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今年の４月からの小学校を皮切りに、令和３年度から中学校が、そして令和４年度から高等学校が
年次進行で新学習指導要領に移行します。特に小学校では、
「英語の教科化」
「道徳の教科化」
「プログ
ラミング教育の導入」といった内容の変更の他に「一人一台タブレット端末」や「ＩＣＴの整備」と
いった教育環境の変化についての情報を目にします。小中を通してこのような教育を受けてきた生徒
達をいずれ私たちは教えることになるのだ、ということを考えると、人ごととして捉えるわけにはい
きません。
「一人一台タブレット」や「デジタル教科書」で学んできた生徒達をどのように指導してい
くのか、かつて小中のグループ学習が高等学校の講義形式主流の授業に変化をもたらしたのと同様に、
我々の授業スタイルも更に新しい形を模索する時期がいずれ来ると思います。
平成１１～１２年頃だったと記憶していますが、当時在職していた高校の数学科教員達で、ある中
学校の数学の授業を参観し、その後に中高の教員達で協議会を開催したことがありました。数年前ま
で県教委主催で開催していた「中高学習指導研究協議会」の走りのようなものです。授業はいわゆる
「規則性」に関する問題を扱ったもので、規則的に増えていく図形の個数を表す数式を導く問題だっ
たと記憶しています。協議会では高校側からは「推測から導かれた数式をそのまま解答としており検
証が不十分だ」
「数学的な厳密性についてもっと指導してほしい」といった意見が出され、それに対し
て中学校側からは「自分たちは中学校の学習指導要領通りのことをやっている」
「すべての生徒が大学
に行くわけでは無い」と反論され、かなり険悪な空気になったのを覚えています。
今思えば、指導内容や指導法についての相互理解が不十分なままの協議であったので、議論がかみ
合わないのは当然だったと言えます。
平成１９年度の全国学力学習状況調査で秋田県の小中学校の「学
力」のレベルの高さがクローズアップされ、教科指導の「中高接続」についての取組は活発なものに
なりました。以前は私が経験した協議会のように、高校のスタートラインで必要とする状態まで中学
校段階でどう育ててもらえるか、ということが主だったと思いますが、今はお互いの指導内容を把握
した上で、中学校側から高校側にどのようにバトンを渡すか、高校側でいかにそれを引き継ぐかとい
うことを意識しながらの協議になっていると思います。
現在、由利本荘市教委により矢島地区の「小・中・高連携」の構想が、学習指導要領改訂に合わせ
るかのようなタイミングで示されております。矢島小学校の新校舎の完成は令和５年を予定している
とのことで、これが実現すると、我々は中学校に加えて小学校の指導についても間近で見ることが可
能になります。特に今回の小学校の指導要領改訂の内容を考えると、高校入学直前の中学校３年間だ
けでは無く、小学校・中学校の合計９年間をかけて育てられてきた生徒をいかに引き継ぐか、という
意識で接続を考える必要があるだけに、
「小・中・高連携」がどのような役割を果たすことになるのか、
非常に興味深いものがあります。連携の在り方についての議論はこれからになりますが、我々にとっ
ては新たな学習指導要領における小学校・中学校・高等学校の学びの流れについての理解を深め、そ
れを生徒に還元することに繋がるようなものになることを期待したいと思います。
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１

授業評価アンケートについて
教務部

令和元年度 授業評価アンケート集計
全平均
１．授業者（先生）の指導について

１年

２年

３年

第１回

第２回

第１回

第２回

第１回

第２回

第１回

第２回

3.72

3.80

3.86

3.86

3.78

3.85

3.53

3.69

3.68

3.77

3.82

3.74

3.72

3.82

3.49

3.74

3.67

3.74

3.72

3.71

3.75

3.83

3.53

3.69

3.61

3.70

3.70

3.67

3.69

3.77

3.44

3.66

1 授業への意欲を確認し、目標やねらいがきちんと示されている。
Ａ

授業の仕方
2 発問や板書・教材に工夫があり分かりやすい授業である。
3 授業の始まりと終わりの時間がきちんと守られている。

Ｂ

授業規律
4 規律ある雰囲気で授業が行われている。

Ｃ

主体的・対話的で
深い学び

5 自分の考えを深める時間が確保されている。
6 先生や生徒間で質問したり意見を出し合う場面が良くある。
7 プリントや小テストなどで理解を確認しながら授業が進められている。

Ｄ

学力向上
8 授業を受けると充実感を得たりやる気が出る。

２．自分自身（生徒）の取組について
a

授業準備

1 先生が来る前に授業の準備を整え、元気に挨拶をして授業に臨んでいる。

3.62

3.67

3.57

3.61

3.62

3.72

3.66

3.68

b

授業姿勢

2 私語や居眠りをせず、授業にはきちんとした態度で臨んでいる。

3.55

3.57

3.60

3.68

3.59

3.57

3.45

3.45

c 主体・対話・深い学び 3 自分の考えや疑問を述べたりして、積極的に授業に参加している。

3.37

3.43

3.52

3.45

3.46

3.49

3.14

3.36

d

3.40

3.43

3.65

3.52

3.44

3.50

3.11

3.28

学力向上

4 課題にはしっかり取り組み、家庭学習などの学力向上に励んでいる。
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２

令和元年度授業研究会

校内授業研修実施要項
教務部

１．目

的

２．テーマ

相互に授業を参観し合うことで、授業力の向上を図る。

生徒の発信力を育てる授業の実践（平成３０年度 1 ヶ月前課題）
①教師と生徒・生徒同士の双方向的な言語活動を引き出す発問の工夫
②生徒が発表・表現する場面の工夫

３．期

４．方

日

法

令和元年

６月１０日（月）～２４日（月）

１０日間

令和元年１１月１８日（月）～２９日（金）

９日間

(1)授業者はテーマに対する目標やポイントを教務へ提示する。教務で一覧表を作成す
る。
(2)研修期間中、原則２つ以上の授業を参観する。参観予定を掲示してある用紙に記入
し、参観後チェックをする。
(3)期間中に１時間も参観できなかった場合は、参観できなかった理由を教頭先生に報
告する。
(4)参観した授業に関する感想等を、授業評価シートに記入し提出する。

※〔課題設定の理由〕
本校では、平成２５年度から「授業３カ条」、平成２６年度から「授業のユニバーサルデザイ
ン化」を矢島高校共通実践事項として掲げ、全職員で授業改善に取り組んできた。教師・生徒共
にその実践が浸透し、「分かる授業」が展開されてきている。
本校の生徒は学力に大きな差があり、また特別な支援を要する生徒もいる。そのため、教師側
の一方的な説明や指示の時間が多くなってしまう傾向にある。このことを改善していくには、生
徒の思考に合わせた発問を工夫し、課題について自分の考えと他者とを比較するなど、学習内容
に応じた発問を展開していきながら考える力を育てる必要がある。一部の生徒に頼るのではな
く、生徒一人ひとりが自身で考え、発言・表現する場面を積極的に設定し、生徒が自己有用感を
もつような発信力を育てる授業をさらに深めていきたい。
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３

「キャリア教育ＣＡＮ ＤＯリスト」調査結果
進路指導部

１．はじめに
今年度「キャリア教育ＣＡＮ ＤＯリスト」は３年目の実施であり、いわゆる完成年度になった。
この３年間に調査期日や分析方法を改善しながら、本校生徒のキャリア発達の度合いを見てきたが、
その度合いは数値に如実に表れていると実感している。これまでもクラス担任をはじめ生徒に関わる
全ての教員は、生徒の成長ぶりを目の当たりにしてよくわかっているのだが、数値で表されることに
よって、より具体的に成長ぶりを把握することができたのではないかと考える。
今年度の調査結果の報告と、３年間で見えてきたことについて、また、今後の更なる活用法につい
て考察してみたいと思う。
２．今年度の調査から
２－１．今年度の調査方法
全学年

年３回（４月・７月・１２月）実施。

【調査の流れ】
①次ページ掲載の調査用紙「キャリア教育ＣＡＮ ＤＯリスト」（Ａ４プリント１枚）を生徒に配付
②生徒は、２３項目のそれぞれについて４段階での自己評価を行う
③調査結果の集計
④集計結果を分析し、その後の指導に生かす
２－２．調査結果と分析
別紙「令和元年度『キャリア教育ＣＡＮＤＯリスト』集計結果」に各回・各学年の平均値を一覧に
している。また、各回の学年部で分析をした結果も示した。
まず今年度の特徴として、１年生の数値が非常に高いことが挙げられる。特に第１回の調査では全
ての項目で 3.0 以上、平均も 3.40 と、調査開始からどの学年もそこまで高い数値はなかった。ただ、
数値の高さ自体よりも、自己評価と教員（＝他者）からの評価に大きな乖離があるのではないかとい
うことが学年でも考察のポイントになった。（「平成 31 年度

キャリア教育ＣＡＮＤＯリスト（第 1

回）分析」参照。）
入学直後の第１回の調査は、本格的な高校生活が始まる前の時点での自己評価である。現２・３年
生も比較的高い数値になっており、これが本校の「傾向」といえるだろう。ただ、客観的評価と自己
評価との差が大きいことは学年部の分析でも指摘するとおり、数値の信頼性の点では疑問がある。そ
れでもなぜそのような評価になったかを考えると、本校に入学する生徒の性質も見えてくる。そのよ
うな評価をする生徒であることを早期に理解できたことで、さらにきめ細かい教育につながったと考
える。
２－３．キャリア教育ＣＡＮＤＯリストとキャリア・パスポート
来年度から全国の高校で使用することになる「キャリア・パスポート」を、本校でも検討委員会を
設け、数回の協議を経て作成した。文科省の例示資料では「高校生のみなさんへ」というメッセージ
の中で《高校生活でさらに伸ばしてほしい能力》として、４つの能力について解説している。本校の
キャリア教育ＣＡＮＤＯリストは、先取りして自己理解を促してきたことになる。
キャリア・パスポートには見通しと振り返りを軸にして、学級担任をはじめとした先生方とのやり
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取りの記録を蓄積する。本校ではＣＡＮＤＯリストでの自己評価を定期的に行い、この評価も踏まえ
て、キャリア・パスポートの活用を図っていきたい。
３．キャリア教育ＣＡＮＤＯリストにおける本校の傾向
３－１．Ｈ２９年度入学生について

H29入学生 平均数値の変化
3.05
3
2.95
2.9
2.85
2.8

図らずも生徒の成長の足跡がよくわかるグラフとなった。
２年次①にかけて落ち込んでいるのは能力の低下ではなく、様々な体験をしたことで自己理解が深
まった結果、自分の能力を正確に評価できるようになったことの表れだと捉えることができる。しか
も２年生に進級するとクラス替えをしてコース別の授業になり、不安要素が多いための自信のなさで
あったようだ。しかし、１学期を終える頃には自信がつき格段に評価が上がっている。それ以降は上
昇の一途をたどり、最終の３年次③では最高の数値になった。高校３年間を通して様々な体験をし、
友人関係をはじめとした人間関係でも色々なことが起こり、そのたびに学年部が中心となって対応し
てきた。それらもすべて生徒たちの成長の糧となったのではないか。
３－２．学年比較について
3.45

学年比較

3.35

３年生

3.25

２年生

3.15

１年生

3.05
2.95
2.85
2.75

各学年の生徒の性質や傾向によって自己評価も大きく異なるが、これは生徒数が少ないので１人の
評価値で大きく数値が変動するためでもある。生徒数は３年生３４名（２クラス）、２年生２５名（１
クラス）
、１年生１７名（１クラス）とここ数年生徒数の減少が激しい。生徒にはクラス替えの有無に
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よる問題もあるかもしれないが、教員にとっては少人数だからこそ「生徒一人一人に対するきめ細か
い教育」ができる環境である。
このキャリア教育ＣＡＮＤＯリストは様々な活用の可能性を持っている。今後も調査を継続し、更
なる活用の道を模索していきたい。
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6

7

(17 人)

3.11
3.00
3.29
3.24
2.59
2.94
3.29
3.41
2.96
3.47
2.71
2.94
2.88
2.82
2,91
3.00
2.82
2.94
3.06
2.82
2.82
3.21
3.24
3.71
3.06
2.71
3.35

3.54
3.53
3.82
3.71
3.12
3.06
3.71
3.82
3.35
3.76
3.12
3.24
3.29
3.35
3.31
3.35
3.53
3.47
3.24
3.12
3.12
3.35
3.18
3.88
3.35
3.00
3.35

Ａ. 対人関係能力（人間関係形成・社会形成能力）
１「相手の気持ちを考えて話したり行動したりすることができる」
２「自分とはちがう考え方を持つ人のことも受けとめて接することができる」
３「規律やルールを守って，周囲に配慮して行動することができる」
４「自分の意見をきちんと整理して相手に分かりやすく伝えることができる」
５「必要なときには，自分の意見をはっきり言うことができる」
６「ほかの人と一緒に何かをするときには，自分ができることは何かを考えて行動することができる」
７「ほかの人と一緒に何かをするときには，周りの人と力を合わせて取り組むことができる」

Ｂ. 自己調整能力（自己理解・自己管理能力）
８「自分が何に興味や関心があるのかわかっている」
９「自分には良いところがあるとわかっていて，その良さを伸ばそうと努力している」
10「必要なときには，苦手なことにも頑張って取り組むことができる」
11「やるべきことがわかっているときには，ほかの人から指示される前に取り組むことができる」
12「気持ちが沈んでいるときであっても，しなければならないことにはきちんと取り組むことができる」

Ｃ. 課題解決能力（課題対応能力）
13「わからないことがあったときには，自分からすすんで情報を集めることができる」
14「何か問題がおきたときには，なぜそうなったかその原因について考えることができる」
15「何か問題がおきたときにはどのようにしたらその問題が解決できるか調査,検討することができる」
16「何か問題がおきたときには次に同じようなことがおきないように工夫し提案することができる」
17「何かに取り組むときには，計画を立てて取り組むことができる」
18「何かに取り組むときには，進め方や考え方がまちがっていないか，振り返りながら考えることができる」

Ｄ. キャリア形成能力（キャリアプランニング能力）
19「勉強や仕事をすることの意味について，自分なりの考えを持っている」
20「世の中には，さまざまな働き方や生き方があることを理解している」
21「職業や働き方を選ぶ際に，どのように情報を集めれば良いかわかっている」
22「将来の夢や目標が具体的で，それに向かって継続して努力している」
23「身に付けた知識を生かして広く社会に貢献できる仕事に従事したいと考えている」

１年

(17 人)

③令和元年１２月６日

第2回
3.08

対人関係能力（人間関係形成・社会形成能力）
自己調整能力（自己理解・自己管理能力）
課題解決能力（課題対応能力）
キャリア形成能力（キャリアプランニング能力）

②令和元年７月５日

第1回
3.40

Ａ.
Ｂ.
Ｃ.
Ｄ.

基本的・汎用的資質能力（Ａ～Ｄ）

調査日：①平成３１年４月２４日

キャリア教育ＣＡＮ Ｄ０ リスト」集計結果

令和元年度「

3.31
3.19
3.75
3.19
3.06
3.38

3.05
3.19
3.25
3.06
3.19
2.69
2.94

3.17
3.38
2.94
3.13
3.13
3.25

3.23
3.25
3.31
3.44
2.69
2.94
3.38
3.63

(16 人)

第3回
3.22

3.27
3.48
3.60
3.08
2.96
3.24

2.93
2.92
3.12
3.12
2.96
2.68
2.76

3.13
3.32
2.84
3.20
3.04
3.24

3.19
3.28
3.48
3.40
2.56
2.84
3.20
3.56

(25 人)

第1回
3.12

3.22
3.36
3.56
3.00
2.80
3.36

2.91
3.00
3.32
3.04
2.92
2.52
2.68

3.07
3.36
2.88
3.08
2.96
3.08

3.22
3.32
3.56
3.40
2.56
2.96
3.28
3.44

(25 人)

第2回
3.11

２年

3.30
3.40
3.56
3.08
3.00
3.44

3.00
3.08
3.16
3.16
3.08
2.80
2.72

2.98
3.16
2.92
2.96
2.80
3.04

3.20
3.32
3.32
3.32
2.68
2.96
3.36
3.44

(25 人)

第3回
3.12

２（あまりできていない）

【４段階評価】 ４（大変よくできている）

3.10
3.12
3.35
2.94
2.94
3.15

2.84
3.00
3.06
2.97
2.79
2.53
2.71

2.96
3.41
2.97
2.76
2.79
2.88

3.00
3.09
3.09
3.35
2.59
2.79
2.97
3.12

（34 人）

第1回
2.97

3.14
3.12
3.44
3.09
2.82
3.24

2.88
3.06
3.12
2.88
2.94
2.50
2.76

2.97
3.41
2.91
2.88
2.71
2.94

3.04
3.24
3.26
3.26
2.59
2.71
3.06
3.18

(34 人)

第2回
3.01

３年

3.12
3.12
3.44
3.15
2.79
3.09

2.88
3.03
3.06
2.94
2.79
2.65
2.82

2.94
3.38
2.71
2.88
2.71
3.03

3.14
3.21
3.32
3.50
2.65
2.85
3.15
3.29

(34 人)

第3回
3.02

３（まあまあよくできている）
１（ほとんどできていない）

平成 31 年度

キャリア教育 CAN DO リスト（第 1 回）分析

【１学年】
全項目の平均値が非常に高く、調査結果については信頼性に欠けるのではないかと思う。数値が高
くなった理由としては、質問項目についてその意味を正しく理解できていなかった、あるいは高校生
として求められるレベルがわかっていなかったためであると考えられる。日頃の学校生活の中で、社
会に出てから求められることやその水準を教えいかなければならない。
データの信頼性は別として、１年生の平均が低かったのは以下の項目である。
A.

B.

対人関係能力（人間関係形成・社会形成能力）

3.54

4「自分の意見をきちんと整理して相手に分かりやすく伝えることができる」

3.12

5「必要なときには，自分の意見をはっきり言うことができる」

3.06

自己調整能力（自己理解・自己管理能力）

3.35

9「自分には良いところがあるとわかっていて，その良さを伸ばそうと努力している」
C.

3.12

課題解決能力（課題対応能力）

3.31

17「何かに取り組むときには，計画を立てて取り組むことができる」

3.12

18「何かに取り組むときには，進め方や考え方がまちがっていないか，振り返りながら考

3.12

えることができる」
D.

