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大仙市立協和中学校 共同研究2019－2020 研究紀要リーフレット①

■ 研究の歩み ～ 研究の目的とアプローチ ～

＜学校の教育目標＞
心ゆたかに 強くゆかしく

＜自校で育成を目指す児童生徒の資質・能力＞

○豊かな心と体の育成を目指すために，心を育てる道徳の授業と人権教育の推進を行う。
○確かな学力の向上を目指すために，繰り返しや体験を多く取り入れた指導の工夫や，ＴＴをは

じめとする個に応じたきめ細やかな指導の工夫を行う。
○人間関係形成能力・社会形成能力の向上を目指すために，地域や学校での活動を通して,生活
力と学力の両輪を力強くかつバランスよく前進させようとする機会の充実を図る。

＜研究主題＞
「確かな学力」の定着と向上を図る指導の工夫
～「秋田の探究型授業」の実践を通して～

＜研究の仮説＞
生徒全員に分かりやすい課題提示を行うことにより，課題に対する自分の意見や考えを自分の

言葉でしっかりと表現できることにつながると考える。
また，ペアやグループ等での学び合いや教え合い，集団での意見交換の場において，他の意見

や自分の考えとの共通点や相違点に気付くことができる中間発表の場面を設定したい。さらに，

板書や学習シート等を工夫することで，生徒が主体的で対話的な深い学びを行い，学力定着につ
ながるであろう。

＜教科名＞ ＜各教科の研究主題＞

国 語 科 「自分の思いや考えを表現し、伝え合う力を育てる」
社 会 科 「社会的な見方・考え方を働かせて、よりよい社会の形成に参画する力を高める」
数 学 科 「学ぶ意欲を高め、基礎・基本の定着を図る」
理 科 「基礎・基本の定着を図り、科学的な思考力を高める」
音 楽 科 「自分の思いをしっかりともち、表現に必要な技能が身に付く」

美 術 科 「自分の思いや考えに自信をもって、生き生きと表現できる」
技術・家庭科 「社会の変化や技術の発達に主体的に対応できる資質・能力の育成を目指した」
保健体育科 「運動の楽しさを知り、運動の必要性を理解しながら生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を高める」
英 語 科 「自分の思いや考えをもち、進んで伝え合うことができる」

＜共通実践事項＞
① 具体的で明確な課題（ねらい）設定
・必要な資料や既習事項との関連性を考えさせるなど，課題解決の見通しを分かりやすくもたせる。 ・生徒の発言を生かした課題（ねらい）設定を行う。
・共通実践事項(①～⑤)を徹底するために，校内研修時における実践状況の確認や研究部報等での周知を常時行う。

② 課題に対する考えの表現

・根拠を明らかにして自分の考えをもたせる。 ・自力思考の時間を保障し，個に応じた指導・支援を行う。
③ ペア，グループ，学級（集団）での話合い
・考えを伝え合う活動では，共通点や相違点に気付き，自分の考えを整理できるような発問を構成する。

④ 中間発表（情報共有）の場の保証
・考えを伝え合う活動で得た情報を再構築させ，自分の考えを深める。

⑤ 生徒による振り返り
・学習課題（めあて）に整合するまとめを黒板に掲示する。
・｢協中授業スタイル｣｢学びの手引き｣を意識した活動ができたかを振り返るとともに，振り返りカードを用いて本時の学びの成果を実感させ，次時の意欲につなげる。
↑机上には必要な用具のみ ペンケースは机の中に ←今年度(H31）からの取り組み
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大仙市立協和中学校 共同研究2019－2020 研究紀要リーフレット②

■ 研究の歩み ～ 研究のまとめ ～
7月 12月（差）

１ ①ふだんの授業では，自分の考えを発表する機会があると思う。 3.53 → 3.71(+0.18)

②ふだんの授業では，自分の考えを進んで発表していると思う。 2.77 → 2.85(+0.08)

２ ①ふだんの授業では，学級の友達との間で話し合う活動をよく行っていると思う。 3.47 → 3.68(+0.21)

②ふだんの授業では，話し合う活動で自分の意見や考えを伝えていると思う。 3.41 → 3.57(+0.15)

３ ふだんの授業では，はじめに授業の目標を立てて取り組んでいると思う。 3.36 → 3.77(+0.41)

４ ふだんの授業では，最後に学習活動を振り返る活動をよく行っていると思う。 3.33 → 3.60(+0.27)

