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共同研究のあゆみ（令和２年度） 

協和中学校研究部 
 

１．今年度の共同研究の実践 

（１）カリキュラムマネジメント 

全体研修で学校や生徒の課題を確認し、
課題の改善を図るために目指す生徒の姿、
生徒に身につけさせたい資質・能力を確認
した。また、それらを具現化するための手
立てを各分掌で計画し【カリマネシート】
を作成して可視化し、共通理解を図った。 

（２）授業改善と効果的な支援 

「あきた探究型授業」を全教科で行うこ
とをベースに授業改善を図ることを全体
研修で共通理解した。また、教科の枠を超
えてより深い共同研究とするため、指導主
事訪問等の有無にかかわらず全教員が授
業提示を行い、それを相互参観することも
申し合わせた。 

①探究的な学習の時間の設定 

各教科で【探
究カード】を作
成し、探究の過
程を可視化し、
生徒の思考の整
理のための一助
とした。また、重
視する探求の場
面を設定し、探
究カードに可視化することで、自力思考の
場面や思考の整理の場面設定の明確化と
充分な時間保証によるより主体的な課題
追究をねらった。 

それらを構築するよりどころとして、令
和２年度【授業改善のための観点シート】
を参考にした。また、それを指導案作成や
指導案検討会、授業参観記録シートにも活
用した。 

基礎基本の定着を目指し、数学、理科、
社会、英語では【単元評価問題】を学習内
容に位置付け、活用した。 

②効果的な支援 

   より効果的な支援ができるよう、教務部
と連携し、技能教科の教員や教育専門鑑、
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 深い学びを味わわせ自信をもたせるために、「本校理科の探究」授業と知識技
能を得るための授業を年間でバランスよく配置して行う。
 言語環境構築のために、よい発表を価値付けたり、学級経営と関係付けたりす
る助言をする。
 学力等への支援が必要な生徒のために、TT指導や話形の提示をする。

 探究の授業の終末に、授業のねらいを、根拠のある理由と共に自分の言葉
で記述したり発言したりする生徒が増えれば、達成に近づいていると判断す
る。
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 基礎的基本的な知識技能を習得させるために、より生活に密接に関わり、生徒
の疑問を大切にした課題の設定に努める。
 
 作業や実習、さらには学習を進める上で、よりよい課題解決のために他者と協
力し、ディバックしながら改善したり、意見を交換したりしながら、自分なりの
最適解をもたせられるよう務めながら自己有用感も得られるような実践的な学習
に務める。

 学習規律を普段から意識させ、返事やあいさつの他、他者の意見を理解しよう
としながら聞くこと、自分の意見は、はっきりと伝えられるような努力をするこ
とを奨励し、その環境作りや意識の構築に務める。

 基礎・基本を活用しながら、自己の課題を設定したり、自分なりの工夫を
加えた作品作りなどに生かせたりすれば、自己有用感も得られ、さらには達
成に近づいているものと考える。
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 生徒にとって身近な題材や疑問を取り上げた学習課題や問いを設定することに
より、自ら学びに向かい自力解決しようとする意欲を高める。
 資料を分析して自分の考えを持ったり、話し合ったりしながら考えを深める場
面を多く設定する。

 学習のまとめで学習課題に対する自分の考えが明確に記述されていること
と、思考力、判断力、表現力、知識・技能を総合的に問う学力検査(テスト
等）で成果を出していれば、態度を含めて達成に近づいていると判断する。
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思考力
判断力
表現力

 自分の考えや気持ちを伝えることができる表現方法を提示する。
 英文を深く読み取るための質問の工夫をする。
 教科書の内容や関連する新聞やニュースの話題から、既知の情報や新たな情報
を引き出し、考えを共有する。
 自分の考えを伝えたり、相手の意見を聞いたりすることで、考えを深める機会
とする。

 考えや気持ちなど、伝えたいと思うことを、読み手や聞き手を意識して話
したり、書きたりする生徒が増えれば、達成に近づいていると判断する。

保
体
学びに向かう力
主体的に学習に
取り組む態度

 様々なスポーツや運動を楽しむための技能の習得ができるよう，基礎基本を繰
り返し練習する時間を確保する。仲間との学び合いや交流を通して、「できた、
できるようになった」を味わうことができるようグルーピングや学習形態の工夫
をする。

