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光陵高等学校 

「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」 

 

１  内容 

近年、従来の知識伝達型の教育から脱し、生徒が主体的･協働的に取り組む学習活動に 

より、生涯にわたって学び続ける力や主体的に考える力を持った人材を育成することが

求められている。本校の生徒は大変素直な反面、学習に対してはともすれば受動的で積

極性に欠ける面がある。それだけに、教師側からの誘導により、生徒が主体的･協働的に

取り組む授業を展開することで、本校生は自発的に学ぶ態度を身に付け、その能力をさ

らに伸ばしていく可能性を大いに秘めている。 

本研究では、各教科・科目の適性を考慮しながら日常の授業にグループワークやプレ 

ゼンテーションを取り入れ、生徒が主体的に学び、自ら考え、意見を発表する場を提供 

する。このことにより、生徒は知識を活用する経験を持つことや自分自身の理解を振り 

返ることができ、より積極的に学ぶ姿勢を身に付けることが期待される。その結果とし 

て、学習習慣が確立すれば、高校の教育課程における基礎的・基本的学力の定着につな 

がるものと思われる。また、研究開発にあたっては、本校生の学習状況を把握した上で、 

能動的学習手法を取り入れた後の生徒の学習活動の質・量、及び基礎学力の変化につい 

ても観察する等、研究の成果を検証する。さらに、教員に対する研修会を通して、全教 

員で課題を共有し、これらの研究が学校全体の取組となるよう工夫する。 

 

２ 校内組織 

 

 

 

 

 

役 名 職 名 氏  名 担当教科 

リーダー 教諭 細江 秀樹 英語 

サブリーダー 教諭 松本  美紀 理科 

メンバー 教諭 森  誠 国語 

メンバー 教諭 占部 敏也 数学 

メンバー 教諭 岡部 迪李 英語 

メンバー 教諭 瀬川 毅 理科 

メンバー 教諭 地脇 技 地歴・公民 

メンバー 教諭  松枝 沙也香 家庭 
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３ 研究開発工程表 

月 日 内   容 備 考 

平成 30 年 

3 月 27 日 

 

 

3 月 27 日 

～4 月 5 日 

4 月 7 日 

 

4 月 17 日 

 

4 月 18 日 

 

4 月 25 日 

 

5 月 1 日 

 

5 月 21 日 

 

6 月 13 日 

 

 

6 月 18 日 

7 月 2 日 

 

平成 30 年度 福岡県立学校「新たな学びプロ

ジェクト」に関する校内担当責任者の決定及

び、プロジェクトの概要の学習と意見交換  

校内担当メンバー選定及び研究テーマ等につ

いて検討      

本年度の本校プロジェクトに関する福岡教育

大学アドバイザーとの連携体制の確認 

第 1 回校内プロジェクトメンバー会議 

 

研究テーマ・工程表・担当メンバー表を県教育

委員会に送付 

新たな学びプロジェクト  第１回研究推進協

議会出席 

アクティブ･ラーニングに関する講演会(本校

生徒向け) 

アクティブ･ラーニングに関するセミナー(校

内教職員研修会) 

研究授業集中大会Ⅰ(公開授業)  

研究授業集中大会Ⅰに係る実践報告会Ⅰ (校

内教職員研修会) 

教科会議Ⅰ 

第２回校内プロジェクトメンバー会議 

 

本校の教育課題の明確化 

 

 

昨年度の実践の成果と課題

の共有 

本校のプロジェクトの本年

度の計画立案 

研究テーマに即した各教科

の今後の授業設計の検討 

 

 

 

 

生徒への意識付け 

 

本年度のプロジェクト目標

の共有 

 

授業実践及び課題点の協議 

 

研究授業の検証① 

研究授業集中大会Ⅰの反省

と改善のための協議 

9 月 13 日 

 

10 月 26 日 

 

 

10 月 29 日 

11 月 19 日 

 

12 月 5 日 

 

新たな学びプロジェクト  第２回研究推進協

議会出席 

研究授業集中大会Ⅱ(公開授業)  

研究授業集中大会Ⅱに係る実践報告会Ⅱ (校

内教職員研修会) 

教科会議Ⅱ 

第３回校内プロジェクトメンバー会議 

 

平成 30 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 

 

本年度の取組について中間

報告 

 

 

 

研究授業の検証② 

研究授業集中大会Ⅱの反省

と実践発表に向けての協議 

アクティブ・ラーニングに

関する授業法及び評価方法

の普及 
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平成 31 年 

1 月 28 日 

 

1 月 30 日 

 

2 月 15 日 

 

「新たな学びプロジェクト」総括（校内教職員

研修会） 

福岡県立学校「新たな学びプロジェクト」報告

書完成 

平成 30 年度 福岡県立学校「新たな学びプロ

ジェクト」第３回研究推進協議会                    

 

本年度の本校の実践につい

ての成果と次年度以降への

課題について協議  

 

