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平成３０年度 校内研究会 H30.4.16
職員会議内校内研資料

１ 昨年度の研究から

○一昨年度から、本校では学力向上のための授業改善を研究の中心に据えている。昨年度の研究は

以下の体制で行われた。

・「やまなしスタンダード」「甲府スタイル」に沿った生徒の学力向上のための授業改善の“仮

説”を具体的に設定し、各教科の授業でその“仮説の検証”を次の手順で行った。

①生徒の実態を把握（NRT、県学力把握、全国学力）
②生徒の実態から、学校教育目標実現のための研究の方向性、研究主題を決定

③「やまなしスタンダード」「甲府スタイル」に沿った“全体仮説”の設定

④事前に、生徒の授業アンケート、家庭学習アンケート、各教科のアンケートの実施

⑤“全体仮説”を元に、“各教科の仮説”を設定し、さらに“各単元や授業の仮説”を設定

⑥教員を５グループに分け、グループ研での仮説と指導案の検討

⑦仮説を取り入れた授業を日常的に行うとともに、一人一実践授業を実施

⑧各種事後アンケートを実施し④の事前アンケートと（可能な限り）数値による比較

⑨仮説の有効性の検証

○研究の成果と課題

一昨年度の校内研究は１年目として特に「見通し」と「振り返り」に重きを置いた。２年目の昨

年度は、「学び合い」とそのための「基礎基本の定着」に重きを置いた。

その観点で、各グループのまとめより、以下の共通点＝研究の結果分かったこと（つまり研究の

成果）が見えた。

・本時の授業で取り上げる課題そのものが、生徒に学び合い（話し合い）活動をさせるべき内容に

なっていることが大前提である。生徒から多様な考え方が出るような課題なのか。

・学び合い（話し合い）活動に入る前に、まず生徒に個々の意見を考えさせることが大切である。

・グループ学習と組み合わせたペア学習が有効である。（活動内容に適した人数であること。）

↓

つまり、個、ペア、グループ、全体の学習形態を、授業の中で効果的に組み合わせることで、

それぞれの形態がより効果的に機能する。

・日頃からグループ学習（学び合う・話し合う場面）を授業に取り入れていくことが有効である。

・そして、もちろん、自分の考えを持つために「知識・理解」は重要であり、自分の考えを伝える

ための「言語活動の充実」も重要である。

昨年度の研究は「仮説の検証」という形で進めた。「全体仮説」をより具体的な「単元・授業の

仮説」にするという流れだった。「各教科の仮説は 難しい。」という声も聞かれた。

しかし、具体的でなければ、具体的な成果の判断はできないのではないか。そして、それらの具

体的な判断を集めたものが、大まかな判断（つまり全体の傾向）になるのではないか。

仮説の検証方法は、「アンケート結果の数値による検証」という形で進めた。これには、賛否両

論の声が聞かれた。しかし、より説得力があるのは数値を示した結果であることは確かであろう。

また、アンケート内容の妥当性の問題が残った。これは、今後の検討課題の一つである。昨年度

の研究を通して、より適切なアンケート（実態調査）とはどんな形なのか、どんな設問なのかを考

える機会になった。
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２ 生徒の実態と課題（昨年度）
（１）生徒の実態

