令和元年度福岡県立学校 「新たな学びプロジェクト」

福岡県立稲築志耕館高等学校
「自分色の夢実現！」

スローガン

本校卒業生が応募したデザインが嘉麻
市マスコットキャラクター採用されました。

～本校の将来ビジョン～
・嘉麻市のみならず。近隣市町村の子供たちが憧れる学校となる。

校 訓

立志耕道、
立志耕道、進取闊達

～育成したい資質・能力～
・自ら学びに向かう力
・書く力、まとめる力、発表する力、聞く力
・社会的自立の基礎となる学力、体力、豊かな心
・社会の変化に対応し、社会の担い手として、その発展に寄与する力

自分自身の志を持ち、人としての道に
つとめ励み、世紀の文化を創る進取の
気概で、明日をめざして闊達たれ！

授業改善の推進体制

＜職員研修会＞

「アクティブ・ラーニングのすすめ」

＜校内授業研究＞
～研究授業週間の設定・研究授業の実施～

令和元年８月２８日（水） 福岡県教育センター
＜説明＞

毎年、必ず授業改善に関する職員研修を実施しています。本年度は、８月２８日の水曜日、教育セ
ンター教科教育班橋本主任指導主事、産業教育班西島指導主事をお招きして、授業改善に関する
職員研修会を実施しました。
本校は、総合学科高校であるため、多くの授業の中から生徒が選択して授業を行っています。授
業形態も多種多様であり、先生方との意見交換も活発に行うことができました。
特にアクティブラーニング型の授業形態、また、ゴールを見据えた授業内容の工夫等、分かりやす
くご教示いただきました。。
～実際の様子～
＜内容＞
１ 新学習指導要領とＡＬ
２ アクティブ・ラーニング体験（ＡＬをＡＬで学ぶ）
３ 稲築志耕館高校のアクティブ・ラーニング

～説明パワーポイントのシートの一部～

＜校種を超えた授業研究＞

～取り組み例～

～取り組み例～
【芸術（美術）：有志による授業研究会】

本校の教育目標を達成するために、自分自身の授業を分析・評価
し、授業改善を行う。相互に授業を参観する週間 （研 究授業週間）を設
定することにより、自己の授業力を高める契機とする。
＜研究授業週間 （相互に授業を参観する週間）＞
１１月１日（金）～ １１月１５日（金）
＜実施方法＞
（１）研究授業週間中に、他教科の授業を参観する。参観者 は、
希望する授業者に事前に各自でアポイントを取り、参観を行
う。授業者は学習指導案の作成は行わず、（初任者、教科指
導員は除く）教科書及びプリント等の印刷を行い、参観者に
渡す。ただし、研究授業週間中に参観が難しい場合は、研究
授業週間以外でも参観可能とする。
（２）参観者は、研究授業参観メモ（別紙）を作成し、研修図書 課

美術教育実践研究会FUKUOKAを複数の有志とともに立ち上げ運営している。各学校で
は、芸術科の教員が各科1名ずつの配置であるため、多くの教科のように授業研究がし
にくく孤立しがちである。学校の枠を超えて、幼小中高大、特支の教員が「深い学び」を目
指して研修している。
＜具体的内容・手順 等＞
①運営会議を年に数回設け、開催日、開催場所(福岡県立美術館)、運営方針、案内状発
送準備、等を会議し年に2回実施している。
➁福岡県立美術館の一室を借り、13時から4時間の計画で20名程度の発表者で構成。各
発表者15分で、画材、制作時間、ねらい等を説明発表。質疑応答。
③実施後、会議を設け次回の運営へ活かしている。
＜成果（効果）＞
各授業発表者の授業内容が、回を重ねるごとに変化改善が見られる。一人では思いつき
もしない新たな授業課題、または、授業手法の改善、授業の考え方の再検討、授業材料
の検討など様々な効果が自分だけでなく、他学校の授業者に見られる。また、高等学校

授業改善の具体的な取り組み

～取り組み例①～
「保健体育：体育授業における班ノートの活用」

～取り組み例⑨～

種目をいくつかの班に分けその班ごとにノートを作成し、毎時間ごとにその日の授
業の内容を記録させた。
＜具体的内容・手順 等＞
①授業のはじめに、本時の目標・練習内容を決めさせる。
➁（班活動）
③授業の終わりに本時の反省をさせて、次に向けノートの記入をさせる。
＜成果（効果）＞
・班活動で自分たちで練習内容などを考え工夫しながらやれていて、ノートに記入す
ることで記録が取れた。