キャリア形成能力（キャリアプランニング能力）

3.35

22「将来の夢や目標が具体的で，それに向かって継続して努力している」

3.00

各項目のポイントとしては、
「対人関係能力」では自分の意見を伝えること、
「自己調整能力」では
自己肯定感や自己有用感、
「課題解決能力」では計画性、
「キャリア形成能力」では将来の具体的な目
標が挙げられる。どれもとても大事な項目であり、３年間を通した指導でそれらを高めていきたい。

【２学年】
１年生第１回

１年生第２回

１年生第３回

２年生第１回

3.10

3.22

3.11

3.12↑

Ａ領域【対人関係能力】

3.22

3.30

3.17

3.19↑

Ｂ領域【自己調整能力】

3.12

3.21

3.10

3.13↑

Ｃ領域【課題解決能力】

2.91

3.06

2.94

2.93↓

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.14

3.32

3.26

3.27↑

全

体

上の表の通り、平均値を比べると１年生第３回と比べてほとんど変わらない。今年度は、インター
ンシップや修学旅行、進路ガイダンス等の各生徒の成長につながる行事が多いため、それらの機会を
うまく利用していきたい。特に平均値が低かったものは以下の項目については、授業において自分の
意見を伝える機会を増やしたり、学校行事等において自分たちで計画を立て、振り返りながら取り組
む機会を増したりすることで指導していきたい。
A．対人関係能力

４「自分の意見を整理して伝える」（2.56）

B．自己調整能力

１０「自分の良さを伸ばそうと努力している」（2.84）

C．課題解決能力

１７「計画を立てて取り組むことができる」（2.68）
１８「振り返りながら取り組むことができる」（2.76）
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【３学年】
２年第１回

２年第２回

２年第３回

３年第１回

Ａ領域【対人関係能力】

2.89

3.02

2.95

3.00 ↑

Ｂ領域【自己調整能力】

2.78

2.86

2.91

2.96 ↑

Ｃ領域【課題解決能力】

2.75

2.81

2.91

2.84 ↓

Ｄ領域【キャリア形成能力】

2.98

3.00

3.01

3.10 ↑

上の表の通り、Ａ・Ｂ・Ｄ領域において平均値が２年生第３回から上昇した。特にＤ領域は２年生
第３回から 0.9 ポイントと大きく上昇しており、３年生として、自分の進路決定に対する意識が高ま
ってきていることがうかがえる。Ｃ領域については２年生第３回から下降しているが、これも３年生
になり、進路活動に取り組む中で、計画性、自主性などが求められる場面が増加してきたことに対す
る不安の表れでもあると考える。今後も生徒のサポートをしっかりと行っていきたい。
Ａ領域に関しては、項目４「自分の意見を整理して伝える」，項目５「必要なとき、自分の意見をは
っきり言う」の項目が他に比べて低めであり、今後の課題である。
Ｂ領域に関しては、項目８「自分が何に興味や関心があるのかわかっている」の項目は比較的高め
だが、その他は学年平均が３．０を下回っているので、自己の理解についても引き続き指導していき
たい。
Ｄ領域に関しては、全体的に平均値が高くなっているが、項目２１「情報の集め方が分かっている」
項目２２「継続しての努力している」の項目がやや低い。進路指導室の活用なども助言しつつ、粘り
強く目標に向けて努力する姿勢を身につけさせるようにしたい。

【まとめ】
２・３年生はこの調査に関しては良い意味で「慣れている」ので、質問事項に対して素直に答えて
いる。両学年ともＡ・Ｂ・Ｄ領域は数値が上昇し、Ｃ領域が下降しているのが興味深い。
上昇した３領域はいわば個人の資質・能力に関する分野なので、それぞれ進級したことにより、自
信を持って新年度に臨もうとしているのではないか。生徒ごとに違いはあるとは思うが、全体的には
良い傾向であり、それが生徒達の雰囲気にも現れているように思える。この雰囲気を大事にして学校
生活の様々な場面での指導に役立てたいものである。
Ｃ領域については、やはり進級したことにより逆に自信を失ってしまったのかもしれない。新年度
が始まって目標などを考えた時、昨年度より少し高い課題が見えてきたことで、心配になってしまっ
たのではないか。特に３年生は「進路志望を達成する」という大きな目標があるため、余計に心配な
のかもしれない。１年生の時からほぼ全ての領域で数値が低い学年であるが、それでも徐々に上昇し
てきた経緯もある。３年部職員はそんな生徒をよく理解しているので、生徒のペースに合わせた具体
的な指南をお願いしたい。
１年生については、高校生に求められる資質・能力に不安のある生徒が多く見られるので、指導に
苦慮されていることがうかがえる。確かに数値の高さには疑問符がつくかもしれないし、信頼性には
欠けるだろう。ただ、なぜこのような高い数値をつけたかを考えた時、質問項目への理解不足だけで
はない理由があるように思う。
中学校まで学校生活のあらゆる場面で、困ったり思うようにできなかったり、そのことで他の生徒
とは違う特別な指導を受けたりしてきた生徒もいる。学校生活のあらゆる事柄がコンプレックスにな
っていると想像される。

9

何かで読んだのだが、コンプレックスがあったり自信がなかったりすると、それを隠すために見栄
を張るのだそうだ。それに高校は今までの自分を知っている人が極端に少ない新しい環境である。こ
こである意味の心機一転を図り、自分を良く見せたいがための数値の高さとも取れるかもしれない。
おそらく、生徒は「できない」ことをわかっている。数値そのものは生徒の姿を写す鏡とはなって
いないだろう。しかし、生徒の資質・能力とギャップがある項目が実はその生徒が「そうありたいと
願う」理想なのではないか。
そのギャップを埋めることにより、自信がついて冷静に自分のことを分析することができるだろう。
授業や学年部だけでなく、職員全体で手をかけていく必要があると考える。
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平成 31 年度

キャリア教育 CAN DO リスト（第 2 回）分析

【１学年】
１年生第１回

１年生第２回

3.40

3.08

Ａ領域【対人関係能力】

3.54

3.11

Ｂ領域【自己調整能力】

3.35

2.96

Ｃ領域【課題解決能力】

3.31

2.91

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.35

3.21

全

体

第 1 回の調査では全項目において数値が高かったが、今回はいくらか実態に近い数値になったよう
に思われる。しかし、教師側からすると心配な生徒たちの数値が全員オール４に近いものとなってお
り、分母も少ないためデータとしての信頼性には疑問が残る。
今回１年生の平均が低かったのは以下の項目である。
A.

対人関係能力（人間関係形成・社会形成能力）
4「自分の意見をきちんと整理して相手に分かりやすく伝えることができる」

B.

2.59

自己調整能力（自己理解・自己管理能力）
9「自分には良いところがあるとわかっていて，その良さを伸ばそうと努力している」

12「気持ちが沈んでいるときであっても，しなければならないことにはきちんと取り組むこ

2.71
2.82

とができる」
11「やるべきことがわかっているときには，ほかの人から指示される前に取り組むことがで

2.88

きる」
C.

課題解決能力（課題対応能力）

14「何か問題がおきたときには，なぜそうなったかその原因について考えることができる」

2.82

17「何かに取り組むときには，計画を立てて取り組むことができる」

2.82

18「何かに取り組むときには，進め方や考え方がまちがっていないか，振り返りながら考え

2.82

ることができる」
D.

キャリア形成能力（キャリアプランニング能力）

22「将来の夢や目標が具体的で，それに向かって継続して努力している」

2.71

以上の結果を踏まえ、各分野において、以下のポイントを重点的に指導しのばしていきたい。
【対人関係能力】では、「自分の意見を伝えること」
【自己調整能力】では、「自己肯定感」、
「気持ちのコントロール」、「自発性」
【課題解決能力】では、「分析力」
、
「計画性」
【キャリア形成能力】では、
「将来の具体的な目標」
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【２学年】
１年生第１回

１年生第２回

１年生第３回

２年生第１回

２年生第２回

3.10

3.22

3.11

3.12

3.11↓

Ａ領域【対人関係能力】

3.22

3.30

3.17

3.19

3.22↑

Ｂ領域【自己調整能力】

3.12

3.21

3.10

3.13

3.07↓

Ｃ領域【課題解決能力】

2.91

3.06

2.94

2.93

2.91↓

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.14

3.32

3.26

3.27

3.22↓

全

体

４領域のうち３領域で値が下降した。値が低かったものは下記の通りであるが、その中でも特に「自
分の意見を整理して伝える」
、「計画を立てて取り組む」については学年の多くの生徒が課題と感じて
いる。授業において自分の意見を伝える機会を増やしたり、学校行事等において自分たちで計画を立
てて取り組ませたりすることで改善していきたい。
Ａ領域の対人関係能力は２年生の良さだと感じている。その良さを生かしながら物事に取り組ませ
ることで、自己肯定感や自己有用感を高めていきたい。
数値が低かった項目は以下の通りである。
A．対人関係能力

４「自分の意見を整理して伝える」（2.56）

B．自己調整能力

１０「自分の良さを伸ばそうと努力している」（2.88）

C．課題解決能力

１７「計画を立てて取り組むことができる」（2.52）

C．課題解決能力

１８「振り返りながら取り組むことができる」（2.68）

D．キャリア形成能力

２２「夢や目標が具体的で、それに向かって努力している」（2.80）

【３学年】
２年生第１回

２年生第２回

２年生第３回

３年生第１回

３年生第２回

2.89

3.02

2.95

2.97

3.01↑

Ａ領域【対人関係能力】

2.78

2.86

2.91

3.00

3.04↑

Ｂ領域【自己調整能力】

2.75

2.81

2.91

2.96

2.97↑

Ｃ領域【課題解決能力】

2.98

3.00

3.01

2.84

2.88↑

Ｄ領域【キャリア形成能力】

2.89

3.02

2.95

3.00

3.14↑

全

体

４つの領域全てで３年第１回よりも数値が上昇した。Ａ領域の項目３「規律やルールを守って、周
囲に配慮して行動することができる」項目５「必要なときには自分の意見をはっきり言うことができ
る」などやや下降した項目もあるが、全体的には就職・進学に向けた活動が本格化し、面接練習など
も始まったことで、それぞれの生徒がより意欲的になっていることが考えられる。またＡ領域の項目
２「自分とは違う考え方をもつ人の事も受け止めて接することができる」の数値が前回 3.09 から 3.26
に伸びており、周囲の自分とは違う人に対する理解・許容の気持ちも育ってきているように思う。今
後は前回から引き続きの課題と感じている、「自分の意見を伝えること」「計画を立てて、工夫しなが
ら物事に取り組むこと」について、進路活動等を通じて取り組ませていきたい。
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【まとめ】
１学年については、第１回の調査よりも実態に近い数値が出たということで、現状を把握できるよ
うになった成長の表れではないか。数値が「オール４に近い」心配な生徒への指導について、実態と
の乖離の程度が指導の目安になると考えられる。一概には言えないが、実態と数値の乖離が大きい項
目ほどその生徒の理想かもしれないので、きめ細やかな目配りと粘り強い指導が求められると考える。
今後も学年部を中心に指導をよろしくお願いしたい。
２学年は全体的には落ち着いていてこの調査の数値の信頼性もあると見てよいのではないか。生徒
は時期や段階に応じた課題に直面し、その都度悩んだり考えたりしているのが数値に表れていると考
えられる。数値の上下変動は今後もあるだろうが、２学年の良さを生かして指導を継続していただき
たい。
３学年は進路活動が本格化してきたことにより、自分の将来を真剣に考えて行動するようになった
のが、数値にも表れているようだ。進路活動を通してさらなる成長を期待して、社会人としての土台
を築いてもらいたい。
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平成 31 年度

キャリア教育 CAN DO リスト（第 3 回）分析

【１学年】
１年生第１回

１年生第２回

１年生第３回

3.40

3.08

3.22↑

Ａ領域【対人関係能力】

3.54

3.11

3.23↑

Ｂ領域【自己調整能力】

3.35

2.96

3.17↑

Ｃ領域【課題解決能力】

3.31

2.91

3.05↑

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.35

3.21

3.31↑

全

体

［前回も今回も平均値が低かった項目］
Ａ：対人関係能力（人間関係形成・社会形成能力）
4「自分の意見をきちんと整理して相手に分かりやすく伝える」前回 2.59

今回 2.69

Ｂ：自己調整能力（自己理解・自己管理能力）
9「自分には良いところがあるとわかっていて、良さを伸ばそうとしている」前回 2.71
今回 2.94
Ｃ：課題解決能力（課題対応能力）
17「何かに取り組むときには、計画を立てて取り組むことができる」前回 2.82

今回 2.69

18「何かに取り組むときには、進め方や考え方がまちがっていないか振り返りながら考えるこ
とができる」前回 2.82

今回 2.94

上記の結果を踏まえ、３学期は以下の項目に留意して指導していきたい
対人関係能力＝「自分の意見を伝えること」･･･適切な機会を与え経験を積ませる
自己調整能力＝「自己肯定感」･･･行事とうまく結びつけて指導する
課題解決能力＝「計画＆振り返り」･･･ＰＤＣＡサイクルを意識させる
［前回低かったが今回改善された項目]
Ｂ：自己調整能力（自己理解・自己管理能力）
12「気持ちが沈んでいても、しなければならないことにはきちんと取り組む」前回 2.82
今回 3.25
11「やるべきことがわかっているときには、指示される前に取り組む」前回 2.88

今回 3.13

Ｃ：課題解決能力（課題対応能力）
14「問題がおきたとき、原因について考えることができる」前回 2.82

今回 3.25

Ｄ：キャリア形成能力（キャリアプランニング能力）
22「将来の夢や目標が具体的で、それに向かって継続して努力している」前回 2.71

今回 3.06

上記の結果から、自分の将来の進路について考え、そのために今やるべき事を理解し、それに向か
って努力できる生徒が増えてきたことが伺える。そのような生徒がさらに増えるように指導していき
たい。
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【２学年】
１年生
第１回

１年生
第２回

１年生
第３回

２年生
第１回

２年生
第２回

２年生
第３回

3.10

3.22

3.11

3.12

3.11

3.12↑

Ａ領域【対人関係能力】

3.22

3.30

3.17

3.19

3.22

3.20↓

Ｂ領域【自己調整能力】

3.12

3.21

3.10

3.13

3.07

2.98↓

Ｃ領域【課題解決能力】

2.91

3.06

2.94

2.93

2.91

3.00↑

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.14

3.32

3.26

3.27

3.22

3.30↑

全

体

第２回調査で特に値が低かった２項目については、「自分の意見を整理して伝える（２．５６→２．
６８）」
、「計画を立てて取り組む（２．５２→２．８０）」と上昇している。これは、２学期は行事や
地域学などで多くの活動があり、その一つ一つに生徒たちがしっかりと取り組んできた成果であると
感じている。
逆に、
「自分と違う考え方の人と接する（３．５６→３．３２）」、「何に興味・関心があるか分かる
（３．３６→３．１６）」の２項目が大きく下降しているが、「自分と違う考え方の人と接する」につ
いては、３．３２という値を考えれば問題はないと考えている。
「何に興味・関心があるか分かる」に
ついても、自分の進路を真剣に考えるようになり、悩んだり迷ったりしているためであり、特に問題
はないと考えている。
今後は、進路意識を高め、社会人になることを意識させていくなかで、苦手としている自己調整能
力や課題解決能力を伸ばしていきたい。

【３学年】
２年生第２回

２年生第３回

３年生第１回

３年生第２回

３年生第３回

3.02

2.95

2.97

3.01

3.02↑

Ａ領域【対人関係能力】

2.86

2.91

3.00

3.04

3.14↑

Ｂ領域【自己調整能力】

2.81

2.91

2.96

2.97

2.94↓

Ｃ領域【課題解決能力】

3.00

3.01

2.84

2.88

2.88＝

Ｄ領域【キャリア形成能力】

3.02

2.95

3.00

3.14

3.12↓

全

体

４つの領域のうちＡ領域の値が大きく伸びた。その中でも項目３「規律やルールを守って、周囲に
配慮して行動することができる」は前回 3.26 から 3.50 に、項目５「必要なときには自分の意見をは
っきり言うことができる」は前回 2.71 から 2.85 に上昇し、Ａ領域の中で最も前回から伸びている。
この２項目は第 2 回のＣＡＮＤＯリストではやや下降していた項目であったが、就職・進学活動を経
て、社会に出るための意識が高まってきた結果だと考える。Ｂ領域の項目９「自分には良いところが
あるとわかっていて、その良さを伸ばそうと努力している」、Ｄ領域の項目２２「将来の夢や目標が具
体的で、それに向かって継続して努力している」と項目２３「身につけた知識を生かして広く社会に
貢献できる仕事に従事したいと考えている」など数値が第 2 回に比べて下降している（項目９ 2.91
→2.71、項目２２ 2.82→2.79、項目２３ 3.24→3.09）項目については、自分自身の長所を意識させ
ることで自信を持たせ、自分が勤務する会社での仕事、もしくは学校での学びを通して、どのように
社会に貢献できるかを意識させることで生徒の就業意欲、学習意欲を高めていきたい。現 3 年生はこ
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の三年間を通して、特にＡ領域とＣ領域が大きく伸びた。（Ａ領域 1 年 2.95→3 年 3.14、Ｃ領域 1 年
2.66→3 年 2.88）1 年生 1 学期の時点では自分自身の意見を述べることや課題解決のために情報を集
め、計画的に取り組むことなどに苦手意識のある生徒が多かったが、学年が進むのに合わせて生徒達
も面接練習や進路ガイダンス、様々な行事を通して少しずつ自己主張ができるようになっていった。
この意識を保ちながら、今後も仕事や学業に励んでいって欲しい。

【まとめ】
第３回目の今年度最後の調査は、全学年で数値が上昇しており、１年間の成長の跡が見られる結果
であった。すべてが順調だった生徒や学年はないと思うが、様々な課題や局面に突き当たり、その都
度乗り越えてきたことで自信をつけ、個別の課題に対してだけでなく、自分なりの対処の仕方を身に
つけつつあるのではないか。生徒数が少ないとはいえ、生徒個人の抱える問題は生徒の数だけあると
言ってよい。日々丁寧に生徒に対応している学年部の指導に寄るところも大きいと思う。
３年生は４月からの新生活、１・２年生は進級して学年が一つ上がってからも、この自信をもとに
頑張ってほしいものである。
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Ⅱ
実

践

報

告

１ 商業高校生未来創造事業
矢島高校地域創造コースビジネス系の取組
やしまブランディングプロジェクト
教
諭
臨時講師
Ⅰ

土田
佐藤

伸也
文明

はじめに
平成２７年度から「課題研究」の中で矢島町のブランディングをテーマにしながら授業を進めてい

る。これまで、商品開発や観光マップ作りなどの活動を行ってきたが、近年ではＦＢページ「矢島高
校

やしまブランディングプロジェクト」やＴｗｉｔｔｅｒ公式アカウントを開設し、地域をＰＲし

ながらＳＮＳコンテンツの機能を活用したブランディング効果の測定を行うなど、年々その活動の領
域を広げ、ビジネスの専門性を高めながら授業を展開してきている。
今年度は、商品やサービスのコモディティ化に着目し、付加価値化・差別化を図ることでブランデ
ィング効果を高めたいと考え、様々なマーケティングの手法を活用しながら授業を進めてきた。
以下、令和元年度に取り組んだ「やしまブランディングプロジェクト（以下、ＹＢＰ）」について報
告する。なお、本研究は年度をまたいで継続研究が行われている。本資料にも研究途中の内容が含ま
れていることを先に記しておく。
Ⅱ

矢島町の現状分析

（１）ＳＷＯＴ分析
例年、矢島町のＳＷＯＴ分析を行っている。これは総合探究や学校設定科目などを通じて、矢島町
とその周辺地域を体験的に学習してきている本校生徒に、地域の良さを見つめ直す機会として設定し
ている。今年度のＳＷＯＴ分析では「スズメバチや熊の出没がマイナス評価である」、「高齢化がプラ
スとマイナス両面で評価できる」、
「何ごとも継承することの難しさがある」、「人口減少と人口流出が
弱みや脅威である」などの特徴的な意見があげられた。この内「人口減少と人口流出」については、
「田舎特有のイメージから連想された意見であり、正確なデータを分析する必要がある」という意見
もあげられ、さっそく詳細な調査を行った。
（２）人口減少と人口流出に関わる調査
由利本荘市の統計情報をもとに調査した結果、年少人口と老年人口はそれ程変化がなく、大幅に減
少しているのは生産年齢人口であることがわかった。また、このことを矢島町民がどのように捉えて
いるかを把握するため、矢島町で昔から事業を営んでいる方々を対象に取材を行った。その結果「活
気や発展がないことへの不安や寂しさ」、
「大型店出店による商売の難しさが年々増している」などの
意見を把握することができた。中には、私たちがＳＷＯＴ分析で「何ごとも継承することの難しさが
ある」と分析したように、
「後継者がいなくて店を閉める」と話す人もいた。それでも「矢島町はいい
ところなんだけどね」と口を揃えていたことが印象的だった。
（３）ブランディング３要素を高めるために
ＹＢＰでは、矢島町のブランディング要素を「歴史」
「自然環境」
「生活環境」の３点で捉えている。
それは、元々城下町の歴史があった町であること、秀峰「鳥海山」を代表とする雄大な自然環境があ
ること、宝島社が発行する「田舎暮らしの本」で２０１７年住みたい田舎ランキング東北１位になっ
たことを根拠としている。また、町民への取材で「矢島町はいいところ」と口々に話す町民の言葉か
らも、その根拠は情緒的にも強く裏付けられる。
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しかし、前述したように町民が様々な不安を抱えていることから、町民の活力の低下や町機能の衰
退等の問題が懸念され、これ以上衰退させないためにも町民が生き生きと活躍できる「活力に溢れた
町づくり」を急ぐ必要がある。
生産年齢人口の流出など、時代の流れに逆らえない問題もある中で「活力に溢れた町づくり」を進
めるために、ＳＷＯＴ分析で高齢化がプラスとマイナス両面で評価された点に着目した。
「高齢化」という言葉からは、マイナスイメージが連想されやすいが、学校行事等で地域の高齢者
と関わる機会を多くもつ本校生徒にとって、
「高齢者は元気で気さくで温かい人たち」というイメージ
が強くあり、
「活力に溢れた町づくり」を進める上では、「高齢者の知恵や経験の豊富さを活用するこ
とが重要」とする考えに至った。高齢者や女性が活躍している事例として、徳島県で「葉っぱビジネ
ス」を展開する株式会社いろどりの取組がある。同社の取組にもヒントを得ながら、次章で述べる研
究テーマを設定した。
Ⅲ