今年度の、ＮＲＴ（１年生）、県学力把握検査（２年生）、全国学力・学習状況調査（３年生）

の結果から考察した、本校生徒の実態と課題は以下の通りである。

【知識・理解】

・知識・理解は平均すると標準レベルである。

しかし・・・個人差が大きい。

・知識が相互に繋がっていない。単発の知識である。

関連づけて考えられない。つまり本当の定着ができているわけではない。

【読み・書き・話す】

・文章を読み取る力が弱い。

つまり、本質を読み取ることが苦手である。

・説明する力が弱い。

言葉による説明、文章による説明が苦手である。

↓

昨年度と生徒の実態は大きく変わらないと考え、今年度の研究を進めて行く。

しかし、今年度の生徒の実態が昨年度と異なる点は注視していく。

３ 研究主題

自ら気づき、考え、互いに認め合いながら、

学び合える生徒の育成

～ 主体的･協働的に学ぶ授業を通して ～

ただし 教科（授業改善）の一人一実践 … 研究 この

道徳 … 研修と 31年度の年間指導計画と ２本柱で行う。

評価の方法を確定する検討

+（家庭学習…情報交換・共有）

４ 主題設定の理由
本校の生徒の実態として、前述したように「基礎基本の定着の個人差が大きい。」「知識が単発で、

関連付けて考えることが苦手。」「文章の本質を読み取る力が弱い。」「説明する力が弱い。」という点

が挙げられる。

しかし、そのためには生徒の基礎的、基本的学力の定着が必要である。知識を関連付けて考えるこ

とができるようになると、そこから新しいことを“類推”することができ、更なる深い理解に進むこ

とができると考える。そこで、「やまなしスタンダード」「甲府スタイル」の視点を取り入れながら、

生徒の基礎的、基本的学力の底上げを図っていく。（学校教育目標の重点目標）

また、次への意欲には“褒められる”“認められる”という思いが重要であることはどの生徒にも

当てはまる。主題の“互いに認め合いながら”という言葉には、そのような願いも込められている。

これらの課題克服の手だてとして、生徒が“互いに教え合い、学び合う”ということを考えた。つ

まり、「人に教えるには自分自身の深い理解が必要であるし、人に教えることで自分自身の理解も深

まる。」ということである。また、他の生徒の多様な考え方に触れることによって、生徒が自分自身

の考えの幅を広げることもできる。教科によって得意な生徒は異なる。その教科を苦手としている生
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徒だからこその素朴な疑問やアイデアが、他の生徒の考えを深めることもある。生徒同士の“教え合

い”“学び合い”が進んでいけば、一方通行的な“教え”“学び”だけでなく、多様な場面で相互通

行的である“合い”が生まれるであろう。以上のことから、この研究主題を設定した。

＜学び合いの効果のイメージ図＞

説明できれば 説明するには

自分の理解も深まる。 深い理解が必要である。

また、「特別の教科 道徳」の実施に向けて、教員の知識を深め、実施の準備を進める必要がある。

特に、昨年度の職員アンケートでは、「評価が不安だ。」という声が多く聞かれた。そこで、道徳の

研修も並行して行い、31年度の年間指導計画と評価の方法を確定するための討議を行う。

５ 研究仮説

研究仮説を「やまなしスタンダード」と「甲府スタイル」の視点を参考に具体的に例示した手立て

を以下のように示しておく。（h29年度に研修仮説としていたものである。）

（１）「めあて」を提示し「見通し」をもたせる授業
→「めあて」とは？

・「課題」？「目標」？

いろいろなものを調べると両者あるようです。しかし、大切なのは

「めあて」から「見通し」がもてるかどうか？

「見通し」とは？ （新潟大学教育学部数学教室「数学教育通信」2011）

・結果や解決方法をおよそつかむこと

・これから先のことを大まかに全体としてつかむこと

・直面した問題場面に自分の持っている知識が結びつくことであり、見通し

は、漠然としたものから徐々に明確なものへと変化する

① 「めあて」の提示をすることで、

生徒が本時の学習内容を知り、「見通し」をもちやすくなる。

② 身近な題材や生徒の興味関心を引くような課題設定、課題解決的なテーマ（動き出

したくなる課題）を工夫することで、

生徒が進んで課題に取り組もうとする姿勢が生まれる。

（課題解決的なテーマとは？＝「なぜ、どうして･･･だろうか？」）

③ 教材・教具の工夫をすることで、

生徒の思考を助け、理解の促進（深い学び）への入り口となる。

（２）「学び合う場」が設定された授業

授業の中に「南中としての学び合いの姿」を意識した「学び合いの場」を設けることによ

って、生徒自身の知識や理解が深まるだろう。

・以下の①～⑦の手立てを入れた授業を通して。
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→「学び合い」とは？ ※

