました。 

・ 企業と連携した商品開発や販売促進等、社会に開かれた課題研究等の探究学習 

・ 全教科においてルーブリックを用いたパフォーマンス評価 

・ クラスにＡＬ係を設け、ＡＬ発表会等において生徒の主体的なプロジェクトへの参画を促進 

・ 職員間の授業改善の成果や課題を共有する「折高ＡＬ通信」（図１）や、生徒のＡＬ係が自 

 分達の学びの見通しや成果を共有する「学年ＡＬ通信」の発行 等 

 上記の取組の良さは継続しつつ、さらに教育効果を高め 

るため、今年度は以下のような改善を図ったり、新たな取組

を始めたりしています。 

・ 各教科のルーブリックを生徒の自己評価や相互評価が容 

 易になるよう改善 

・ キャリアパスポートを導入し、その中で学校生活全体を 

 振り返ることができるグランドルーブリック等を提示 

・ 生徒のメタ認知能力を高めるための１枚ポートフォリオ 

 の導入 等 

 

(2) オンデマンド（生徒が見たい時に繰り返し再生可能）型の 

 オンライン学習支援 

コロナ禍による臨時休校中、教務部主導で、オンライン学

習の時間割を作成し、全職員がオンデマンド型の学習動画を  

Office365 上にアップしました。昨年度までも Office365の 

活用に焦点化した公開研究授業や職員研修を実施し、前述の 

「折高ＡＬ通信」でも情報共有してきたので、スムーズに実 

施することができました。 

学習動画公開以外のオンライン活用の主な取組は以下のと

おりです。 

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

第３５号 

(Ｒ2.9.16) 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 

 

図１ 折高ＡＬ通信 
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・ Office365 を活用した課題の配布・提出 

・ Zoom を活用したホームルームや面談の実施 

・ Forms を活用した授業の振り返り、健康観察の提出・集約 等 

 

(3）学校再開後のＩＣＴ活用（取組の成果） 

今回の臨時休校を機に、それまで一部の教員に留まっていた電子黒板や Office365 等の活用

が、全職員に広まりました。Forms による生徒の感想によると、対面授業再開後もオンデマンド

型の学習動画の提示を続けたことは非常に好評で、生徒の声が教員のＩＣＴ活用を後押ししまし

た。また、毎日の生徒の健康観察を Forms を使用し提出させたことで、集計や把握が容易にな

り、業務の軽減にも大きく貢献しています。なお、現在、生徒の個人所有のスマートフォンには 

OneDrive をダウンロードさせています。 

 

３ 具体的な授業実践例 

 (1) ３年「調理」 ～ＢＹＯＤ×Forms で意見交流 

  ゼラチンの調理特性を官能評価する授業でした。ゼラチン濃度の違うゼリーを作り、食べ比べ

ました。生徒は各自個人所有（ＢＹＯＤ）のスマートフォンで感想等を Forms に入力して提出

し、クラス全体で交流しました。教師は「口に入れた瞬間とろけた♡」等生徒のコメントを取り上

げたり、「寒天を食べた時と比べてどうだった？」と前時を思い出させたりして、授業をつない

でいきました。近距離・対面の対話が難しい状況においても、生徒間で考えを交流できる方法を

考え、実践しました。 

 

(2) ３年「現代文Ｂ」 ～ＩＣＴ×ＡＬ 
   文学史を通して、自力で学習するための基礎を学ぶ授業で

した。授業の初めにスライドで、目標（評価規準）を提示
し、ルーブリックで知識・技能以外の評価基準も投影しま
した（写真４）。授業で使用した説明スライドは、教師の
解説の音声をつけ、授業後 Office365（OneDrive のドキュ
メントライブラリ）にアップします。生徒は自分のペース
でしっかりと家庭学習に取り組み、自信を持って授業に臨
めるので、授業中は積極的に挙手をして発表する姿が見ら
れました。 

 
４ ＩＣＴがＡＬを促進 ～授業改善の成果 
  職員の変化については２(3)で触れましたとおり、ＩＣＴへの抵抗感が減り、一部ではなく全職員
で活用できるようになりました。また、従来の板書では時間がかかり断念していた目標・流れ・ル
ーブリックの提示が簡便になり、主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善も促進できま
した。 
生徒については、授業中の学びに向かう姿勢が高まり、積極的な発表・発言が増えました。学び

への主体性や積極性により就職試験等の面接においても自分の言葉で語れる生徒が増えています。 

 
５ ＩＣＴ×授業＋評価 ～今後の課題 

現在、評価については、定期考査の点数を５割、それ以外の活動点を５割としています。ＩＣＴ
を活用し、生徒の学びを見える化することで、評価についても考査依存からの脱却を図っていきた
いと考えています。 

