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令和２年度 佐賀市立東与賀中学校校内研究のまとめ R3 0219 

キーワード 

再構成、広がる・繋がる、考える・深める、知る・見る、東よか干潟 

 

１． 研究の諸前提 

 東与賀町は、佐賀県東南部、佐賀市南部の有明海沿岸に位置し、南方に雲仙岳を遠望することができ

る。大正初期に南部地先に 200ha、昭和 14～15 年に約 350ha、更に昭和 36 年に南西部地先に約 50ha の

干拓が完成し、耕地面積約 1,100ha の農耕水田地帯となっている。 

 町域の大半が江戸時代から第二次世界大戦後まで続けられた干拓によって造成された土地で、最高点

でも海抜 2.8m しかない低平地であり、起伏がほとんどない地形である。恵まれた自然条件により、米

麦、野菜、施設園芸を中心とした農業や、海苔養殖、網漁業、干潟漁業等の水産業を中心に発展してき

た町である。平成 19 年 10 月１日の市町合併により、佐賀郡東与賀町から佐賀市東与賀町となった。平

成 27 年 5 月に、東よか干潟がラムサール条約登録湿地となり、地元では干潟の環境保全への気運が高

まっている。 

 また、教育への関心が高い地域であり、生活様式の都市化傾向が強まると共に、文化、教養面への関

心が高まり、公民館を中心として成人教育、子どもクラブ、老人クラブ等の活動が盛んになっている。

教育上特に配慮すべき点としては、新興住宅が多く建ち在来住民と転入住民との混在現象が濃くなり、

保護者の価値観や期待感、家庭の教育力などにも大きな差異が見られるため、生徒への指導にあたって

考慮する必要がある。さらに、生徒の転出入が少なく、義務教育の 9年間ほとんど同じ人間関係で学習

している。 
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３．研究の内容 

◎「読み取る力」、「記述する力」、「説明する力」を身につける授業づくり 

 昨年度の 12 月の県学習状況調査の結果を踏まえ、各教科の課題として 

①「めあて」や「振り返り」を意識した取組をより一層進めるため、基礎・基本の徹底を行う 

②表やグラフ問題の資料活用などから読み取る力、「書く」活動での記述する力、コミュニケーション

やプレゼンテーションの場面で説明する力を養う 

③「話し合う」活動では考えを出し合うことはできたが、考えを広げたり、深めたりする学習活動を

実践する必要がある 
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という３点が挙げられた。これらを踏まえ、今年度の共通実践として従来の教育活動を再構成し、「書

く」活動、「話し合う」活動などを取り入れた、主体的・対話的で深い学びの授業実践を行うこととした。

また、各教科の課題と共通実践を踏まえ、授業づくり・参観の５つの視点を設定し、提案授業の中にそ

の視点を取り入れ、その視点を軸に授業について協議しながら研究を行った。 

 また、今年度は「SDGs の取組周知」を目的とした県の研究指定を受けたため、本校の教育資源を再構

成し、SDGs を意識的に授業や体験活動等に結び付け、生徒に考えさせる機会を設けた。また、教職員に

向けた研修等も行い、教職員・生徒共に SDGs について学び考える場面を設定し、提案授業などでも SDGs

を取り入れることとした。 

 

 