５ 学習の約束を意識して，授業に取り組んでいると思う。 3.31 → 3.55(+0.24)
（タイム着席，忘れ物，あいさつ・返事，話し方，聴き方）

上記は7月と12月に実施したアンケート結果である。全ての項目においてポイントが上昇しているこ
とから，効果的な学び合いが各授業で行われ，授業改善が確実に進んでいることが見える。特に，項目
３ではポイント上昇率が高く，生徒がしっかり目標を立てる大切さを理解したこと，教師の目標設定の
工夫による双方向からの意識の高まりの成果によるものと捉えている。
また，県学習状況調査結果から，２年生においてH30年度と比較した結果，複数の教科において４％

以上の通過率の改善が見られた。このことから授業改善による成果の表れであると評価できる。さらに，
質問4-2（普段の授業では，学級の友達と話し合う活動をよく行っている）では，１年生で100%，２年生で96.3%の好意反応となり，授業
における学び合い活動がしっかり定着していることがうかがえる。
しかし，県学習状況調査結果から落ち込みのある教科があることや，項目１－②のみが３ポイントに

とどいていない結果から，生徒が自分自身の考えをもっていても「進んで発表する」ことができない実
態などがある。今年度の重点に位置づけている「自分の考えや意見をしっかり表現できる生徒の育成」
を達成させるための手立てを授業だけでなく全ての教育活動で継続していくことで「進んで発表する」
生徒の姿が増えることが期待できることから，今後も本校が目指すカリキュラムマネジメントの取組を
充実・機能させたいと考える。
以上の分析から，12月の本校独自アンケートにおいて１－②以外は３．５ポイントを上回り，生徒が

各項目にしっかり取り組んでいる成果があること，各調査において教科毎の差はあるものの一定の成果
が見えることなどから，目指す子どもの姿がおおむね実現できているといえる。

□次年度のAction＜次年度に向けての課題と提案＞
◆課題 ①校内研修において，授業改善を目指すための共通実践事項について，共通理解はできてい

るが，必要感や実践の度合いにおいては個々の温度差がある。
②研究主題に迫るためにカリキュラムマネジメントを年度内に１歩でも推進する必要がある。
・協働性を高めるために生徒・地域・職員との連携の工夫が必要である。
・本校の実態に合ったシンプルでわかりやすい提案の仕方が必要である。

◆提案 ①本校のカリキュラムマネジメントの取組から見えた課題を，新年度の共通実践事項に活用する。
②各自のキャリアステージを具体的に把握することがカリキュラムマネジメントの実践につながることを
共通理解し，キャリアアップシートの活用を積極的に推進する。

＜再来年度＞

生徒自身が自分の意見や考
＜新 年 度＞ え、身に付けた力を「しっか

り」と発揮・発信することが
各教科・領域での「しっか できる。

＜今 年 度＞ り」を実現する具体的手立て
の検討。生徒自身の「しっか

各教科・領域での「しっか り具合」を適切に評価できる
り」の実態や内容について実 ための手立て。
態把握。 （適正な自己評価力の醸成）
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大仙市立協和中学校 共同研究2019－2020 研究紀要リーフレット③

■ 研究の歩み ～ 学校教育目標の実現につながる資質・能力を育むカリキュラム・マネジメント ～
協和中では「生徒を今よりもよくするため手立て」を「カリキュラムマネジメント」と捉え，次のよ

うにまとめました。
①課題を一つに焦点化。「しっかりと表現することができる生徒の育成」を取り上げます。
②「しっかりと表現することができる生徒」の具体的な姿を職員全員で考え共有化。
③自分の分掌（教科や学級経営）でその実現のための手立てを立案。知識・理解の面からアプロー
チや思考力の面からアプローチもＯＫです。

④実践
⑤評価・検証と改善。

この①～⑤の流れをＰＤＣＡサイクルととらえ、さらに短期のＰＤＣＡサイクルを各領域の実態にお
いて行います。

学校課題「しっかりと表現することができる生徒」の育成

自分の意見や考えを根拠に基づき表現できる生徒 ＝ 『しっかりと表現できる協中生』
次年度の目標（案）

自分の意見や考えを根拠に基づき，公の場において，相手が納得できる表現ができる生徒
＝ 『しっかりと表現できる協中生』『正しく自己評価できる生徒の育成』（自己肯定感が高い）