～取り組み例➁～
「理科：顕微鏡写真・動画を使った実験」
アメーバやゾウリムシなどの顕微鏡観察実験において顕微鏡写真や動画で映像を
示しながら説明する。
＜具体的内容・手順 等＞
①生徒に観察させる淡水プランクトンの写真や動画を前もって撮影する。
➁2名で１台の光学顕微鏡を使い、アメーバ、ゾウリムシ、ヒドラ、ミジンコなどのプラ
ンクトンの観察・スケッチをさせる。
③一通り生徒の観察が進んだところで、前もって撮影していた映像を使って詳しく説
明をする。
＜成果（効果）＞
アメーバ運動や原形質流動などの細かな動きの説明に使うと、生徒の理解を深め

～取り組み例⑧～

★上級学校訪問・発表会

商業科では、分かる授業を実践するために、生徒一人一人が１時間の
授業の中でどこまで理解できているか教師が知ることが非常に重要だと
考える。そこで、１時間生徒たちに考えさせ、授業を行い、理解できている
か、不足しているところを補足するためにも振り返りシートは重要であると
考える。
＜具体的内容・手順 等＞
①前時の振り返りシートを見直し、前回行った授業内容を確認する。
➁忘れ物がないかどうか確認し、チェックする。
③本時の目標を確認する。
④授業を受け、振り返りシートに分からない点、理解できた点を確認する。
＜成果（効果）＞
振り返りシートを活用できるようになって、生徒の理解度の把握が今ま
で以上にできるようになった。また、生徒自身も前時に行った内容を思い
だすことができるようなったので、理解度が深まった。分かるという生徒の
満足度を積ませることで，教員の説明をしっかり聞くことや，自分で考える
という態度が育ち、授業が充実したものになっているようである。

いろいろな進路先を知るため、９月に短期大学、４年制大学を見学。その後、
①各クラスでグループごとに見学先のまとめをする。大学・短期大学で学んだこと、
新しく知ったことを模造紙にまとめて、グループごとに発表する。
②クラスごとに違う大学・短期大学に行ったので、今度はクラスがグループごとに
分かれ、他のクラスのグループの中で発表。

【各教科の取り組み】
各教科の取り組み】
対話・協働を通じて探究的な学びを！
見通しをたて、振り返ることで、主体的な学びを！
体験的な学びを通して、実感と定着を！

OPPAとは、教師の狙いとする授業の成果を、学習者が一枚の用紙（ＯＰＰシート）の
中に授業前・中・後の学習履歴として記録し、その全体を学習者自身が自己評価させ
る方法である。このシートを通して学習社は自己の学習状況をモニタリングして自己
評価を行い、教師は学習全体を通して学習者の状況や変容を看取り授業評価等に生
かすというものだ。
＜ＯＰＰシートとは＞
ＯＰＰシートは、１単元名タイトル、２学習前・後の本質的な問い、３学習履歴、４学
習後の自己評価の４項目からなる。
＜期待される効果＞
①ＡＬとして手軽に取り入れられる
学習に入る前に既存の知識がどの程度であるのかを診断する「学習前の問い」
を生徒に書かせる。そして、ひととおり学習を終えた後「学習後の問い」を書かせること
により、生徒の思考がどの程度深まっていったのかを看取ることができる。
➁生徒の学習状況と教師の授業評価ができる
生徒の学習状況を学習評価の側面から適切に見取り、形成的評価を行うと同時
に、生徒の理解度思考の深まりを適宜把握することができるので、それを自己の授業
評価に役立てて、授業改善につなげていくことが可能である。
③指導と評価の一体化
学習者の内化・内省・外化を教師の適切な働きかけのもとで
促すことにより、学習者の資質・能力の育成をも射程に入れた
評価法である。