４ 研究授業 

 (1) 研究授業Ⅰ （６月 13 日実施） 

授業実施者：岡部 迪李  教諭 （英  語） 

       山本 早百合 教諭 （国  語） 

指導・助言：福岡教育大学       生田 淳一 教授 

福岡教育大学     松尾  剛    准教授 

福岡県教育委員会     

高校教育課     鬼塚  晋吾 指導主事 

福岡県教育センター 柴戸  善昭 主任指導主事 

  ア 授業実施者自評 

 (ｱ) 岡部(英語)：生徒が相手の意見を英語で聞き取って、書かせるという授業を試み 

た。意見を発表させる場合は、生徒の発言の瞬発力をまずは評価したいと考えた。 

 (ｲ) 山本(国語)：山月記と人虎伝の比較から、作品の主題に迫るという授業を試みた。 

最後のまとめは、教師側の意図したものとは異なる意見が生徒から出たが、そのよ 

うな意見も大切にした。 

  イ 全体会協議 

 (ｱ) 評価できる点 

 ａ 岡部(英語)：グループ内での話し合いやペアワークは活発だった。コミュニケー 

ションへの関心・意欲・態度という主題に関しては、十分達成された。研究授業ま 

でに事前準備を重ねていたことで、生徒が上手く発表できた。タイマーで時間を管 

理したことでメリハリがついた。 

 ｂ 山本(国語)：ホワイトボードを活用することで活発な意見交換がなされた。研究 

授業までに事前準備を重ねていたことが見受けられた。これにより、生徒が上手く 

発表できた。難しい文章であったが生徒は自主的に発表した。正解が一つではない 

ことを強調したことが生徒の自主性につながった。  

 (ｲ) 課題点 

 ａ 岡部(英語)：全体ではあまり活発な発表が見られなかった。生徒に成功体験を積 

ませて、自信を付けさせることが必要であった。発表内容や文法に関しては、授業 

の中で間違いを指摘するべきだった。生徒の自由な発言を活かしつつ、誤りをどう 

修正していくかが課題である。スモールステップで少しずつ身に付けさせ、長期的 

視点で取り組ませるという方法が効果的である。 

 ｂ 山本(国語)：ヒントを出してゴールに近づけるという方法があるが、今回の授業 
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展開では時間的に厳しかった。教員の求めるものと違う方向に議論が進んだので、 

「いろいろな解釈があってよい。」という教師のまとめになった。もう少し教師主導 

型の授業にした方が良かったのでないかと考えられる。グループ討議は授業のまと 

めではなく、もっと早い段階で取り入れるべきである。 

ウ 研究授業に対する指導・助言 

   福岡教育大学 生田淳一教授・松尾剛准教授 

   アクティブ・ラーニングを行う際には、「何を学ばせるか」という視点を教員がし 

っかり定めることが大事である。そのためには、話し合いに一定の制約を掛けるこ 

とも時として必要である。また、「何を学ばせるか」ということについては、教えた 

い内容だけでなく、様々な内容が考えられる。例えば、国語であれば、物語の読み

方そのものでもよい。話し合いの質を高めるには工夫が必要である。今回の授業で

は、ホワイトボードを用いることにより、グループ活動としては多い人数であった

が、注意が集中し、活動が成立していた。ホワイトボードは意見を共有する以外に

も活用の利点がある、という好例である。今後は、話し手が自分たちの意見を発表

するだけでなく、聞き手がしっかりと聴き、発表内容に対して質問し、学習を深め

ていく、という活動を意識的に行う必要がある。今回の授業は、英語も国語も、生

徒が生き生きと活動しており、発表も活発だった。自主性が身に付いてきている。

教師の板書が少なくても、生徒は自分なりの方法で各々メモを取っていた。非常に

メモの取り方が上手な生徒も見受けられ、このような良い学び方の生徒をモデルと

して紹介し、広げていくことが大切である。振り返りシートは、内容によっては、

ルーブリック評価表のように利用できる。最初に達成目標を確認させて、何ができ

るようにならなければいけないのか、を生徒が理解したうえで授業に参加する、と

いう形が手立てとして有効である。 

 (2) 研究授業Ⅱ （10 月 26 日実施） 

   授業実施者：田羽多 節子  教諭 （国  語） 

       瀬川  毅   教諭 （物  理）        

 指導・助言：福岡教育大学     松尾  剛   准教授 

福岡県教育委員会   

高校教育課     藤本 喜久代 指導主事 

福岡県教育センター 柴戸 善昭  主任指導主事 

ア 授業実施者自評 

 (ｱ) 田羽多（国語）：生徒の能動的な活動を促しながら、基礎的・基本的な内容の定着 

を図るという目標については、概ね達成できた。一人ひとりが責任を持って考え、 

話し、伝えることで、自分自身の理解も深めるという工程は非常に効果的で、今後 

の授業にも取り入れていきたい。生徒の発表の機会を確保し、意見交換まで発展さ 

せる必要があった。今回はジグソー法からヒントを得た方法を手立ての一つとした 

が、今後はエキスパート学習を見直し、本来のジグソー法に則った方法で授業を実 

施したいと考えている。 

  (ｲ) 瀬川（物理）：二つのアプローチで考えさせるという目標は達成できた。板書をす 

るだけの、思考が停止した授業ではなく、考えながら授業を進めるという形式にチ 
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ャレンジしたので、習熟度上位者向けの授業であった。予想以上に生徒の活動が活 