それぞれの濃度のゼリーの感想

を Forms で提出。即座に前方の

スライドに反映される。 

写真４ 学習の評価基準をスライドで示す様子 

写真１ 試食した感想を考える生徒  写真２ Forms 入力画面 写真３ 生徒の感想の集計結果の提示 

※官能評価・・・食品等の品質を人間の感覚 

を用いて判定する検査 
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福岡県立武蔵台高等学校 

創立４０周年「明るく、楽しく、いきいきと。」をモットーに！ 

福岡県立武蔵台高等学校は、昨年創立40周年を迎えた全日制課程の普通科高校です。みんなが活き

活きと輝ける高校を目指して、創立40周年に「明るく、楽しく、いきいきと。」というモットーが決

められました。当校は、創立30周年の平成21年８月に、九州の小・中・高

校の中で初めてユネスコスクールに加盟し、以来「国際理解教育」と「地

域歴史文化教育」を柱として活動しています。特徴のある学校独自の活動

には、「サマースクール」（小学校への学習支援）、「ユネスコ講演会」

そして開校以来の伝統行事「天拝山登山」があります。 

 

１ ＡＬ型授業を支援するＩＣＴ環境整備 

  ＩＣＴ担当チームを中心にＩＣＴ環境の整備を計画的に推し 

進め、ＡＬ型授業を支える環境を実現しています。 

(1) 全教室に同じＩＣＴ機器を設置 

  全教室に共通のＩＣＴ機器が整備されています。毎時間の 

授業でＩＣＴを活用する上で、同じ機器があることは、とて 

も重要です。機器の基本構成は、天井吊下げ式単焦点型プロジェクタ、吊下げ型スクリーン、小型 

ＰＣ、書画カメラ（実物投影機）です（図１、写真２）。プロジェクタは電子黒板機能をもち、双 

方向型展開のＡＬ型授業を支援します。スクリーンは上部に収納できるため、黒板全面を使った板 

書を中心とする授業展開も可能で、多様な授業形態の中から最適なものを選 

ぶことができます。特に、書画カメラ（写真３）の活用は、ＩＣＴ導入の敷 

居を下げました。提示資料を生徒が注視することで発問しやすくなり（写真 

２）、それを受けて生徒の議論が促され、授業がＡＬ型になった結果、ＩＣ 

Ｔ活用、ＡＬ導入を前提に授業が再設計されることとなり、授業改善につな 

がりました。全教室にＩＣＴ機器を整備すると、アップデートや設定変更等 

の機器管理が課題となります。しかしながら、ＩＣＴ担当チームはソフトウ 

ェアで職員室から機器を遠隔集中管理し、機器管理の効率化と機器の安定し 

た稼働を実現し、ＩＣＴを活用した毎日の授業を支えています（写真４）。 

 (2) ＩＣＴ活用の普及はボトムアップのＯＪＴで 

利用マニュアル等が整備されていても、慣れないソフトウェアを使ったＩ 

ＣＴ教材の作成には負荷がかかります。これに対して、校内ではＯＪＴが機 

能してＩＣＴ活用の普及を後押ししています。特に、今回の新型コロナウイ 

ルス感染拡大防止のための休校期間中には、教材作成のノウハウを学び合う 

相互交流や校内ネットワークを介した教材の共有が進み、教員の教材づくり 

のスキルアップとＩＣＴ教材の蓄積が図られました。トップダウンで推し進 

められる形ではなく、新たな環境に対応した授業の形として、ＩＣＴ活用教 

材の必要性が高まり、それを受けて教材作成のノウハウを教員が相互に学び 

合うというボトムアップ型のＯＪＴが生まれ、授業再開に向けた準備が進め 

られていきました。各教科ではＩＣＴ教材の共有が図られており、共有によ 

って教材の活用が進めば、それをもとに各教科の授業改善へとつながること 

が期待できます。自然発生的に組織されるＯＪＴは、教員の良好な関係を育 

む学校文化があってはじめて生まれるものだと思います。 
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（写真２）授業風景 

（写真４）機器管理画面 

（写真３）書画カメラ 

（写真１）ユネスコスクール 

(図１)教室のＩＣＴ機器設置イメージ 
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(3) 武蔵台チャンネル ～独自の映像配信システム～ 

