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教育課程研究指定校事業実施計画書（平成２６年度） 

― 研究課題２ 中学校― 

 

都道府県・指定都市番号 5 都道府県・指定都市名 秋田県 

 

公立 ・ 私立 ・ 国立 （○で囲む） 

１ 研究指定校の概要 

ふ り が な 

学 校 名 

だいせんしりつ    にしせんぼくちゅうがっこう 

大仙市立      西仙北中学校 
校長氏名
ふ り が な

 

 さとう しんいち 

佐藤 心一 

所 在 地 

〒019-2112 

 電話  0187-75-1108 FAX 0187-75-2735        

E-mail  nb-nishisentyu@edu.city.daisen.akita.jp 

（H26.4.1 現在） １年 ２年 ３年 計 

学 級 数 2 2 3 7 

生 徒 数 59 62 74 195 

（H26.4.1 現在。臨時的任用の者は常勤の者のみ含む） 

   教員数１７名 

［調査研究にかかわる教科等の教員数］ １名 

特記事項 特別支援学級２（３年生３名） 

 

２ 研究主題 

教科等名 美術 教科課題番号等 ２ 

学校にお

ける美術

科の研究

主題 

「自ら表したいことを見付け，豊かに表現する生徒の育成」 

～美術が実生活とつながる実感をもたせ，生きて働く力を身に付けさせる指導の工夫～ 

研究主題

設定の理

由 

 本校では，学習指導要領の趣旨を踏まえ，各教科等の特質に応じた言語活動の充実を図

るとともに，「つなぐ」を意識した学び合いを生かす授業の追究に取り組んできた。その

結果，他との関わりの中で自分を表現する姿が見られるようになってきたが，理由や根拠

を明らかにして，自分の思いや考えを表現することに課題があることが分かった。美術科

でも，「Ａ表現」において自分が表したいことをより豊かに表現すること，「Ｂ鑑賞」にお

いて自分の思いや考えを素直に言葉で表現することに課題がある。 

そこで今年度は，本校の研究主題である「生徒が『分かる，できる，楽しいと実感でき

る授業』の実践～『つなぐ』を意識した学び合いを生かす授業の追究～」の下，「言語活

動の充実による読解力・表現力の育成」「習得と活用のバランスの取れた『学び合い』に

よる授業づくり」を授業における共通実践事項として全教員が共同で取り組み，「互いを

受容し合う学習集団の中で，学び合いを通して，自分の考えを相手に伝えるとともに，相

手の考えからも学び，自分や集団の学びを深めようとする子ども」を目指す子ども姿とし

て実現を目指していく。    

これを受け美術科では，美術の授業を通して地域社会とつながる実感をもたせながら，

自らが表したいことを見付け，それを基に，より豊かに表現する力を育成したいと考え，

美術科の研究主題を設定し，「自ら表したいことを見付け，豊かに表現できる生徒」を目

指す生徒の姿とする。研究推進に当たっては，「Ａ表現」（２）（３）「目的や機能の表現」

において，「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」の相互の関連を図り，生徒が主体的に他者や地域社会