発だったので、教員主導よりも生徒主導の活動を増やした方が良かったと考えられ

る。一時間の内容としては量が多すぎた。            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        研究授業Ⅱ（国語）          研究授業Ⅱ（物理） 

イ 全体会協議 

    テーマ：「本日の研究授業が本校の設定した主題の実現に即していたか」 

  (ｱ) 田羽多(国語)  

   ・グループ学習を活用して生徒が能動的に活動しており、主題に即していた。 

   ・和歌の修辞法を自分で調べるという内容は、本校の「基礎的・基本的学力の定 

着」につながった。 

   ・電子黒板の内容が、見やすいように工夫されていた。 

   ・一人ひとりの生徒が責任を持って活動できた。発表をする時間をもう少し長くと 

った方が良かった。 

   ・ジグソー法を取り入れることで生徒に緊張感を与えることができた。 

  (ｲ) 瀬川(物理) 

   ・パソコンを使い、生徒が能動的に学習を行っており、主題に即していた。 

   ・表計算ソフトを利用することで効率的に学習ができた。 

   ・丁寧な指導で生徒が内容を受け入れていたので、基礎的・基本的学力の定着につ 

ながった。 

   ・ノートを取るだけではなく、生徒が課題を解決しようとしており、とても能動的 

であった。 

   ・ペアワークで、パソコンが苦手な生徒と得意な生徒の間で教え合う姿が見られた。 

   ・プレゼンテーションソフトのスライドを変えるペースが速いように感じた。 

   ・内容が生徒にとって難しすぎた。 

   ・生徒が発表をする機会が少なく、生徒が本当に理解できているのかを確認する場 

面があまりなかった。 

  ウ 研究授業に対する指導・助言 

   福岡教育大学 松尾 剛 准教授 

   国語、理科共に密度の濃い授業で、教員も非常にアクティブであった。内容をあ 

まり理解せず、ただ暗記したことは定着しづらい。なぜそうなるのかを考え、他の 
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場面で活用することで初めて知識は定着する。今回の授業は、どのような知識を活 

用するのかがよくわかる授業であった。国語の授業については、教科書を丸写しし 

ている生徒がいたので、今後は話し合いの内容の精査が必要である。説明するとは 

どういうことなのかのイメージを持たせて具体化し、相手がわかるように説明を工 

夫させることが大切である。そして、その過程で学習が深まる。聞き手を育てるこ 

とも大事である。素晴らしい説明があれば、それを全体に広める工夫が必要である。 

理科の授業については、これまでの知識を動員して新しい知識を定着させる試みが 

なされた。グループワークの形式にとらわれすぎず、個人でできる作業は授業の外 

に出すことが大切である。学力は知識にとどまらない。アクティブ・ラーニングで 

身に付けさせたいことの一つは、単に与えられた知識を覚えさせるのではなく、そ 

の知識にどのような意味があるのかを考えさせることである。今回の授業は科学的 

にものを考えるとはどういうことかを考えさせる授業だった。後半の難しい内容を 

理解させるためには、もっと生徒の実態に合わせた授業展開を工夫する必要がある。 

   

指導・助言              全体会協議        

 

５ 「新たな学びプロジェクト」地区版実践発表会 

(1) 授業実施者：御厨 さよ 教諭 （英  語）  

       占部 敏也 教諭 （数  学） 

 (2) 指導・助言：福岡教育大学       生田 淳一  教授 

福岡県教育委員会     

高校教育課     鬼塚  晋吾  指導主事 

           深堀 政一  指導主事 

           藤本 喜久代 指導主事 

 福岡県教育センター 柴戸  善昭  主任指導主事 

           河村 泉   指導主事 

 (3) 参 加 校：高校 27 校（うちポスター発表 17 校）、中学校４校  

 (4) 参 加 者：53 名 

 (5) 日      程     

９：00～９：30 受付 

   ９：40～９：50 開会行事・日程説明 
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   10：05～10：55 本校の実践発表 