  武蔵台高校には各教室にハイビジョンレベルの映像を届けられる映像配信 

システム「武蔵台チャンネル」があります（写真５）。式典や生徒総会、講 

演会などの映像を全教室に配信することができ、新型コロナウイルス感染防 

止対策を図りながら学校行事を行うことができます。会場への移動時間が不 

要で、授業同様に映像を注視する効果は生徒の主体的参加を促すようです。 

オンライン授業導入に当たっては、「はじめてのオンライン授業」という独 

自の教員向け冊子を作成するなど、ＩＣＴ活用を進めようとするＩＣＴ担当 

チームの熱意と細やかな気配りを感じます。 

２ 「総合的な探究の時間」の取組 ～課題解決型学習プログラム～ 

総合的な探究の時間では、ＳＤＧｓをテーマとする課題解決型学習プログラムを実施しています。 

 (1) 課題研究で育成する具体的生徒像を示し、各活動の目的を明確にする 

   総合的な探究の時間では「協調して問題を解決することができる」「自分の意見を述べること 

ができる」「プレゼンテーション能力を身に付けている」という生徒像を設定し、育てたい力とし 

て問題把握能力、情報検索・分析能力、論理的思考力、プレゼンテーション能力を上げ、課題研究 

を中心としたプログラムを編成しています。具体的目標が示されることで、どのような力を育成す 

ればよいかを教員が共有し、協働して効果的な指導を行うことができます。生徒の立場においても、 

折に触れて教員が目標を示すことで、各活動の意味を理解し、自分の 

成長を図るとともに、見通しを立てて活動を行うことができます。 

 (2) ユネスコスクールとして、ＳＤＧｓ17の目標からテーマを選択 

   課題研究は５人１組の班で行います。班の研究テーマはユネスコス 

クールの特徴を生かし、国連の「ＳＤＧｓ17の目標」に沿って設定し 

ます。研究テーマは班協議で決定し、続いて班内で研究テーマを細分 

化した小テーマを決め、それに基づいて個人活動をします。個人活動 

の結果を班で発表し（写真６）、発表内容を班でまとめ、複数回の発 

表・修正の繰り返しで内容を洗練させ完成させます。年度末にはクラ 

ス代表による学年発表の機会が用意されています。以上が１年間の活 

動で、２年次は１年次の経験を活かし更に深く学んでいきます。 

(3) 整備された生徒向け・教員向け資料 ～活動を支える制度設計～ 

  総合的な探究の時間は、総探の「特命チーム」が中心に計画してい 

ます。「課題研究マニュアル」が用意され「課題研究とは」「課題研 

究でよく使われる用語」「課題研究のステップ」「課題研究の特徴」 

「気をつけるべきポイント」「課題研究で身に付く力・身に付けるべき力」「研究倫理に関して」 

「スマートフォン・パソコン室・他の施設の利用規定（※ＢＹＯＤの活用に言及）」「最後に（協 

働的な学びに言及）」の項目が設けられています。マニュアルには、課題研究の手順や必要となる 

心構え、培われる資質・能力が示され、活動の全体像が俯瞰できることから、課題研究の意義を理 

解し、見通しを立てて取り組むことにつながっています。工夫された活動記録用紙、ワークシート 

等の資料も準備されており、ＩＣＴを活用したＡＬ型の活動を支えています（写真６、７）。 

(4) 総合的な探究の時間の記録を生かす ～学習ポートフォリオ～ 

  生徒は、各時間の「総合的な探究の時間の記録」をワークシート等と共に保存します。この記 

録は学習ポートフォリオとなっており、生徒が記録を参照して以降の見通しを立てたり、自身の学 

習活動を振り返ることができ、３年次には、キャリア設計に関わる資料として活用することもでき 

ます。教員側からは、生徒の資質・能力の育成状況に関わる情報が得られ、計画の修正、再設計を 

するのに役立ちます。ＳＤＧｓからのテーマの選定は類似テーマを扱うことになりますが、ポート 

フォリオの活用で差別化が図られ、年ごとにより深く多様な研究内容になっていくと期待できます。 

３ 今後の課題 

  多くの実践を生かし、教科特性に合わせたＩＣＴ活用の方法や学習効果の検証、新型コロナウイ 

ルス感染症拡大状況を想定した授業設計、教育活動を支えるＩＣＴ環境整備を引き続き進めていま 

す。課題研究を含めた様々な活動や職員会議等の情報共有の機会が制限され、当初予定から大幅に 

変更する必要がある中、学校が一体となって課題解決に向け取り組んでいます。 

（写真７）生徒の資料を投影・共有 

（写真６）投影用と読み上げ用資料 

（写真５）映像配信機器 
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   福岡県立若松高等学校 

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 

平成24年度に創立100周年を迎えた、伝統のある普通科高等学校です。「自主、礼儀、責任」の校訓

の下、「確かな学力を身につけ、自分の心で感じ、自分の頭で考え、自分の言葉で語ることのできる

『生きる力』を備えた生徒」の育成を目指し、教科指導、進路指導、生徒指導等を通じ、高い規範意

識、意欲をもって挑戦する心、若高生としての自信と誇りを育む教育活動を展開しています。教科指

導力、生徒指導力を高めるため、教員相互が学び合う雰囲気が校内で醸成されています。 

 

１ 授業改善の推進体制と環境整備 

(1) ＩＣＴ環境整備 

平成 24 年度から 27 年度に県のＩＣＴ活用推進校の指定を受け、パソコンやプロジェクタなど

が配備され、充実が図られました。これを機に学校全体でＩＣＴ機器を活用した授業実践が積極

的になされるようになりました。 

 

(2) 職員間の強い信頼関係を生む土壌 

  学校全体で「率先垂範」の姿勢を教員が示すことが意識されています。若手の教員が学校内で

増えている中、先輩教員が積極的に生徒への指導に当たっており、模範を示しています。全教員

が教科指導においても生徒指導においても相互に協力して指導に当たる体制が構築されています。 

 