全
職
員
に
よ
る
各
教
科
等
の
取
組

社会科の取組

授業の中で、根拠を明確にして意見

を述べ合う場面を設定する。

理科の取組

授業の中で、根拠を明確にして意見

を述べ合う場面を設定する。

音楽の取組

表現の根拠を比較検討する場面を

設定する。

国語科の取組

自分の考えを聞き手を意識してわ

かりやすく伝える生徒

保健体育の取組

自分の考えを語尾までしっかり話しき

ることができる生徒。根拠を明らかに

して話すことができる生徒

数学科の取組

自分の考えをしっかりまとめて発

表できる生徒

美術科の取組

自分の発言や選択について、その根

拠を語ることができる生徒

英語科の取組

質問にあった自分の考えを話すこ

とができる生徒

特別活動・道徳の取組

最初に自分の考えをしっかりともつ

ことができる生徒

学校行事の取組

だれが聞いても伝わるように、話す

内容をわかりやすく伝える生徒

技術・家庭科の取組

作品等の完成形をしっかりとイメー

ジし、活動の過程で必要な作業を確

かめ合う場面を設定する。

学級活動の取組

自分の意見をもつだけでなく、その

意見の根拠を明確にできる生徒

専門委員会の取組

他の委員会の活動を把握し、委員長

を中心に横の連携を図る。

総合的な学習の時間の取組

自分のテーマをしっかりともち、そ

のテーマに沿った意見を述べること

ができる生徒
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大仙市立協和中学校 共同研究2019－2020 研究紀要リーフレット④

■ 研究の歩み ～ 資料編 ～

□研究授業及び研究会等

日にち 学級 教科 指導者 研究会種別 指導案・協議会

5/24(金) 3A 社会 古谷 校内研(♭研①) ○・○

7/ 2(火) 1A 保健体育 後松 滋賀県体育授業視察 ○・○

7/ 3(水) 2A 数学 武藤・神戸・赤川 校内研(♭研②) －・○

7/12(金) 1A 音楽 神戸 計画訪問 ○・○

〃 2A 美術 渡邊 計画訪問 ○・○

7/16(火) 小中合同研究会

9/25(水) 1A 数学 関口 校内研(♭研③) ○・○

10/ 2(水) 仙北出張所所長訪問

10/21(月) 2A 国語 小笠原 計画訪問 ○・○

10/24(木) 1A 音楽 神戸 仙教研 ○・○

11/ 8(金) 2AB 英語 菊地・島田 校内研(♭研④) －・△

11/28(木) 3AB 技術 金・渡邉 校内研(♭研⑤) －・△

11/29(金) 国語 小笠原 小中交流授業 －・－

12/17(火) 3AB 技術 金・渡邉 計画訪問 －・－

2/14(金) 2AB 理科 小松・村井・神戸 校内研(♭研⑥) －・△

3/ 5(木) 音楽・英語 神戸・菊地 小中交流授業【中止】 －・－

※全職員で授業研究の実践を行った。

※校内研に併せて、養護教諭による保健指導も随時実施

※指導案や協議の資料はサーバーにて管理

□テスト関係

○定期テスト（３日間の部休日を設定）

6/7(金)前期中間テスト 9/19(木)前期期末テスト

12/2(月)３年後期中間 12/ 9(月)１・２年後期中間

2/21(金)後期期末

○その他のテスト

4/10(水)全校実力テスト 1/15(水)全校休み明けテスト 3/5(木)1・2年実力テスト【中止】

4/18(木)(3年)全国学力学習状況調査 12/5(木)（1・2年）秋田県学習状況調査

○基礎テスト ※3年生は1回目のみ 80点以上で合格 再テストは学年部裁量

第１回 6/28(金)国語 7/4(木)数学 7/11(木)英語

第２回 1/22(水)英語 1/29(水)国語 2/5(水)数学

□研究部報

○「大志の丘」No.38まで発行 ※データはサーバーにて管理

□各教科のまとめ

○「☆ R01 研究紀要 資料」参照 ※データはサーバーにて管理

○ 内容 １研究主題 ２具体的施策 ３評価 ４改善

５指導の実際と評価

(１)学校経営要覧に基づき、今年度各教科部で取り組んだ実践について記述

(２)実践に対する評価や結果を記述

(３)課題改善への取組、今年度の取組を基に、来年度へ向けた課題改善の方策を記述