～取り組み例⑤～
「家庭『ファッション造形基礎』：被服の平面構成と立体構成の違い
を学ぼう！」
ファッション造形基礎では被服の構成の基礎を学ぶ授業です。ミシンや裁断を
学ぶ前に、服の構成を体験的に学ぶ学習を行った。写真や図表だけではわから
ないところを実際に体験することで、深い学びにつながるよう工夫をした。また、
ペア活動を取り入れ、協働学習により授業の活性化を目指した。意見を交換しな
がら、一人では気づけない平面構成と立体構成の違いや性能、被服の役割、被
服の成り立ちを発見していくことが目的である。活動後、気づきをプリントにまと
め気づきから、被服構成の基礎用語等につなげ発見につながりをもたせた。
＜成果（効果）＞
被服の授業においては、すぐに作品作りに入ることもあり、平面構成と立体構
成は作品をつくりながら覚えることが多い。しかし、この授業を行うことで、生徒そ
れぞれの創意工夫や意見交換による気づきにより、平面構成と立体構成の違い
や、被服の発展までを体験して学習する事ができる。自らの発見やデザインが
ファッションの用語として出てくることでより、作る意欲を高める授業となった。生
徒もただ作品を作るだけでなく、仲間との共同作業によって被服本来の楽しさを
より体感している様子が伺えた。
①1枚の長い布で身体を覆い「被服」としての機能
➁古代ギリシャの衣服から考える⇒「布」＋「ひも」＋「とめる道具」＝よりデザイ
ンのある服が完成
みんなの感想と気づき
・一枚の布で身体全体を包み込むのは難しい

★ボランティア
１年生は全員、各クラスのグループまたは、部活動単位でボランティアに参加。
小学生の学習、作業の見守りや、今年度はイベントのお手伝いにも参加した。
①事前に、ボランティアの意義の説明を聞き、ボランティアに行くための準備 を行
う。
②参加後、ボランティア活動報告書を作成。このボランティアで学んだことなどをま
とめる。

授業開始直後に記入し、忘れものを確認する。
授業の振り返りを行う。
本時の授業で頑張ったことを記入する。
自分の課題（頑張りたいこと）を自由に記入
する。

～取り組み例⑦～

「地歴・公民：一枚ポートフォリオ評価法（ＯＰＰＡ）の活用」

「立志学」（「産業社会と人間」）

数学科では導入から演習までのステップを小さくすることで生徒に「できる」経験を積
ませることで自ら積極的に数学に取り組む態度の育成に努めている。習熟度別授業
を実施しているが，理解が厳しい生徒については個別に対応している。
＜具体的内容・手順 等＞
中学内容との連携を図り，一方的に説明するのではなく対話形式で生徒から考え
方を引き出すよう心掛けている。例題→演習を通して「できる」経験を積ませるため簡
単な問題を比較的多く扱い，わからない生徒については生徒同士で教え合ったり，教
員が入ったりして理解を促進する。
「できる」経験を積ませた後に問題のレベルを少し上げて考えさせる活動を行わせる。
このときは演習の時間を十分にとり，生徒同士で考えさせたり考え方のヒントを与え
ながら演習を進める。
＜成果（効果）＞
「できる」体験を積ませることで，教員の説明をしっかり聞くことや，自分で考えるという
態度が育っているように感じる。また，演習の時間は静かに黙々と問題を解くのでは
なく不明な箇所は近くの人に聞いたり，教員に聞いたりしながら問題を解決している。
数学が得意な生徒も苦手な生徒もいるが全員が協力しながら授業を進めているよう
な印象がある。提出物についても，提出するのはもちろんのこと内容も濃いものと
なっている。

「看護：日常生活で活用できる実技を身に付ける」

～取り組み例④～

～総合学科～

「商業：振り返り用紙を活用し、分かる授業を実践する」

まとめ
例題から演習の流れを確立することで，生徒は意欲的に問題演習に取り組むことができるようになっ
た。自分にも「できる」という実感をもたせることで教員の説明をよく聞き，分からないところは生徒同
士教え合うようになった。何も取り組まない生徒は減少し，提出物の内容は充実したものになった。
一方で，上記で指摘したような(生徒にとっては)細かい箇所の指導が難しいという課題が残る。提出
物を通してのフィードバックや机間指導等を充実させる必要がある。

「国語・『国語表現』：対話を通して考えを深め、表現に生かす」

【家庭科『食文化』：「国際理解教育推進事業」】
１学期に日本の食文化を学んだうえで、２学期は世界の料
理や食文化について学びを行う。この授業では、ベトナム料
理やボリビア料理を体験的に学習することで、より深く海外の
食文化に触れ、国際理解を深めていく。
＜内容＞
①挨拶・自己紹介「私の母国と母国の料理
➁調理自習
ベトナム料理・・チャーヨー／バン・チャン・ヌン
ボリビア料理・・エンパナーダ・デ・ポリョ／エンパナーダ・デ・
ケソ
【外国語・家庭科：特別非常勤講師の採用】（平成３０年度）
中国語においては、中国語専門学校の教員を、家庭科にお
いては、以前高等学校で指導経験のある、日本料理店の店
長を、特別非常勤講師として採用した。同教科・科目の教員と