２ 知識構成型ジグソー法の導入と校内での研修内容 

在籍する生徒の進路は多様なため、生徒の希望する進路に対応した資質・能力を高める必

要があります。その一方で、生徒の積極的な授業参加が図られていない、学習への集中力が

持続しきれていない、基礎学力の定着が不十分であるといった課題があり、授業改善の必要

性が求められていました。その中で、生徒全員が学習活動に積極的に参加できることに加え、

学習の手順が分かりやすいため、教員が導入しやすく生徒も見通しをもって学習に取り組み

やすいことから、知識構成型ジグソー法を学校の教育活動に取り入れることとしました。 

知識構成型ジグソー法の導入が決定した後、職員研修を行い、どのように知識構成型ジグ

ソー法の学習を進めていくのか教員全員で実際に体験しました。さらにこの職員研修後、教

員全員が知識構成型ジグソー法を使用した授業を構想し、指導案を作成しました。これらの

取組によって教員が授業改善を自分事として捉え、実践に向かう意識を向上させることがで

きました。それ以外にも、知識構成型ジグソー法の推進を図っている東京大学 CoREF から講

師を招き公開授業を行ったり、校内で各教科の代表者による公開授業を行ったりすることで、

全教員が知識構成型ジグソー法に対する理解を深めることができました。  

 

３ 授業の実際（３学年 物理「物質と電気抵抗」） 

静電気が発生する仕組みと電荷が持つ性質を学び、箔検電器（資料）に見られる現象をミ
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クロレベルで解析することを授業のねらいとしました。授

業担当者による演示実験が行われた後、「箔検電器に帯電

帯を近づけると、なぜ箔が開くのか、その理由を考えよ

う」という本時の課題が生徒に提示されました。その課題

を解決するために A～C の３つのエキスパート班が設定さ

れ、それぞれのエキスパート班に「物体が帯電するしく

み」「静電誘導について」「静電気力について」の資料が

配布されました。最初は個人でそれぞれに配布された資料

を読み取ってその内容をまとめ、その後、まとめた内容に

ついて同じ資料を読み取った生徒同士の班で意見交換を行

いました。個人での活動の際は資料の読取りが適切に

行われているか、授業担当者が机間指導を行い、個別

にアドバイスを行っていきます。新型コロナウイルス

感染対策も万全で、グループで対話的な活動を行う際

は全員の机の向きを同じ方向に向け、班の人数も少人

数（３人）とし、生徒相互の距離も配慮するようにし

ていました（写真）。「意見交換をする時には、自分

の言葉で説明するようにしよう。」と授業担当者から

の声掛けに後押しされるように、生徒は自分の調べた

内容を相互に確認し合っていました。 

エキスパート班での活動終了後、ジグソー班が設

定され、A～C それぞれのエキスパート班で身に付けた内容について各自が説明を行いまし

た。「静電気現象が起こるのは摩擦などで電子の移動が起こる」「静電誘導という現象があ

って･･･」など３人がそれぞれ説明した内容を基に課題に対する自分の意見をまとめていき

ます。最後に授業担当者が電子黒板でアニメーション教材を用いて、電子の移動と電荷の分

布について説明し、本時の課題を考える上で必要な考え方について理解を深めました。  

 

４ 生徒及び教員の変容 

  知識構成型ジグソー法を導入したことで、生徒が意欲的に授業へ参加する姿勢が高まりま

した。ジグソー法ではエキスパート活動を行った後、ジグソー活動で自分が学んだ内容を他

の生徒に説明したり、他の生徒から教えてもらった内容を自分でまとめたりすることが必要

です。それに伴い、課題に対して自分の言葉で説明する力が向上しました。また、教員がこ

れまでの自分の授業を見つめ直すようになりました。授業改善への意識が向上し、知識構成

型ジグソー法以外の様々な方法で授業を実践する教員が増えました。また、講義型のみの時

と違い、生徒の活動時間が増えたことで、授業中に教員が生徒の学習状況を把握したり、苦

手意識を持つ生徒に個別に指導したりするなど、一人一人の生徒に適切な指導を行うことが

できるようになりました。 

  現在は学校にタブレット端末が配備され、タブレット端末を活用したジグソー法を行うな

ど実践の幅がさらに広がっています。 

 

５ 今後の課題及び方向性 

IＣＴと知識構成型ジグソー法を融合させた実践を各教科や総合的な探究の時間で増やし

ていくことと、授業改善は学校全体で進んでいますが、適切な学習評価をどのように実現し

ていくかが課題となっています。 

写真  座席配置を工夫したジグソー活動 

資料 箔検電器（イラスト） 
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福岡県立大川樟風高等学校 

～ 十人十色の未来と笑顔 ～ 

福岡県立大川樟風高等学校は、平成 14 年に大川高等学校と大川工業高等学校の発展的再編によって

誕生した、普通科（２クラス）、文理科（１クラス）、住環境システム科（１クラス）の異なる学科

を併置した、県内に４校ある総合型高校の一つです。「志学・創造・貢献」の校訓の下、豊かな心と

自立の精神を育み、平和的な国家及び社会の形成に貢献できうる心身共に健やか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 