   11：05～11：55 公開研究授業（数学・英語） 

   12：05～12：55 研究協議（研究授業についての協議） 

12：55～13：45 ポスター展示準備・昼休み 

   13：45～14：55 ポスター発表（各校５分程度） 

   14：55～15：10 ポスター参観・移動 

   15：10～15：50 研究協議（本日のリフレクション）  

   15：50～16：10 指導・助言、閉会行事 

 (6) 本校の実践発表（内容） 

  ア 本校の実状    イ 進路状況       ウ 平成 28 年度の取組 

  エ 平成 29 年の取組  オ 平成 30 年度の取組  カ 今後の課題 

 (7) 公開研究授業  

  ア 占部（数学）：車椅子で段差を通ることができるように三角比を用いてスロープを 

設計するという授業で、人権問題にもつながる実生活に関わる内容を扱い、基礎的・ 

基本的学力の定着に効果的なアプローチだった。グループ活動では生徒が能動的に 

学習した。ジグソー法を用いればもっと効果的だったのではないかという意見があ 

った。 

  イ 御厨（英語）：関係代名詞を用いて、思い出の写真を英語で発表する授業で、ＩＣ 

Ｔ、カウンターを効果的に用いて、テンポよく授業が行われた。生徒が常に生き生 

きと活動し、能動的に授業が行われた。安全安心な学習環境で生徒に自信をつけさ 

せることによって活発な発表が行われた。振り返りの時間が持てなかったのが残念 

だったという意見があった。 

 (8) ポスター発表校 

    宗像高校   水産高校    玄界高校   新宮高校    福岡魁誠高校 

    須恵高校   宇美商業高校  香住丘高校  香椎工業高校  筑紫丘高校 

    城南高校   修猷館高校   福岡工業高校 福岡講倫館高校 早良高校 

玄洋高校   筑前高校      

 (9) 研究協議（リフレクション） 

  ア テーマ 

    「本校の実践発表及び各校のポスター発表について、参考になった点と課題」 

  イ 本校の実践発表について参考になった点 

   ・平成 29 年度の体育の研究授業のスモールティーチャーの活用は、教員からの一方 

的な教えだけでなく、生徒に考えさせることにより自主性が育つという点 

   ・実状に合わせた実践を行っている点 

   ・学校全体で目標を設定している点 

   ・生徒向けのアクティブ・ラーニングについての講演を行った点 

   ・保護者参観を行っている点 

  ウ ポスター発表について 

   ・ルーブリックを全員が作ることができる研修をした点 

   ・教科横断型の授業の実践 
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   ・ＬＩＮＥによって生徒に質問をしている点 

   ・学習指導案の代わりに指導構想メモを作成している点 

  エ 課題 

   ・ＩＣＴ活用が目的になっている可能性 

   ・評価法の未確立 

   ・いかにして課題を生徒に見つけさせるか 

   ・ＩＣＴなど、施設面の充実 

   ・日常の授業実践に関する情報共有 

   ・生徒の自己評価の取り扱い 

  オ 指導・助言 

  (ｱ) 福岡教育大学 生田 淳一 教授 

    今後、誰も正解を持たない世界(Society 5.0)が到来する。未来を生きていくため 

に必要な力をつけさせることが求められている。学び手（生徒）と教え手（教師） 

が共に変わることが必要である。記憶だけではなく、アウトプットができるアクテ 

ィブ・ラーナーを育てることが重要である。福岡県がアクティブ・ラーニングに取 

り組んだこの４年間で、教師自身の意識が変わってきたと感じており、教員同士の 

活気ある話し合いから、少しずつ学校全体が変化してきたと感じる。しかし、現在、 

子供たちは、自分でノートを取らないという現象があり、今後は、自ら重要なポイ 

ントのメモを取る習慣を付けさせることが重要である。子供自身に気づきのきっか 

けを与え、ちょっとした学び方のスキルを教えることが大切だ。そのためには、良 

い学びの学習者モデルを示し、「良い学び手」を育てることが重要である。 

  (ｲ) 高校教育課 鬼塚 晋吾 指導主事 

    他校の状況を互いに学ぶ機会があるということは、県立学校の強みである。教科 

を超えて、教科横断的学びの視点が必要であり、日常的に他教科の教師との話し合 

いが大切である。生徒の学びと、教員の学びは相似構造がある。 

  (ｳ) 福岡県教育センター 柴戸 善昭 主任指導主事 

    世の中は変化している。生徒の未来のために何ができるかを考える必要がある。 

生徒の変化をどのように測るか、また、生徒に付けさせたい力は何か等、教員はど 

んな取組を求められているかを熟考し、精査することが重要である。本日の成果を

振り返り、各校で実践してほしい。 

 

６ 取組の成果 

 (1) 生徒の変容 

  ア 生徒アンケートの分析 

   ・予習をするようになった。 

   ・わからない内容を自分で調べ、他人に聞いて解決する姿勢が出てきた。 

   ・友達に質問された時、うまく説明できるようになった。 

   ・授業中に積極的に考え、他者に説明できるようになった。 

   ・日常的に新聞、テレビ、インターネット等で社会情勢を調べるようになった。 

   ・授業で得た知識を生活に活かすようになった。 
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  イ 生徒による教員に対する授業アンケートの分析 