４．研究結果 

（１）学力向上部会  

①全員１回提案授業 

  今年度は、異なる教科担当者（４人程度）で構成されたグループを５つ作り、授業実践を行った。

授業実践を４回に分け、同じグループのメンバーの授業を相互に参観し合う形をとり、授業後の授業

研究会もそのグループを軸に行った。授業づくり・参観・授業研究会すべてにおいて共通する授業づ

くりの５つの視点を設定し、グループや全体の場での話し合い等を通して、授業づくりの研究を行っ

た。また、理科・社会科・技術・家庭科を中心に SDGs の視点を取り入れた授業を行い、それについ

ての研究も行った。 

 ②授業づくりの５つの視点についての取組 

  今年度は、元初等中等教育局主任視学官 清原洋一氏の「問題解決的な学

習の在り方」及び佐賀県教育委員会作成「令和２年度版教師のしおり」を基

に、 
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  （ⅰ）動機づけ 

  （ⅱ）個人活動の工夫 

  （ⅲ）表現活動までの指導の工夫 

  （ⅳ）ペアやグループ活動の工夫 

  （ⅴ）振り返り 

 の５つの視点を設定し、授業づくりや参観を行った。また、５つの視点に加え、SDGs の視点を取り入

れた授業づくりの研究も進めた。 

  授業者は、上記の５つの視点の中から特に当該授業の授業づくりのポイントとなるものを１～２

つ設定し、指導案を作成した。また、参観者もあらかじめ授業者が設定した授業づくりのポイントを

把握して授業参観を行った。さらに、授業研究会のグループ協議や全体会の中でも、この５つの視点

を意識して話し合いを行った。 

③新学習指導要領についての研修 

  来年度からの新学習指導要領の施行に伴い、５月と 12 月の２回にわたり、新学習指導要領につい

ての研修を行った。５月は新学習指導要領の改訂のポイントについて、12 月は新学習指導要領に対

応した学習評価について、文科省や国立教育政策研究所、NITS オンライン講座の資料等を用いて研

修会を実施した。研修後、教科部会を設け、来年度の通知表の観点別学習状況の評価文作成や各観点

の評価・評定についての検討を各教科で行った。 

 

（２）SDGs 部会 

○研究主題 持続可能な開発目標を意識した教育活動の研究 

  佐賀県教育委員会が推進する「持続可能な開発目標（SDGｓ）」ｓが掲げる目標４「すべての人に包

摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。」の中に記載されているターゲ

ット 4.7「持続可能な開発のための教育(ESD)」及び本校区の地理的特徴に関連した目標 14「持続可能

な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。」の理念を踏まえて、３年：広が

る・繋がる、２年：考える・深める、１年：知る・見る、をキーワードに SDGｓを意識した教育活動

を展開した。 

 ①SDGs についての研修 

  夏休み期間中に外部講師を招き、職員に向けての SDGs の研修会を実施した。

理論についての研修だけでなく、東よか干潟での現地研修も行った。 

  

 ②各教科・領域の授業での SDGs についての取組 

 理科、社会科、技術・家庭科を中心に、SDGs のゴールを授業内容に取り入れた。

また、各教科・領域で「誰ひとり取り残さない」を意識しながら授業を実施した。 

 [各教科での取組例] 

 ・１年理科：生活排水【ターゲット６】、緊急地震速報、津波警報【ターゲット

11】 

 ・２年理科：完全燃焼、食品の酸化を防ぐ【ターゲット３】、暮らしのモーター、 

身のまわりの電磁誘導の利用【ターゲット９】 

 ・１年社会地理：経済発展を急速にとげた中国、アフリカ産業と経済を支える 
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輸出品、ブラジルに見る環境問題【ターゲット１、4、14、15 他】 

 ・２年社会地理：日本の資源、エネルギーと電力【ターゲット７他】 

 ・３年社会公民：選挙制度とその課題【ターゲット 10】 

・２年技術・家庭科（家庭分野）：男女共同参画社会基本法、日本家庭の男性・女性の家事・育児時

間の諸外国との比較から、「男性が家事や育児をしやすい環境を作るためのキャッチコピー」を考

えさせる。【ターゲット５】、生徒会の取組「食品ロスを減らそう」の活動を活用し、献立作成や食

品の保存方法などの知識・技能を活用し、日常に起こりうる事例をテーマにし、食品ロスについて

考えさせる。【ターゲット２、12】 

 ・２年保健体育：環境の汚染と保全で海洋汚染と絡めて東よか干潟の清掃ボランティアのことにつ

いて取り扱った。【ターゲット 14】 

 ・２年英語：（教科書の題材の中で）ユニバーサルデザインや環境問題がでてきた時に、自分たちの

身の回りのことを考える機会を設けた。 

 ・３年英語：（教科書の題材の中で）地球環境の保護を考える題材【ターゲット 13、14、15】、人権・

平和・国際政治・女性の社会進出を取り上げた題材【ターゲット５、10、16、17】を取り扱う際に、

SDGs と関連させて話をした。 

 