大川樟風高校は、各学科において、体系的、計画的な学習を確保しながら、生徒の興味や進路希

望の変容に応じて、弾力的に希望する科目の選択ができる総合選択制を導入することで、多様で柔

軟性のある教育課程を編成し、教育活動を行っています。大川市唯一の高等学校として、地域を支

える有能な人材を育成し、地域に根ざした特色ある学校を目指しています。生徒や保護者、そして

地域社会のニーズに応えるために、「十人十色の未来と笑顔」をコンセプトに授業改善及び情報発

信に力を入れています。その中でも、ＩＣＴ教育を推進し、主体的・対話的で深い学びの実現を図

ることで、生徒の学力向上、進路実現に力を入れています。 

 

２ 授業改善の推進体制 

(1) 充実したＩＣＴ機器 

授業改善を推進していく上で重要な役割を担っているのが、充実したＩＣＴ機器です。校内に

は、電子黒板５台、タブレット型端末１２１台、無線ＬＡＮ、移動式アクセスポイントが整備さ

れ、各教科等の授業への活用が積極的に図られており、生徒の学力向上の推進に効果を上げてい

ます。 

(2) ＩＣＴ活用に関する校内研修 

年３回のＩＣＴ活用に関する校内研修や「ＩＣＴ通信」の定期的な発行を通して、ＩＣＴ活用

のスキルアップや活用事例の共有化を図っています。 

(3) ＷＥＢ学習サービスの活用 

    文理科では、平成 27 年度からＷＥＢ学習サービスを導入しています。基礎学力の定着を目的 

として、各教科の担当教員が、１日１回、課題と解答を生徒のタブレットに配信し、家庭学習を

促しています。この課題の取組状況から、教員は生徒の理解度を事前に確認し、授業計画を立て

ることができます。授業中における生徒の疑問点は、タブレットを介して瞬時に全員で共有され、

それらの疑問に対し、グループ活動等で意見を出し合うことで解決しています。このような学び

合いを行う中で、インプットとアウトプットを促進し、知識の定着を図っています。また、生徒

の学習の記録についてもＷＥＢ学習サービスを活用しています。家庭での学習時間や学習した教

科を入力し、グラフ化することにより、生徒自身が日々の学習時間の確保ができているか、学習

教科に偏りがないかを確認することができます。生徒は自分自身の学習への取組を振り返り、目

標設定を行い、課題を自覚することで学習改善や自己調整力を高めることにつなげています。教

員は、ＷＥＢ学習サービスを活用して、生徒の家庭学習の状況を正確に把握し、生徒の学びを深

め、希望進路の実現を図るための学習を考えています。 
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 (4) 動画配信 

   学校のホームページから各生徒が授業動画を視聴できるようにすることで、基礎的な知識・技

能を自ら学べるようにしています。また、コロナ禍における休校期間中には、課題の解説動画や

就職希望者へ向けての就職対策動画等も配信し、生徒が主体的に取り組むことができる環境を充

実させました。 

３ 授業改善の実践 

(1) 研究授業 

  毎年、各教科の代表１名が研究授業を実施するようにしています。 

実施に際しては、ＡＬもしくはＩＣＴのいずれかをテーマとして、研 

究授業を実施するようにしています。このようにテーマを設定して研 

究授業を実施することにより、教員のＡＬの実施やＩＣＴの活用に対 

するアイデアがふくらみ、ＡＬやＩＣＴを日々の授業に取り入れるこ 

とが進んでいます。                        写真１ 研究授業の様子 

(2) 日常の授業 

  電子黒板を資料提示や黒板の代わりに使用するこ 

とはもちろんのこと、生徒の発表用としても大いに 

活用しています。生徒の考えを表出する際に電子黒 

板を使用することにより、思考力・判断力・表現力 

を高めることを心掛けています。 

 「生物基礎」の授業では、まず、生態系の回復に 

ついて理解を深めるために、電子黒板でアメリカ・     写真２ 生物基礎の授業の様子 

イエローストーン国立公園のオオカミの個体数とポプラの若木の個体数の資料などを提示しまし 

た。その後、身体的距離を保ってのペア学習で、生物種の増減についての考えを深めた後、全体 

で交流しました。 

 (3) 評価への活用 

   一部の教科では、タブレットの録画機能等を用いて、生徒の活動の様子や実技試験を動画で記

録し、授業後に様相観察や実技の再確認を行う等、評価にもＩＣＴ機器を活用しています。 

 