研究テーマ

（１）マーケティング目標
「コーズリレーテッドマーケティング（以下、ＣＲＭ）で、矢島町をしったげ元気に！」
（２）研究仮説
①地域社会に貢献できる商品開発とサービスの提供をすることで、ＹＢＰのブランドイメージは向上
する。
②ＣＲＭをマーケティング戦略とした時、コモディティ化からの脱却が図られ、消費者の購買意欲は
高まる。
③ＹＢＰの活動に共感し商品やサービスを購入する消費者が増えることで、地域の事業所を支援でき
るとともに、矢島町の認知度が向上し、ブランディング効果は高まる。
（３）具体的な目標
①ＹＢＰが行うＣＲＭを積極的にＰＲし、効果を最大限高める。
②市場調査やＳＴＰ分析など根拠に基づくマーケティング活動を実践する。
③本校文化祭、地域産業祭、矢島酒蔵開放、ひな街道で店舗を運営する。
④年間を通じて生産・販売できる商品（木工や食品）を開発し販売経路を確立させる。
⑤ＦＢページ「矢島高校

やしまブランディングプロジェクト」のフォロワー数を１００以上にする。

以上が、令和元年度の研究テーマである。
さて、仮説にあるＣＲＭとは、企業の社会貢献活動をマーケティング活動として行う戦略である。
元々はアメリカで生まれた戦略だが、日本では東日本大震災以降、消費者が社会貢献を意識した購買
活動を行うようになったことで広まった。その後、小樽商科大学などでも詳細な調査が行われ、マー
ケティング戦略としてその意義が立証されている。企業でも多くの事例があり、私たちが身近に購入
する商品やサービスにもＣＲＭが活用されている。また、マーケティングの神様と言われるフィリッ
プ・コトラー氏も、今後のマーケティング戦略で極めて重要な戦略になることを指摘している。
企業の社会貢献活動には「フィランソロピー」や「メセナ」もあるが、ＣＲＭはこれらとは異なる
性質をもつ。端的に言えば前者は利益の見返りを求めていないのに対し、後者は利益の見返りを求め
ていると言える。さらに、ＣＲＭは利益を目的とした社会貢献活動であることから、利益の増大が納
税額の増加をもたらし、社会貢献の領域は間接的にも広げることができる。これらのことはマーケテ
ィングの教科書（実教出版）にもはっきりと示されている。
私たちは、ＣＲＭを矢島町のブランディング戦略として位置づけることで、ブランディング効果を
高められると考えた。また、冒頭で述べたコモディティ化が深刻な昨今にあって、売れる仕組みをど
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のように構築するかは、極めて重要な視点でもある。
詳細なデータは割愛するが、ＣＲＭを戦略とする可能性を調査するため、ＹＢＰでは市場調査を実
施し、確実にマーケティング戦略として効果を上げられる確証を得た上で、具体的な活動を進めるに
至った。
Ⅳ

企画
例年ＹＢＰでは、多岐に渡る活動を効率よく進めるため、班ごとに各事業を進めている。今年度は、

①商品開発班（３人）、②木工クラフト班（４人）、③ＦＢ運営班（２人）、④庶務班（６人）の４班で
班を編制した。Ⅲ章の末尾で述べた市場調査の結果に基づき、各班の活動内容やＣＲＭで支援する対
象を次のように定めた。
①商品開発班
【活動内容】
・高齢者が生産に関わり、活躍することができる商品を考案する。
・これまでのＹＢＰ開発商品をＣＲＭを活用した戦略で販売する。
【支援対象】
・高齢者
・障がい者
②木工クラフト班
【活動内容】
・地元産の森林資源を活用した木工クラフトショップ「木の実屋」を企画・運営する。
【支援対象】
・子育て
・自然環境
③ＦＢ運営班
【活動内容】
・矢島町の観光情報や特産品、四季折々の風景、ＹＢＰの活動の様子を掲載する。ＣＲＭの効果が高
まるように、積極的なＰＲ活動も行う。
・インサイト機能を活用してマーケティング分析を行う。
④庶務班
【活動内容】
・各種調査、データの集計・分析を行う。
・ＰＯＰ製作、各班の補助を行う。
Ⅴ

実践報告

（１）商品開発班
①既存商品「ハックルブッセ」の販売価格変更
ＣＲＭを戦略としたマーケティング活動を実践するため、まずは既存商品である「ハックルブッセ」
の販売価格を＠￥１３０から＠￥１５０に変更した。上乗せした￥２０は、ハックルブッセの原材料
を提供する、地域活動支援センター「くるみの里」に寄附することとした。また、このことはＦＢペ
ージや販売実習でのＰＯＰ、販売員活動などで積極的にＰＲすることとした。
②ＣＲＭの効果
効果を検証する方法として、平成３０年度の販売実習との売れ行きを比較する方法と「ハックルブ
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ッセ」と並列で陳列販売したＹＢＰ既存商品の「鳥海バウム（＠￥１５０）」との売れ行きを比較した。
まず、前者の方法からその効果を検証する。平成３０年度の矢島高校文化祭における販売実習では、
「ハックルブッセ」８０個を販売するのに要した時間は約４時間だったのに対し、今年度は約２時間
で完売することができた。次に後者の方法から検証したことを説明する。矢島産業文化祭における販
売実習の売上実績だが、
「ハックルブッセ」の時間ごとの売れ行きは「鳥海バウム」よりも常に勝って
いて、早い時間で完売することができた。この時は、二つの商品をそれぞれ、１日目１００個、２日
目１５０個用意したが、二日間とも同じ結果が得られた。また、矢島産業文化祭での合計販売数量は
前年比１５０％弱という結果だった。
特に効果を上げた活動は販売員活動による消費者への積極的な働きかけで、
「くるみの里」に寄附が
できることへの多くの共感を得ることができ、売上にも結びつく結果となった。
③新商品「八塩山豆腐（粕漬け）
」の開発
昨年度開発した「八塩山豆腐（味噌漬け）」の第二弾として、ＣＲＭを戦略とした新たな「八塩山豆
腐」を考案している。この原稿を起こしている１２月現在において未完成であるが、商品の概要はほ
ぼ固まり、現在はパッケージングに取り組んでいて、２月の矢島酒蔵開放で販売予定である。酒粕を
提供していただくのは、天寿酒造株式会社で、同社の社長である大井建史様は本校学校運営協議会の
会長も務めている。生徒が行った同社への取材では、酒粕の高い栄養効果について詳しく教えていた
だいた。また、酒造りの過程で大量に派生する副産物でもあるため、廃棄される量はかなり多いこと
も知ることができた。さらに、商品化に向けて行った消費者への市場調査では、酒粕独特のにおいや
調理の手間がかかることへのマイナスイメージも把握することができた。
私たちは、ＣＲＭを活用した戦略として、廃棄される酒粕を有効活用することで食品ロス問題の解
消を目指すとともに、地元の高齢者を漬物作りの製造に巻き込むことで、冒頭で述べた「活力に溢れ
た町作り」を進めたいというと考えに結びつけた。
商品化に向けては、前述した市場調査、ＳＴＰ分析、４Ｐ政策など、マーケティングの手法に沿っ
て活動を進めている。２月の販売実習を成功させ、ＣＲＭの効果を検証したい。
（２）木工クラフト班
木工クラフトショップ「木の実屋」は、地元地域の森林資源を活用した体験型ビジネスモデルで、
平成３０年度に企画・運営された。同年度は「松ぼっくりのクリスマスツリーづくり」が無料で行え
る他、由利本荘市産のヒノキを活用した「写真フレーム作り」などを有料で体験することができる。
同年度の販売実績は延べ３日間の店舗運営で、
「松ぼっくりのクリスマスツリーづくり」が３３人、
「写
真フレーム」等は７人が体験し、総売上は￥２，１００であった。ビジネスとして大きな成果を上げ
たとは到底言えない実績であり、今年度はＣＲＭを戦略とすることで、昨年度以上の実績を上げたい
と考えた。
②販売方法の変更
具体的な戦略だが、まずは、これまで無料だった「松ぼっくりのクリスマスツリーづくり」を＠￥３
０に価格設定した。また、有料だった「写真フレーム」の販売単価＠￥３００は据え置くが、この内
１０％を、鳥海山の自然環境保全活動に取り組む「鳥海山にブナを植える会」に寄附することとした。
「松ぼっくりのクリスマスツリーづくり」で得た￥３０は、寄付額の補填にあて、補填額以上の売上
は同様に寄附することになる。また、
「ハックルブッセ」同様に、ＦＢページや販売員活動で積極的に
ＰＲすることも確認した。
③ＣＲＭの効果
販売実績であるが、延べ３日間の店舗運営で￥２７，８１０の売上を上げることができた。これは
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前年比１，３００％強に相当する。作業場は子供たちを中心に大盛況で、木育に関心のある保護者の
方にも大いに受け入れられる内容と言えた。Ⅳ章で木工クラフト班が行う支援対象の一つを「子育て」
としていたが、販売内容と支援内容とを消費者のニーズに合致させることができ、まさにＣＲＭの戦
略が大義することを成し遂げ、大きな成果をあげることができた。
Ⅵ

最後に
ＦＢ運営班の活動や庶務班による詳細なマーケティング分析の結果など、全てを掲載し切れていな

いが、１２月時点の活動をまとめると以上になる。今年度は昨年度以上に多くの地域の方々に、ＹＢ
Ｐの趣旨に賛同していただき、
協力していただくことができた。地域に根付いて存続してきた本校が、
地域の方々の協力を得ながら、地域性の強い授業を展開することは、大変意義深いことである。現在
も継続研究中ではあるが、今年度のＹＢＰの活動に協力していただいた全ての方々にこの場を借りて
感謝申し上げ、結びとしたい。
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２

高校生学校生活サポート事業
特別支援・教育相談委員会

１

事業の状況について
(1) 校内支援体制等
・校内委員会の状況（組織、回数と時期、内容など）
①メンバー
教頭、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、保健主事（兼コーディネーター）、
各学年主任、養護教諭（兼コーディネーター）、コーディネーター、学習サポーター
以上１１名
②回数と時期、内容
第１回（

４／２３）

年間計画・支援体制の確認、各学年生徒の状況確認

第２回（

６／２８）

１年生要支援生徒のリストアップ、個別の指導計画作成生徒の
検討、情報交換

第３回（

９／

５）

第４回（

３／１６）

個別の指導計画の内容確認、助言（教育専門監）
個別の指導計画の年間評価、進路状況について、次年度の計画

・年間計画、個別の指導計画等の作成状況
①年間計画
４月に作成
②個別の指導計画
・昨年からの継続を８月に見直したり、８月に新規作成。
・いずれも担任が原案を作成。対象の絞り込みと作成において、専門監とアドバイザー
から指導・助言。
・教職員の特別支援教育に対する共通理解
・新入生の情報に関しては、中学校からの申し送りの情報を共有
・毎月の職員会議での情報交換の実施及び共有
・アドバイザー及び教育専門監からの指導助言の共有
・校内研修会の実施（７月２５日）
・コーディネーター研修への教頭、１学年主任の参加
・生徒の実態把握の方法
①中学校からの申し送り

②入学前個別面談

③学校生活での観察

④支援隊による巡回相談
・保護者との連携
・担任が保護者と連絡を取り合うことを基本とする
・入学前個別面談の実施、年１回以上の保護者面談の実施
・保護者と学校関係者（進路指導主事、担任、学年主任、就職支援員）の面談等による連携
を進めた
(2) 対象生徒の支援内容（学習サポーターの活動状況等）
①職員の共通理解

②担任・学年部・教科担任・サポーターによる日常における支援

③進路指導部による進路指導

④ＳＣによるカウンセリング
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(3) 高等学校特別支援隊等の活用状況、外部機関との連携状況
①高等学校特別支援隊等の活用状況
・５月、９月に授業参観や委員会を実施し生徒の実態把握と支援の仕方のアドバイスを得る
・例年７月に校内研修会を開催し支援の仕方のアドバイスを得ていたが、今年度はゆり支援
学校「特別支援教育研修会」に参加
・適宜、会合時の相談等により支援の仕方のアドバイスを得る
②外部機関との連携状況
・SC による面談（カウンセリング、スキルトレーニング）
・聴覚支援学校高等部専攻科説明会での個別相談
(4) 学習サポーターの活動状況
①職務内容
・学習支援、生活支援、支援内容の記録、特別支援関連の委員会参加
②支援内容
・授業補助（書き写すことができない生徒への補助、集中力の喚起等）
・支援生徒への日常的な声かけ
③研修
・校内外で実施の研修会への参加
・アドバイザー及び教育専門監からの指導助言
(5) 発達障害等の生徒への進路指導
・ハローワーク、障害者就業・生活支援センター（イーサポート）、
障害者職業センターと連携。
手帳取得や職業評価、就労系福祉サービス利用等、体調や段階に合わせた支援を進める。
(6) 教職員の研修等
①回

数

１回（７月）

②対象者

本校全職員（※参加２０名、欠席１名）

③内

「主体的・対話的で深い学びと授業のユニバーサルデザイン」

容

講師：大仙市教育研究所

所長

櫻田

武

氏

※ゆり支援学校主催の「特別支援教育研修会」に参加（由利本荘市文化交流館
カダーレにて開催）
・その他外部研修「コーディネーター研修」
「Ｃ講座アセスメントの方法と指導の実際」
「発達障害普及啓発研修」
「秋田県心身障害者コロニー地域講演会
「聴覚支援学校高等部専攻科説明会」
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発達障がいに関する理解と支援」

２

成果と課題について
①成果
・学習サポーターの支援により、多くの生徒たちが安心して授業や学校生活に取り組むことが
できている。また、サポーターも、校内外で実施された研修会への参加やアドバイザー及び
教育専門監から指導助言を得る機会を持つことができた。
・研修会や指導助言の共有、外部機関の活用などを通して、個々の職員が理解を深め支援を実
践している。
・全校または学年の全生徒に取り組ませているスケジュール手帳や生活の記録の活用などを通
して、進路を見据えながら社会性の向上に向けた働きかけをしている。
・１、２年次に個別の指導計画作成から外れたが改めて話題に上がった生徒について、担当者
と期日を決めて対応をした。
②課題
・教科担当者との共通理解

…情報交換をより一層充実させ、教科指導や学校生活の充実向上、
進路指導に生かしていく。

・個別の指導計画の活用
・保護者の理解

３

…タイミングよく評価を行い目標の更新をするなどしていきたい。

…指導した内容を電話や面談で丁寧に伝えていく。

今後の取組について
・コーディネーター研修への教頭、１学年主任の参加を次年度も継続していく。
・対象となる生徒への指導について、学校としてできる取組を一つ一つ行っていく。
・インターンシップを活用し、職業適性への理解を促していく。
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３

地域を支える人材育成事業「地域連携強化事業」

「お茶席で広がる地域の和」
茶道部顧問

渡邊舞子

プロジェクトの紹介
茶席で地域交流を目的として始め、今年で 7 年目となる活動です。矢島城主生駒様と歴史的な関わ
りのある遠州流茶道を学んでいます。城下町に数多く残る文化財に直接触れることで、歴史の深さを
実感しています。「矢島子ども茶会」
（2 月開催）を通して矢島保育園・矢島小学校・矢島中学校の子
ども達と交流し、年長者としての役割を自覚しこの伝統を後輩に引き継いでいます。また、校内にお
いても、茶道と歴史を学ぶ姿勢を他の生徒に示しています。

①「第 17 回矢島茶会」

令和元年 5 月 12 日（日）

＊遠州流茶道の席のお手伝い
＊「矢島茶会ではたくさんのお客様におもてなしをする事が出来ました。中学生と共に
活動したことはとても良い経験になったと思います。」（茶道部部長）

お茶の運び方、出し方を矢島中学生と練習

お盆の持ち方の指導

本番のような雰囲気での練習

遠州流茶道師範の工藤貴美子先生（中央）

②千秋茶会（遠州流席）
令和元年 6 月 2 日（日）
＊高文連の研修会では全県から集まった 200 人超の茶華
道部員が茶会に参加して勉強しました。また、生徒交流会
では地域での活躍について紹介出来ました。
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茶会後のミーティング

③矢高祭一般公開

「茶席」

令和元年 10 月 18 日（金）校内発表・19 日（土）一般公開
＊たくさんのお客様に注目されて緊張した席になりました。卒業生が 10 名程入ってくれ
た席では茶道部の OB が立派に主客を務めてくれました。

卒業生も同席しています

静寂の茶席

和菓子は部員のデザイン
「一番星」原田栄泉堂

④第７回矢島子ども茶会

水屋には３年生も手伝いに
製
令和 2 年 2 月 1 日（土）

平成 25 年に「矢島学校茶道連絡協議会」が発足し、その取組の一つとして以下のねら
いに基づいて「矢島子ども茶会」が開催されています。
・矢島保育園、矢島小学校、矢島中学校、矢島高校で行われている茶道の交流を図る。
・自分たちが習っているお茶の作法で、流派を超えて仲良くお茶をいただく。
・茶会を通して、相手を思いやるやさしい心を育む。

第 1 席遠州流席（高校生と中学生が担当）

⑤第 6 回やしま冬まつり

茶席

１席と２席の間に集合写真を撮影

令和 2 年 2 月 8 日（土）

今年度、やしま冬まつり実行委員からの申し入れで、県立大学院生が企画した茶室で
観光客へ茶席のおもてなしをしました。初めての企画であり、不安もありましたが先
着 50 人の茶券はすぐに完売しました。寒い中、スタッフも頑張りました。
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「山角庵」三畳の小さな茶室

⑥稽古の様子

茶室の前で県立大学院生（青）と集合写真

等

4月

広い和室で稽古（龍源寺）

7月

中学生体験入学・浴衣で稽古

＊和菓子講習会

校内での稽古の様子です

1 月初釜（工藤先生宅茶室）

7 月 26 日（金）

生徒企画でいつもお世話になっている原田栄泉堂店主

原田浩司さんを講師にお願い

して講習会を行いました。

あんこを包むのが難しかった

作った和菓子で一服いただきます

成果と課題
年間 8 回も 50 人以上の規模の茶会に参加する機会があるのは、県内の高校でも矢島高校だけです。
高校生が茶道を学び、茶会を通して交流した貴重な経験は社会で役立つことと思われます。今後、生
徒数の減少により部活動入部無しが活動無しにならないような学びの機会を考える必要があります。
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Ⅲ
研