 〔総合的な学習の時間での取組例〕 

 ・３年：修学旅行での体験と SDGs の各目標とをつなげ、調べたり考えたり

したことをパンフレットにまとめた。パンフレットは、東与賀公民館、東よ

か干潟ビジターセンターひがさす、東与賀の図書館の３か所に展示し、地域

への発信も行った。 

  ・２年：干潟ボランティア 

    １年時、干潟体験を通して干潟の貴重な生き物を学んでいるので、２年生では干潟の現状を認

識し、干潟の環境保全の大切さを理解し、地域の環境をより良くするために行動できる生徒を育

成することを目的として実施。 

  ・１年：干潟体験 

    干潟の生き物や野鳥の観察を行い、干潟の貴重な生き物を学ぶことにより、干潟の環境保全の

大切さを理解し、干潟の魅力や現状を認識し、干潟の大切さを人に伝える活動や交流などを通し

て、地域の環境をより良くするために行動できる生徒を育成することを目的として実施。 

 

 〔特別活動での取組〕 

  ○環境教育 

佐賀市学校版環境 ISO の取組として「実行目標：地域の自然環境の保全に努めます」の下、東

与賀で暮らす一人として、 

(ⅰ)地域の清掃活動には積極的に参加します。 

    (ⅱ)きれいな干潟・シチメンソウを保つため、ゴミなどを捨てません。 

   をキーワードとして、諸活動に取り組んだ。 

 ○生徒会活動 

  生徒会環境部を中心に、環境 ISO の活動や干潟の清掃ボランティア、
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シチメンソウの種まき等の活動を計画・実施し、それぞれの活動を SDGs と

関連させ、特にターゲット 14 の「海の豊かさを守ろう」の達成に向けた活

動を積極的に行った。また、生徒会奉仕部の活動の中で「食品ロスを減ら

そう」の活動を実施した。 

    特に、佐賀市中学校パワーアップ・プランには、生徒会が「今日より素晴らしいアース（明日・

earth）になるために～ＳＤＧｓを広めよう！～」をテーマとして応募し、 

   （ⅰ）SDGs の一つである「海の豊かさを守ろう」を達成するために、シチメンソウまつり時に干

潟清掃ボランティア、東よか干潟の説明を生徒会主催で行なう。 

（ⅱ）地域貢献活動の様子を撮影する。これまでは、生徒会新聞を校内のみに配布をしていたが、

今後は地域に活動の様子を発信するために、回覧板などで配布をお願いする。また、本校 HP

に生徒会新聞を掲載する。 

   の活動を計画した。しかし、(ⅰ)は、コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため行事自体が中

止となった。 

 

 ③図書館教育 

学校図書館司書及び学校

図書館事務補助職員が、本校

の校内研究に合わせて、階段

の踊り場の掲示板、図書室前

の廊下、図書室内に SDGsに係

るコーナーを設置した。これ

により、生徒の興味・関心を

高めると共に、直ぐ手にとっ

て調べられるような環境整

備を行った。 

 

 ④地域連携 

  佐賀市環境政策課のラムサールクラブ、佐賀市東与賀支所総務・地域振興グループのシチメンソ

ウまつり実行委員会及び観光ジュニアガイドの活動へ生徒を積極的に参加させ、校外活動でも SDGs

係る取組を推進した 

 

５．成果と課題 

 異なる教科担当者で構成されたグループを軸に、全員１回提案授業を行い、授業研究会を行ったこと

により、教科横断的な視点で授業づくりについて考えを深めることができた。授業づくりの視点５つと

SDGs とにポイントを絞ったことで、グループや全体での話し合いで成果や課題について、具体的に話し

合うことができた。 

 授業づくりの５つの視点については、「（ⅱ）個人活動の工夫」、「（ⅳ）ペアやグループ活動の工夫」の

２つを意識して実施した教科が多かった。今後、この５つの視点を学力向上につなげていくためには、

「（ⅰ）動機づけ」の際に身近な事柄と関連付けることや生徒の興味のある話材などを取り入れること
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「（ⅱ）個人活動」・「（ⅳ）ペアやグループ活動」の際に問題解決の見通しをもたせることや重要項目を