４ ＩＣＴ教育推進による効果 

ＩＣＴ教育を推進することにより、生徒の顔が上がってい 

る時間が増え、ノート記入等の時間が削減されることで、生 

徒の思考する時間や生徒同士が対話する時間が十分に確保で 

きるようになり、「主体的・対話的で深い学び」が実現でき 

ています。また、教員にとっては、ＩＣＴを活用した授業づ 

くりに向けて授業の進め方を教え合ったり、一緒に考えたり 

することで互いに刺激し合い、職員室内の会話が増え、情報 

の共有も進んでいます。さらに、生徒の振り返りの時間を設 

けることにより、生徒が自らの学習への取組を見直し、授業    写真３ グループ学習の様子 

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。これらの取組が広がるに 

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も高まっています。 

 

５ 成果と今後の方向性 

ＩＣＴ教育を進めることにより、生徒の学びへの意識が変容していることを全教員が実感してい

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、大川樟風

高校の目指す生徒像から生徒に付けるべき力を見直し、計画的、組織的な授業改善を推進していき

ます。 
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本年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、オンラインで地区版実践発表会を行いました。

各校とも、この一年間でスキルアップしたICT活用能力を遺憾なく発揮し、オンラインならではの工夫

を凝らした充実した発表会となりました。  

Ａ地区 門司学園高等学校  12月10日（木） 

研究テーマ「ICT機器を利用した AL型授業による授業改善と観点別評価の一体化に向けた研究」 
地区内 17 校から 24 名の先生方が参加されました。事前の接続テス

トでは、Zoomへの入室で課題が見られましたが、発表会当日はスムー
ズに入室が行われました。 
実践発表は、会場校の通信環境に不安があるとの判断で、事前に動

画を作成してそれを視聴するオンデマンド型で行われました。実践発
表は、学校全体での取組の概要だけでなく、研究授業をされた各教科
（国語、数学、英語、理科、地理歴史）の先生方がそれぞれの授業に
おける ICT 機器を活用した手立てを、画像を入れながら説明しまし
た。また、オンライン文化祭について生徒会長が説明するなど、学校
での ICT 活用の取組が具体的に紹介されました。説明スライドによる
協議は、ブレークアウトセッションではなく、四つの分散会を単独の
Zoom ミーティングで開催しました。これにより、全体の途絶を防ぐことができるとともに、運営側が
多くの参加者を管理する必要がなく、不慮の事態等にも柔軟に対応できるようになりました。また、
一つの分散会に３～４名の先生方が運営に携わることで、オンライン研修の運営に関する経験を多く
の先生方で共有することにもつながりました。協議も各校の特色ある取組が紹介され、それらの取組
に対する質問が多く出され、有意義な時間になりました。 
全体会で協議の内容が共有された後、福岡教育大学の小泉教授から「ICT 活用の今後の方向性として

『取組の効果を明確にする』『学習の個別最適化の視点をもつ』『取組の協働性を意識する』ことが
必要だ」、と助言をいただきました。門司学園高等学校の「一人一人の持ち味を生かしつつ、全体で
取り組む」という姿勢が随所に表れた発表会でした。 
 
 
Ｂ地区 中間高等学校  12月４日（金） 
研究テーマ「振り返りを通して自立した学習者を育てる～ICTを活用した授業改善～」 
地区内 23 校から 39 名が参加した中間高等学校の地区版実践発表会

は、初のオンラインによる５地区の発表会のトップバッターとして、
緊張感漂う中スタートを切りました。 
実践発表では、生徒が主体的に学ぶための授業を展開するために、

組織としてどのような取組を行ったのか、その具体について説明がな
されました。全職員が相互授業参観週間時に「授業参観用ルーブリッ
ク」や「授業者用シート」を活用し相互評価の充実を図ったことや、
プロジェクトチーム会議に関する内容など、今年度の取組についての
報告がありました。また、協議Ⅰでは、YouTubeを活用した事前視聴の
実践授業を基に協議を行いました。次々に入るチャットによる質問に
授業者が答えることで、参加者が今後どのように取り組めばよいか、
ヒントを得ることができたと思います。 
また、ポスター発表では、各校のICTの活用状況や効果的な活用の方法について情報交換を行うこと

ができました。アンケートには、「教師・生徒共に授業を振り返ることが、次の学びに繋がることを
改めて実感した」「今後、振り返り活動を充実させたい」「実践授業で紹介された具体的手立てを参
考にして、自己の授業に取り入れていきたい」といった声がありました。 
初めてのオンラインによる発表で、途中PCトラブル等もありましたが、綿密なスケジュールや役割

分担等により終始スムーズな対応が行われ、予定どおりに会は進んでいきました。それぞれの先生方
がそれぞれの役割を果たすとともに、協働して会を運営している姿が大変印象的でした。中間高等学
校の授業改善は、今後も研究テーマの達成に向けて着実に成果を上げていくと確信できる発表会でし
た。 
 
 