修

報

告

１

Ｂ講座

高等学校保健体育科授業の充実
保健体育科 教諭 尾留川 徹

Ⅰ

日

時 令和元年度７月 11 日（木）
・7 月 12 日（金）

Ⅱ

場

所 秋田県総合教育センター

Ⅲ

研修の目標
学習指導要領の保健体育科の目標及び内容を具現化した授業のための実践力を養う。

Ⅳ

研修の日程
7 月 11 日（木）

日 程
10：00

内

7 月 12 日（金）
容

日 程
10：00

オリエンテーション

～10：15
10：15
～12：00
13：00

容

〈実技・演習〉
これからの保健体育科の

～12：00

〈講義・協議・演習〉

授業づくり②

これからの保健体育科の

・新学習指導要領について

授業づくり①

・模擬授業の構想

・自校における教科指導上の課題につ

・模擬授業 提示
13：00

いて

秋田県総合教育センター

・新学習指導要領について
～16：15

内

・単元の指導と評価について

～16：15

指導主事 荻原 亨

秋田県総合教育センター
指導主事 荻原 亨
（１） 矢島高校における体育指導上の課題と取り組み
生徒数の減少により運動部活動もバドミントン部と卓球部になり、運動能力の低下が進んでいる。
また、場の雰囲気を感じることができない生徒や特別支援の必要な生徒も入校している。1 年生にお
いて人数が少なくすべて体験できる一斉授業を展開している。学び直しの機会とするとともに、新た
に興味・関心を発見する場として実践している。２・３年生においては単元・球技で選択制授業を取
り入れグループ毎にグループノートを活用し、
自ら運動の計画を立て、実践する活動を重視している。
選択制授業のねらいとして「生涯スポーツの基礎づくり」ということを強調している。運動が得意な
生徒・そうでない生徒、外交的な生徒・内向的な生徒など多様な生徒が一つのグループとして活動す
る中でお互いを認め合うことで、すべての人が充実感を味わうことができるよう導いている。
（２）新学習指導要領について
改訂のポイントは
①育成を目指す資質能力の見直し
「知識・技能」について・・・知識の理解もとに技能を身に付けることで一層理解を深める。
「思考力・判断力・表現力等」について・・・自己やチームの課題を発見し、合理的な解決に向
けて運動の取り組み方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことと他者に伝えること。
「学びに向かう力・人間性等」について・・・話し合いに貢献すること。助け合い教え合おうと
する。
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②主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
生徒自身が主体となって興味関心を持ち、自分と相手との言語活動を通して会話・コミュニケー
ションを考えた学びであること。
③科目「保健」内容構成の見直し
「現代社会と健康」、
「生涯を通じる健康」、社会生活と健康」の３項目から「現代社会と健康」、
「安全な社会生活」
、
「生涯を通じる健康」、「健康を支える健康づくり」の４項目に改訂された。
（３）主体的・対話的に深い学びの実現に向けた授業改善
①主体的な学び・・・学ぶことに興味や関心を持ち、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学
習活動振り返って次に繋げる学び。
②対話的な学び・・・子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手がかりに
考えることを通じ、自己の思考を広げ深めていく学び。
③深い学び・・・各教科等の特質に応じた「見方・考え方」働かせながら知識を相互に関連づけて
より深く理解したり、思いや考えを基に想像したりすることに向かう学び。
（４）これからの保健体育科の授業づくり（まとめ）
新学習指導要領の改訂の趣旨を理解し、新学習指導要領の内容を具現化する授業づくりの実技・演
習を通じてこれからの矢島高校での保健体育の授業のあり方について参考になった。生徒減少にとも
ない矢島高校保健体育科の単元の指導と評価の計画を作成し、生徒の実態を踏まえた観点ごとの評価
基準も作成していきたい。
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２

Ｂ講座

情報教育推進研修講座
商業科 教諭 土田伸也

Ⅰ

日

時 令和元年度９月１８日（水） １０時から１６時１５分まで

Ⅱ

場

所 秋田県総合教育センター

Ⅲ

研修の目標
ＩＣＴを活用した「授業づくり」や「情報モラル」についての理解を深め、情報教育の推進者と
しての知識を養う。

Ⅳ

研修の日程
時

間

内

１０：００
～１０：１０

～１１：４０

講義・演習

主幹 松田 武 様
くり」と「情報モラル指導」
の在り方

～１３：５０

講義・演習

「プログラミング的思考」
の育成
学習の基盤となる資質・能

１４：００
～１６：１５

公開講演

講師等
秋田県総合教育センター

オリエンテーション

小・中・高等学校を通した

１２：４０

内

演題等

ＩＣＴを活用した「授業づ

１０：１０

Ⅴ

容

力『情報活用能力』を育む
ための授業デザイン

秋田県総合教育センター
指導主事 小林真人 様
秋田県総合教育センター
指導主事 矢吹 敦 様
東北学院大学文学部教育学科
教授 稲垣 忠 様

容

（１）ＩＣＴを活用した「授業づくり」と「情報モラル指導」の在り方
一コマ目の講義・演習では、まもなく到来する「Society5.0」と呼ばれる時代に求められる、創造
力や情報モラル等について、新学習指導要領の内容を踏まえながら御教示いただいた。講義・演習の
中では、ICT を活用した具体的な授業の実践方法についてのお話しもあり、教科「情報」に関わらず
各教科で活用できる実践例を幅広く紹介していただいた。例えば、国語の授業で音声を活用すること
により、文章から得られる情報以上に情景を想像しやすくなること、理科においては、想像しづらい
人の身体の仕組みについて CG 映像を駆使することで理解が深まることなど、少しの手間と工夫で学
びに幅と奥行きをもたせられることが実感できた。
「Society5.0」の時代において、特に必要な能力として重視しているのは、
「プログラミング的思考
力」や「情報セキュリティを含むネットワーク構築力」等であり、新学習指導要領に記載のあるとお
り、生徒はこの力を小学校から段階的に身に付けていくことになる。そのため、高校では、入学して
くる生徒がこれまで学んできた内容や身に付けてきた知識・技能を把握した上で日々の授業を行う必
要がある。講義では中学校の教科書を高校で準備し、職員室等に常備する必要性についてもお話しが
あったが、本校であれば由利本荘市立矢島中学校に協力依頼することで教科書を閲覧する環境には困
らないだろう。しかし、家庭における情報環境の有無がもたらすディジタルデバイドの問題やハード
面の準備等、解決しづらい課題もたくさんある。そうした中でも、前述した「Society5.0」と呼ばれ
る時代で、生徒が強く逞しく生き抜く力を身に付けさせるため、より一層、工夫を凝らしながら日々
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の教育活動に当たらなければならないと感じた。
（２）小・中・高等学校を通じた「プログラミング的思考」の育成
二コマ目の講義・演習では、プログラミングソフト「Scratch」を活用した授業の実践方法につい
て、具体的に御教示いただいた。
「Society5.0」の時代に求められる資質・能力の一つでもある「プロ
グラミング的思考」とは、
「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが
必要か、どのように改善していけばより意図した活動に近づくのかということを論理的に考えていく
力」と定義され、単にソフトウエアを活用できることに重きはおかれていない。そのため、講義でも
「Scratch」を活用しながら、学びを深める発問や時間を作ることの重要性について具体的な方法で
御教示いただくこともできた。
「Scratch」を活用するには、インターネットの帯域環境を充実させる
必要があり、この点が本校においては課題となる。ダウンロード版で活用するにしても、インストー
ルするためには、セキュリティ上の制約もある。
「Scrtch」に限らず USB で駆動するプログラミング
ソフトもあるため、本校の実態に合わせながら、生徒が「プログラミング的思考」を身に付けられる
よう、教材教具の研究をしていきたい。
（３）学習の基盤となる資質・能力『情報活用能力』を育むための授業デザイン
三コマ目の公開講演では、
「情報活用型プロジェクト学習」と言われる、カードを活用して授業をデ
ザインする方法を中心に御教示いただいた。当然ではあるが、授業には導入からまとめまでの「流れ」
がある。
「情報活用型プロジェクト学習」では、授業の「流れ」に必要となる活動をカードで整理する
ことになる。カードには、
「図書による情報収集」や「インターネットによる情報収集」、
「KP 法によ
る情報発信」
、
「ポスターによる情報発信」などの具体的な活動が示されていることから、授業を計画
する際に思考を整理することに役立つ。用意されたカードに記載されている以外の方法で意図的に行
いたい活動があれば、新たなカードを作成することもできる。これは単に教師側の授業構成の検討と
いう活用に留まらず、生徒が行う活動設計にも役立てられる。例えば、生徒があるテーマについてプ
レゼンテーションを行うとする。生徒はカードを活用しながら必要なプロセスを整理し、具体的にプ
レゼンの準備を進めることができる。この活動は、まさに「プログラミング的思考」を養う活動であ
ると言える。
（２）でも述べたが、
「プログラミング的思考」が単にソフトウエアを活用できる力とし
て定義されていないことからも、本校の実情を踏まえながら、様々なアプローチで、今後生徒に必要
な力を身に付けられるよう、教示方法を工夫していきたいと感じた。
※「情報活用型プロジェクト学習」のデータは「http://www.ina-lab.net/@slty022」にあり、稲垣先
生より自由に活用してほしい旨、御説明がありました。
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３

令和元年度教職員等中央研修（第４回中堅教員研修）
教務主任 木村 ふさ子

１．はじめに
本研修は、令和元年１１月１８日（月）～２９日（金）の１０日間、つくば市の独立行政法人教員
研修センターで開催されました。小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・義務教育学校・独立行
政法人
（少年自然の家等）
・教育委員会と全国の多様な教育機関から１６０名の教職員が参加しました。
また、職種も教諭はもちろん、指導主事、教頭など年齢も様々でした。各都道府県から選ばれた中に
入るということで、かなり緊張しましたが、日々の研修ではどれもグループワークの演習が多く取り
入れられており、それらを通して徐々に打ち解け、交流することができました。同じ教育公務員であ
りながら都道府県や校種の違いなどを知ることができ、大変有意義でした。
研修は、１コマ１８０分（９０分×２）
、１日２コマという日程で、講義を聞いて勉強するという大
学生に戻ったような日々でした。しかし、内容は、学校組織マネジメント、リスク・マネジメント、
メンタルヘルス・マネジメント、学校運営、スクール・コンプライアンス等、学校現場の中で重大な
責任を伴うものばかりでした。また、どの講義でも「ここにいるのは、将来校長先生になる方々なの
で」という言葉が聞かれ、場違いなところに来てしまったという後悔が無きにしも非ずでした。けれ
ど、どの講義も教員として糧になるものであり、知識・知見を広めることができるものでした。
今後は、この研修で得られたものをこれからの教育活動に活かしていきたいと思います。
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２．日程

令和元年度
11月18日（月）

教職員等中央研修

第４回中堅教員研修

11月19日（火）

11月20日（水）

11月21日（木）

8:45～8:55

8:45～8:55

8:45～8:55

11月22日（金）
8:45～8:55

ミーティング

ミーティング

ミーティング

ミーティング

休憩

休憩

休憩

休憩

9:00～9:45 受付

9:00～12:15

9:00～12:15

9:00～12:15

9:00～12:15

9:45～10:15

（休憩15分含む）

（休憩15分含む）

（休憩15分含む）

（休憩15分含む）

オリエンテーション
10:15～10:30 開講式

講義・演習

講義演習

講義・演習

講義・演習

休憩

教育法規

タイム・マネジメント

コミュニティ・マネジメント

インクルーシブ教育の推進

新潟大学

10:45～12:15
講義

日本女子大学

愛媛大学

島根大学

教育施策の諸動向

教授

教授

准教授

教授

文部科学省

坂田 仰

露口 健司

中村 怜詞

長澤 正樹

平山 直子
昼休憩

昼休憩

昼休憩

昼休憩

昼休憩

13:15～16:30

13:15～16:30

13:15～16:30

13:15～16:30

13:15～16:30

（休憩15分含む）

（休憩15分含む）

（休憩15分含む）

（休憩15分含む）

（休憩15分含む）

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

講義・演習

学校組織マネジメント

カリキュラム・マネジメント

メンタルヘルス・マネジメント

リスク・マネジメント

道徳教育の推進

広島大学

甲南女子大学

明治大学

大阪市立大学

國學院大學

教授

教授

教授

准教授

教授

曽余田 浩史

村川 雅弘

諸富 祥彦

辻野 けんま

澤田 浩一

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

16:45～17:15

16:45～17:15

16:45～17:15

16:45～17:15

16:45～17:15

ユニット・ミーティング

学校運営演習①

学校運営演習②

学校運営演習③

学校運営演習④

11月25日（月）

11月26日（火）

11月27日（水）

11月28日（木）

11月29日（金）

8:45～8:55

8:45～8:55

8:45～8:55

8:45～9:00

8:45～8:55

ミーティング

ミーティング

ミーティング

ユニットミーティング

ミーティング

休憩

9:00～12:15

13:15～16:45

（休憩15分含む）

休憩

休憩

休憩

9:00～12:15

9:00～12:15

9:00～12:15

（休憩15分含む）

（休憩15分含む）

（休憩15分含む）

休憩

（休憩：15分×２回を含む）
講義・演習

講義・演習

講義演習

演習・協議

講義・演習

生徒指導の推進

学校ビジョンの構築

スタッフ・マネジメント

スクール・コンプライアンス

校内研修プログラムの開発

愛媛大学

茨城大学

東京聖栄大学

名誉教授

教授

教授

平松 義樹

加藤 崇英

有村 久春

独立行政法人教職員支援機構
研修プロデューサー・研修特別研究員

昼休憩

昼休憩

13:15～16:30

13:15～16:30

（休憩15分含む）

（休憩15分含む）

講義・演習

講義・演習

新しい学びの推進

学校ビジョンの構築

岡山大学

茨城大学

昼休憩・準備

文部科学省
村松 遼太

昼休憩

12:20～12:30

13:15～16:45

閉講式

13:30～17:15

（休憩：15分×２回を含む）

演習・協議

演習・協議

スクール・コンプライアンス スクール・コンプライアンス
（休憩：15分×２回を含む）

教授

教授

高旗 浩志

加藤 崇英

休憩

休憩

文部科学省

文部科学省

16:45～17:15

16:45～17:15

17:00～17:15

ユニット・ミーティング

学校運営演習①

ミーティング
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３．研修日誌
11月18日（月）10:45～12:15

教育施策の諸動向
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長 平山直子

○書籍の紹介をしながら教育の現状について
岡本薫氏（平山課長のかつての上司）
・「教育論議を「かみ合わせる」ための３５のカギ」（明治図書）
過去二十年以上にわたり「教育改革」が叫ばれながら、日本の各界における「教育論議」の多く
が「空回り」を続けているその背景・原因を分析し、そのような状況を乗り越えるための「カギ」
を示そうとしたものである。筆者が比較文化的な観点から結論に至った 5 つの「不可解さ」
１ 「目的・手段」や「原因・結果」に関する「論理的な思考」ができていないこと
２ 「すべての子どもたちに必要なこと」と「それ以外のこと」が区別されていないこと
ミニマムスタンダードとは何か？結果の平等
３ 「みんなが同じ気持ちを共有できるはずだ」という幻想のために「ルール」や「契約」が軽視
されていること
「みんな仲良く」
「悪口は言わない」→押し付けになっていないか？
「万引き・援助交際はダメ」→「ルール」や「契約」を教える必要性
４ 「システム」の改革を軽視して何でも「心」や「意識」のせいにしていること
５ 進むべき方向についての「戦略的な選択」ができていないこと
ゆとり教育は失敗である。入試制度に手を付けないで進めたから
これらは，教育に限らずあらゆる分野について、日本人による「議論」
「組織運営」「マネジメ
ント」などということに関わる本質的な問題と関係していると思われる。
松岡亮二氏
・「教育格差－階層・地域・学歴」（おおくま新書）
出身家庭と地域というどうしようもない初期条件によって子供最終学歴は異なり、それは収入・
職業・健康などの様々な格差の基盤となる。
・小学校入学時にすでに学力格差あり ・公立の中学校同士でも大きな「環境」格差がある
・親が大卒、非大卒で就学前から高校までの格差が存在する
→日本は「生まれ」で人生の選択肢・可能性が大きく制限される「緩やかな身分社会」である
このような「教育格差」の実態をあらゆるデータで検証している
○健康教育・食育について
・虫歯の人数は減少している。一方、視力の低下は増加傾向。
・個人の健康診断結果や服薬履歴等の健康等情報を、電子記録として本人や家族等が正確に把握す
るための市区の推進→PHR(Personal Health Record) 校務支援システム等と互換性を持たせたい
・性感染症（梅毒）の罹患者数が急増（20～24 歳女性が特に） 性に関する指導の重要性
・ハンセン病に関する教育を
著書を通して、教育の現状について知ることができた。「すべての子供たちに必要なこと」
所

＝ミニマムスタンダードについては、常日頃から意識して生徒たちと接していきたい。「教育
格差」については、認識していたつもりだったが実状をよりしっかりと把握したい。あらゆる

感

分野でデータを電子化し互換性を高めることが可能になれば、様々な利用の仕方が広がると感
じた。
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11月18日（火）13:15～16:30

学校組織マネジメント
広島大学

教授

曽余田 浩史

はじめに
（1）あえて校長の視点で考えよう。学校全体を方向付けて、子どもと共に教職員、学校などの土壌を育
てるにはどうするか。
（2）
「Learning to have」より「Learning to be」→私はどういう教育をしたいのか？自らの存在・意
志を明確にしよう。
Ⅰ

マネジメントの基本

・マネジメントは資源（ヒト、モノ、コト、金、時間など）を生
かしながら、協働を通して、目的を効果的に実現し成果を上げて
いく営み
・
「何のために」
「誰のために」
「何を目指して」
「いつまでに」
「ど
のように」を考えて、意図的・目的的に仕事をすること
・よい教育を行うためにはマネジメントが不可欠
Ⅱ

・「戦術」と「戦略」の違い

近年の学校経営改革

・EdTech を活用した教育改革 ※EdTech とは、教育（Education）× テクノロジー（Technology）を
組み合わせた造語で、教育領域にイノベーションを起こすビジネス、サービス、スタートアップ企業
などの総称
・
「チームとしての学校」＝学校の自律性
Ⅲ

教える側の視点から教育を受ける側の視点へ（Ｐ．ドラッカーの視点）
・学校（非営利組織）は独り善がりになりやすい→自己評価が大切
・ミッション…学校のミッションには「生涯学習」の考え方が大事
アウトプット…どれだけ教えた、取り組んだ、努力したか＝教える側
アウトカム…どれだけ（どんな）力がついた、育ったか＝学ぶ側

Ⅳ

組織の成熟度
・前任者から引き継いだバトンを、自分はどこまで高めて、次の人に渡すか？＝自分のミッション
・一人一人が頑張れば、組織はよくなる

Ⅴ

組織観の展開

現状からビジョンへの捉え方
・ＳＷＯＴ分析による現状把握 視点（組織観）をどこに置くかで強みにも弱みにもなる
・①問題解決的アプローチ ②「核となる価値」を体現するアプローチ
・
「指導的評価活動」…どうすることやどう考えることが「ねうち（価値）
」のあることなのかを児童
生徒、教職員、保護者、地域に自覚させ、それを拡げていく
「校長の視点で考えよう。」 「わたしはどういう教育をしたいのか。（自らの存在・意
志）」という考え方は持ったことがなかったので、全体的に非常に難しかった。マネジメント

所

の基本モデルには３つの評価が大切であり、教育を受ける側の声を聞くことが大切である。「
アウトカム」については、日頃から生徒の評価をする際に意識していたことであったので、続

感

けていきたい。
マネジメントの４段階＝最終目標の設定は難しく感じた。生徒の減少に伴い教員の定数も減
らされていく中で、現状をどのように維持して次にバトンをつなげていくのか。「戦術」と「
戦略」の違いを意識して、取り組んでいきたい。
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教育法規：学校の訴訟リスクマネジメント考える
～経験から、科学・法令・ガイドラインへ～

11月19日（火）9:00～12:15

日本女子大学

教授

坂田 仰

テーマ：体罰、いじめ、学校事故等に関わる教育紛争、裁判例の動向分析を通じ、教育実践に潜む“落
とし穴（訴訟リスク）
”について、スクール・コンプライアンスという観点から考える。
・時代と共に学校への無条件の信頼が失われてきた→信頼の質が変わってきた
・子ども権利が多様化し、一人一人の要求が高まってきている→説明責任・納得感・目的と手段
ポイント：失敗から学ぶ＝想像力を磨く、各事例を自分の学校に置き換えてみる
リーガル・マインドを育む＝引き出しを増やす、日々努力しているがこんな事もある→事例を知る
法が現場でどのように具体化されるのか（条文を知ることではない）
１