必ず押さえておくこと、各教科で活動についての共通理解を図ることなどの手立てを取ること「（ⅲ）表

現活動」の際に発達段階・習熟度に応じて思考し、表現する場を設定すること、「（ⅴ）振り返り」の際

に、めあて・まとめ・振り返りのつながりを大切にすること、できるだけゴールを先に提示し授業の位

置づけを明確にすることなどが必要である。 

 SDGs については、その達成に向けた取り組みの重要性について、教職員・生徒ともに理解を深めるこ

とができた。また、東よか干潟という地域特有の環境について考え体験する活動を総合的な学習の時間

や生徒会活動を中心に行い、身近な課題に目を向け、SDGs の達成について自分事として考えることがで

きた。次年度は、教科の中で SDGs をどう取り扱っていくかが課題となっていくと考えられる。教科によ

っては取り扱いが厳しい面もあるとの声も上がっているが、新教科書の中で SDGs を取り扱える題材を

教科内で共有したり、他教科との連携を意識して行ったりしていくことで、SDGs の各目標が身近で自分

に関係することとして考えることができるようにしたい。自明であるが、「SDGs の取組周知」の研究を

行っているので、教育活動において生徒を誰一人取り残さないようにすることが肝要である。 

 

６．次年度の研究について 

 次年度も引き続き、学力向上と SDGs の２本柱で校内研究を進めていきたい。学力向上については、新

学習指導要領が全面実施となるため、授業づくりの５つの視点をさらに意識し、主体的・対話的で深い

学びの授業実践を充実させていきたい。また、SDGs については、研究が２年目に入る。今後は、各教科

でどのように取り扱えるかを研究し、実践していきたい。 
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５．資料他 

◎校内研究会の工程 

 期日 内容 

第１回 ５月７日 
本年度の研究構想 

について 

○授業づくりの研究 

 【学力向上部会】 

  ・確かな学力の向上に向けた授業づくり 

 【SDGs 部会】 

  ・SDGs の視点を取り入れた授業づくり 

○県の研究指定（SDGs）について 

○全員１回提案授業について 

第２回 ５月 12 日 【学力向上部会】 

○新学習指導要領についての研修 

 ・NITS 校内研修シリーズ No.63 

  田村学氏「学習指導要領の読み解き方」 

○提案授業の指導案作成について 

第３回 ６月 17 日 授業実践① 

○校内研究授業 

 ・指導助言 東部教育事務所 奥園 洋光 指導主事 

               八島 重鋼 指導主事 

第４回 ８月３日 【SDGs 部会】 

○SDGs の研修会 

 ・「SDGs に根差した教育」 

  ―東与賀のローカルな現場から世界を変える― 

  講師 佐賀大学 全学教育機構 教授 五十嵐 勉 氏 

 ・「干潟の生物観察と SDGs」 

  講師 佐賀自然史研究会 会長 副島 和則 氏 

第５回 ９月 16 日 授業実践② 

○校内研究授業 

 ・指導助言 東部教育事務所 牟田 和恵 指導主任 

               藤原 千帆 指導主事 

第６回 10 月 14 日 授業実践③ 
○校内研究授業 

 ・指導助言 東部教育事務所 黒土 進治 指導主事 

第７回 12 月 25 日 【学力向上部会】 

○新学習指導要領・評価についての研修 

 ・NITS 校内研修シリーズ 新学習指導要領編 No34 

 「新学習指導要領に対応した学習評価(小・中学校編)」 

 ・新学習指導要領における評価について 

 ・令和３年度通知表の観点別学習状況の評価について 

第８回 １月 20 日 授業実践④ 
○校内研究授業 

 ・タブレット端末を用いた授業研究会の実施 

第９回 ２月 19 日 
本年度の研究の 

まとめ 

○令和２年度の校内研究のまとめ 

○令和３年度の校内研究について 
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◎指導案の形式 

第○学年○○科学習指導案 

   日時 令和２年○月○日（○） 第○校時 

                           場 所 ○年○組 教 室 

学級 ○年○組（○○名） 

指導者 ○○ ○○ 

１ 単元名（題材名） 

 

２ 本時の展開 

（１） 本時の目標 

   

（２） 本時の評価規準 

 

 

（３） 本時の展開 

○学習活動 □指導（支援）及び留意点 備考 

１  

 

 

 

 

  

３ 授業づくりの視点 

 ・ 

  

