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2015, 5,27（水） 校内研究会

１ 本年度の研究テーマについて

豊かに学び、共に高め合う生徒の育成
～「考えさせる授業」の創造～

「生きる力」とは、変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちに身に付けさせたい「確かな
学力」「豊かな人間性」「健康と体力」の３つの要素からなる力であり、中でも「確かな学力」（＝知
識や技能は もちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に
判断し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで含めたもの）を、校内研究の機会を通して、
生徒一人一人に身につけさせていくことを目指したい。そのためには、教科の指導力を全職員で高め
ていくことはもちろん、土台となるべき学級集団の育成にも同時に力を入れていきたい。さらに、城
南中学校の長年の課題の一つでもある家庭学習にも切り込んでいく（基礎・基本の定着を目指して）。
生徒ひとり一人の心の安定、学級適応感を高めていくことで土台を固め、広め、その上で「考えさせ
る授業」の充実と家庭学習の定着（ゆくゆくは充実を目指したい）とがスパイラル状に相互に補完し
合っていけるような研究を目指したい。

２ 平成２７年度「特に力を入れていきたい２つの重点項目」（平成２６年度学校評価より）

（１）生徒の学習意欲を高める「わかる授業」の実施
①主体的に学習に取り組む学習形態や指導法の工夫など授業改善を図る。

◇生徒の思考を揺さぶる授業研究（一人一実践）、問題解決学習の導入。
◇小集団の活用、生徒同士のかかわりを重視した協働学習の導入。
◇言語活動の充実、思考・判断・表現力等の育成、授業評価アンケートの実施。

②学校と家庭と協力・連携して、生徒の家庭学習の習慣化を図る。
◇予習・復習の習慣化（自主学習ノート）、家庭学習用の教材開発。
◇家庭学習の基本方針の作成、家庭学習の手引きの配布。

（２）生徒の豊かな心を育てる「きめ細かな指導」の充実
①個別相談の充実を図り、生徒に寄り添ったきめ細かな生徒指導を行う。

◇対話中心に人間関係の構築、二者懇談の充実、昼休みや放課後の活用。
②生徒の規範意識を高めるため、「道徳の時間」の活性化を図る。

◇資料の工夫、地域人材等の活用、外部講師の招聘や体験的授業の導入。
③報告・連絡・相談を円滑に行い、情報の共有化と教職員の連携を図る。

◇共通理解（同一歩調）に基づいた問題行動等への対応。

⇒

３ 研究内容・研究方法について
基本的には昨年度までの研究内容を引き継ぐ（教科研究＆集団づくり）。そこに本校の課題でもあ

る家庭学習の部分にも取り組んでいく。

１）「教科研究」
・「考えさせる授業」を意識した授業を創造する（「教材・発問の工夫」「小集団の活用・表現」などの手段

を用いて）とともに、各教科ごとに一人一実践を行う。・・・【重点項目（１）①にかかわって】
・教科横断研究ブロックをつくり、教科の枠を超えた意見の交換が行えることを目指す。２学期に各ブロ

ック１本の研究授業を実施する。・・・【重点項目（１）①にかかわって】
・各教科の授業につながるような家庭学習の推進を図る（家庭学習力アンケートの実施と活用、各学年・

各教科ごとに家庭学習内容の検討）。・・・【重点項目（１）②にかかわって】
２）「集団づくり」
・生徒一人ひとりを理解するための標準検査（Hyper Q-U）の実施・活用（昨年度採り入れた学年単位

での分析検討会を充実させていく）。・・・【重点項目（２）①にかかわって】
・構成的グループ・エンカウンターの概念を特活・道徳・短学活・各教科の授業の中に採り入れ、生徒対

生徒、生徒対教師のよりよい人間関係を作っていく（ここで培われた力を各教科の授業に還元していく
ことを目指す）。・・・【重点項目（１）①（２）①②にかかわって】
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４ 研究目標
生徒一人ひとりを多方面から理解し、相互の人間関係の啓発・醸成を図ることで土台を固め、その

上で各教科や特活・道徳の授業において、考えさせる授業の創造を目指す。そして、日々の教科の授
業と家庭学習とを有機的にリンクさせることで、豊かに学び、共に高め合う生徒を全職員の力を結集
して育成していく。