Ｃ地区 須恵高等学校  12月 11日（金） 
研究テーマ「どこでも学校ドアプロジェクト～ICT端末による対話的学びへの主体的参加を目指して～」 
地区内 28校から 22名の先生方が参加されました。まず、須恵高等学校で実施した研究授業の報告と

ふくおかＡＬ通信 
～県立学校の教室から～ 

第３９号 

(Ｒ3.２.９) 

福岡県立学校 

新たな学び 

プロジェクト 

 

グループ協議の様子 

地区版実践発表会特集号 

会場（本部）の様子 
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同校の ICT 活用の実践報告が行われました。国語総合では、Google フォームを使用して小テストを実
施したり、 Google Classroomを使用してレポート提出や意見交流をさせたりしていました。生物で
は、Explain EDU を使用した授業動画を視聴した後、Teams を使用して意見交換し、疑問点を教師に質
問し、最後に生徒の質問やつまずきやすいところを教師が黒板で解説した授業が行われていました。
この他にも、Forms、Kahoot！、Classi等のソフトを活用した実践報告が行われました。 
引き続き行われた各校の説明スライドについての協議は、事前に準備しておいた協議の柱に基づき、

自校の取組をよりよくするための意見を求めたり、他校の取組について質問したり、効果的な ICTの活
用方法について協議したりと、30分の協議時間を有効に使い協議を深めることができました。 
新たな学びプロジェクト開始時期からのアドバイザーであ 

る福岡教育大学の生田教授にコーディネーターをお願いして 
生徒とのパネルディスカッションも実施しました。パネルデ 
ィスカッションでは、ICTを活用した授業のよさ（アダプテ 
ィブ・ラーニング、資料の提示、動画視聴）、ICTを活用し 
た授業の問題点（通信環境が悪いと授業にならない）、ICT 
による課題提示の問題点（通知が来なかったり、通知を忘れ 
たりすると課題提出ができない）、ICTの活用による学びの 
変化等、生徒がどのように ICTと向き合っているかを知るよ 
い機会となりました。 
 
 
Ｄ地区 太宰府高等学校  12月18日（金） 
研究テーマ「基礎学力の定着を促す授業の工夫～ICTを活用した能動的な学習を通して～」 
地区内14校から22名の先生方が参加されました。まず、発表会当日の直前に接続テストを兼ね、現

代文、地理、数学、化学、英語の研究授業の様子を各授業者お好みのBGM付きのスライドショー（一部
動画）で紹介しました。スライドショーにしたことで通信データ量が軽減され、音楽の力により参加
者は理論的だけでなく情意的にも同校の実践に引き込まれていきました。 
 実践報告では、研究テーマである「ICTを活用した能動的な学習」を目指すべく、具体的方策として
「授業展開の中に意見交換や発表といった『考えを深める
場面』の設定」「AL推進とICT活用により、従来型の『聞
く』授業から、『聞いて、見て、話して、考える』授業へ
の転換」等の実践が紹介されました。実践効果の検証とし
ては、アドバイザーの福岡教育大学松尾准教授の御指導の
もと、生徒・教員へのアンケート結果による分析が行わ
れ、ICT活用や発問の工夫等の授業改善の成果が示されま
した。 

  太宰府高等学校では発表会の様子を、全職員が会議室の
モニターから見守っていました。発表・運営をした職員の
チームワークは勿論、全職員が一丸となって授業改善を進
めていることが伝わり熱量溢れる発表会でした。 
 
 
Ｅ地区 朝倉高等学校  12月16日（水） 
研究テーマ「ICTを活用した授業の浸透と対話・討論による深い学びの創造」 
地区内18校から28名の参加がありました。朝倉高等学校は電子黒板・実物投影機が全教室に整備さ

れ、無線接続のタブレットPCを60台以上保有しています。実践発表会の本部となった会議室は、壁面
に投影できる５台の電子黒板と自由にレイアウトできる机・椅子が整備され、平常はAL教室として活
用されています。 
開会行事の後、実践発表が行われました。これまでの２年間でICT

活用を前提とした授業実践、AL導入が進み３年目の今年は、導入か
ら「浸透（普及）」の段階へ進めることと、昨年に引き続き「ICTを
活用した対話・討論を含んだ授業を実践した際の評価方法の開発」
を課題に置きました。その一つ「浸透」に向け、ICT技術の到達目標
を設定した「CanDoリスト」作成により、ICT技術の構造化と視覚
化、共有が行われました。達成状況の分析から、更なるステップア
ップには特定のICT活用スキル向上が重要であることが示されまし
た。もう一つの課題「評価方法の開発」は教科会議と職員研修を重
ねて当該分野の理解を深めるとともに、コロナ禍で生徒活動が制限
される中で取り組まれた評価項目、生徒の活動、評価方法が教科別
一覧表の形で報告されました。 
実践発表に続く五つのグループでの協議は「未来へつなげるICT活用方法」のテーマの下、ICT機器