【めあて】 

【評価】 

（Ｂ） Ｂになるための具体的な指導の手立て 
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【授業づくり／参観の視点】 

 ①生徒が意欲的、活動的になるきっかけ（動機づけ）があるか 

   ➝教科の本質的なものとの触れ合いやつながりがある授業づくりがされているか 

 ②個人活動（子どもが思考し表現する活動）の設定の工夫がされているか 

 ③結果（事実）と考察（考え）を整理し表現できるようにする指導の工夫がなされているか 

 ④ペアやグループ活動（生徒同士が交流し、考えを発展させる場面）の設定が工夫されているか 

   ➝学んでいない生徒（つらそうな子、居心地が悪そうな子）がいないか 

   ➝また、その子に対して教員やグループがどう働きかけ、そこから学び始めることができて

いるか 

 ⑤思考過程を振り返る場面が設定されているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1 貧困をなくそう】：2030 年までに、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ 

【2 飢餓をゼロに】：飢餓に終止符を打つ、食料の安定確保と栄養状態の改善の達成、持続可能な農

業の促進 

【3 すべての人に健康と福祉を】：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活の確保、福祉の推進 

【4 質の高い教育をみんなに】：すべての人々に包摂的で質の高い教育を確保、生涯学習の促進 

【5 ジェンダー平等を実現しよう】：ジェンダー平等の達成、すべての女性と女児のエンパワーメン

トを図る 

【6 安全な水とトイレを世界中に】：すべての人が安全な水源と衛生施設を利用できるようにする 

【7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに】：手ごろな価格で、信頼できる持続可能な現代的エ

ネルギーを、全ての人が利用できるようにする  

【8 働きがいも 経済成長も】：すべての人にとっての包摂的で持続可能な経済成長と雇用、ディー

セント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の推進 

【9 産業と技術革新の基盤をつくろう】：強靭なインフラの整備、包摂的で持続可能な産業化の促

進、技術革新 

【10 人や国の不平等をなくそう】：国内および国家間の不平等の是正 

【11 住み続けられるまちづくりを】：都市を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする 

【12 つくる責任 つかう責任】：持続可能な消費と生産パターンの確保 

【13 気候変動に具体的な対策を】：：気候変動とその影響に取り組むため、緊急の対策を取る 

【14 海の豊かさを守ろう】：世界の海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形

で利用する 

【15 陸の豊かさも守ろう】：持続可能な形での森林の管理、砂漠化への対処、土地の劣化の食い止め

や逆転、生物多様性の損失に歯止めをかける 

【16 平和と公正をすべての人に】：持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての

人に司法へのアクセスを提供する。実効的で責任のある包摂的な制度機構をあらゆるレベルで構

築する 

【17 パートナーシップで目標を達成しよう】：持続可能な開発のためのグローバルなパートナーシッ

プを活性化する 
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◎授業参観メモ 
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◎校内研レジュメ例 

第６回 校内研究会 

R2.10.14  

１．校内研究授業 １３：５０～１４：４０ 

クラス 教科 場所 授業者 司会 写真 記録・発表 

３年Ｂ組 国語 ３年Ｂ組教室 奥田 まなみ先生 瀬戸 福地 内山 

２年Ａ組 家庭科 被服室 三好 孝和先生 福島 浦 立石 

１年Ａ組 保体 体育館 
井原 紀美代先生 

山川 紳吾先生 
久冨 藤田 上野 

２年Ｂ組 社会 ２年Ｂ組教室 杠 一恵先生 太田 横尾 太田（古野） 

３年Ｃ組 数学 
第１理科室 

第２理科室 

古瀬 和也先生 

迎 泰則先生 
井原一 北村 清武 

 ○参観の視点を１～２つに絞り、それに沿って担当グループの授業を参観する。 

 ○写真については、研究に使えるもの（SDGs に関するもの）も撮る。 

２．校内授業研究会 １５：３０～１６：４０  多目的室 全体司会：藤田 

 （１）開会 

    校長先生の話（５分） 

 （２）協議 

 ①グループ協議（３０分） 

    ・授業者より、今回の提案授業についての説明 

    （授業づくりの視点に基づいて、指導案作成や提案授業で力を入れたこと、難しかった点など） 

 