５ 研究組織

全体研究会 研究企画

教科主任会 教科研究会 学年研究会
（ブロック研究） （家庭学習・集団）

６ 年間研究計画（前回提案と変更あり）
第１回 ４月１０日（金）

〔全体研〕研究テーマ・内容・方法・年間計画等について。
〔教科研〕各教科ごとに研究の進め方の検討。

第２回 ５月２７日（水）
〔全体研〕研究方針確認、研究ブロック決定。家庭学習について（手引き・アンケート内容検討）。

評価について。
〔学年研〕家庭学習の手引き内容検討。

※第１回家庭学習アンケート実施・集計
※家庭学習の手引き作成→配布（６月中）

第３回 ６月２６日（金）
〔全体研〕授業提案（窪田先生による美術）および研究会①（「考えさせる授業」理論研究）。

【指導主事招聘】
※第１回Hyper Q-U実施（観点別評価テスト最終日？）→業者委託

第４回 ７月８日（水）
〔全体研〕授業提案（齋木による国語or学活）および研究会②（「考えさせる授業」理論研究）。

第５回 ８月３日（月）

《

〔全体研〕学習会（指導主事等講師招聘。内容については今後検討）。 家
〔学年研〕Hyper Q-U分析検討会。 庭

学
第６回 ８月１７日（月） 習

〔全体研〕教育課程研究協議会還流報告。 の
〔学年研〕Hyper Q-U事例研究会。 推
〔ブロック研〕授業案の検討。 進（

第７回 ９月１８日（金） 学
〔ブロック研〕授業案の検討。 年

※第２回家庭学習アンケート実施・集計（輝城祭後をめどに…） ・
教

第８回 １０月１６日（金） 科
〔全体研〕ブロック研究授業および研究会①）。 で

【指導主事招聘】 適
宜

第９回 １１月６日（金） チ
〔全体研〕ブロック研究授業および研究会②。 ェ

【指導主事招聘】 ッ
※第２回Q-U実施（観点別テスト最終日？）→各学級ごと集計（分析は学年の中で…） ク）

第１０回 １月１５日（金）

》
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〔全体研〕研究紀要について。
〔ブロック研〕ブロック研究のまとめ。
〔教科研〕教科研究のまとめ。

※第３回家庭学習アンケート実施・集計（１月下旬頃をめどに…）

第１１回 ２月１日（月）
〔全体研〕本年度のまとめと来年度の方向性について。

７ 「考えさせる授業」の手立て

⇒

【家庭学習で・・・】
《予 習》
・学習の見通しを持つことができるようにする。分かったこと、分からないことをはっきりさせ、

自分なりの課題を持つなど、主体的に学習することができるようにする。⇒

【各教科の授業で・・・】
《教材・発問の工夫》
・生徒の興味を引くような授業プランづくり（生徒の生活経験とその授業とのつながりを意識し

た教材の提示）。
・生徒の理解を深めるための「問い」の重要性。「何か？」から「なぜか？」へ。

《小集団の活用・表現》
・個人で考える段階→小グループで討議し、考える段階→別グループの発表から自己のグループ

考えを振り返る段階→個人の考えを深化させる段階。

《自己・相互評価》
・その時間を振り返って、自らの理解状態を自己評価する。
・小グループ内で相互に評価し合い、新たな気づきにつなげる。⇒

【家庭学習で・・・】
《復 習》
・分かったこと、分からなかったことをはっきりさせることで次時への課題を持つ。基礎・基本

事項の反復練習などを行う。 ⇒

８ 各教科の研究テーマ・身につけさせたい力・研究重点
○国 語・・・（テーマ）「生徒自ら意欲的に学び、表現しようとする授業の研究」
身につけさせたい力：表現する力（場に応じて、自信を持って話す力・書く力）。

国語における基礎的な力（習得でなく定着させたい）。
・小グループでの話し合い。
・意欲的な話し合いができる発問の工夫（場面の構成を明確にし、手順を踏んだ活動を実現するよ

うな）。
・毎時間の課題による家庭学習の習慣化。
・表現力の育成のため、話す場面・書く場面を増やす。

○社 会・・・（テーマ）「小集団を活用した考える授業の創造」
身につけさせたい力：小集団を活用する中で、考えることができる力。
・興味・関心を高める資料の提示。
・効果的な授業導入の設定と、そこから発展させる授業の創造。
・家庭学習の見直し→ノートやプリントの見直し作業を行い、基礎・基本を定着させる。
・意見をまとめるホワイトボードの活用、ＫＪ法などの授業への採り入れ。

○数 学・・・（テーマ）「意欲的に学習する生徒を育む授業づくり」
身につけさせたい力：数学を学ぶ楽しさを味わわせる。

課題に対して自分なりの考えを持って意欲的に取り組む力
・身近な問題、楽しいと感じられる課題設定。活動的な授業展開。
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・家庭学習の充実。
・「考える過程」を問うような問題設定。学んだことを活用する問題や場面設定。

○理 科・・・（テーマ）「言語活動を重視しながら表現力を高め、考える力を養う」
身につけさせたい力：予想や結果を自分なりの表現で発表したり、書くことができる力。それがで

きたら次のステップとして「考察」ができるようにしたい。
・生徒の興味・関心を高める教材を工夫する。
・自主的な家庭学習を促し、基礎基本の定着を図る。
・予想や結果を自分なりの表現で発表したり、書いたりする。

○英 語・・・（テーマ）「４技能を統合的に活用できるコミュニケーション能力の育成」
（昨年度のもの）

身につけさせたい力：
・小グループ活動を仕組んでいく。
・英語で表現しようとする過程、発信する過程を大切にした授業を仕組む。

○音 楽・・・（テーマ）「音楽の美しさを感じ取り、表現の工夫を考えさせる授業の創造」
身につけさせたい力：音楽の諸要素を感じ取ることができる。

自分の想いを言葉や歌で表現できる力。
・生徒が感じたり考えたりする場面を作る。（生徒が主体的に考えられる発問）
・パートや小グループでの発表を行い、お互いに聴き合って良い点や課題点を出す。
・工夫したことを発表したり、文章で表現したりする。
・お互いの発表を聴いて意見交換をし、練習の課題とする。