 活動中の声掛けや意見、振り返りカードの記述で，見つけた動きのコツや
ポイント、他者のよさや、学んだことについて記述している生徒が増えてい
るか確認する。『楽しさ指数』が高いか低いかチェックする。

国
語
学びに向かう力
主体的に学習に
向かう力

自信をもって考えを伝え合うことができるように、考える視点や具体例を示して
から自力解決の時間を設定する。
粘り強く課題解決に向かうことができるように、振り返りを通して学びに向かう
姿勢を賞賛する場を設定する。

自力解決の際に、よりよい考えができないか試行錯誤している生徒が増えて
いるか確認する。
振り返りで、課題解決のために工夫したことや努力したことについて書いて
いる生徒が増えているか確認する。

数
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学びに向かう力
主体的に学習に
取り組む態度

 自力解決，学び合いの時間をそれぞれ示すことで，まずは自分一人で課題解決
に向かう時間を大切にする。
 具体的な視点を示して比較・検討の場面を設定することで，学び合いを充実さ
せる。

 振り返りカードの記述で，自分なりの表現で，学んだことについて記述し
ている生徒が増えているか確認する。

総
合
人間関係形成・
社会形成能力
学びに向かう力
主体的に学習に
取り組む態度

 主体性や協働性などを高めたり自他の理解が深められるように，同じような探
究課題の生徒同士の交流場面を設ける。

 まとめの新聞やパワーポイントファイル，発表に，自分の生活および地域
との関わりを見直したり，自分の特徴や良さを理解したりした表現が表れて
いるか確認する。

音
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表現力

基礎的・基本的
な知識・技能

１ 歌唱・器楽・創作・（観賞）の各分野に共通し、個人で活動（考える）する
時間を保証する。
２ ペアやグループの活動において、（個人の考え）再構築する場面を意識して
活動させる。
 学習規律の徹底を目指し、返事やあいさつの他、他者の意見を頷きながら聞く
ことや、自分の意見は、語尾まではっきりと話す努力を奨励し、生徒同士の評価
で意識を高める。

１ 失敗や間違えを臆せずに、自分の考えを持つことができる生徒が増えれ
ば良好と判断する。また、支援が必要な生徒へ、どの程度の支援が必要なの
かをみとる機会とする。
２ 学び合いの活動からの深まりを感じる記述や発言が見られれば良好と捉
える。
３ 学習規律に関するアンケートの結果を参考に改善やさらなる徹底を目指
す。
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思考力
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表現力

 体調不良について自分で説明し、どのようなことが原因として考えられるか話
すことができるようにする（適切にヒントを与えながら）※ヒントボードを作成
したいと考え中です。
 その上で、体調を整えるにはどのような行動ができるか説明させる。
 次に来室した際にできたときは褒める。

美
術
科

学びに向かう力
思考力
判断力
表現力

・生徒が主体的に活動できるように、表現を試す場、考えを交流する場、多様な
表現にふれる場など、造形的な視点で対象や事象を捉える場を充実させる。

・いろいろな場を通して気付いたり得られたりしたことを基にし
て、学習プリントに造形的な言語を使って自分が表現したい思いや
方法についてまとめることができているか確認する。