リーガル・マインドの必要性
①いじめ対応に中立はあり得ない

被害者側に寄り添うこと

被害生徒・保護者へは支援、加害生徒・保護者へは毅然とした指導又は助言その後支援
いじめ防止対策推進法に則りいじめ対策委員会を設置し決めているか＝組織的対応
②いじめの定義＝被害者の主観主義
※三要件：①関係性 ②物理的・心理的影響 ③心身の苦痛→加害者の意図は要件ではない
＊文科省の各種いじめ対応の主要ガイドラインを確認
２

３つの責任
①刑事責任（刑罰）教職員個人が負う ②行政責任（懲戒処分）教職員個人が負う
③民事責任（損害賠償）公立学校は設置者負担主義

３

しかし、設置者が負担後個人へ求償

校種別訴訟リスク
高等学校：部活動（体罰を含む）＋授業中の事故

４

体罰

５

問われる学校の責任：民事責任を例として

インターンシップでの事故が増→下見の必要性

校種を問わず根絶されていない

学校の責任の拡大傾向が顕著→直接責任＋間接責任（責任範囲の拡大、損害賠償の高額化）
＊学校保健安全法とガイドライン、水泳・熱中症・落雷事故の防止についてのガイドライン
WBGT（湿球黒球温度：暑さ指数）
、測定機器の設置、経験ではなく科学的な根拠が重要
救急対応…養護教諭の訴訟リスクは高い 1 年に 1 回は養護教諭を実技講習に行かせるべき
外部連携…生徒の視点で下見は必須、実施の可否は学校が判断するべき
６

まとめ
法的視点と感情の狭間 教職員の視点＝切迫した状況での決断、精一杯努力したという思い
保護者の視点＝結果を重視、子供が傷ついた・命を落とした絶望と怒り
裁判所の視点＝事後的・客観的、後付けの「たら」「れば」論
想像力を膨らませて、事例を自校に置き換え、要望、コンプライアンスの遵守に努める
PPや演習のない講義だったが、とても有意義なものだった。生徒と接する場面では、こちら

所

の意図がしっかりと伝わるように普段から心がけていた。しかし、相手の受け止め方が違って
しまった場合、教員はどうすればよいのか。どうしておけばよいのか。様々な判例を通して、

感

学ぶことができた。自分の身を守るためにも常にリーガル・マインドもって学校生活を送りた
い。
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11月19日（火）13:15～16:30

カリキュラム・マネジメント
甲南女子大学

教授

村川 雅弘

〇カリキュラム・マネジメント－国が示す３つの側面
①教育の内容を組織的に配列していくこと。
②教育内容の質の向上に向けて、PDCA サイクルを確立すること。
③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活用しながら効
果的に組み合わせること。
WS：カリキュラム・マネジメント検討用シートを用い、自校の良さや課題、改善策を考える。
・カリキュラム・マネジメントのレベル
カリキュラム・マネジメントは学校長や管理職だけに求められるものではなく、5 つのレベルがあり、
全ての教職員が持つべき考え方である。
学校のカリキュラム・マネジメント
教科・領域のカリキュラム・マネジメント
学年のカリキュラム・マネジメント
学級のカリキュラム・マネジメント
自己の学びのカリキュラム・マネジメント
生徒一人ひとりのカリキュラム・マネジメン
トの概念をまとめたものが、右上図である。
〇カリキュラム・マネジメントのポイント
・学習課題の設定と学習活動の見通し（P）から始まるPDCAサイクルに基づいた形になってはいるが、
必ずしも順序性にこだわる必要はない、場合によっては『c：振り返り』から始めてもよい
・学習課題や学習活動の内容や質により、振り返りの中心となるプロセスは変わる。重要なのは、振
り返りによって、新たな気付きを得て次の学びにつなげること
・生徒の力だけで機能するものではなく、教職員が単元・授業ごとのPDCAサイクルを回し続けるとと
もに、生徒にもPDCAを回していること意識させていくことが必要
・先生方それぞれのやり方があるが、同じベクトルを取り組むことが重要
目の前の子どもにどんな力をつけるか＋どう育てていくか
〇まとめ
・生徒一人ひとりが、自分の学びをマネジメントできるよう、学校、各教科、学年そして各教職員が
支える仕組みを作ること
・全く新しいことを始めるのではなく、今までの取組に対して目的や目標を意識し体系化すること
・学校の方向性を教職員間で共有し、それを意識しながら日々の教育活動に取り組むことが重要
カリキュラム・マネジメントに関する講話はいくつか受けてきて、教科横断的に取り組むな
ど難しいものだという認識だったが、今回はとてもイメージしやすいものだった。カリキュラ
所

ム・マネジメントにもレベルがあること。必ずしも「P」からスタートしなくてもよいこと、目
標・手段・組織を意識すること、今までの学力観・ALで求めていることがカリキュラム・マネ

感

ジメントにつながることなど事例を挙げることにより理解が深まった。新学習指導要領の実施
に向けて、教育課程の見直しが喫緊の課題である。今回のシート等を利用して、自校の教職員
の意識を高め全員でカリキュラム・マネジメントに取り組むことができるよう努めたい。
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タイム・マネジメント
11月20日（水）9:00～12:15

働き方改革の成果指標の検討と業務改善研修の提案
愛媛大学大学院

教授

露口 健司

〇TALIS2018（Teaching and Learning International Survey：国際教員指導環境調査）
・OECD加盟国等48カ国、地域が参加の調査によると、日本の教員の仕事時間は参加国中で最も長く、
人材不足感も大きい。
〇「働き方改革」とは
・時間の長短と共に、「幸福感」「やりがい」も重要
専門性を活かせるか（部活動等）、負担感の大きい業務＝「悶絶業務」（家庭訪問等）を減らす、
ICTの活用（校務支援システムの活用）→自治体の経済格差が影響する、
人材不足感（特別な支援を要する生徒への指導等）
「時間と共に何を大切にすれば良いのか？」 仕事量を減らさず、ただ早く帰れでは解決不可
〇プロフェッショナルとしての働き方改革
能率性…成果を最大化することに関心を置く概念（インプットを一定・アウトプットを最大化）
例：教材研究等＝子どもに近い業務
効率性…資源投入の最小化に関心を置く概念（インプットが最小）
例：事務業務＝子どもから遠い業務

事務業務を短くし、
授業改善へ

能率化と効率化のためには、学習が必要 → 「働き方改革＝学び方改革」
〇多様化志向の働き方改革
・地域、学校、教職キャリアに応じた多様な働き方の承認
・育児、介護が必要な教員／層でない教員、多様な生活スタイルへの対応
〇成果指標の明確化【時間＋認知】
・「やりがい」の向上（ワーク・エンゲイジメント）：仕事に関連する前向きで充実した心理状態
・ベストコンディションで子どもの前に立つ（メンタルヘルス）：精神疾患のスクリーニング
・ワークライフバランス（主観的幸福感）：総合的な生活満足の判断を含む諸現象
〇業務改善について～業務分析シートの活用～
悶絶業務の特徴
①目的性の欠如 その業務を、なぜ私が何のために実施するのか→目的の明確化
②限定性の欠如 その業務は、いつ終わるのか→見通しを持たせる
③主体性の欠如 やらされ感にあふれた業務、自分の提案・改善の余地がない
④関係性の欠如 保護者・生徒・同僚で関わりたくない人との業務→自分へは相談、管理職へは
苦情
〇ウェルビーイング・リーダーシップ（幸福感を高めるための様々な心がけや行動）
幸福感は伝播する！幸福感を高めて、意欲アップへつなげよう
働き方改革が注目されている世の中において、ただ勤務時間を短縮するのではなく、やりが
所

いを維持しながら健康的に幸福感を得るという新たな視点を持つことができた。成果指標の明
確化にするために行った業務分析では、負担感のある業務について重点的に改善点を探ること

感

ができた。悶絶業務にしないために、目的を明確化し、見通しを持たせ、人間関係を良好にし
ていくことを心がけたい。さらに、幸福感を高めて意欲アップへつなげていきたい。
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メンタルヘルス・マネジメント

11月20日（水）13:15～16:30

明治大学 教授 諸富 祥彦

〇リレーション
リレーション：人と人や物と物のつながり、関係性のことを指す。介護や医療の現場においては、
カウンセラーと患者さん（相談者）との関係作りのこと。カウンセリングの進行を円滑におこなうた
めには、カウンセラーが相談者と良いリレーションを築けるかどうかによって、カウセリングの進行
が左右される→心の温かいつながり
〇教師の寿命とメンタルヘルス
・教員のメンタルヘルス対策検討会議（H24年1月文部科学省 資料３教員のメンタルの現状）より
精神疾患による病気休職者は増加傾向、小・中学校＋50代＋所属校勤務後2年以内で多い
教員の疲労度は一般企業の3倍→採用倍率低下→講師減少→育休・病休とれない
「仕事の量」「仕事の質」に対するストレスが一般企業労働者より高い
教員は「上司・同僚」に相談しにくいと感じている
〇メンタルヘルスを妨げる４つの要因
学級経営

生徒指導

保護者対応

職員との関係

〇自分が相談した体験
〇教師は人間関係のプロフェッショナル
相性の悪い人とも関われる＝人間関係のプロフェッショナル
〇援助希求 ヘルプシーキング
相談してもらえる人になろう＝援助希求 help-seeking
相談＝弱みを見せること（難）
〇援助を求めてもらえる人間になる
「そばにいるとほっとする人」 壁になるのは忙しさとイライラ
気分に波のある人

イラッとしたらその場から離れる

いつも忙しそうにしている人

穏やかになったら接する

〇不調な同僚への声掛けのコツ
同僚チェックシート一部抜粋
・うっかりミスが目立つようになった ・同僚との会話が減った ・感情をぶつけることが増えた
・身だしなみに乱れが見られる ・朝からアルコールのにおいがする ・目立ってやせてきた
〇メンタル不調への対策 自分のこととして
〇学校全体のメンタルヘルス向上のために ミドルリーダーとしてできること
援助希求の雰囲気作り、早めの受診を、休養を、周りの理解
グループでの活動を通してリラックスし、また楽しんで取り組むことができた。教職員にお
ける病気休職が増加傾向にある原因は、人間関係が鍵となる。相談できる雰囲気がある職場環
所

境（職員室）には「援助希求（help-seeking）」が必要である。うつ病は、誰でもいつでも罹
る可能性があるものである。人間関係を良好にするために自分自身がenjoyし、側にいるとホ

感

ッとしてもらえる人になれたら良いと感じた。

39

11月21日（木）9:00～12:15

コミュニティ・マネジメント
島根大学 准教授 中村 怜詞

コミュニティ・マネジメント：学校と地域を接続し、あらゆる資源を活用して教育効果を最大化する
こと＝社会に開かれた教育課程
隠岐島前高校の取組を通して
〇生徒の課題と育てたい力

自分と地域を自律させられる人へ

①多文化協働力 ②主体性 ③課題発見 ④将来設計力 ⑤基礎学力（思考力・表現力）
・当事者意識を高める４ステップ 学んだことを活用し、実践から学ぶ
・支援体制…環境設定（安心・安全な場所、任せる、見守る）
方向性決定（授業目標設定、小さな成功体験、当事者意識）
・地域との協働…地域の方が学校で授業（仕事の魅力・課題、取組）
メンター（課題の背景、ニーズ、実践方向）
実践サポート（地域の方の得意を活かす）
☓人間は大人になれば勝手に成長する
〇同じ状況、文脈の中で学べば成長する
・探究活動のレベル３段階
調べ学習 → 解決提案 → 実践 ※提案と実践の壁
・自分の生き方を考えるための３要素 will must can
社会を知る

自分を知る

・地域連携６つの意義
①探究の種まき ②ソーシャルキャピタル ③幸福度 ④主権者教育 ⑤自分軸の形成
⑥非認知能力の育成
・学校社会に開く６つのヒント
①学校内でチームをつくる

②学校と地域でチームをつくる

③共有の「課題解決型ビジョン」をつくる ④コーディネータ－を雇用する
⑤自分がコーディネーター型教員になる

⑥人事交流制度で島前高校に派遣させる

子供たちにつけさせたい力（道具を使える力・その道具を使いこなす力・コミュニケーショ
所

ン力）を明確にし、どのようにすればその力は育つのか。地域と関わる学習を進めるにあたり
難しいことは、生徒にどこまでまかせれば良いかというところである。中村氏は、たくさんお

感

叱りを受けたということだったが、それを厭わずまずはやはり生徒に任せることも必要である
ことを再認識した。時間も手間も掛かる、大変な労力だったと推察される。働き方改革の問題
と併せつつ、行政・地域・保護者等多くの人を巻き込んで力を出し合う必要性を感じた。
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リスクマネジメント
リスクマネジメントから考える教育経営

11月21日（木）13:15～16:30

大阪市立大学 准教授 辻野 けんま
１

学校教育とリスク
どれだけ安全なら充分なのか。
・リスクを防ぐのは「公」の責任か？→公的機関にあらゆる対策を事前に取らせようとする意識
・「よい学校」とは？→教育の否定的な側面の分析（リスク）学習活動、登下校、健康、問題行動
、災害、施設設備、教職員、教育計画、財務、情報、業務執行など
・「いじめ」というマジックワード→「ケンカ（口論など）」＝社会化
「いじめ（からかい、仲間はずれなど）」＝教育指導
「校内犯罪（暴力、盗難、誹謗中傷など）」＝罰、矯正
・リスクへの責任 法的責務…予見可能性＋安全保持義務 被害を最小限にとどめる努力
道義的責任…生じてしまった被害に対する適切な対応

２

組織の「常識」とリスク
・特別権力関係 包括的に一方が支配し、他方がこれに服従する関係
教員の勤務関係、子どもの在学関係
・〈教育常識〉ルールだから守りなさい（不変）

VS 〈法常識〉ルールが人を守る（可変）

国連子ども権利委員会から批判勧告「児童の意見の尊重が著しく制限されていることを懸念する」
・教育において〈法＝権利〉はリスクなのか？
自由で自律的な人間を教育すべき学校は、自らが自由であらねばならない。しかし、学校が自由で
あるためには、その権力を抑止する法治主義が必要
「法」と「教育」の引っ張り合い

３

人間に内在するリスク
・リスクをどのように特定するか
認識されやすいリスク（問題行動、学校事故、災害、不祥事など）→外在的
認識されにくいリスク（組織の常識、教員の経験、教育の権力性など）→内在的
・人間の心に潜むリスク
まったく健常な人が、ある瞬間、「異常心理」にとらわれ、常識的には理解しにくい行動をする
ということはいくらでもある
「一部の不心得者がやったことを一般化しないでほしい」

４

リスクマネジメントからの教育経営
・見方によって「リスク」は変化する 「組織」の中で自分はどのように動くのか
学校教育の中のリスクにはどのような事例があるのか検討した。演習では各学校種によって

所

、潜んでいるリスクや考えられるリスクはやはり異なり、改めて気づくことも多かった。自分
がリスクと感じていて、声をあげていないものも組織的に対応して、運営・経営していく必要

感

性が求められていると感じた。
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インクルーシブ教育の推進
特別支援教育からインクルーシブ教育へ

11月22日（金）9:00～12:15

新潟大学 教職大学院 教授 長澤 正樹
１

特別支援教育
生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や

学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び支援を行うもの。
周りがサポートする考えが加わった。医師の診断は必ずしも必要ない。
・特別な支援を必要とする子ども…発達障害特性、学国籍、二次障害、
英才児、いじめ、不登校、英才児、
ＬＧＢＴ
・特別支援教育の主な施策…個別指導の充実（通級指導教室）、個別の支援計画＝合理的配慮の保
障、特別支援教育コーディネーターの任命（ガイドラインH29改訂）など
２

特別な場での特別支援教育 特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室…各場所の役割と課題

３

交流および共同学習
交流：相互のふれあいを通して豊かな人間性を育む、共同学習：教科等のねらいを達成する
・お互いに目的意識を持たせることが大切
障害のある子どもへ…クラスのルール、学習課題を教える→特別扱いしない、出来る課題を
障害のない子どもたちへ…関わり方を教える→どこまで、どのように支援するか、具体的に
・子ども同士の関わりを保障する…指導者が「障害」にならないように、自然な関係を
・保護者理解の促進…違いを認め、子どものいいところに注目する。多様性を認める啓発を

４

インクルーシブ教育システムとは
・「合理的配慮」を保障する、通常の学級で、特別な教育を→三層モデル、
障害ではなく結果から何が必要か判断する

５

就学支援制度－自己選択の保障－

６

通常学級での教育－全員を対象とした指導からの段階的な対応－
多様性への対応：UDL(Universal Design Learning)
障害のある子どもを含む、全ての子どもがわかりやすく、参加できる学び
ユニバーサルな対応…基礎学力を保障する、自己肯定感を育て当たり前が出来る、人間関係を築
き維持できる

７

合理的配慮
障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの

８

連携 校内・教師間・補助教員・特別支援学校・保護者・支援機関
特別支援教育は、生活や学習上の困難を克服するために必要な支援ということであった。医

所

師の診断は必要ないため、生徒・保護者から要請がなくとも教師が普段の生活から必要の有無
を判断しなければならない。しかし、具体的にどのように対応していけば良いのか、日々手探

感

りの状態である。合理的配慮や教育的配慮はどこまでハードルを下げるべきなのか。高等学校
の学習内容の修得になっているのか疑問に思う部分もある。事例検討では、特別な支援を必要
とする生徒が他の学校にも多く、活発に情報交換や対応策などを教えていただくことができ、
大変有意義であった。
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11月22日（金）13:15～16:30
１

道徳教育の推進
國學院大學 教授 澤田 浩一

人間としての在り方生き方に関する教育
背景 深刻ないじめの本質的な問題に向き合う、決まった正解のない予測困難な時代を生きる
→自らの人生や社会における答えが決まっていない問いを受け止め、多様な他者と議論を
重ねて探究し、「納得解」を得るための資質・能力が求められている。（自分も周囲も
納得）
今の子どもたちのこころの育ち…昔×0.7
未来 今は存在していない職業に就く、仕事が自動化される、未来を予測する最善の方法は発明
→社会や産業の変化が激しい中、時代を創造することを求められている子どもたちには、
「課題発見・解決能力」「創造性」「感性、思いやり、意欲、多様性を受容する力」と
いった資質・能力が必要。（問題を見つけて、創り出し、解決する）
〇生徒の自己肯定感、社会参画に関する意識
・日本人は引っ込み思案で、心配性で、積極的になれない人 70%
→学校が仕掛けなければ、そのまま社会に放り出される

※資料「二通の手紙（わたしたちの道徳 中学校）」→遵法精神
２

道徳教育推進教師の役割
校長の方針の下に、道徳教育推進教師を中心に、全教師が協力して道徳教育を展開すること
全体計画の作成と共通理解 こころのどこを育てるか校長は明確にする

３

道徳教育全体計画の改善－全体計画見直しのポイント－、教科等を通じて行う道徳教育の充実
・道徳教育の推進事例「広島県立河内高等学校」「山梨県立日川高等学校」→現状分析と見直し
・見直しのポイント
（１）重点目標が不明確で統一性に欠け、全教職員が意識できるメッセージが入っていない
①校訓・生徒の実態・目指す生徒像から

②もともとの重点目標を踏まえてから

③道徳の内容項目を参考にする
（２）学校の特色を生かしておらず、具体性が乏しい
①実際に行われている教育活動を挙げる
②重点目標に対応させて、学校の特徴的な行事を付箋に書き出して分類する
（３）各教科等と重点目標が連動しておらず、各教育活動相互の関連が見えにくい
①「高等学校学習指導要領解説 総則編」の記述を踏まえる
②重点目標を示して、各教科との関連を再検討する
③道徳教育のコアとなる特別活動のＨＲ活動、生徒会活動、
学校、行事の役割を明確にする
④公民科等各教科の内容と重点目標との関連を明確にする
道徳教育は、予測困難な時代を生きるために、問題を見つけて解決し、「納得解」を得るた
所