「数学科：できる！！を実感させる授業づくり」

～取り組み例③～
「自分を見つめる」「自己ＰＲを書こう」という単元において、これまで経験したこと
をもとに自分が身に付けた力や特長を見つける。過去の経験を振り返るだけでな
く、他者から見た自分はどのような人間か、助言を得ることによって自己を客観
視できるようにする。そこから得られた情報をもとに、「自己ＰＲ」文を作成する。
＜具体的内容・手順 等＞
① 小学校時代～高校時代における経験およびそこから得たことを書きだす。
➁ ①に対して、他の生徒からアドバイスや補足をもらう。
③ ①②で書き出した情報を元に、長所や短所を見出す。長所が生かされた具体
的な場面を文章化し、「自己ＰＲ文」を書き上げる。
＜成果（効果）＞
生徒自身では気付くことのできない自己の一面を、対話を通して客観的に捉えること
ができるようになった。そして、その特長と過去の経験とを関連付ける活動によって、

＜外部人材の活用＞

全てマニュアル通りに進めるのではなく、まずは生徒たちに考えさせ実
際に実技を行い、不足しているところを説明や視覚教材で補うようにして
いる。
＜具体的内容・手順 等 【洗髪実習編】＞
①自然災害による避難所生活において、身体が不自由な方の洗髪を行う
という設定で実習を始める。
➁備品が揃っているわけではない状況で最低限必要なものは何かを考え
させ、手順の確認をする。
③グループで考えた方法でまずは洗髪を行ってみる。
④防水に苦戦しながらもケリーパットをバスタオルとゴミ袋で代用し洗髪を
終える。
⑤グループ内で評価（感想を含む）をする。
＜成果（効果）＞
道具がないならあるもので工夫をするという発想も福祉的視点での気
づきになっていた。最後は友達同士で評価し合うことで自分にはなかった
配慮や考えが確認でき、日常生活の中で他にも簡単にできることがある

★ライフプランの作成
①自分の進路適性、興味があるものを確認する。
②自分のライフプランを考えていく。
③周囲の友人と自分のライフプランを比べて、いろいろな考え方があることを知る。
④いろいろなライフプランを踏まえ、班ごとに考えながら「僕たち・私たちのライフプ
ラン」を作成し、そのようなプランにしていくことの根拠を示しながら発表していく。

教
科
横
（「総合的な学習の時間」）
断 「進取学」
★インターンシップ
２年生は全員インターンシップに参加。
的 ①事前に電話のかけ方の練習などを実施。お互いに練習することで、電話の相手
視 の気持ちも理解する。
②インターンシップ先に電話をし、受け入れ可能であれば、打ち合わせに参加。
③インターンシップ後、礼状作成・送付。その後、インターンシップで気づいたこと、
点 成長できたこと、インターンシップ先で考えて工夫したことなどをまとめる。
◎職業についての理解が深まり、社会人としてのマナーを学ぶことができた。

～取り組み例⑥～
「外国語：グループで考えや意見を出し合う」
今年度より授業スタイルを変更し、講義形式だけでなく、各パート毎に生徒
に考えさせる課題を準備している。生徒は、それぞれのテーマに沿って個人
やグループで意見を述べたり、文章にまとめたりする時間がある。
＜具体的内容・手順 等＞
①オーストラリアからの交換留学生が日本の金沢市を旅行し、日本の文化
に触れた感想を英文で読む。金沢市の写真を見せ、生徒の興味関心を高
める。
➁４～５人のグループに分け、実際に金沢市の観光パンフレットを見ながら、
英語で日帰り旅行プランを立てる。その際、必ず訪れるべき観光地や金額、
公共交通機関を利用することなど、いくつか条件を指定する。
＜成果（効果）＞
・実際のパンフレットを使用したことで、訪問したい観光地や食事場所など具
体的なプランを立てることができ、予定していた時間を超えて集中して取り
組んでいた。
・グループで取り組むことで、クラス全体に活気が出た。
・教科書の登場人物が辿った場所を擬似的に観光することで、主体的に取
り組むことができた。

★プレ卒業研究
３年次で始まる卒業研究に向けて、２年生の段階でテキストを用いて準備していく。
「探究活動」とは何か、課題の設定の仕方、情報収集の方法などを学び、「探究の
仕方」を全員で考えていく。