    ・参観の視点についての協議 

     (1) 授業者の提案に関する改善点、工夫できることなど 

 

   (2) 授業者の提案で、生徒の変容が見られた効果的な手立て（言葉かけなど） 

 

    ②全体会（２０分） 

     ・グループ討議のまとめの発表（各グループ４分程度）、質疑応答 

      (1) 提案に対する改善策 

 

     (2) 授業者の提案で、生徒の変容が見られた効果的な手立て（言葉かけなど） 

 

 （３）指導助言（１２分）  

    東部教育事務所   指導主事   ○○ ○○ 様 

     

 （４）その他（５分） 

 ・北村先生から 

 ・閉会 
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◎授業研究会のまとめ 
○授業実践① ６月 17 日 

Ａグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・モデルを実際に動かす➝効果的 自分たちで操作して理解を促すことができる。 

・板書は流れを示すと考える手がかりになる。 

・個人活動ではワークシートで全員に学びがあるように工夫できていた。 

・SDGs の視点➝日常生活に結び付けることができた（ロゴの提示もできた） 

Ｂグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・SDGs の視点➝エネルギーについて 

・語句の確認や既習内容の確認ができていた。 

・細かく、的確な指示ができていた。 

【改善点、工夫できること】 

・重さが変わったときの変化に生徒が気づきにくい状況だった➝重さを統一してシンプルにすると考え

やすかったかも 

・キーワードを提示して発表させると、表現しやすくなりふりかえりにもつながる 

Ｃグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・自由に学び合いができていた 

・自分がわかったことを教え合うと身に付きやすい 

・ほめ言葉はやる気につながる 

【改善点、工夫できること】 

・授業者のテンポについていけない生徒がいた 

・めあての出し方➝始めから出さなくてもよかったかも 

Ｄグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・できない生徒、伸びていく生徒、それぞれにスポットが当たっていた。 

・わからない生徒が、参観者がわからないくらい、みんな活動していた。 

【改善点、工夫できること】 

・わかるようにどのように説明するのかを考える必要がある。 

・中間層をターゲットにすべき 

 

○授業実践② ９月 16 日 
Ａグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・議員の顔写真の提示（効果的な導入） 

・生徒会長選挙やクラス替えなどの具体例➝考えやすいつながりをつくる 

【改善点、工夫できること】 

・資料の提示 プリントだけでなく電子黒板で全体共有してもよかった 

・ワークシートの中に資料を入れたらよい 

・電子黒板を効果的に使う 

・時事問題と絡めて解説する 

Ｂグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・ペア活動が活発に行われるグループ編成や席の配置の工夫 

【改善点、工夫できること】 

・段階的に説明し、気づかせながら進めるとよかった 

Ｃグループ 
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【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・英語を聞く習慣化➝聞く力は上がっている 

・速いテンポにも慣れていた 

・頑張りシールでやる気や楽しむ気持ちを引き出していた 

・ペアやグループの中に生徒がしっかり入っていた 

・黒板に何を残すかが工夫されていた 

【改善点、工夫できること】 

・個人活動が重点的だった➝動機づけが必要 

Ｄグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・補助資料の活用 

・発問の言葉のチョイス 

・キーワードの板書 

・発言の板書 

【改善点、工夫できること】 

・グループ編成のある程度の確認も必要では➝深い学びに繋がる 

・普段からの取り組みを重ねていく 

Ｅグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・生徒自身が自ら学びに入るために、ここに課題を与えることで個人の思考を高めた。 

【改善点、工夫できること】 

・特別支援学級の生徒には、より丁寧な教師・生徒からの声かけやサポートをペア・グループで取り組

むことで改善を図る。 

 

○授業実践③ 10 月 14 日 
Ａグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・国語の班を作っていた➝グルーピングが効果的にできていた 

・やらなければいけないことがはっきりするワークシートだった 

・書きたいと思わせる題材選び➝SDGs につながっていた 

【改善点、工夫できること】 

・文章を読んで、言葉が落ちるのに時間がかかった 

・何を PR したいか、しぼるような指示があれば班独特な文ができそうだった 

Ｂグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・タブレットの使用➝生徒の考える手段が広がった、実際の写真が使えた 