・自己との対話を重ねつつ、他者と相互にかかわりながら、自分の考えや集

団の考えを発展させて、共に実践に参加していくこと

④ グループ学習を取り入れることで、

生徒同士の意見交換を行ったり、教え教わり合ったりすることを通して、生徒

の思考が深まる。

⑤ 個で考える時間や全体で話を聞く時間を、グループ学習の時間と意識的に使い分け

ることで、

グループ学習が更に効果的に行われ、個の定着の手助けとなる。

【南中としての「学び合い」の姿】

○自分の考えを持つ。

○自分の考えを述べ、他の考えを聞く。

○他の考えを聞いて、自分の考えと比較する。

○自分の考えを再考し、共有する。

（３）「振り返り」をさせる授業
→「振り返り」とは？ ※

・本時または課題や単元ごとに、学習内容（大切なこと、理解できたこと）

は何かを、生徒が再認識すること。単に、「難しかった」などの気持ちを

書くものではない。“何が分かったか、分からなかったか”“何ができる

ようになったか、できるようにならなかったか”、授業の中身が分かるよ

うな文章でまとめて書かせる。（これらが含まれた授業の感想）

⑥ 「振り返り」の時間を確保することによって、また、いつ「振り返り」をさせるの

か（１時間毎か、課題や単元毎か、またはその両方か等）工夫することで、

生徒の学習内容の定着を助けることができる。

⑦ 「振り返り」の内容を工夫することで、

学習内容のポイントを絞って、生徒に再認識させることができる。

※参考：「『甲府スタイル』の授業作りを通して授業改善を…」

（H28.12.12 甲府市立南中学校校内研資料（市教委 堀之内先生））

“わかる授業の展開”は学校経営方針の具体的な取り組みの第１に挙げられている。そのために、

「やまなしスタンダード」「甲府スタイル」の視点を取り入れた授業展開をすすめていきたい。しか

し、本校の研究は「やまなしスタンダード」「甲府スタイル」の有効性を研究、検証するわけでない。

これらは、すでに授業改善に有効であるとされているので県内・市内の各校で実施されているもので

あるからだ。

「やまなしスタンダード」「甲府スタイル」をもとにした「研究仮説の具体的例示」を踏まえ、

南中としての“学び合い”の姿を追究していくことで、研究主題に迫っていくことができると考える。

その結果、本校の〈目指す生徒像〉の“熱心に授業に参加する生徒”になっていくであろう。

誤解しないようにしなければならないのは、「やまなしスタンダード」「甲府スタイル」「学び合い」

は、単に「形」であり「手段」であって、目的ではない。（「アクティブラーニング」も同様である。）

それらを導入して“何を身に付けさせるか”を見失わないようにしなけらばならない。つまり、授業

者が授業の目標と手段を混同しないよう意識していなければならない。

授業観察の視点 授業づくりの視点
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【やまなしスタンダード】 【甲府スタイル】

こ…子どもの視点に立った見通しと振り返

①授業の始めに児童生徒に授業のめあて り（「見通し、振り返り」の学習活動が確か

（目標）を示している。 な学力を育みます）

②話し合い、討論、発表などの言語活動を う…動き出したくなる課題（子どもがわくわ

効果的に取り入れている。 くする学習課題を用意しましょう）

③児童生徒は、他の人の話や発表に耳を傾 ふ…深い教材研究をベースに（教材研究の

けている。 深さが、授業の成否に直結します）

④児童生徒は、ノートをとっている。 の…ノート指導と板書は表裏一体（板書は

子どもたちのノート、ノートは子どもたち

⑤活用・探求など、学んだことを別の場面 の学びの足跡です）

で使うようにしている。 た…確かな発問（よく練られた発問が、子ど

⑥授業や単元の終わりに、児童生徒がめあ もを動かします）

て（目標）を達成しているかを評価して か…学級集団づくりも大切に（安心感、所

いるかを評価している。 属感のある学級集団が授業を支えます）

⑦家庭学習（宿題や課題）と授業が、有機 ら…ランダムな机間指導から意図的な机間

的に結びついている。 指導へ（常に全体に気を配り、子どもたち

と肯定的に関わりましょう）

以上の研究仮説を元に、より各教科で具体的な仮説を立て、実践と検証を行っている。

６ 研究の方向性

（１） 教科
一昨年度から続けている、教員評価の「一人一実践」とリンクさせた全員の授業実践を継続し

て行っていく。（昨年度の反省より授業参観方法を変更した。）

・教員を６つのグループに分け、昨年度と同様に同じような教科をある程度一緒にする。年に数回、

グループ研を行う。

・授業観察は、グループに関係なく参観に行ける授業に行く。その代わり空き時間に３回程度参観

（３つが異教科・異学年を見る。ただし、自分の教科・学年を含む）し、必ず参観シートに記入

し、【 授業者 】に渡すとともに【 提出箱 】にコピーを入れる。

・授業者は授業案に観察記録用紙を添付して全員の机上に配るようにする。

・２学期（９～１２月）のみ一人一実践告知カレンダーを掲示。各自記入し、周知してもらう。

・教科研究会は全校全員参加で１本行い、事後研究会も全校で行う。

・「全体仮説」をもとにアンケート結果や昨年度とらえた生徒実態と課題の改善・克服をはかる

「単元または授業の仮説」を各自が設定する。

・教科ごとのアンケートは実施しなくてもよい。ただし、生徒の変化を客観的に把握するためには

有効であるため、可能な限り実施した方がよい。実施しない場合も、数値で変容をデーター化し

て検証する。

今年度も生徒同士の「学び合い」を重視した授業を実践していく中で、各自で具体的な「仮説」「実

践」「検証」を設定し、グループ研で情報交換および検討、修正していく。

全体アンケートは経年変化を見るため、昨年と同じものを実施する。アンケートの実施と集計は学

年単位で５月と１２月に行ってください。また、実態把握のため、実施後すぐの集計をお願いします。
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＜教科研究のイメージ図＞