めの資質・能力を育成するものということだった。各発達段階に応じて、道徳性を養っていく
必要がある。普段の学校生活の中には、このような問題は常に存在している。その問題を生徒

感

にしっかりと認識させ、考え、振り返り、次につなげていくような具体的な活動がその都度で
きれば、すべてが道徳教育につながるのではと感じた。

43

生徒指導の推進
11月25日（月）9:00～12:15

教えること、育てること、そして、愛すること
～「教師として生きる覚悟を問う」から
愛媛大学 名誉教授 平松

１

義樹

子ども質的変化と背景
①家庭における親子関係の変化、社会における異質性の排除、情報化（ＳＮＳ等）によるいじめ
様々な問題が複雑にからみ合う＝各専門家が協力・連携することが重要
→現代における「一朶の白い雲（坂の上の雲より）」とは？
②私事化社会の蔓延
③家庭の問題 多くの大人にもまれる機会が無い＝状況、言葉の意味、社会的位置、応答する、意
図や感情を読み取ることができない
④母子関係の変化 発達のドーナツ理論

２

「いじめ」の問題
①現代型いじめの特徴
加害・被害の流動性がある、集団化・エスカレートしやすい
②いじめの心理
ねたみ・そねみ・シャーデンフロイデ（他人を引きずり下ろす快感）
③自己完結型の学校…ルースカップリング理論からの脱皮「個業」から「協業」へ
④いじめ対策協議会
様々ないじめ問題からの教訓を活かしているか？

３

児童生徒理解
①見立て（アセスメント）－なぜそのような状態になったのか？
②ものさし－人の感情は個人差が大きく客観的なものさしはない
「見えているもの」は物事の本質ではない→いろいろな先生の見方で視点を変える

４

チーミング
人の関係性によって成果は変わる＝複数の先生が複数の生徒に関わる⇒チーミング
他の考えを自分の経験値で否定することを断ち切り、個性を大切にし協力する
平松先生のこれまでの教師人生を振り返りながらの講義だった。先生のあらゆる取り組みは
、情熱にあふれ、簡単にまねできるものはないと感じた。
ストレス、逃避、サブカルチャーに興味を持つ、自己有用感を持てない、様々な背景が複雑
に絡み合い子供の質的変化が起きている。また、maltreatment（不適切な養育）により、脳の

所

発達にも影響を及ぼすことには大変驚いた。構造的にダメージを負ってしまったら、どのよう
に寄り添っていけば良いのか…。「見立て」を慎重に行い、何がそうさせているのかしっかり

感

と子供をみて、「夢や希望薬」を処方できる教師になりたいものである。それは、専門家であ
る多くの先生方が様々な視点から関わり、組織として取り組む「チーミング」がこれからは必
須だと感じた。
母を亡くした生徒のエピソードは、心に響くものがあった。「みえているもの」は物事の本
質ではない。いかに多くの先生が関わり視点を変え、情報を蓄積し、生徒を看ていくのか。「
３つのあ（あせらず・あなどらず・あきらめず）」に取り組んでいきたい。
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新しい学びの推進
「学習する集団」を育む授業づくり

11月25日（月）13:15～16:30

岡山大学 教授 高籏 浩志
〇ある小学校での算数の授業を視聴し、考える。→学習する主体をつくりたい（子ども主体に）
１

次期学習指導要領で求められる授業と協同学習の理念
①「暗記・再生型の学力観・学習観」から「理解・思考型の学習観・学力観」へ
・「できる学力」から「わかる学力」へ 「知識・伝達・習得」と「理解・思考」の両方が必要
・意欲の差をつくらない授業

わかったふりをさせない…何がどうわからないのか話させる

②事前におさえること
・協働…異なる分野にいる自立した専門家どうしが手を取り合い、新しいものを生み出す
③教室に支持的風土を
・支持的風土…互いに支え合い、助け合う雰囲気のこと、課題解決に向かって厳しい追及を認め
合うこと＝共に高まることを全員の目標とする
防衛的風土…わからなくて困っている自分をさらけ出したくない雰囲気のこと
２

学習指導観・授業観の確立を
①「主体的・対話的で深い学び」をめぐる素朴概念と「良心的な不安感」
不安感の共有＝今できていることを整理し同僚と確認→何をすべきか、１つ１つ乗り越えていく
②「教えきる授業」から「学び取る授業へ」／「させる指示」から「促す指示」へ
・方法を覚えるのか、それとも「なぜその方法か？」を考えさせるのか
・子ども１人１人がフル回転で課題へ向かえるように解放する「学習規律」を
③授業力＝教科指導力×学習指導力
・見通しを与える、教師の期待値を上げる、知識を注ぐより器を広げる、学習者の思考の流れに
寄り添い教える側の必要と必然を丁寧にあてがう

３

「気がかりな子」に学ぶ
①学習指導における「気がかりな子」
・語彙不足、自信不足、「学ぶことへの意欲」のボルテージの低さ→最も見えにくい
②授業の「対症療法」と「悪循環」
③単元観・児童観・指導官観…受け持ちの子どもの学習上の課題を丁寧に記述する

４

学習カウンセラーとしての教師：学ぶことに向けて子どもたちを解放する授業づくりを

①「教える側」ではなく、「学ぶ側」に立ち続ける…課題の吟味
②「思い」をつくる
授業実践の視聴を中心とした講義だった。指示をしなくても自然に板書し、学び合っている
生徒たちの姿は、普段から当たり前に行っている取組であることが見てとれた。また、生徒を
所

信頼して意見を出させるための様々なしかけがあり、自分の引き出しの少なさを感じた。学習
する主体をつくるために、今までの取組を振り返りながら何を新たに取り入れれば良いのか。

感

魅力ある課題の設定、なぜその方法なのか、どのようにわからないのか。得てして教師側から
すぐに答えて終わらせてしまいそうなことを生徒たちに返して、不安感を共有し一つ一つ乗り
越えさせる経験を積み重ねることが大切だと感じた。わからないことを安心してさらけ出せる
支持的風土を作り出せるようそのための授業力を身につけたいものである。
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11月26日（火）9:00～16:30

学校ビジョンの構築－ＳＷＯＴ分析による展開－
茨城大学 教授 加藤 崇英

〇学校組織マネジメント研修のポイント
・理解（考え方、進め方） ・改善案（どこを、どのように）
・行動計画（自分自身を振り返る、自分はどのように動けば良いのか）
・現在の自分の学校に当てはめる ・意見、情報交換
・学校組織の特性を考え、理解し、構想する
キ－ワード「学校の自主性・自立性」→2000年より「個性化」、地方分権と規制緩和、学級崩壊など
〇学校経営の裁量と自立性の拡大
子どもたちの多様性に応えるために学校長を中心に実施→各学校に説明責任→開かれた学校→行わ
れたどうかチェック（学校評価＝CS）→次に活かす
これらはつながりがなければならない＝系統性をもたせるために学校マネジメントは必要・重要
〇マネジメントのポイント
・「開かれた学校」と教育の個性化 ・マネジメント機能の強化 ・リーダーシップ機能の強化
・アカウンタビリティ（整合性）の確保 ・学校組織内外の整備
学校は自校の環境を分析しているか
問題を明確化し解決に向かっているか、教育を向上させているか（学校の特色づくり）
1人1人の職員が意識して、実行しなければならない＝協働性の構築
〇マネジメントを学ぶとは？
マネジメント：組織を動かし、成果を出すこと（≠管理）
リーダーシップの条件：自校を知り、課題を考え、みんなを説得し、納得させる能力がある。一緒
にその施策を展開できる心の広さをもつ。課題が解決したら、みんなとそのことを喜ぶ力を持
つ。とことん悲観的に考え、楽観的に決断する。
日常的な必要感：疑問・悩み・問題がないと意味が無い（学校のここが問題だ、これが課題だ、こ
こを改善したい、どうしてこうなっているのか？）→どれだけ持っているかで吸収力が違う
〇企業のマネジメントを学校へ～SWOT分析の実践
SWOT分析：組織を内・外・強・弱に区分して分析
学校の環境分析を行うと同時に、問題や課題を明確化する

⇒クロス分析

教職員で共有化（共通理解）できる
〇まとめ
・問題を発見し、明示し、共有化 ・課題を探索、分析し、明確化 ・具体的な実行策を計画化
・意志決定のプロセスに様々な人を関与させ、知恵を集め、協力関係を構築しながら教育活動とそ
の運営を展開する。
SWOT分析やクロス分析を一人で行うのは初めてだった。自校の強み・弱みを改めて深く考え
ることによって、気づく点が多々あった。個々の学校の特色を出すための取組等についての裁
所

量が自由になった分、自校の分析をしっかりと行い、学校全体で同じ方向に向かって実行する
必要性を感じた。発表された先生方の分析は特色を活かし、「こんな学校で勉強したいな」と

感

思わせるものだった。実行策についての優先順位を意識して、職員の共通理解のもと自校でも
ぜひ実施したい。
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スタッフ・マネジメント

11月27日（水）9:00～12:15

東京聖栄大学 教授 有村

久春

〇組織をどのように活性化するか（＝人間はどうあるべきか）
H29指導要領改訂において、「カウンセリング」という言葉が初めて出てきた（昔は教育相談）
１

体験を味わう（対人関係）
・エンカウンターの体験
自己紹介、他己紹介→主観と客観
ブラインドウォーク→自立と依存
・ロールプレイング体験（悩み相談）
カウンセリング感覚（３原則）
①聴く②質問する③伝える

２

子供に学ぶ（臨床教育）
・子供学びに学ぶマネジメント
経営的視点による教員の指導

①管理職への具申（「４管理２監督」の具体策

②危機管理（ハインリッヒの法則） ③オッカムの剃刀（情報の取捨選択）

④ゆでガエル理論

・発達課題の理解 エリクソン 青年期：Identityの形成→幼児期からつながっている
・「授業」を学び合う 「学びの地図」をつくる＝「問い」が大事
・回復力（Resilience）を育む
困難な状態からどう回復するか？
自己一致が高い＝レジリエンスが高い（自信あり、発信力あり）
３

タテ・ヨコをみる（学校組織）
・組織における心理的契約
「暗黙知」は大事…語れないところに知識の大部分が
ある
・機能する組織をつくるため、集団の中にどのような
感情を育てるか ＰＭ理論＋E(Emotion：感情)
＊「ナッジ」(Nudge：肘でつついて注意を促す)
＝さりげなく働きかけ、自らの意志で行動するように導く
・今の学校、そして次代は？
インテグリティ(integrity)：高潔さ…組織のリーダーや管理職、集団全体が持つべき資質
①正義感があり、常に公正を重んじる

②自分ではなく他人を優先して考えられる

③法的義務と倫理基準に対応しながら利益を求める

④他人の人格を尊重できる

⑤自分や集団に対して高い視座を持つ
その他…The OECD Learning Compass 2030、Society5.0、SDGs
組織をどのように活性化するか、人間はどうあるべきかという講義だった。
所

機能する組織をつくるためには、生産性を高め集団を維持することに加え、感情をどのよう
に育てるかも重要である。そのために、さりげなく働きかけ自らの意思で行動するように導く

感

ことが効果的である。なかなか難しいが、少しずつでも意識していきたい。他者との関係作り
を意識して、マネジメントを楽しむことができることが理想だと感じた。
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スクール・コンプライアンス

11月27日（水）13:15～16:30
28日（木） 9:00～16:30

課題について、グループ毎に説明し、法的根拠を示しながら解釈を説明し、具体的な対応を検討する。
文部科学省の方々から、指導・助言をしていただいた。
所

今まで意識することはなかったが、教員という身分は法律に制限され、かつ守られていること

感

を理解できた。
校内研修プログラムの開発
11月29日（金）9:00～12:15

独立行政法人教職員支援機構
研修プロデューサー 村松遼太

目標：学校改善プランを作成し、協議することによりプランのブラッシュアップを図ること
学校改善とは…学校で教育活動に関わっている者の主体性と自立性により、学校組織全体にわたる地
道で継続的な取り組みを通じて大きく改善を図ること。
校内研修を伝達研修で終わらせてほしくない。
校内研修をより広く、「大人の学び」として捉えてほしい
校内研修の留意点…「成人教育論」 マルカム・ノールズ
「ヤドカリ刑事の目標」
ヤ…役に立つ 仕事に役に立つ内容だと、
ド…動機

教育を受ける動機をしっかり持てる。

カ…解決策

問題を解決する内容であれば、

リ…理由

教育を受ける理由がはっきりする

ケイ…経験

人生経験豊富で

ジ…自律

自律した大人に、教育後の成果など具体的な目標を提示する

学校改善における校内研修の役割とは？
教員の指導力向上＋組織としての教育活動の質保証・改善
演習：校内研修プログラムの開発
・研修成果の活用レポートの作成
受講者の研修成果を各学校や地域で活用
することが前提となっており、受講者は、研
修終了後に「研修成果の活用レポート」を作
成する
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職員研修「カリキュラム・マネジメントについて」
（１）目 的

本校は、生徒の減少が著しく、それに伴い教員数も年々少なくなっている。よっ
て、今まで取り組めていた学校行事や部活動の見直しを続けていかなければならな
い。そうした現状について教員間で共通理解を図りつつ、教職員全体でカリキュラ
ム・マネジメントについて理解を深める。
令和２年２月１０日（月）２０日（木）
矢島高等学校 大会議室
本校職員

（２）期 日
（３）場 所
（４）参加者
（５）内容

Ⅰ 令和元年度第４回教職員等中央研修について
〇教職員等中央研修の目的、日程、研修内容
Ⅱ カリキュラム・マネジメント
〇カリキュラム・マネジメントとは
各学校の教育目標を達成するため、教育課程を実施し、評価して、改善していくこと
〇カリキュラム・マネジメントの必要性
平成２８年１２月の中教審の答申にその必要性が示されている
・これからの学校教育には、学習したことを活用して、予測な困難な時代に生じる諸課題
の解決に主体的に生かすことが出来る人材の育成が求められている
・学校を外に開き、現実の社会との関わりの中で子どもたち一人一人の豊かな学びを実現
することが必要。→「社会に開かれた教育課程」
〇社会に開かれた教育課程
よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会が共有し、求め
られる資質・能力を身に付けるためにどのような学習内容を、どのように学ぶのかを明確
にしながら、社会との連携・共働によりその実現を図っていくこと
・教科横断的な教育活動の見直し
・ＰＤＣＡサイクルの確立
・家庭や地域との連携・協働
〇カリキュラム・マネジメントを充実させる３つの側面
・教科等をつなぐ（教科横断的なカリマネ）
・評価と改善をつなぐ（ＰＤＣＡサイクル）
・学校のうちと外をつなぐ（コミュニティ・スクールなど）
〇カリキュラム・マネジメントの実践
・
「チーム学校」校長先生を中心としつつ、教科等の縦割りや学年を越えて、学校全体で取
り組めるよう、学校の組織や経営の見直しを図る
・管理職のみならず全ての教職員が「カリキュラム・マネジメント」の必要性を理解し、
日々の授業等についても、教育課程全体の中での位置付けを意識しながら取り組む必要が
ある
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〇カリキュラム・マネジメントの進め方

〇ＳＷＯＴ分析～矢島高校の教育活動を充実させるために～
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Ⅲ 事後アンケートより
・ＳＷＯＴ分析はビジネスの場で活用されているフレームワークで、この他にも様々なフレ
ームワークが教育現場でも活用され始めている。授業においても活用できるヒントを得る
ことができ、有意義であった。授業やＬＨＲ等でアイディア出しや思考を深める等のツー
ルとして、他のフレームワークについても、機会をもって研修したいと感じた。
・カリキュラム・マネジメントという言葉は聞いたことがあったが、内容についてはよく分
かっていなかった。今回の研修でなぜ必要となるのかが理解できた
・カリキュラム・マネジメントのためには、学校の現状や課題を把握することが必要だが、
他の職員との意見交換や共通理解のためにＳＷＯＴ分析は有用だと感じた
・カリキュラム・マネジメントを実践するためにはいろいろと行うことがあり、しっかりと
行うことにより教育課程がよりよい物となり、生徒の資質・能力の向上に繋がっていくこ
とが改めて理解できた
・参加者の共通認識を図ることや、問題解決の発想に気づくことや、他者の視点を取り入れ
ることなど矢島高校に必要な手法の一つだと思った
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４

平成３１年度義務教育課学力向上推進班学校訪問

数学科

教諭 佐藤 協

【前期】
期 日：令和元年６月２４日（月）
場 所：矢島高校
内 容： ９：４５～１０：３５ 授業参観 ２年Ａ組文理コース 数学Ⅱ（大石敏孝）
１０：４５～１１：４５ 授業実践 １年Ａ組 数学Ⅰ（佐藤協）
１１：４５～１２：３５ 研究協議
【後期】
期 日：令和２年２月１８日（火）
場 所：矢島高校
内 容： ９：４５～１０：３５ 授業参観 ２年Ａ組文理コース 数学Ⅱ（大石敏孝）
１０：４５～１１：４５ 授業実践 １年Ａ組 数学Ⅰ（佐藤協）
１１：４５～１２：３５ 研究協議
指導助言者：藤原孝一（義務教育課学力向上推進班

副主幹）

長門 亮（義務教育課学力向上推進班 指導主事）
授業実践内容
【前期】

【後期】

対 象：１年Ａ組

対 象：１年Ａ組

単 元：数学Ⅰ「数と式」

単 元：数学Ⅰ「図形と計量」

授業実践を終えて
生徒の数学の理解の度合いは様々で、問題を解けない状態にも様々なケースがある。計算の法則が
身に付いていない、公式を覚えていない、公式は分かるが計算力が足りない、図と数式が結びつかな
いなど生徒の力量により理解の度合いは十人十色である。これまで大学受験の指導をしているときに
は、計算法則の習得は大前提で、数学の定理や法則を用いて問題の構成や数式をどのようにして理解
させるかという点に注目し、指導法に苦心してきた。しかし、その前提が成り立ちにくい状況での授
業は、これまでよりも数学の楽しみを伝える必要があり、数学の根本の理解が必要とされ、指導者側
の力量が問われると感じている。授業では日頃から生徒の数式や図などの捉え方を確認しながら進め
ているが、理解度を自分で表現することにも生徒間で差が見られる。授業の理解度が高くても答案で
表現できる生徒と表現を苦手とする生徒がおり、生徒の個性が出やすいのも数学の面白いところだと
感じている。
二度の研究授業では、
「数式を因数分解し整理すること」や「三角比の定義を拡張するために座標を
導入し一般化すること」の２つの分野を扱った。数学の良さの一つは、複雑な状況を整理しシンプル
にすることにある。高校での授業を通じて、シンプルで的確な思考法を生徒自身が身に付け、これか
らの実生活でも生かすことのできる授業を目指したいと考えている。
最後に授業を参観されたたくさんの先生方から貴重なご意見をいただき感謝申し上げます。今後の
授業の改善に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。
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１年 Ａ組

数学Ⅰ

学習 指導案
日
時
授業者
場
所

令和元年６月２４日(月)３校時
佐藤 協(Ｔ１)、大石 敏孝(Ｔ２)
矢島高等学校 １年Ａ組教室

１．使用教科書

新版 数学Ⅰ 改訂版（実教出版）

２．単元

第１章

３．単元の目標

数と式について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に活用する能力を養い、
数学の良さを認識できるようにするとともに、それらを活用する態度を育てる。

４．単元計画

第１節 式の計算（１６）本時１６／１６
第２節 実数（８）
第３節 １次不等式（１０）

数と式

５．単元の評価規準
① 関心・意欲・態度

② 数学的な見方や考え方

③ 数学的な技能

④ 知識・理解

整式の意味を十分に認識す
る。
展開と因数分解の公式が、
どのようにできるのかを認識
する。式の展開や因数分解に
関心をもち、式の変形に取り
組もうとする。具体的な事象
において、式を用いて考えよ
うとする。