   ・授業内容をきちんと理解できている。 

   ・授業中の説明、発問、指示がわかりやすい。 

   ・教材、教え方が工夫されている。 

   ・アクティブ・ラーニング型の授業をさらに積極的に取り入れてほしい（要望）。 

  ウ まとめ 

    以上の結果から、本校のアクティブ・ラーニングは、年を追うごとに徐々に浸透 

してきていると言える。そして、３年間の本校の取組を通して、生徒の学習に対す 

る積極性が少しずつ芽生えてきていると考えられる。 

 (2) 教員の変容 

  ア 実践報告会での教員の意見交換より 

   ・生徒の発言を促すような発問や授業展開をより一層心掛けるようになった。 

   ・生徒の主体性を引き出すよう、より根気強く指導するようになった。 

   ・生徒の様々な質問や反応に十分対応できるように、事前の教材研究の重要性を改 

めて実感し、実践するようになった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 次年度に向けての課題 

  次年度以降に向けての課題としては、能動的な学習を基礎的・基本的学力の定着につ

なげていく手立てについての研究を継続することである。具体的には次のようなことが

考えられる。 

 (1) 授業外での学習につなげるアクティブ・ラーニングの研究 

 (2) 教科横断型のアクティブ・ラーニングの実践 

 (3) 良いモデルを示すことによる「良いアクティブ・ラーナー」の育成 

 (4) アクティブ・ラーニングを更に推進できる体制の確立 

 

８ 次年度の方針 

 以上のような課題の具体的方策として次の２点を強化目標に挙げて取り組みたい。 

(1) ルーブリックとポートフォリオによる評価の具体化 

(2) 学校全体だけでなく教科毎のＰＤＣＡサイクルの策定 

全体会（研究協議） ポスター発表  
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数学科（数学Ｉ）学習指導案 

指 導 者 福岡県立光陵高等学校 

      職名 教諭  氏名 占部 敏也 印 

実 施 日 時 平成３０年１２月５日 水曜日 ３時限 

実 施 学 級 第１学年２組 ４０名（男２２名、女１８名） 

実 施 場 所 地学実験室 

 

１ 単元名 

 ４章 図形と計量 課題学習「車椅子スロープを設計しよう」 

 