・タブレットは４人に２台でちょうどよかった 

・食材の中に賞味期限の記載あり➝生徒が考えることができていた 

・食材を少なくしてあるもので献立を考えさせてもよかった 

【改善点、工夫できること】 

・タブレットでの提示方法 

・食品ロスの実際を示せたら動機づけになったのでは 

・食品の使い方（肉とか）の保存法まで➝作れなかったらどうするの？と問いかけたらよかった 

・生徒の積極性をもっと活用すればよかった 

Ｃグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・シンクロでの生徒同士の声かけ（声かけの例も先生の方から出していた） 

・レベルに合わせたルール設定ができていた 

・グループごとに先生からアドバイスができていた 

・活動前の目標立てで意識や振り返りができていた 

【改善点、工夫できること】 
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・フリーズして話し合う時間をとっても良かったか…（活動時間やタイミングとの兼ね合い） 

・各班にリーダーが入るように分けれればよかった 

Ｄグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・毎日新聞発表のひな形を作り、スピーチに慣れていた 

・同じ項目を重視してのグループ編成ができていた 

・必要とするエネルギーを可視化 

・事前の提示資料が適切 

【改善点、工夫できること】 

・グループ発表時に電子黒板で項目（１～１７）を大きく表示できればよかった 

Ｅグループ 

【生徒の変容が見られた効果的な手立て】 

・黒板の使い方➝わかりやすく残されている 

・声かけに対しての返しが丁寧 

・少人数クラスの分け方がうまくいっている 

【改善点、工夫できること】 

・電子黒板がなかった（できれば必要とされる教室に配置を） 

・配布プリントの取り扱い 

・発展の生徒の発想力を高める工夫を 

 