たすきがけの因数分解を考
える手順を整理し、身に付け
る。乗法公式・因数分解をい
ろいろな場面で利用できる。
１つの文字に着目したり、１
つの文字に置き換えるなど、
式の特徴をとらえることがで
きる。

整式の加法・減法が正しく
できる。公式を適切に用い
て、式の展開ができる。たす
きがけの考え方を用いて因
数分解できる。公式などを用
い、手順にしたがって、様々
な式を因数分解できる。式を
用いて事象を適切に表現・処
理することができる。

整式についての様々な用
語を正確に理解している。乗
法公式の意味を理解してい
る。複雑な式が簡単な式に帰
着できることを理解してい
る。

６．生徒と単元

（１）実態
男子７名 女子１０名 計１７名
数学を苦手とする生徒が多いが、授業に対しては一つ一つの知識を身に付けようと積極的に参加して
いる。考えを問うたりする場面では積極的に発言する生徒も見られる。少人数ではあるが、学力の差が
とても大きく、授業の進め方に工夫が必要なクラスである。
（２）単元について
この単元では、整式の加法・減法・乗法、および因数分解について理解を深め、公式などを利用して
整式の展開や因数分解を効率よく計算する技能を身に付け、数を実数まで拡張し、実数の概念や平方根
を含む計算の基本的な考え方について学ぶ。さらには、不等式とその解の意味を理解し、１次方程式の
解法に活用する力を養う。

７．本時の指導
（１）本時の目標
（２）本時のねらい

応用問題に対して、これまでの知識を活用していろいろな見方や考え方ができる。
前時までに因数分解の基本的な公式を用いてさまざまな因数分解を工夫して計算する考え方を学んでい
る。本時で扱う因数分解の問題は、そこで学んだ考え方を利用する問題であり、知識を活用していくなか
で定着を図りながら、考えを発想する姿勢を養いたい。
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（３）学習過程
［評価：①関心・意欲・態度 ②数学的な見方や考え方 ③数学的な技能 ④知識・理解］
学習内容

導入

・本時の目標、流れを確認する。

(5 分)

展開Ⅰ ・確認した公式や考え方を用いて、２次式の
(15 分) 因数分解の問題へ取り組む。
(プリント第１問および第２問)

指導上の留意点

評価規準

・これまでの学習内容を生徒間 ・因数分解の公式を覚えて
で確認させる。
（Ｔ１）
いる。④

・最初は各々で問題に取り組ま ・基本的な２次式の因数分解
せる。
（Ｔ１）
ができる。③
・机間指導し生徒の様子を確認 ・たすきがけの因数分解が
する。
（Ｔ１とＴ２）
できる。③
・生徒間で答えを確認させ、
答え合わせをする。
（Ｔ１）

展開Ⅱ ・プリント第３問(１)へ取り組む。
(25 分)

・プリント第３問(２)へ取り組む。

・教師側から方針を述べずに、 ・１つの文字に着目して、式
生徒側から因数分解の方針の

の特徴を捉えることができ

意見を述べさせる。
（Ｔ１）

る。②

・個人の意見が出ない場合は、 ・複雑な因数分解にあきらめ
生徒間で相談させ意見を出さ

ずに取り組むことができ

せる。

る。①

・問題へ取り組ませ、生徒の
様子を見る。
（Ｔ１とＴ２）
・生徒間で答えを確認させ、
答え合わせをする。
（Ｔ１）

まとめ ・本時について振り返る。
(5 分)

・何人かの生徒に考えを述べさ ・取り組んだことについて、
せる。
（Ｔ１）

自分の言葉で感想を述べる
ことができる。①

・プリントの最後に感じたこと
や考えたことなどを記入させ
る。
（Ｔ１）
・最後にプリントを回収する。
（Ｔ１とＴ２）
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１年 Ａ組

数学Ⅰ

学習 指導案
日
時
授業者
場
所

令和２年２月１８日(火)３校時
佐藤 協(Ｔ１)、大石 敏孝(Ｔ２)
矢島高等学校 １年Ａ組教室

１．使用教科書

新版 数学Ⅰ 改訂版（実教出版）

２．単元

第３章 図形と計量

３．単元の目標

三角比を定義し、図形と計量について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に
活用する能力を養い、数学の良さを認識できるようにするとともに、それらを活用する態度を育てる。

４．単元計画

第１節 三角比（１４） 本時１２/１４
第２節 図形と計量（１０）

５．単元の評価規準
⑤ 関心・意欲・態度

⑥ 数学的な見方や考え方

⑦ 数学的な技能

⑧ 知識・理解

・三角比について興味をも
ち、それを活用しようとす
る。
・様々な直角三角形におい
て、三角比の値を求めようと
する。
・日常に見られる木の高さな
どを、三角比を利用して求め
ようとする。
・三角比の相互関係や性質を
活用し、それらを利用しよう
とする。
・拡張した三角比について興
味を示し、鈍角の三角比を求
めようとする。

・相似な直角三角形では、三
角比の値はそれぞれ等しい
ことが理解できる。
・三角比の値を利用して、直
角三角形の辺の長さを求め
ることができる。
・三角比の表を利用して、三
角比の値や角の大きさを求
めることができる。
・三角比の相互関係を、三平
方の定理を利用して証明で
きる。
・拡張した三角比の定義を理
解し、鋭角の三角比の定義の
拡張になっていることが理
解できる。
・180°-θの三角比の性質を
利用して、鈍角の三角比の値
を求めることができる。

・定義に基づいて、三角比を
辺の長さの比で表すことがで
きる。
・三角比を利用して、いろい
ろな長さを計算できる。
・三角比の相互関係を利用し
て、１つの三角比の値から残
りの三角比の値を計算でき
る。
・鈍角の三角比の定義を理解
し、座標を利用して 120°、
135°、150°などの三角比の
値を求めることができる。
・図を描くことにより、条件
を整理し、解法の方針をたて
ることができる。

・三角比を利用すると、いろ
いろな長さが求められるこ
とを理解している。
・鋭角の三角比の定義を理解
できる。
・鈍角の三角比の定義を理解
できる。
・三角比の相互関係が成り立
つことを理解できる。
・三角比の表を利用して、鋭
角、鈍角の三角比が求められ
ることを理解している。

６．生徒と単元

（１）実態
男子７名 女子１０名 計１７名
生徒の理解度は十人十色であるが、一つ一つの知識や技能を身に付けようと授業に一生懸命に参加し
ている。教師側から全体に質問を投げかける場面では、積極的に発言する生徒もいる。問題演習を早く
終えた生徒は、理解が遅れている生徒へ教える姿も見ることができる。少人数ではあるが、基礎学力の
差がとても大きく、授業の進め方に配慮が必要なクラスである。
（２）単元について
鋭角の三角比を定義することから始まり、三角比の相互関係や性質について理解させることが第一の
目的である。さらに、鋭角の三角比を拡張し、鈍角および 0°、90°、180°の三角比を定義し、三角
比の値から角の大きさが求められることを理解させたい。
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７．本時の指導
（１）本時の目標

鋭角の三角比の定義を拡張し、座標を用いて鈍角の三角比の定義を理解させる。
とくに、120°、135°、150°、0°、90°、180°の特別な角の三角比の値を求められるようにする。

（２）本時のねらい

（３）学習過程

直角三角形を座標平面上におくことで、これまで学習した定義が拡張された定義の一部となることを
理解する。
［評価：①関心・意欲・態度 ②数学的な見方や考え方 ③数学的な技能 ④知識・理解］
学習内容

指導上の留意点

評価規準

・本時の目標、流れを確認する。
(5 分) ・鋭角の三角比の定義について確認する。

・三角比の定義について、生徒 ・三角比の定義を身に付けて
に確認する。
（Ｔ１）
いる。④

展開Ⅰ ・鋭角の有名角の三角比を求める。

・最初は各々で問題に取り組ま ・鋭角の有名角の三角比を
せる。
（Ｔ１）
求めることができる。②

導入

(10 分)

・机間指導し生徒の様子を確認
する。
（Ｔ１とＴ２）
・求めた三角比の値を「三角比の表」に記入する。 ・生徒間で答えを確認させ、
答え合わせをする。
（Ｔ１）

展開Ⅱ ・拡張した三角比の定義を利用して、
・拡張した三角比の定義につい ・120°、135°、150°の
(30 分) 120°、135°、150°の三角比の値を求める。 て説明し、問題に取り組ませ
三角比の値を求めることが
る。
（Ｔ１）
・拡張した三角比の定義を利用して、
0°、90°、180°の三角比の値を求める。

できる。③

・生徒の様子を確認しながら、 ・ 0°、90°、180°の
図などを補足し、指導する。
三角比の値を求めることが
（Ｔ１とＴ２）
できる。③

・求めた三角比の値を「三角比の表」に記入する。 ・生徒間で答えを確認させ、
答え合わせをする。
（Ｔ１）

・完成した「三角比の表」
から sinθ､cosθ､tanθの
性質について考えることが

・完成した「三角比の表」に

できる。②

ついて、何か気付いたこと
はないか質問をする。
（Ｔ１）

まとめ ・本時について振り返る。
(5 分)

・何人かの生徒に考えを述べさ ・取り組んだことについて、
せる。
（Ｔ１）

自分の言葉で感想を述べる
ことができる。①

・プリントの最後に感じたこと
や考えたことなどを記入させ
最後にプリントを回収する。
（Ｔ１とＴ２）
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〔前期〕令和元年

６月２４日（月）

研究協議会記録
１

参加者
職名

氏名

１

副主幹

藤原

孝一

指導助言

２

指導主事

長門

亮

指導助言

３

校長

熊澤

耕生

４

教頭

木村

実樹夫

司会

５

教諭

大石

敏孝

授業者（数学）

６

教諭

佐藤

協

授業者（数学）

７

教諭

石澤

宏基

参観者（地歴･公民）

８

教諭

鎌田

勉

参観者（地歴･公民）

９

教諭

髙橋晃二

２

備考

記録（芸術）

授業者から
2 校時（一般授業）大石先生
生徒に考えさせたい気持ちから、より踏み込んだ授業を行った。自由な発想をさせて試行錯誤させ

て、もっと簡単な方法を見いださせたかったが、思ったより進まなかった。前時の解と係数の関係が
しっかりできていればよかった。生徒はしっかりやっていて、普段は周りに聞いたりして理解しよう
とするのですが今日は違っていたので、自分の持って行き方が良くなかったかもしれない。
3 校時（研究授業）佐藤先生
1 年生 17 名と少ない人数だが、成績的には普通に教科書を理解できる生徒から、足し算引き算が怪
しい生徒までいて、授業をする上で難しいクラスという印象を持っている。本時は因数分解が一通り
終わりのタイミングで難し目のところでしたが、これまででたすき掛けができるようになってきたの
で今日のような授業を行った。生徒は普段もっとのびのびしているが今日は緊張していて意見が出づ
らかったため、予定よりは進まなかった。普段
から公式を覚えさせると言うよりは考え方を身
につけさせるという形で授業をしている。何人
か応用問題ができそうな子もいるので、そうい
うのもやらせながら基礎的な因数分解も定着さ
せながらなので、進度が遅くならないようバラ
ンスをとるのが難しく時数が不足しがちである。
大石先生（Ｔ2 として）
１年生は全体に問いかけると必ず何人かが答
えてくれる状況である。3（１）で躓いていた
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生徒が多かったので、積の形に気づかせるような工夫ができれば良いと思います。
３

参観者から感想等
＜石澤＞
現代社会で同じクラスを授業したことを踏まえての感想です。出だしの公式のところで生徒とのか

けあいなど笑いがあって雰囲気がよいと感じました。見方考え方が伝えられていて、生徒自身がなぜ
そう答えたのか理由を言えていた。
協先生だけでなく、大石先生やパタン先生が教室を見回していて、
悩んでいる生徒がすぐ分かるので、特定の生徒をフォローしながら上手くできていたと思いました。
数学はかっこつける学問といっていましたが、発問が良く、
「何に見えますか？」などに対して、普段
ならもっと発言があるのだけども、今日はちょっと生徒が緊張していて堅かったかな、と思いました。
あとで生徒が書いた感想も知りたいです。
＜鎌田＞
発問等普段通りなのだろうと思い見ていました。全体的にいい雰囲気だと思いました。プリントが
整理されていて順序立てられていて、順番にやっていくと知らない間に生徒たちの力が付いていくと
いうように展開されていたと思うので、すごく参考になりました。
進度も大事だけれども、そういうところ（躓いているところ）を早く進められてついて行けなくな
った生徒たちだと思うので、振り返りをしながら戻りながら、時間をかけてもいいのではないか。必
要最低限の考え方であるとか他の生徒たちへの表現の仕方であるとか、
「数学」というところにこだわ
らなくても学校全体としてそういうふうな力が生徒たちの身に付けばいいなと思いました。
問題を解く際に時間の目安を示してあげれば、生徒たちも時間を気にするのではないかと思います。
地歴公民では言葉で発問やヒントが出しやすいけれど、数学のヒントの出し方は難しいと感じました。
子供たちを考えさせる工夫をすごくしているのだなとあらためて感じました。少人数でも学力差があ
るというのが見てても分かるので、わからない生徒への対応を（数学の授業だけでなく）いろんな先
生方の力を借りながらみんなでやっていければと思いました。
＜髙橋＞
前時の復習から本時の内容へとスムーズに移っていく授業の流れが良く、感心しました。３（１）
では、かっこで括られているものがグループとして認識できるまでに、結構時間がかかってしまうと
思いました。音楽では音符のかたまりからリズムというまとまりを見いださなければならないが、今
回の因数分解もそれに似たような難しさがあると思います。それを見つけ理解させるために、何か直
感的に印象に残るような工夫が必要だと感じました。
教頭
《一般授業》α4＋β4、α5＋β5 まではやらないということで、踏み込まなくてよかったと思いま
した。生徒の頭に答えがないだろうけれども、そこを考えさせるのが大切だということで、そういう
時間を持って、次に生徒がヒントもらって２乗展開公式をやればいいんだなと。普段はわいわい後ろ
横見ながらなのだろうと感じました。後での質問になりますが、５乗までやるつもりなのか。また、
生徒の感想を知りたいです。
《研究授業》ＴＴの授業として参考にしようと思って見ていました。わからない子があの問題解け
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るのかなと、３、４名程、パタン先生と大石先生がみてやっていて、どう書いたのか見たかったけれ
ど、プレッシャーになるといけないので行けませんでした。
普通の学校であれば公式に当てはめてできてしまうところですが、公式でさらっとではなく、しっ
かり時間をかけてやっと行こうと思いました。
丁寧にやっていただいて参考になりましたし、指導案通りにいくとわからないままの生徒がいると
思われるので、止まって指導されて正解だなと思います。
校長
協先生の言われた「式の見方」ということは大事であり、難しいところ。α 2 やβ2 を塊として見る
ことができるかが問題だと思います。どちらの授業でも、例えば○や△を使ったりして、ごちゃごち
ゃしたものを一つの塊として、どうすれば生徒がそれを掴めるかということを今後工夫して、今の本
校の生徒に会ったやり方をしてくれればいいと思います。
４

指導助言

長門指導主事
本日はありがとうございました。生徒の実態が様々ですが、それを踏まえて定着に向けて一生懸命
丁寧に授業されていることが伝わってきました。
佐藤先生の授業ですが、土台になっている雰囲気作り、先生の人柄が出ていて、「百点だよ」とか、
ああいうの大事ですね。「間違ってもいいのでトライしてみて」とか「隣近所と合わせてみて」とか。
今日のお二人の授業で「わからない」ということを表現した生徒がちゃんといたなと思います。どう
してもできる子が活躍する授業が小・中では目立ってしまうのですが、大事なのは必要感を持たせる
ためにも「わからない」とか、途中までの考えをいかに授業に取り上げていくかだと思いますので、
お二人の授業の中にそのような場面があったと思います。
「主体的・対話的で深い学び」という新学習指導要領に小・中では移行する時期ですが、今日の授
業でも十分成立していたと思いますが、こういう視点もあるのではないかということでお伝えしたい
と思います。
佐藤先生が、
「式を見抜く力をつける」ということに主眼を置いていたと思いますが、「深い学びの
姿」というのはどういうことかというと、例えば「授業前はこんな風にみえていた」というものが、
「授業後はこんな風に見えるようになった」といったようなことで、式の見方考え方が深まるという
のは、そういうことではないかと思います。今日のポイントとなる場面は、後半の y の文字が複数入
ってきたところだと思います。ある子によっては授業前はできなかった、でも授業を受けたからでき
るようになった、これが深まるということだと思います。さらには、途中まではなんとなくここに注
目すればいいと思っていた生徒が、
確信に変わって、そういうときは別の文字に注目すればいいとか、
あるいは、数字と文字、例えば y とか、文字も数字とやりかた同じなんだなということに気づくこと
も深い学びの姿ではないか。今日の様子を見て、数字だけのたすき掛けまでは定着していると感じま
した。ただ、文字が入ったときに、やっぱり難しいと思う。そういったときに、なんで難しいのか、
「どう見えてる？」と先生はいっていましたが、
「なんで難しいの？」と聞くと、おそらく「数字じゃ
ないから」
、
「文字が入っているから」
、じゃあ「数字のやり方は使えないの？」 というと、ある生徒
は使えないというかもしれないけれど、使えるかもしれない。じゃあ使えるためには…たすきがけで
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（ここ）に何入る？などの問いかけで…。いずれにしても、子供たちがどんな風に見えているのか、
なんで難しいと感じているのかということに着目して、今日の授業でも十分できているのですが、そ
ういうことに気づかせてやると面白いのではと思いました。
先生がおっしゃる「式を見抜く力を身につける」ということは、展開と因数分解が自由に行き来で
きるということが大事な要素だと思います。われわれ教師は、この場面は展開で、この場面は因数分
解だということはすぐ分かるのですが、子供たちは展開してみたり因数分解してみたりして行き来し
て考えていました。そういった展開と因数分解の知識・技能を自由自在に使えるようになっていくと
いうことも、ものの見方・考え方が豊かになっていくことにつながっていくと思います。
（大石先生の授業について）中学校もそうなんですが、できるだけ「主体的・対話的で深い学び」
という視点から授業改善を行っているなかで、教師だけが教えるということではなくて、子供同士で
学び合わせる、わかっている生徒に先に説明させる、ということを行って、教師と子どもが一緒にな
って教えたり聞いたりする、という視点があればさらに定着に結びつくと感じました。
藤原副主幹
小中学校の先生方は高校の現実を意外に分かっていないところがあるので、訪問時に高校で悩んで
いることを小中に伝えたり、また高校では小中のあり方をいろいろ考慮してもらうようにしたり、と
いうことをしています。
今日の研究協議会では他教科の先生も一緒に出ていただいた。石澤先生のお話にもあったように、
出だしのいい授業は生徒がしっかり聞いている。やればできるのになかなかやらない生徒は出だしが
上手くいっていないので、出だしの引きつけが大切だと思いました。
鎌田先生から「学校として力がつけばいいな」という発言がありましたが、教科はいつもながらの、
定着とか、どうやったら点数が取れるのかとか、細かい齟齬になっていて、もっと大きな視点で学校
全体として取り組むのはどういうことが必要かなと、それを教科としてどう体現していくのかという
ことが多くの学校で難しさを抱えているところだと思います。
小中の方では、主役が生徒になるように、いつも答えを知っているのは先生で、最後に先生が言え
ばいいということではなく、それをなんとかして生徒に言わせよう、そこの最終的なゴールを生徒に
与えて、満足感を与えるような授業になるような手立てを与えるようにしているのが現状です。佐藤
協先生の授業は、最初の１０分くらいの生徒とのやりとりで、そんなクラスを作ってきたのだなとい
うことがわかりました。
民間の授業力向上研修に参加したときに、
「生徒に発言を求めたらコメントを返しなさい」と言われ
ました。たとえ間違っていても。そうでないと生徒は発言しなくなるということでした。協先生の授
業は、間違っていても否定しないし、合っていると「素晴らしい」と、そのような意味でコメント力
が素晴らしいと思います。そうした中で、三点申し上げるとすれば、最後の、
「和と積」のところを生
徒に言わせるような工夫があればもっと良かったと思います。また、生徒が先生に話してそれを全体
にという場面がありましたが、生徒の発言を、先生を介さずに全体に話せるようになると、もっと素
晴らしいのかなと思います。角館高校の定時制でそのような取組を実践していますが、上手くいって
いるようです。３年前から学習サポーターとして来校していますが、T2T3 の関わりについて、事前
の明確な関わり方を打ち合わせていればいいのかなと思いました。
大石先生の授業ですが、非常に丁寧にやられていて良かったのですが、考え方に重点をおいていま
した。生徒にどう考えたのか、どこで悩んでいるかを聞いても良かったかなと思いました。数学の先
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生同士では分かる言葉でも、他教科の先生からみたら分かりにくいかもしれない。そうすると、生徒
も、
もしかして数学の先生の話が伝わっていないことがいっぱいあるのではないか。そういう意味で、
他教科の先生の視点があると、もっと伝わりやすくなるのかなと考えました。普通の指導主事訪問で
あれば、導入の部分とか演習とか、もっと簡単なところをやられることが多いのですが、今回の内容
はお二人とも攻めた内容で、これは自信がないとできないことなので、生徒とのやりとりで、そこま
で踏み切れたことだと思います。
長門指導主事
小中学校の現状ですが、非常に様々な子供がいて、特別支援の配慮を要する生徒が増えているので、
小中学校ともに苦しい思いをしています。たとえば定着ということで言うと、中学校は中位の生徒に
照準を合わせて授業を進めがちですが、ともすれば上位の生徒は飽きてしまう、また下位の生徒は置
き去りになってしまうこともなきにしもあらずです。先生方も手を変え品を変え、例えば小中学校に
おいては掲示物とか、短冊に公式を貼ったり、すぐに必要最低限の公式を思い出せるように、そうい
う掲示をしたりとか、色チョーク等視覚に訴えたり、ペアにしてお互いに言わせたり説明させたりす
る学習をしたり、手を変え品を変え定着をはかろうとしている。それでもなかなか定着に至らない生
徒がいるので、すべての子がわかるようにと（小中学校に）伝えていきたい。
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〔後期〕令和２年