の使いづらさとその解決について話し合われました。各校の状況が共有され、ICT機器の整備状況、運
用・管理の難しさとその解決、ICT活用スキルの不足とその克服、組織的な取組の実現等の話題が取り
上げられました。グループでの協議内容は全体協議でも共有され、これらの課題は、各参加校のすで
に克服した課題、現在直面している課題、これから直面する課題と対応しており、各校の現状が再確
認され、今後の取組に生かされるものでした。 

パネルディスカッションの様子 

会議室の様子 

ＡＬ教室の様子 
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県立学校「新たな学びプロジェクト」研究協力校オンライン発表会 

令和２年 12月 23日（水）に、「新たな学びプロジェクト」研究協力校６校の研究成果を全県立学校

に還元するために、福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」研究協力校オンライン発表会を実施し

ました。オンラインによる実践発表やアンケート作成ツールによるアンケート実施など、ICT を活用し

た形式で実施したことは、「新たな学びプロジェクト」にとって価値ある前進でした。

１ 実践発表 

(1) 北筑高等学校：｢ICTを利用した教科等横断型授業と評価｣ 

(2) 糸島高等学校：｢YouTubeを活用した授業の実践について｣ 

(3) 輝翔館中等教育学校：｢これまでの協同学習等の取組とオンライン授業の実践について｣ 

(4) 小倉東高等学校：｢ルーブリックとパフォーマンス課題の活用を通した授業改善｣ 

(5) 光陵高等学校：｢主体的に学習に取り組む態度および、思考力、判断力を育成するための指導｣ 

(6) 直方高等学校：｢表現力を高める指導方法の改善～読解力を育成する授業展開の工夫～｣ 

※ 研究協力校オンライン発表会及び地区版実践発表会における各校の実践発表資料は、県立学校

共有サーバ内で公開していますので、ぜひ御覧ください。 

 

２ 講義（福岡教育大学 生田淳一教授） 

「新たな学びプロジェクト」が始まった平成 27 年度からのアドバイザーである福岡教育大学の 

生田淳一教授に講義をしていただきました。「ICT を活用した『新たな学び』の実現に向けて、学校の

教育目標を共有し、各学校の生徒・環境に合った取組を実現するために、教職員全員で挑戦・成長す

ることが大事であり、このような授業改善に取り組むと、発問が磨かれ、カリキュラム・マネジメン

トが実現する」とお話しいただきました。 

 

３ アンケート結果 

アンケートの御協力、ありがとうございました。集計の結果をお示しします。（回答者 101名） 

(1) 実践発表の満足度     (2) 全体会の満足度    (3) 発表会全体の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ICTの活用法 

 (複数回答可) 
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(5) ICT活用の効果 

(複数回答可) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ICT活用上の 

課題 

(複数回答可) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 実践発表についての感想（抜粋） 

 ・ オンラインの使用例や協働学習の評価の仕方などわかりやすかった。 

 ・ 教科等横断的な授業の実践例（食と化学と生物との結びつき）を知ることにより学習意欲が向上する

と感じた。 

 ・ 授業中に YouTubeを自分で見て学習し、その後課題に自分で取り組んだり、友人と取り組んだりする

新たなスタイルに魅力を感じるとともに、家庭学習の取組に好影響があることがわかった。 

 ・ 動画を活用するタイミングや位置づけについて参考になった。 

 ・ Web 学習サービスを様々な場面で利用し、動画配信を行うことで生徒の予習復習の一助となっている

点が参考になった。生徒への学習支援の観点から全教員が利用できる環境整備を行いたい。 

 ・ 個に応じた指導で自主学習的に動画を取り入れる方法は役立つと感じた。 

 ・ 協同学習や LTD話し合い学習法などの学習方法については詳しく調べて、取り入れたいと思った。  

 ・ 生徒の読解力及び表現力の養成は個人的に課題として感じていたため、その実践について詳しく知る

ことができた点が大きな収穫だった。 

 ・ ルーブリックとパフォーマンス課題に関する発表で、「論理的に説明する能力」という目標を定め、

そのために主体性・課題発見能力・発信力を育てるためのメタルーブリックやパフォーマンス課題を

通した授業改善は参考になった。 

 ・ 授業改善を個人単位でなく学校を挙げて取り組み、一定の成果を上げたことに感銘を受けた。「現 

状を分析する、仮説を立てて実践する、実践の結果や効果を検証する、課題を検討し次の実践に繋げ

る」という一連のプロセスを計画的・有機的・組織的に行ったことがその要因であると感じた。 

 

４ 研究協力校オンライン発表会を終えて 

初めての全県立学校の参加によるオンライン研修会ということで、多くの収穫を得ると同時に課題を見

いだすことができました。アンケートにおいて各校からいただいた「ICT の具体的な活用場面・活用機器・

活用方法」と「ICT 活用上の課題を解決する有効な取組」に関する集約及び分析は、今後、福岡県教育セン

ターホームページ「新たな学び」トップページで公開し、福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」令和２

年度報告書に記載する予定です。 
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