「耕道学」（「総合的な学習の時間」）
★卒業研究
①一人ひとりの進路や、興味関心に基づいてテーマを設定し、研究する。
②ある程度まとまったところで、来校された各専門の先生に、中間発表。先生方
から、内容や発表の仕方、今後の研究について指摘をしていただく。
③指摘を受けて、さらに研究を深める。
④全員が分野内で発表。代表者が学年全体に向けて発表。学年全体で、様々な
研究発表を見ることで、様々な意見交換を行う。

・通気性はよかった
・一枚の布が服なるのはすごい
・いろいろな形にできる

～授業のユニバーサルデザイン～
◎学習環境の整備
・教室環境整備の徹底。
・連絡用ホワイトボートを用いた連絡の視覚化。
◎授業構成の工夫
・授業の流れを示すことによる学習目標の明確化。
・全員が活動できるような学び合える場の工夫。
（ペア学習で全員が発表する機会やグループで意見を交換する等）
◎情報伝達の工夫
・指示、発問、説明の工夫。
・視覚的情報の提示。
（ＩＣＴの活用・板書の工夫・タイマーの活用等）
◎一人ひとりの学びへの対応
・個の力を伸長する支援課題の工夫。
（複数のプリントの用意、チャレンジ課題の用意等）

〜修学支援体制〜
○スクールカウンセラーおよびスクールソーシャルワーカーによる支援。
○実態把握と個別の教育支援計画等の作成。
○中高連絡会における全体的な情報交換および嘉麻市発達支援連携協議
会による特別支援コーディネーター間の情報交換会による情報共有。

～施設・機器の活用～
＜授業環境（ハード面）における）＞
●ＩＣＴの活用
プロジェクターとノートパソコンのセットを、そ合計１６
台確保しそのまま授業にて使用できるセットと台車を
準備している。セットは、各教科にそれぞれ一台以上
と、職員室に共用として３台配置している。
●パソコン教室の利用
産振棟を含めて５教室有。
●少人数講義室の確保
●電子黒板の活用
１年次・２年次・３年次の各フロアの教室に、それぞ
れ設置することにより、どの学年の授業においても、
気軽にいつでも使用できるようにしている。
また、電子黒板配教室は、できるだけ時間割の教室
に組み込まずいつでも使用できるようにしている。さら
に、４月当初に希望をとり時間割を作成することにより、
できるだけ効果的に、いつでも授業で活用できるよう
にしている。

～観点別評価の実施～＜稲築志耕館高校の観点別評価の具体的な内容＞
● 評価は、加点方式を基本とする。（減点方式ではない）
● 考査においても観点別作問をおこなう
考査においては、「知識・理解」（知）、「技能」（技）、「思考力・判断力・表現力等」（思）の３観点で評価し、「思考力・断力・表現力等」（思）の観点に
関する問題を いれること。模範解答に（思）を明記する。
● 考査以外（授業における取組）は、すべて観点別の評価を行う。その際、授業における学びの評価を充実させる。
● 評価方法について
各学校で各教科・科目の学習活動の特質、評価の観点や評価規準、評価の場面に応じて、観察、生徒との対話、ノート、ワークシート、学習カー
ド、作品、レポート、ペーパーテスト、質問紙、面接などの様々な評価方法の中から、 その場面における生徒の学習状況を的確に評価できる方法
を選択していくことが必要である。加えて、生徒による自己評価や生徒同士の相互評価を工夫することも考えられる。
● 評価の段階について 【各教科の観点別の評価】
※各観点の規準に対する達成率によって『Ａ、Ｂ、Ｃ』の三段階で評価する。
Ａ 十分満足できる（達成率８０％以上） Ｂ おおむね満足できる（達成率８０％未満～５０％以上） Ｃ 努力を要する（達成率５０％未満）
※何もない場合は、Ｄ ・１単位時間で１観点を評価するだけでＯＫ。
● 「授業における学び」の評価について、
１ 4観点のうち少なくとも１観点を、その授業において評価する。
２ その時間に評価する観点について、授業はじめに「目標や、内容」などとして生徒に提示する。
３ できれば授業終わりに、生徒自身で振り返りができる活動を行う。
● 「知識・理解」（知）、「技能」（技）、「思考・判断・表現」（思）、「関心・意欲・態度」（関）のバランスを考慮して、教科
においてあらかじめ基準を定める。
● 授業における共通実施事項
※ 授業や単元の目標や見通し、身に付けるべき力などを提示する
※ 振り返りの活動を行う。

授業改善のための土台（環境整備）