２ 単元設定の理由 

○単元（題材）観 

 単元「図形と計量」について，学習指導要領には，次のように記載されている：三角比の意味やそ

の基本的な性質について理解し，三角比を用いた計量の考えの有用性を認識するとともに，それら

を事象の考察に活用できるようにする。また，課題学習については，次のように述べられている：各

単元の内容やそれらを相互に関連付けた内容を生活と関連付けたり発展させたりするなどして，生

徒の関心や意欲を高める課題を設け，生徒の主体的な学習を促し，数学のよさを認識できるように

する。 

本単元では，まず，鋭角の場合について，正弦，余弦及び正接の意味を理解させ，また，三角比の

相互関係や三角比を鈍角まで拡張する。さらに，三角形の辺と角との間の基本的な関係として，正弦

定理や余弦定理を理解させ，平面図形や空間図形の計量などに活用できるようにする。 

 中学校では，第３学年で「相似な図形の性質を具体的な場面で活用すること。」，「三平方の定理を

具体的な場面で活用すること。」などと示されており，直接測定することが困難な木の高さ，地図上

に表された標高差のある２地点間の距離などを求めることを扱っている。それらの基礎知識をいか

し，三角比を用いて解答を導き出すことを体得できるようにする。 

 さらに，正弦定理や余弦定理を扱うが，これらの定理を三角形の決定条件と関連付けて理解させ

ることが大切である。なお，正弦定理については，中学校ではA = B = Cの形の連立方程式や三角形

に外接する円を必ずしも扱っていないことに留意し，丁寧な扱いが必要である。また，外心，内心及

び重心の性質や円に内接する四角形の性質などについては「数学Ａ」の「図形の性質」で扱うので，

お互いの内容の関連に配慮しながら授業を進めたい。 

○生徒観 

１学年普通科のクラスであり，数学に対して苦手意識を有している生徒が少なからず見受けられ

る。ただ，２学期に入り，友だち同士で教え合いながら問題を解き，正解を導き出そうとする様子が

多く見られるようになり，積極性が高まりつつある。 

一方で，学習内容の習得については，繰り返し丁寧に，時間をかけて指導する必要がある。また，

問題を板書あるいは口頭にて発表させるなど主体的な取組となるような活動を取り入れているが，

授業に向かう姿が受動的な生徒も少なくない。 
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○指導観 

三角比を求めたり，諸定理を用いて辺の長さや角度，面積などを求めることの学習を行ってきた

が，実生活で三角比がどのように用いられているのかについては理解が進んでいないと思われる。そ

こで，車椅子で段差を通ることができるように，スロープを設計する活動に取り組ませる。生徒達は

１０月に行った人権学習で障がい者問題について学んでおり，車椅子利用者への支援について多少

の知識を持っていると思われる。日本でのスロープに関する課題を学ぶとともに，物理基礎で分力に

ついて既習であるので，図面上で，ある角度のスロープにおける必要な力を考えさせる。その上で，

校内にある幾つかのスロープ等での車椅子支援を体験させ，実際にどのくらいの力が必要かを体感

させる。更に，グループに分かれてスロープ設計に取り組ませる。そして設計した幾つかのスロープ

の中から車椅子を押しやすいものを考えさせるとともに，長所や短所などを検討させたい。そして，

各グループの検討結果について発表活動をさせたい。 

  

３ 単元指導目標（到達目標） 

 ○正弦定理・余弦定理を活用するなど，条件を整理して三角形の面積を求めようとする。 

           【関心・意欲・態度】 

 ○三角比を鋭角から鈍角まで拡張して，三角比の相互関係について考察できる。 

            【数学的な見方や考え方】 

 ○三角比の性質や相互関係を用いて，三角比を値として処理できる。    【数学的な技能】 

 ○正弦定理や余弦定理の有用性を理解し，図形の計量についての基本的な性質について理解している。 

           【知識・理解】 

 

４ 指導計画（単元の配当時間） 

  第１次……三角比としての正接，正弦，余弦の意味を理解し，直角三角形の三角比を求めることがで 

きる。また，三角比の表を利用できる。三角比の相互関係を活用できる。   ５時間 

  第２次……0° ≦ 𝑥 ≦ 180° での三角比の定義を理解する。また，三角比の相互関係について理解し， 

活用できる。          ４時間 

  第３次……正弦定理や余弦定理を理解し，三角形の辺と角の間の関係について理解し，既知の辺や 

    角から残りの辺や角を求めることができる。また，三角形の面積を求めたり，三角比を 

    空間図形の計量に応用できる。        ８時間 

  第４次……三角比の値を用いて，支援しやすい車椅子用スロープを設計することができる。３時間 

    １……車椅子用スロープの現状を知るとともに，車椅子支援を体験する。 （１時間） 

    ２……スロープで車椅子支援を行う際に，押す力がいくらか調べる。   （１時間） 

３……スロープでの車椅子支援について調べたことや気づいたことを発表し合うとともに， 

支援を行う際に大切にしなければならないことを学び合う。 （１時間）本時（１／１） 

 

５ 本時 

(1) 本時の指導目標（到達目標） 

 ・グループで調べたことや気づいたことを，生徒全員に伝わるように説明することができる。 

                【数学的な技能】 
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 ・斜面での分力の考え方を活用し，車椅子を押すために必要な力を求めることができる。その際， 

  三角比の表を活用し，正弦・余弦・正接のうち必要なものを選ぶことができる。 

           【数学的な見方や考え方】 

 ・車椅子支援を行う際に大切にしなければならないことに気づく。また，スロープを設計して様々な 

  課題等を出し合うことができる。     【関心・意欲・態度】【知識・理解】 

(2) 本時の手立て 

・各グループが，自ら調べた斜面について，三角比を用いて車椅子を押す力を求め，また，グループ 

で挙がった気づいたこと等を発表させる。 

  ・各グループの発表をもとに，スロープに関する様々な課題や，支援を行う際に大切にしなければな 

らないことについて気づかせる。 

(3) 本時の授業仮説 

・発表を行うことにより，自分たちのグループで検討した内容を相手により分かりやすく伝える力 

を身につけることができるであろう。 

  ・数学や物理が，身の回りの事象に生かすことができることを実感することができるであろう。  

(4) 教材 

【教師】 ・教科書：数学Ｉ Standard（東京書籍） ・プリント ・ＰＣ ・プロジェクター 

【生徒】 ・教科書：数学Ｉ Standard（東京書籍） ・プリント 

(5) 学習の展開（学習指導過程） 

 学習内容・活動 
教 師 の 支 援 

指導上の留意点 

教 

材 

時間 

配当 

学習 

形態 
評価 

導

入 

○前時までの活動内 

容について確認す 

る。 

 

○本時の活動内容を 

伝える。 

○生徒に問いかけ，活 

動内容を引き出す。 

必要に応じて補足す 

る。 

○グループ発表では以 

下の点に必ず触れる 

ことを伝える： 

・車椅子を押す力の 

 求め方 

・昇降口のスロープ 

 と比べて力が必要 

 かどうか 

・気づいたことや課 

 題など 

スライド

ショー 

５分 一斉  
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展

開 

○プリント１の（1）

～（5）のスロープ

順に，各グループ

で調べたことや気

づいたことを発表

する。 

○必要に応じて，言葉 

 かけ等を行う。 

○発表用のプリントは 

 プロジェクターで映 

 写できるように事前 

 に準備しておく。 

スライド

ショー 

 