２月１８日（火）

研究協議会記録
１

参加者
職名

氏名

１

副主幹

藤原

孝一

指導助言

２

指導主事

長門

亮

指導助言

３

校長

熊澤

耕生

４

教頭

木村

実樹夫

司会

５

教諭

大石

敏孝

授業者（数学）

６

教諭

佐藤

協

授業者（数学）

７

教諭

菅原一哉

参観者（国語）

８

教諭

鎌田勉

参観者（地歴公民）

９

教諭

髙橋晃二

記録（芸術）

２

備考

授業者から
2 校時（一般授業）大石先生
指数関数のグラフの特徴を知るという
ことを本時の目標として授業を行いまし
た。以前から、グラフを扱う授業では、ｘ
に対する y の値を求めて表にしてグラフ
を書くことを苦手としていると感じてい
たので、この機会にしっかりと覚えてほし
いと思いました。
授業は時間が足りずに予定通りに進み
ませんでした。時間短縮のために底が 2 の
1

場合と 2の場合についてだけ扱い、その後
に一般にどのようになるかという説明で
も良かったのかもしれない。しかし、2 の x 乗と 3 の x 乗で、x の値が 10 ぐらいになるとどれぐ
らいの違いになるか、この後 log を扱うときに 2 の 30 乗や３の 30 乗は何桁になるかという問題も
あるので、x の値が 30 のときにどのくらいの違いがあるのかということを紹介しておきたいと思
1

1

2

3

い、底が 2、 、3、 の場合についても扱いました。予定通りに進めることができなかったため、
授業の一番のポイントであった「グラフで気づいたこと」と「指数関数的に増加する」といったあ
たりの説明が十分にできなかったので、次の授業で扱いたいです。
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3 校時（研究授業）佐藤先生
三角比の定義の拡張という
ことで、復習を含めて拡張の考
え方を学ばせるという形で授
業を作りました。最後０°、９
０°、１８０°まではいけなか
ったが、準備の段階では苦しい
かと予想していたものの、全体
を見るというためにこのよう
な計画になりました。全体の表
が出てきてから三角比の値が
どのように推移しているかを
生徒たちに言わせたかったが、
そこまで至らなかったので次
の授業でやりたいと思います。予想よりも鋭角三角形の三角比の定義は定着していたので、そうい
う収穫はありました。
３

参観者から感想等
＜菅原＞図を使って説明されていてわかりやすかった。数字だけだと分かりにくいのですが、円や
角を図示していたので苦手な生徒にも視覚に訴えていて良かった。
プリントを使うことでノートを取るための時間短縮ができ、また後で見直したときの見やすさに
つながるので非常に良かった。時間があれば３０°と６０°などの対比関係を気づかせる機会があ
れば良かった。ＴＴの形や学習サポーターの先生との連携も良かったし、生徒たちの中で分かる生
徒はどんどん教えに行っていたというのも授業の工夫だと感じた。
＜鎌田＞落ち着いていて普段通りの授業なのだと思いました。復習の部分で、分かりきっているこ
とであっても生徒に発言させるのは大事な場面であり、言語表現することになるので、やっていか
なければならないことだと思いました。生徒の発言を先生が拾って対話に持って行く場面もよかっ
た。生徒が先生に対して答えるのではなくて、全体に対して話をして、みんなで共通理解を図るよ
うな答え方をさせると、もっと良かったかなと思いました。数学において言葉でやりとりするのは
難しいのではないかと思いましたが、そのための表や図、プリントが良くできており、板書も見や
すかったので分かりやすかったと思います。
プリントは簡単なところから順に進めていくと、最終的に自分たちの思考が必要なところに到達で
きるようになっているのだろうと思いました。
＜髙橋＞協先生の授業を拝見して、数学の学習に対する姿勢や気持ちが前向きになるように生徒を
育てていると感じました。生徒同士の教え合いでは、教える側は知識の確認や定着になり、教わる
側は劣等感なく素直に教わる姿勢がみられて良かったと思います。鎌田先生の話にもありましたが、
数学を言葉で教える難しさがあると思います。今日の授業では生徒同士の教え合いの中で、身振り
手振りで教える生徒がいましたが、そのような視覚に訴える方法もイメージを残す一つの手法とし
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て有効ではないかと思います。考え方を鋭角三角形から座標に移したときの相対関係(底辺＝x、斜
辺＝半径など)の切り替えが、もしかしたら分かりにくく感じた生徒もいたのではないかと思いま
す。
＜教頭＞（研究授業について）数学 A より楽しそうにやっていて、三角比が楽しいのだなあと思
いました。板書の仕方が丁寧で、直線やコンパス無しでフリーハンドできれいに書かれていました。
自分の授業では生徒に定規を持ってこいと言っているのですが。定義がルールだというお話で、私
は分かりやすいと思いました。最初の導入のところで生徒に当てたところ、その生徒がすぐ答えて
いた様子から、しっかり基礎を理解させているのだなと思いました。
普段通りの授業だったということで、楽しいのであれば、多少難しくても生徒はやっていけるのか
なと思いました。参考になった授業でした。
（一般授業について）新型コロナウイルスの感染者数について、最初に曲線のグラフを示して説明
の順序を変えると興味が湧くのではないかと思いました。統計でもそのような考え方を使っている
んだよと進めていけば、数学に興味が湧くと思いました。また指数をやることはいいのですが、対
数に入ったとたんに、やっていること自体の意味が分からないまま、ただやっているだけになって
しまうので、少しでも指数対数がこのように使われているのだよということが分かった方が、興味
を持てるのだろうと思いました。
質問ですが、今日はとても静かでしたが、いつも静かな感じでしょうか。
（大石）普段は周りに教えたりする生徒がいるのですが、今日は参観者が多かったので生徒も緊張
していていつも通りはできなかったと思います。生徒 7 人の少人数の授業だが、数学を非常に苦手
とする生徒が一人いて、その生徒ができるまで待つという流れになってしまい、授業がなかなか進
まないことが多いです。
（教頭）私が自習などでみていても、非常に黙々とやる生徒たちです。ただ、できている生徒同士
で話し合ったり共同作業があってもいいのかなと思います。ぜひ、対数の授業でシーンとならない
ような、ウイルスの話などで興味関心を引っ張ってもらいたいと思います。
＜校長＞どちらも丁寧な授業でした。最後の方時間が足りなくなって、気がついたことを言わせよ
うとする時間が少なかったのが残念でした。
（一般授業）x 軸とグラフが交わってしまう生徒が少なかったことに感心しました。最後の方に漸
近線の話をしていましたけれども、絶対にプラスの値しかとらないということと、単調減少で０に
近づくということ、この二つの条件でグラフを書かせると、自ずと x 軸に近づいていくのではない
か。そのように書かせて x 軸に近づいていくことを実感させることができるのではないかと思いま
した。これは生徒から言わせたい性質の一つです。
（研究授業）どう説明すれば生徒に納得させられるかということに決まった方法はないと思うので、
生徒の様子を見ながらの阿吽の呼吸みたいなものが納得させるためには必要で、その点が上手くい
っていたと思います。ただ、教頭先生が述べられたように、それまでの部分の積み重ねがちゃんと
できていたのでスムーズに進んだのだと思います。今回の定義の拡張で大事な、長さとみたり座標
とみたりというところの使い分けが混乱するところだと思うので、そこを気を遣っていたと思いま
すが、まだ曖昧な生徒も居ると思うので、今後定着させれば良いと思います。三角比は実際の図形
の話に持って行って実感させるということが大事なので、そのあたりをこれから先の授業に期待し
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ます。
４

質疑応答
＜菅原＞ノートとプリントの使い分けはどのようにしていますか。
＜大石＞グラフなど時間がかかりそうなところはプリントを使い、計算などはノートを使わせてい
ます。
＜佐藤＞基本的に大石先生と同じです。今日の授業のように半円を描いたりするとなると時間がか
かって進まないのと、三つ（三角比・座標・表）を比べさせたかったので一つのプリントにしまし
たが、普段は板書をノートに書かせることが多いです。
＜教頭＞授業者から他に付け加えることはありませんか。
＜大石＞生徒は計算問題には意欲的に取り組むが、定義の説明や証明などの授業では活気のない授
業になることが多いです。どのようなことを心掛けて授業を行えば良いかアドバイスをいただきだ
いです。
＜長門＞小中学校も同様の悩みを持っています。ただ、私が訪問していて上手だと思う先生がやっ
ていることは、教師が一人で授業をしているのではなく、生徒を関わらせながら授業を展開してい
るのか、というあたりで違いがあるように思います。教師が「分かって欲しい」「できるようにな
って欲しい」と思えば思うほど説明が増え、教師の発話量が増え、結果として生徒は受け身になり、
だんだん飽きてくる。だから逆の発想で、分かって欲しければ生徒達にどんどん活躍させる、つま
り今日の先生方のように、生徒の様子を見ながら、言えそうな生徒に説明させるとか、そういう働
きかけがあると思います。
＜教頭＞他に先生方からありませんか。
＜佐藤＞髙橋先生から指摘があった身振り手振りを使った方がいいということでしたが、今日はた
くさん参観者がいたので、そのような動きを控えていました。普段はおおげさな身振り手振りをし
ていて、確かにその方が生徒の定着はいいのではないかと思いました。

５

指導助言
長門指導主事
中高接続の視点で、小中学校でこういう取り組みをしているということ紹介して参考にできると
ころがあれば生かして欲しいと思います。
一般授業については、プリントの裏面の話題が最初にあったならば、全然違ったのではないかな
と思いました。タイムリーで生徒の意欲を高める、非常に良い資料ではないかと思います。要は、
導入で生徒たちに必要感を持たせられるかどうか。別の言い方で言いますと、キーワードは「イン
パクトとコンパクト」。つまり、生徒に衝撃を与えるようなものがあって、それが長々とやってい
くと１単位時間で終わらなくなるので、コンパクトに行う。例えば今日の授業であれば、提示の仕
方としてまず全体像（プリント）を示して、「今日はここの部分をやります」というような提示の
仕方などをすると、すっと入っていける、そういうやり方もあるのではないかと思いました。
２人の先生ともに、学力の定着に向けて一生懸命取り組んでいる姿が拝見できました。小学校か
ら中学校に進んで行くにつれて学力差が広がっていく中で、教師ができることは何かというと、
「子
どもたちの心に火を付ける」ということではないかと思います。抽象的な言い方ではありますが、
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何のために勉強するのかということがある程度分かってくれば、高校生ともなればストンと落ちて
勉強するのではないかと思います。今言ったような導入時における「必要感」といったものをさら
に取り入れてバージョンアップされるとより良い授業になるのではないかと感じました。それから、
どちらの授業も時間内に終わらなかったのですが、これは小中も良くあることですが、一時間一時
間で毎回終わらない授業だと最後までいっていないので積み残しが増えて学力が低くなってしま
うので、やはり１時間で完結させるということが小中学校ですごく大事になっています。私が学校
訪問でお伝えしているのはキーワードは「何が何でもこれだけは教える」ということです。そして
それができたかどうかを授業後に振り返ってほしい。そこができたかどうかが全てだと思います。
そのために事前の手立てとして考えられることは、生徒がどこで躓くか、ここが分かりづらいので
はないかという生徒の姿を事前にイメージして準備して授業に臨む事だと思います。書く時間が多
いとなれば、教師の発話量を減らさなければなりません。それでも書く時間が絶対必要なのであれ
ば、そこを確保して、いらない部分を削っていくような授業づくりを。あとは今日の研究授業であ
れば、三角比の図のように何回も出てくるものはラミネートして貼っていくと先生が書く時間の削
減になり、毎年使うとすれば教材研究としても蓄積されると思います。また、生徒が、ここが理解
不十分だなと感じたときにそれを提示すれば学び直しにも活用できる。単位円の図なども何回も使
えるように作ると良いと思いました。
小学校の先生が得意としていて中学校だと苦手な先生が多いのですが、「子どもがなかなか発表
してくれない」という発言が研究会で良くあるのですが、そこには明確な違いがあって、活発に発
言がある授業の先生の発問の仕方は、
「これ分かった人、できる人」という言い方はしないで、
「こ
れ挑戦したい人いる？」という言い方、ちょっとしたニュアンスの違いですが、「挑戦する」とい
う言い方だと、生徒は「間違ってもいいよ」と受け止めて発表しやすくなる。たった一言でも変わ
るのかなと思います。佐藤先生の授業では生徒同士教えあって人間関係がよいのですが、「こうい
う風な試みをしていたから、このような人間関係になったのですよ」ということを、どこかの場面
で校内で共有すると、他の先生方の参考のなるのではないかと思います。
最後に、小中学校で次年度以降力を入れたいとしている取り組みとしては、
「学習評価が C の生
徒を C のままで終わらせない授業」という授業づくりをしていきたいと考えています。熊澤校長
の話で「生徒を置き去りにしていなかった」という発言がありましたが、そういったところは小中
学校でも行って、力を付けて高校に送り出したいと考えております。
藤原副主幹
小中学校では、導入で「インパクトでコンパクト」なものを行うという話がありましたが、数学
の場合、子どもの興味・関心を引き出すことに時間をかけ過ぎて、定義が置き去りにされることも
あります。逆に、高校では、定義はしっかり説明しますが、導入が「はい、今日は教科書のここか
ら」というように、生徒の興味・関心を引き出せずに進むことが多いように感じています。生徒の
学習意欲を高めるため、導入の場面は、今まで以上に重要になると思います。なぜそれを学ぶのか
ということを、タイムリーな話題などを通して伝えることもできるのではないかと思います。
小中学校だと、導入を工夫して、「なぜそうなるのかを考えましょう」となるのですが、高校の
場合は、なぜそうなるのかをすぐに種明かしして、あとはひたすら問題演習、解けるように訓練し
ます。３年間で進学や就職に対応する知識をつけなければなりませんので、時間的な余裕がないか
らかも知れませんが、やってもなかなか定着しないというのは、生徒にとって面白みや必要感が足
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りないということが原因の一つになっていると思います。
（一般授業）教科書の例題をそのままプリントに載せることについて、教科書に答えがあるのだか
ら教科書を見ればそのまま書けるのではないかと、他校で議論になったことがあります。今日のプ
リントにも例題が載っていましたので、良い悪いではなくて、どういう意図があったのかなあ、と
思いました。それから、今日の授業は「性質について知る」ということでしたので、グラフで気づ
かせて、生徒の発言を上手く引き出しながら、自分たちの言葉でまとめさせる時間がもう少しあれ
ば良かったかなあ、と思いました。研究授業もそうでしすが、先生と生徒との関係が非常に良いの
は、授業を通して伝わってきました。生徒に当てて答えを承認するという関係は非常にいいのです
ので、生徒の横の関係をもっと作れば、更に授業が良くなると思います。「みんなはどう思う？」
などと問いかけ、「他の生徒に振る」というのがあっていいかなと思います。最終的には先生が数
学の言葉にすることになると思うのですが、生徒の発言をもう少し生かして、生徒に自分の言葉で
まとめるようにさせる、そうすることで定着度が上がると思います。
（研究授業）ポイントが押さえられていてわかりやすいと思いました。定義を使って進めていくと
いう工夫を凝らしていましたが、生徒の表情を見ているとみな納得している様子でしたので、定義
の拡張がすんなりいっていると感じました。前回、ＴＴの先生と事前に打ち合わせて支援的な目処
を付けた方が良いと申しましたが、今回は、パタン先生が適切に入っていましたし、支援の必要な
生徒に当ててもすぐに発言していて、本当に支援が必要なのかなと思うほどでした。学校として
日々関わって、生徒を成長させているのだなと感じました。ありがとうございます。
ただ、「１２０°と図形的に仲の良い角度って何度ですか？」という問いがあり、数学的にはど
うかなと思ったのですが、それでも生徒と通じる関係になっているのは凄いなと思いました。数学
は、ヒントがそのまま答えになってしまうことがありますので、言い方に難しい部分があります。
これから数学科は、そのようなところを研究して煮詰めていかなければいけないと思います。
生徒の発言を褒めていましたが、コメントを返して褒めることが次の発言を促しているのだなと
感じました。ただ、信頼関係が先生と生徒の一対一になっているような感じがしましたので、誰か
の発言を取り上げたらみんなで共有するというようにして、クラス全体の関係もできてくるともっ
と良い授業になっていくと思います。
前回もそうでしたが、一般授業・研究授業ともに、無難なところを扱うのではなく、普段の授業
でも扱うのが難しいところを取り上げ、積極的にチャレンジしてくださってありがとうございまし
た。
一つ質問ですが、この部分を我々は何度も授業するのですが、今までの経験を通して、ここが上
手くいかないので今回は指導方法を変えてみようかな、などとチャレンジしたところはあります
か？
〈大石〉指数関数２の x 乗、３の x 乗のグラフを書かせたときに、ｘが負の値になったときにどち
らのグラフが上側にあるのか下側にあるのか大小関係が分からなかったりするので、そこについて
もしっかりと理解させたいと思いました。
〈佐藤〉定義は進学校だと単位円でまとめていって実際の長さとかを計算したりして、最終的に定
1
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着させると思うのですが、 だとわかりやすいけれど とか だと、数値の大きさが生徒にとって
は分からないので、今回は丁寧にやって、生徒が腑に落ちるように努めました。
〈藤原〉小中学校だと、教員の人数が少ないということもありますが、そういうところを教科や学
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年を越えて事前に検討し、授業で提示して、それに対してどうだったかという授業研究会を行って
います。事前に提示し、事前に検討するからこそ、気になる部分が煮詰められていくと思います。
いま話していただいたことを事前に提示しておけば、そこに対してコメントがもらえ、お互いの思
いが共有されるのではないかと思い、小中学校の授業研究会の方法を紹介しました。授業研究会を
充実させ、お互いの授業力を更に高めてください。
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