などの客観的な視点に立ち，創造的に発想や構想をし，表現する活動を十分に取り入れた

地域題材を，２年生及び３年生の指導計画に段階的に配置し，実践と検証を行っていく。

表現と鑑賞の活動の関連及び言語活動の充実を図った授業を積み重ね，美術の授業で身に

付けた力が，実生活での思考力・判断力・表現力等の生きて働く力となるよう指導の工夫

に取り組んでいきたい。 

【新規】 



研究の内

容や方法

等 

①美術科で育成する資質や能力が段階的に高まる，３年間を見通した指導計画の作成 

②育成する資質や能力を明確にし，指導と評価が一体となった学習活動 

③生徒の実態や課題を踏まえた地域題材の開発及び実践と成果の検証 

④生徒が表したいことを豊かに表現するために，表現と鑑賞の活動相互の関連及び言語活

動の充実を図った授業の構築 

成果の検

証方法等 

自校の教員，他校の教員の協力を得ながら，授業中の生徒の様子や発言，制作の過程，

作品や作品カードの記述，題材ごとの学習シートや感想文，アンケートの記述など，複数

の評価方法を組合せて研究の成果を検証していく。 

・生徒アンケートにより，本研究において「目指す生徒」の実現状況を把握する。 

（５月，１０月，１月） 

・授業中の観察により，研究実施前の生徒の様子や制作過程，作品等と比較して生徒の変

容を検証する。（通年） 

・題材ごとの生徒の学習シートや感想文，作品，作品カードの記述により，生徒の表現の

変容を検証する。（通年） 

・校内授業研究会で，教科や学年の枠を超えて，生徒の変容を見取り，自校の課題に即し

た「目指す子ども」の実現状況を検証し，美術の授業での指導方法の改善につなげる。 

（他教科 年３回） 

・校内授業研究会（美術科）で，本研究の視点から授業を参観してもらい，生徒の姿から

学習状況を見取り，本研究における「目指す生徒」の実現状況を検証する。（１１月） 

・公開授業研究会において研究の視点に沿った協議を行い，他校の教員による外部評価を

取り入れ，研究の成果について検証する。（１２月） 

     

３ 研究体制等 

【校内研究】 

・自校の教員が授業での生徒の活動の様子を撮影記録し，評価，検証に生かす。 

・校内授業研究会において，教科や学年の枠を超え，自校の「目指す子ども」の実現状況，授業にお

ける共通実践事項と手立ての有効性を視点に協議を行い，生徒の変容を確認し，ＰＤＣＡサイクル

の検証を進めていく。 

・校内授業研究会（美術科）において，本研究における「目指す生徒」の実現状況とより有効な指導

の手立て等の視点で協議を行い，授業の改善を図り，ＰＤＣＡサイクルの検証を進めていく。 

【秋田県や地区の造形教育研究会等との連携】 

・大曲仙北造形教育研究会員や県南の美術科担当教員と連携し，３年間を見通した指導計画の作成，

表現と鑑賞の活動相互の関連を図った実践について共同研究を行う。 

・公開授業研究会において，参加教員（秋田県造形教育研究会員，大曲仙北造形教育研究会員，地区

の小・中学校教員，自校の教員等）による授業参観を基に，指導方法の在り方や学習評価の妥当性・

信頼性等について協議し，研究成果の検証を行う。 

 

４ 研究計画 

実施時期 研究内容，研究方法，成果の公開等 期待される成果等 

前学期 ・生徒アンケート（１回目）を実施し，生徒の実態や本研究

における「目指す生徒」の実現状況を把握する。（５月） 

・生徒の実態や課題を基に題材を開発し，３年間を見通した

指導計画の作成を行う。 

 

 

 

 

○校内研究授業の実施 

 ◇第２学年「企業との連携 商品パッケージデザイン」 

 Ａ表現（２）（３） （６月～７月） 

・地元企業との商品開発プロジェクト（企業側とのタイアッ

プ）を通して，デザインスキルの基礎を学び，社会との関

わりを意識させる。 

・発達の段階を考慮し，生徒

の実態を踏まえて題材配

置を工夫した指導計画を

作成することで，身に付け

させたい力を明確にした

授業の構想ができ，各題材

で身に付けた力が段階的

に高まることが期待でき

る。 

 

・地元の企業とともに商品開

発を行うことで，他者への

伝達を意識した発想や構

想の能力の高まりや，身に

付けた力が実生活や社会

で生かされる実感をもつ

ことが期待できる。 



・他者に対して，商品の特色やよさを伝えることを意識し，

共感を得られるように，自分の表したいことを表現させる。 

・生徒アンケートや題材の感想文等で，美術で身に付けた力

が実生活とつながることを感じ取り，生かそうとしている

かを確認する。 

 

○小・中学校教育課程研究協議会 美術科部会参加（８月） 

・子どもの学習状況を適切に把握し，指導の改善に生かす評

価の工夫について協議 

・３年間を見通した指導計画の見直しと改善 

・「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」のそれぞれの学習効果が高まる指

導の工夫について，各校の実践をもとに協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究に関わる内容について

各校の美術科担当教員と

ともに研修することで，こ

れまでの研究の成果や課

題を明らかにし，新たな題

材の開発や，指導の改善に

つなげることができる。 

後学期 ・生徒アンケート（２回目）を実施し，生徒の変容や本研究

における「目指す生徒」の実現状況を把握する。（１０月） 

 

 

 