プリント 

25 分 グループ 

（一斉） 

 

グループで調べ

たことや気づい

たことを，生徒 

全員に伝わるよ

うに説明するこ

とができる。 

【数学的な技能】 

○バリアフリー法が 

定めるスロープの 

傾斜を確認し（生 

徒が発表したもの 

の１つ），その利用 

の難しさを知る。 

○各グループから挙 

がったスロープに 

関する課題につい 

てまとめる。 

 

○分力の求め方につ 

いて，再度確認す 

る。 

○事前に，この傾斜で 

実際に車椅子支援を 

行わせ，体感しても 

らう。 

 

 

○どのくらいの傾斜が 

使いやすいかを考え 

させる。 

 

 

○分力を求めるために 

 必要となるものを確  

 認させる。 

スライド

ショー 

 

プリント 

 

 

スライド

ショー 

 

 

 

スライド

ショー 

 

15 分 一斉 

 

 

 

 

 

一斉 

 

 

 

 

一斉 

車椅子支援を行

う際に大切にし

なければならな

いことに気づく。

また，スロープを

設計して様々な 

課題等を出し合

うことができる。 

【関心・意欲・態

度】【知識・理解】 

 

斜面での分力の

考え方を活用し，

車椅子を押すた

めに必要な力を

求めることがで

きる。【数学的な

見方や考え方】 

ま
と
め 

○数学や物理が身近 

な事象に活用でき 

ることを伝え，学 

習活動の大切さを 

理解させる。 

○三角比を用いる他の 

 事象にも触れ，数学 

 と普段の生活との結 

びつきについて紹介 

する。 

スライド

ショー 

 

 

５分 一斉  

 



      英語科（ 英語表現Ⅱ ）学習指導案 

指 導 者 福岡県立光陵高等学校 

        職名 教諭    氏名  御厨  さよ    印 

実 施 日 時 平成 ３０年 １２月  ５日（水）３時限目 

実 施 学 級 第２学年４組４０名（男子１６名、 女子２４名） 

実 施 場 所 大  講  義  室 

 

１ 単元名  Vision Quest English ExpressionⅡ Ace（啓林館） Lesson 15 思い出の写真 

            

２ 単元設定の理由 

 

○単元（題材）観 

本単元では、Lesson14に続いて名詞を後ろから修飾する関係代名詞と関係副詞を学ぶ。「英語表現

Ⅰ」で既習の文法事項であるが、難易度の高い項目であり、生徒の多くは関係詞のルールを学ぶこと

に精一杯で、自分から関係詞を用いて表現することはなかなかできない。基本的な文法事項を押さえ

ながら、関係詞を使用した英文を作成できるように指導に当たりたい。学習指導要領には、「英語表

現Ⅱ」の目標は、英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成することと

書かれている。そこで、題材として、自分の思い出の写真を用いて、体験に基づく臨場感あふれる場

面描写や感情表現を使いながら自分の考えや思いを伝えようとする姿勢を育てていきたい。 

 

○生徒観 

  本クラスは、男子１６名、女子２４名の２年生で、文系習熟度の高いクラスである。英語に関する事

前アンケートでは、英語が好きと答えた割合の生徒は 6割を超え、学習意欲は非常に高い。また、将来

英語に携わる仕事に就きたいと考えている生徒もおり、日頃から英語を話す活動に意欲を見せて積極

的に活動している生徒も多く、４技能を意識したスピーキング、リスニング、ライティングなどの言語

活動に取り組む姿勢も概ね良好である。一方で、課題としては、クラスの中には、英単語や英語表現な

どの学習に取り組むことに苦手意識を持つ生徒も存在している。活動の質を高めていくためには、基

礎・基本の定着を図ることが必要不可欠である。 

 

○指導観 

  本単元の指導に当たっては、生徒が関係代名詞や関係副詞を意識しながら、自分の思い出の写真につ

いて伝えたいことを英語で書き、限られた時間の中で英語を用いて話すことができるようになること

をねらっている。そのために、授業はじめの帯活動で行っている１分間スピーチにより、即興で話そう

とする意欲が大切であることを継続的に指導している。また、文法事項の基本的な知識の定着を図りな

がら自己評価・振り返りをさせている。英語を得意でないと考えている生徒は、基礎・基本に不安を抱

いているので、何事にも真面目に取り組んでいくクラスの雰囲気の良さを引き出しながら、丁寧な指導

を行うことが大切である。そして、教師が話す英語にたくさん触れさせ、生徒のモデルになる一方で、

多少ミスがあっても許される雰囲気をつくることが重要であることを指導したい。  
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３ 単元指導目標（到達目標） 