道
徳
（思考力・判断
力・表現力）

・考えを深めるような発問を工夫し、意見交換の機会（ペア・グループ・全体）
を大切にする。

・発表の内容の見取りや道徳ノートのまとめを通して、道徳的価値
に迫ることができたか確かめる。

問題に対して自力解決を大切にし、学び合いを通じて、意見交換に
よって試行錯誤し、よりよい意見や考えを構築する生徒。

大きな声で、伝わるように、返事・あいさつ・発言できる生徒。

理科の探究
大仙市立協和中学校研究部

流れ 場面 探究の過程 輝いている生徒の姿 輝かせるための支援

課題設定
課題や問題を自分のものとして
捉えている

予想　仮説
自分の考えをもち、自分の言葉
で説明している

検証計画
自他の考えを調整し妥当性を考
慮し検証の準備をしている

検証
課題追究に意欲的に取り組んで
いる

分析　解釈

考察

まとめ
根拠のある理由を含めて結論を
自分の言葉で表現している

振り返り
身近な事象との関連や新たな疑
問や課題について述べている

○身近な事象や新たな疑問を取
り上げ、全体に紹介したり、次時
の導入に利用したりする。

課題に対する予想や仮説を検証するために必要なデータを、「理科
の見方、考え方」をはたらかせて検証計画を立てる

見通しの場面今年度の重点

導入

展開

○身の回りにある自然現象や例
を取り上げて話題にしたり演示し
たりする。
○充分な時間を与える。
○座席表を用いて要支援生徒の
実態を把握する。

○結果に対する仮説を立ててか
ら実験に取り組ませる。

○安全面に関してはしつこく説明
し、配慮させる。

終末

見通し

追究

検証

まとめ

自分の検証計画と検証結果を比
較しながら検証の妥当性を判断
しながら進めている
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ＡＬＴを意図的に授業に配置し、ＴＴを活
用した回復指導や個別目標に応じた支援
を行った。 

（３）連携・協力による同じベクトルでの指導・

支援 

共通実践事項の一環として行っている
次のことも数年来のものとなっている。
【授業規律】の明記、授業公開を通しての
相互研修を今年度の新たな取り組みとし、
より強い「チーム協中」を目指した。 
○「学びの手引き」の共通理解による授業

規律の徹底 
○カード提示や色使いなど小中連携によ

る板書の約束 ※H29 より継続 
○全教員による家庭学習ノートの点検 
        ※H25 より継続 
○校内公開を含む授業研究会を利用した

共通実践事項の確認 
  

また、授業導入部の板書の際、【学習課
題】は疑問形の表現で、【めあて】は Let’s
形の表現で書くことを、職員研修で申し合
わせた。 

 
２．今年度の成果 

（１）カリキュラムマネジメントから 

   学校課題の改善及び学校教育目標「心ゆ
たかに 強くゆかしく」具現化に向けて、
職員研修で、目指す生徒の姿を「問題に対
して自力解決を大切にし、学び合いを通じ
て、意見交換によって試行錯誤し、よりよ
い意見や考えを構築する生徒」「大きな声

で、伝わるように、返事・あいさつ・発言
できる生徒」の二点とした。それを基に作
成した【カリマネシート】の実践により、
生徒の変容が見られた。教育委員会訪問や
出張所⻑訪問、指導主事計画訪問等、ご来
校の方々からも生徒の姿に好評をいただ
いた。県学習状況調査の質問紙で「ふだん
の授業では自分の考えを深めたり広めた
りすることができていると思う」という項
目では、１年生は 100％、２年生は 97％が
好意的な反応であり、県平均を上回った。
また、教師による共同研究への自己評価で
「生徒の思考力、判断力、表現力が高まっ
てきているか」という項目への、１〜４の
４段階評価は 3.1 ポイントであり、指標
3.0 を上回った。 
 また、「足並みをそろえて共通実践でき
ているか。」では 3.6 ポイント、「同僚性が
高まっているか。」では 4.0 ポイントであ
り、いずれも指標を上回った。 

 

（２）授業改善と支援から 

   生徒による授業アンケートの、「探究的
に学べているか」に関する質問（時間確保、
自力解決、まとめやリトライ、過程の振り
返り）では、１〜４の４段階評価で 3.7 ポ
イントであり、指標を 0.7 ポイント上回っ
ている。なお、教師による「探究の過程の
見える化」においても達成率が 100%であ
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る。 
また、前述の、県学習状況調査の質問紙

「ふだんの授業では自分の考えを深めた
り広めたりすることができていると思う」
という項目の好意反応からも、探究的に学
ぶことができていると判断できる。 

   さらに、全員の授業公開（校内研を含む
全８回の研究授業）における教師の授業評
価シートにおいても、「既習内容や他教科、
日常生活のつながりを生かした表現がで
きているか」に関する項目の評価が１〜４
の 4 段階の 3.7 ポイントであった。ちなみ
に、指導案検討会や授業後の研修会には全
員が参加し、否定的な意見や提案など、忌
憚のない協議をすることができている。 