○校内研究授業の実施 

◇第２学年「地域の創作和菓子」 

 Ａ表現（２）（３）Ｂ鑑賞 （１１月～１２月） 

◇第３学年「ご当地オリジナル 新商品企画・パッケージ

デザイン」 

 Ａ表現（２）（３）Ｂ鑑賞 （１０月～１１月） 

・地域題材の開発と実践により，地域とつながる実感をもた

せる。 

・これまでの学習で身に付けた力を活用し，総合的なデザイ

ンを試みる。 

・商工会議所の方を交えてプレゼンテーションを行い，新た

な文化を創造する楽しさを味わわせる。 

・生徒アンケートや題材の感想文等で，美術で身に付けた力

が地域社会とつながることを感じ取り，生かそうとしてい

るかを確認する。 

 

○校内授業研究会（他教科 １１月） 

・生徒の姿から学習状況を見取り，各教科等の特質に応じた

言語活動や，「つなぐ」を意識した学び合い等の共通実践事

項が各教科の授業でどのように機能しているかを検証し，

美術の授業の改善につなげる。 

 

 

○校内授業研究会（１１月），公開授業研究会（１２月）の実

施 

・本研究の視点から授業を参観してもらい，生徒の姿から学

習状況を見取り，本研究における「目指す生徒」の実現状

況を確認し，より有効な指導の手立てや学習評価の妥当性，

信頼性について協議する。 

 

・生徒アンケート（３回目）を実施し，生徒の変容や本研究

における「目指す生徒」の実現状況を把握する。（１月） 

・研究成果と課題を明確にし，研究のまとめを行う。 

 

・自校の「目指す子ども」の

検証と合わせて，ここまで

の研究の成果と課題を明

らかにし，今後の指導改善

につなげることができる。 

 

 

・これまでの学習で身に付け

た力を活用し，自分が表し

たいことを見付け，主体的

に活動し，豊かに表現する

ことができる。 

・地域の特色やよさを見つ

め，活性化を意識した創造

活動を行うことで，地域の

人々の思いを取り入れた

発想や構想の能力の高ま

りや，身に付けた力を地域

のために生かすことがで

きる喜びを味わうことが

期待できる。 

 

 

 

 

 

・他教科の授業を参観し，生 

徒の活動の様子から，自校

の「目指す子ども」の実現

状況を把握し，言語活動や

学び合い等の状況を見取

ることで，美術の授業改善

につなげることができる。 

 

・多くの目で実践についての

評価を行い，実現状況を検

証し，研究の成果と課題を

明らかにして指導の改善

点を探り，ＰＤＣＡサイク

ルを機能させることがで

きる。 

 

・これまで行ってきた複数の

検証により，生徒の変容を

見取り，研究の成果と課題

をまとめ，次年度の指導の

改善につなげることがで

きる。 



 

５ 研究のまとめや成果の普及方法等の見通し 

 自校の研究主題の下，「目指す子ども」の実現を目指して，美術科の研究主題を「自ら表したいこ

とを見付け，豊かに表現できる生徒の育成」と設定した。美術の授業で育成する資質や能力を明確に

し，生徒の実態や課題を基に開発した地域題材や「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」の内容の関連を図った題材

を系統的に配置し，３年間を見通した指導計画を作成する。各題材において生徒が自ら表したいこと

を見付け，主体的に活動に取り組むことができるよう，表現と鑑賞の活動の関連を図り，発想や構想

の場面及び鑑賞の活動で，生徒同士が学び合える言語活動を効果的に位置付ける等，生徒の変容を見

取りながら指導の工夫改善を繰り返す。また，地域題材を開発し，実践することで，美術の授業を通

して地域社会とつながる実感をもたせ，創造活動の楽しさや喜びを味わわせる。このように実践，評

価，検証を積み重ねることで，授業で身に付けた力が段階的に高まり，実生活での思考力，判断力，

表現力等の生きて働く力となることを期待する。 

【普及方法】 

・自校ホームページに研究の経過や報告を掲載する。（通年） 

・県総合教育センターの専門研修講座「育成する資質や能力から考える美術の授業」の中で実践を発

表する。（８月，９月） 

・地区の造形教育研究大会で実践を発表する。（１０月） 

・地区の児童生徒美術展において，生徒作品を授業の過程や授業風景などを映像や写真と共に展示す

る。（１１月） 

・公開授業研究会を実施する。（研究授業の提示，研究の経過報告）（平成２６年１２月２日予定） 

・本校及び地域の展示スペース等を活用して「『美術の時間』展」を開催し実践を紹介する。（３月） 

 