○授業実践④ １月 20 日 
Ａグループ 

【生徒の変容が見られた具体的な手立て】 

・個人活動…振り返りを書く活動。 

      授業前のミニ鑑賞とワークシート 

      ロングトーン（みんなで演奏は自信になる） 

      運指の指導 

・班活動…３つの奏法（イラスト提示） 

     できた生徒にシール 

     先生の範奏と、その後の生徒演奏→それを広げる手も 

【改善点、工夫できること】 

・班練習が難しい 

 …ポルタート奏法と運指の合わせ技は高度なので別々にする 

  アドバイスとシール→自信がないから合格を出せずにいる。 

  合格の判断を、個人でなく班のみんなで判断。 

  歌とリコーダーを組み合わせて 1時間を構成したほうが、リコーダーの苦手な生徒には負担が少な

い。 

Ｂグループ 

【生徒の変容が見られた具体的な手立て】 

・発表の機会が多かったので、生徒たちの活発な活動が見られた。 

・丁寧な説明で、じっくりコースの生徒もついていけていた。また、その説明（板書）をノートにしっ

かりとることができていた。 

・生徒たちに見通しを持たせて本時で何を求められているかを確認出来ていてよかった。 

・学びあいでの生徒同士の声掛けがあった。また分かっていない人に気づいてミニティーチャーが教え

に行っていた。 

【改善点、工夫できること】 

・証明：平行四辺形が頭にあるので、三角形へ目が向いていなかった。三角形の合同条件などの単元を

振り返る必要があった。辺のアルファベット順での記述の仕方（対応する辺の記述）をその都度言い

続ける。 

・課題にレベルをつけていくことで、生徒のやる気を出す（特に発展コースの上級者） 

・見通しが持てるワークシートだったが、後から見返してすぐわかるワークシートにできるようにして

おくと◎。 
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Ｃグループ 

【生徒の変容が見られた具体的な手立て】 

・電子資料だけでなく、紙資料もあったのがよかった。 

・資料に番号がふってあり、プリントの内容がどの資料と関連しているのかが分かりやすかった。 

・資料の活用はほかの教科にも応用できると思った。 

【改善点、工夫できること】 

・教科書の内容が古かったため、内容比較がうまくできなかった。 

・SDGs とうまく絡めることができず、とって付けたような感じになってしまった。 

 →SDGs について生徒に説明し、教科書の内容とどれが関連しているのか理解させてもよかったか

も・・・ 

・資料をたくさん用意されていたが、少し、サイズが小さかったのがもったいなかった。 

・情報量が多いため、内容理解１時間、まとめ発表１時間のように分けるとより理解できたかもしれな

かった。 

Ｄグループ 

【生徒の変容が見られた具体的な手立て】 

 SDGs 一人も置いていかない ④⑩ 

・声掛け 先生から・生徒同士（１Bはできている） 

「今日はみんなの意見を聞こうね」「（発表・発言はしなくてもいいから）聞いて、感想をもとうね」 

・誰でも活躍の場を。「いい意見を書いた人＝発表者」ではない 

〇ワークシートの工夫 

・佐賀市共通のワークシート『ステップ作文用紙』の利用 

・語句・意味集『言葉を広げよう』の活用 →日常でも使えるは 

・例文（困難な生徒は参考にできる） 

【改善点、工夫できること】 

・語句・意味集『言葉を広げよう』の中から実際生徒が使用した語句をホワイトボードに記入→掲示を

した 

 ⇒先生が意味の確認をしたり、生徒も自分が選んだ言葉以外もメモできるような時間設定があれば、

もっと深めることができた 

○課題 

この人数（今日 27 人）だから、指導が行き届いたが、40 人授業では、、、 どのような指導をしていけ

ばよいか。 

Ｅグループ 

【生徒の変容が見られた具体的な手立て】 

・個人活動の際に、答え方の例を電子黒板に提示してあったため配慮を要する生徒が個人活動できるよ

うになっていた。 

・本来はテーマ設定から自分でやるべきだが、テーマを絞ってあったため各班活動できていた。（学年が

上がるとテーマから決める） 

・８０冊くらい本を集めてあったので、絞られたテーマの中でも、他の班と内容が重なることなく発表

できていた。 

・発表の際に、すべての生徒が発言していたので、グループ活動の中に個人活動が設定されていてよか

った。 

【改善点、工夫できること】 

・「調べる⇒発表⇒全体で深める⇒個人で深める」という個人で深める活動を設定できたらよかったの

では・・・。 

・今日のテーマでも持続可能な社会について考えることができたため、生徒にその部分を深めることが

できたのでは？ 

・今後の学習でも、毎時間持続可能な社会をイメージして取り組むことができそうな内容・・・。 

 
 
 

  



17 
 

◎令和２年度研究同人 

番号 職名 氏   名 校務分掌 番号 職名 氏   名 校務分掌 

1 校 長 中山三知子   21 教 諭 古瀬 和也 生徒指導主事 

2 教 頭 空閑 宏史   22 教 諭 藤田 知華 ◎研究主任 

3 事務長 古賀由美子   23 養護教諭 清武 茜 保健主事 

4 指導教諭 北村 健二 学力向上推進 Co 24 教 諭 久富 卓己   

5 教 諭 井原 一成   25 主 事 佐野 友紀   

6 教 諭 浦 貴惠 ３年学年主任 26 講 師 迎 泰則   

7 教 諭 福地 敦   27 講 師 奥田まなみ   

8 教 諭 太田 典子 教育相談主任 28 講 師 山川 紳吾   

9 教 諭 内山 順子 ○研究副主任 29 学校事務員 江口 忠   

10 教 諭 田中 祥子   30 学校事務職員（市費） 諸富 志穂  

11 教 諭 井原紀美代   31 学校図書館司書 安永 陽子 ◎環境整備 

12 教 諭 瀬戸 法子 特別支援教育 Co 32 学校図書館事務補助職員 相浦 英里子   

13 教 諭 古野 陵子 特別支援教育 Co  33 生活指導員 西村さとみ   

14 教 諭 横尾 恵   34 学習支援員 平野 麻衣   

15 教 諭 上野健太郎 １年学年主任 35 スクールカウンセラー 中山麻衣子   

16 教 諭 三好 孝和 研究推進委員 36 サポート相談員 寺園 洋子   

17 教 諭 杠 一恵   37 スクールサポーター 溝田 忠士   

18 教 諭 立石 智聖   38 スクールソーシャルワーカー 古賀えみ子   

19 教 諭 嘉村 亜弓   39 ALT Chris Utovou   

20 教 諭 福島 雄太   40 ICT 支援員 上口 敬輔   

        41 スクールサポートスタッフ 阿部春代   

 
 
 
 