 
基本的な知識・技能の習得に関する客観

的な評価は次のとおりであった。県の学習
状況調査における本校の各教科の平均正
答率は、１年生は国語、数学、英語、理科、
社会で県平均を上回った。２年生は国語で
0.1 ポイント下回ったが、数学、英語、理
科、社会で県平均を上回った。 

情意面では、質問紙において、「勉強が
好きだ」という項目では、１年生は 72％、
２年生は 77％が好意的な反応、「学校の勉
強がよく分かる」という項目では、１年生
は 97％、２年生は 89％が好意的な反応、
いずれの項目でも県平均を上回っていた。 

少人数加配を活用した【個に応じた支援】
に関しては次のとおりであった。 

TT アンケートでは、ＴＴ指導によって
「疑問や課題の解決を目指して学習でき
るようになった」と回答した生徒が約
95％、「勉強が分かる・できる」ようにな
ったと回答した生徒が約 88％、「分からな
いこと聞いたり、質問したりする機会が増
えた」と回答する生徒が約 90％であるこ
とから、学習面への意欲や、授業における
満足度が高いことがわかった。 

前回訪問時に指摘された課題は「役割分
担は適切か。小中連携を生かしているか。」
であった。課題解決の評価指標を【ＴＴア
ンケート結果から各教科の３項目の平均
点が１〜４の４段階で 3.2 以上になるよ
うにする】と設定し取り組んだところ、今
年度実施したアンケートではすべての教
科で指標を達成できており、前回訪問年度
と比較すると 0.1 ポイント増加していた。
訪問された指導主事からも、前回の課題は
達成できている、という評価をいただいた。 

（３）同じベクトルでの指導・支援から 

職員の共同研究への自己評価では、「学
びの手引き利用、板書の約束」に関する項
目では１〜４の 4 段階中 3.2 ポイントで
あり、指標を上回った。 

教科の枠を超えた全教科での職員研修
に関する職員の自己評価は 3.8 ポイント
であり、指標を大きく上回った。中でも「他
の職員や他教科の指導案検討会や授業参
観から得るものがあった。」では 4.0 ポイ
ントであり、全員の授業公開とその相互参
観が授業改善や同僚性を育む共同研究に
おいて大きな効果があることを改めて認
識した。 
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したがって、課題を探究してそれを解決
し、根拠のある理由を示して自分の考えを
しっかり表現すること、各教科で身に付け
た基礎的・基本的な知識・技能を、他者と
の関わりや既習事項、自らの経験を基に比
較したり関連付けたりしながら、身に付け
たことを応用するなど、学びを深めること
ができていると考える。その反面、現状に
満足していたり、適切な声量で発表できな
い生徒が見られたりする。 

以上のことから、目指す子どもの姿はお
おむね実現できていると判断した。 

 
３．今後の課題と改善に向けた取組 

校内アンケート等の結果から「主体的・対
話的で深い学び」への授業改善は進んでいる
と判断できたが、既習の知識や技能が備わっ
ている必要がある。自ら学びたいと思わせる
指導方法や、生徒一人一人を見取るＴＴ指導
等の少人数指導のよりよい方法も含め、引き
続き授業改善の研修を深めていきたい。また、
生徒の資質・能力の向上を図るため、適切な
時期に適切な評価が行われるよう、年間指導
計画の整備に関する研修も行っているとこ
ろである。 

年度末の職員研修で、【必要な知識・技能】
を【勉強の意義や目的の理解】と【読み・書
き・計算の力の補充】に焦点化した。その改
善のため、小学校との連携を図り、中学校で
は次の取組を考えている。 

○年度初めに学習面のオリエンテーショ
ンを全校で行い、勉強（家庭学習を含む）
の意義や目的などを確認する。 

○「中学校入学までに身につけておくべき
学習」を小学生に提示する。 

○読み書き計算の力を補充するため、ドリ
ル学習や音読を家庭学習と関連付ける。

また、それに関する確認テストを計画的
に行う。 

○全職員によるノートチェックを継続す
るとともに、家庭でも生徒個々のがんば
りを見てもらい、確認や助言をしてもら
い、学校と家庭との連携を密にする。 

 
これらの取組によって、自発的な学習態度

の育成を図るとともに、基礎・基本の定着を
図り、わかる・できる、をより強く実感させ
たいと考えている。 