・ 関係代名詞、関係副詞を理解・活用するために、聞き取りや音読、言語活動に積極的に取り組めるよ

うにする。【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 

・ 関係代名詞、関係副詞に気をつけながら自分が表現したいことを書いたり話したりすることができ

るようにする。【外国語表現の能力】 

・ 関係代名詞、関係副詞の仕組み、使われている言葉の意味や働きなどを理解するとともに、使うこと

ができるようにする。【言語や文化についての知識・理解】 

 

４ 指導計画（単元の配当時間………３時間） 

  第１次…Vision Quest English Expression II Ace Lesson 15 思い出の写真  

教科書を用いて、関係詞を用いた表現を理解する。（pp.. 48  ~ 49） 

  第２次…Vision Quest English Expression II Ace Lesson 15 思い出の写真の発表準備 

  第３次…Vision Quest English Expression II Ace Lesson 15 思い出の写真の発表・・・本時 

 

５ 本時 

(1) 本時の指導目標（到達目標） 

・ グループ活動を通じて、英語で理解した内容を確認したり、他者の英語を聞いて質問したりできる

ようになる。                   【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 

・ 関係詞を用いながら自分が表したいことを書いたり話したりすることができるようにする。 

【外国語表現の能力】 

 

(2) 本時の手立て 

・ 教師の英語に触れさせ、英語を話す雰囲気やミスが許される雰囲気をつくる。 

 ・ まずグループ内で発表させることで、人前で発表することへの抵抗感を減らし、言いたいことを伝

えようとする姿勢が大切であることを感じさせる。 

・ 質問は、Question Sheetを利用し、英語をスムーズに使う機会を増やす。 

 

(3) 本時の授業仮説 

・  関係詞を用いた文を活用しながら、各自が持参した写真について、英語で発表を行う活動によっ

て、関係詞の文法構造をより深く理解できるであろう。 

・ 自分の伝えたいことを英語で発表する活動を行うことによって、他者に伝えようとする方法や意

欲が大切であることを実感できるであろう。 

 

(4) 教材 

生徒：①教科書、②ノート、③work sheet, ④question sheet, ⑤evaluation sheet, ⑥写真、⑦辞書 

   ⑧word counter sheet 

教師：①教科書、②電子黒板、③work sheet, ④question sheet, ⑤evaluation sheet,⑥辞書 
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(5) 学習の展開（学習指導過程） 

 学習内容・活動 
教 師 の 支 援 

指導上の留意点 

教 

材 

時間 

配当 

学習 

形態 
評価 

導入 ・1 minute talkを行

う。 

 

 

 

・本時の目標を確認す

る。 

・word counter sheet

で互いの言葉に意識さ

せながら会話を行わせ

る。 

 

・本時の目標を提示す

る。その際、発表方法の

留意事項を説明する。 

⑧ 
 
 
 
 

①
② 

 
 
 

 

５分 

 

 

 

 

２分 

ペア 

 

 

 

 

一斉 

・グループ活動 

を通じて、英語 

で理解した内容 

を確認したり、 

他者の英語を聞 

いて質問したり 

できるようにな 

る。 

【コミュニケー 

ションへの関 

心・意欲・態 

度】 

 

 

 

・関係詞を用い 

て、自分が表現 

したいことを書 

いたり話したり 

することができ 

るようにする。 

【外国語表現の 

能力】 

 

展開 １．既習である関係詞

の文構造を確認する。 

 

 

 

２．４０人を８グルー

プに分けて、各グルー

プ内で発表を行い、評

価を行う。 

（１）教師の発表例を

聞く。 

（２）ペアで発表の練

習を行う。 

（３）グループに分か

れて、発表を行い、発

表していない生徒は、

評価を行う。 

 

３．各グループで、代

表者１名を選出する。 

 

４．代表者８名が、教

壇に立ち発表を行い、

他の生徒は、代表者の

発表を聞き、評価す

る。 

 

５．各代表者の発表終

了後、評価を行った生

徒が英語で質問して、

発表者は英語で答え

る。 

・画像を見て、関係詞を

用いて二つの英文を一

つの文にできるように

支援する。 

 

・各グループの移動が

円滑に行われるように

観察する。 

 

・間違ってもいいよう

な雰囲気作りをする。 

・準備の際、表現などの

支援をする。 

・全員が発表できるよ

うにグループ内発表を

行わせ、代表生徒の発

表を全体で共有させ

る。 

 

 

 

・代表者の写真を共有

できるように事前に保

存している画像を電子

黒板で映し出す。 

 

 

・発表後、各代表者の発

表を評価させ、質問を

考えさせる。 

①
② 

 
 
 

③
④
⑤
⑥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③
④
⑤
⑥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

３分 

 

５分 

 

１０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

８分 

一斉 

 

 

 

 

 

 

 

 

一斉 

 

ペア 

 

グルー

プ 

 

 

 

 

 

 

 

一斉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

１．本時の振り返りを

行う。 

２．次回の学習内容を

確認する。 

・次回の発表が効果的

になるように要点を押

さえる。 

   ２分 一斉  
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