○美 術・・・（テーマ）「考えさせる美術」
身につけさせたい力：テキストからの読解力の向上。

自分の作品に込めた「思い・考え・願い・主張・思想等」の存在意義。
他人の表現を敬う心。
自分の表現を大切にする心。

・新たな造形表現様式を採り入れた生徒の食いつきのよい教材をつくり、実施する。
・授業内に生徒と生徒、生徒と教師の会話の時間を確保して的確な判断力の育成について助力する。
・表現の基となる「事象からの読解力」の向上を期した教材の設定を行う。
・鑑賞の時間を重視した授業設定（その対象は美術作品に限らず、様々なジャンルから選択する）。

○保健体育・・・（テーマ）「基礎基本の技能の定着を目指した簡単なゲーム作り」
身につけさせたい力：基本的な技能、表現力、判断力。
・簡易ゲームを多く採り入れ、達成感や楽しさを味わう機会が増えるようにする。
・基本的な技能を細かく分けて説明したり練習を行ったりする。その中で、自分の体の動きや仲間

の体の動きを見て学べるようにする。
・自己評価カードへの記入。お互いの技や作戦を見てアドバイスや質問をしたりする。簡易ゲーム

に合わせた作戦を考えさせる時間を授業の中に設定する。

○技術・家庭・・・（テーマ）「『未来社会を展望し、生活を創る力を育てる技術・家庭科教育』
～「思考のトレーニング」と「つなぎ」を工夫した授業を通して～」
（昨年度のもの）

身につけさせたい力：
・生徒が見通しを持てる課題の設定とそれに見合った授業内容の構築。
・小集団活動を利用し、課題の把握と解決。
・小集団やクラス全体に考えついたアイデアや意見の共有。

⇒

◎ 共同研究グループ（案）

『考えさせる授業』を柱として・・・
１）【小集団の活用・表現】

国語⑦ 英語⑦ 音楽② 保健体育⑥ 技術・家庭⑤ ・・・２７
２）【教材・発問の工夫】

社会⑦ 数学⑦ 理科⑦ 美術② ・・・２３
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９ 第３回校内研について

・日 時・・・６／２６（金） １４：４０～
・内 容・・・授業研究＆研究会

〔授業研究〕 短縮５校時
５校時終了後、帰りの会をして生徒下校（完全下校１４：３０）
１４：４０～１５：３０ １－８ 美術科（窪田 眞敏先生）

「『考えさせる美術』の授業」提案
＜指導主事招聘→決定済み＞

〔全体研究会〕１５：４０～１６：３０（於 図書室）
・授業者より
・質疑応答
・指導主事より

１０ 第４回校内研について

・日 時・・・７／８（水） １４：４０～
・内 容・・・授業研究＆研究会

〔授業研究〕 短縮５校時
５校時終了後、帰りの会をして生徒下校（完全下校１４：３０）
１４：４０～１５：３０ ２－１ 国語科or学級活動（齋木）

〔全体研究会〕１５：４０～１６：３０（於 図書室）
・授業者より
・質疑応答

【連 絡】

＊① 本日の学年研の中で、「家庭学習の手引き」に掲載する各教科の学習のポイントを検討して
ください。資料箱内に「H27 校内研」フォルダ→「家庭学習の手引き」フォルダ→「各学年
枠」ファイルがありますので、各学年の研究推進委員を中心に中身を入れてください。６月第
１週（５日）までにお願いします。各学年から上がってきたものを研究企画で検討した上で学
校版を作成し、６月下旬をめどに各家庭に配布したいと思います。

＊② 本日の学年研では、教務の先生方は以下の学年に参加をお願いします。
３年・・・橘田校長先生、窪田先生、岩間先生、岡田し先生
２年・・・保坂教頭先生、小林稔先生、小林匠先生、平賀先生
１年・・・山内教頭先生、中込先生、上田先生

なお、音楽科（１年）、美術科（１年）、技術・家庭科（１年、３年）については、教科内で
相談していただいた上で、他学年の分の記入をお願いします。

＊③ 「第１回家庭学習アンケート」を全学級分用意しますので、学年の実情に応じて、本日より
６月第１週程度をめどに実施をお願いします。各領域ごとに平均値を算出し、個人のレーダー
チャートを作成します。チャートについては学級・学年で活用してください（第２回目は９月
下旬に実施予定）。

＊④ 英語科、技術・家庭科については、「各教科の研究内容」を早めに作成してください（→「H
27 校内研」フォルダ内へ）。

＊⑤ 総合教育センター主催の夏季休業中の各種研修の申し込み希望がある先生は、一覧を確認し
ていただいた上、研修名・研修番号を齋木までご連絡ください。