（全体の仮説をもとにして）具体的な単元や授業の仮説の設定 検証を行うには比較

仮説具体例の①～⑦までが含まれているのが望ましい。 対象が必要なので、

↓ 事前に同じ内容のテ

仮説を組み入れた授業実践 ストやアンケート等

一人一実践（公開する授業）だけでなく、年間を通して の実施が必要である。

日常的に取り入れていく。 （全校共通アンケート

↓ を実施。各教科での

有効な仮説であったかの具体的な（数値による）検証 アンケートも効果

アンケート等の実施 的である。）

３０年度 校内研グループ

Ａ ○小尾（国） 深山（国） 三澤教頭（社）前島（社） 遠藤（社）

Ｂ ○大森（理） 深澤教頭（理）瀬田（理） 戸田（家） 市村（技）

Ｃ ○前田（特音） 近藤（音） 内藤（体） 遠山（体） 樋川（国） 上田（国）

Ｄ ○稲垣（道英） 上野（英） 篠原（社） 沖 （社） 原田（数） 杉山（数）

Ｅ ○望月（英） 奥田（英） 中島（美） 森山（保） 落合（体） 山口（全道・体）

F ○深澤光（数） 神山（数） 幡野（理） 畑 （理） 清水（理）

教科全体研究授業 数）神山・3年 / 道徳全体研究授業 山口・2年
初任者研修実践授業 国）上田・1年 理）瀬田・2年 英）望月・2年 美）中島・2年

体）落合・3年 家）戸田・1年 道）稲垣・3年 特）前田・1年

（２） 道徳
◎「特別の教科 道徳」についての研究を進める。

・校内研で学習会を実施し、知識を深める。ワークショップをして理解を深たり、

授業のイメージを一人一人がもてるようにする。

・先進校（中学校）の研究会に参加し、本校での実践への参考にする。

・学区の小学校の道徳の授業（できれば研究授業）を参観し、本校での実践への参考にするとと

もに、児童生徒の道徳的課題を小中で共有し、小中連携の一つとする。

・学年を中心に研究を進め、学年で１回研究授業を実施する。（当該学年職員は全員参観）

そのうち１つの学年を全体研究会とする。（全校体制で参観、研究会）

⇒（初任者拠点校授業に関連して）変更することになるかもしれない。

・３１年度の年間指導計画と評価の方法を確定するために討議を進める。

（３） 家庭学習
◎情報の共有に努める。

・校内研の場で各学年の取り組みを報告し、参考にする。必要であれば問題点を検討する。

・第３回 取り組み予定と 1年間の見通し（各学年で P・Dをまとめ紹介）
・夏季研 小中連携 小学校と中学校の家庭学習に関する情報交換・共有

・第 11回まとめ（文章にて各学年の研推）
・先進校の取り組みの様子を積極的に紹介する。

・南中の家庭学習の情報を共有するとともに、の学区の小学校と、取り組みの様子を紹介し合う。

できれば、９年間を見越した取り組みができれば更に良い。

（山梨県教育委員会「平成２９年度 家庭学習実践事例集 中学校編／小学校編」あります。）
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＜報告・情報共有用紙＞

提出先：南中フォルダ→ 13校内研→ H30→ D家庭学習情報交換→ 家庭学習報告書（元）Excel
期 限：GW明けをめどに同じホルダーに（元）→（○年）に変えて保存

７ 研究組織
◎各学年分掌で、道徳担当と研究担当を同じ教員が兼ねて担当する。

・ただし、研究主任と道徳主任は別とし、道徳主任は研究副主任を兼ねる。

・研究推進委員会には、研究主任、道徳主任（研究副主任）、各学年研究・道徳担当、教務主任、

教頭が参加する。

・道徳の研修（研究）は研究主任の計画で道徳主任（研究副主任）が中心となって進める。

８ 研究計画
４月 ４日（水） 第１回校内研（今年度の研究の提案）

４月１６日（月） （職員会議内）（組織の確認、一人一実践・道徳・家庭学習の進め方の確認

アンケートの提案・確認）アンケートの実施 5月中
５月１１日（金） 第２回校内研 道徳：講義（講師を要請中）

教科：一人一実践のグループ研(顔合わせ、方向性の確認）

一人一実践の観察記録用紙の提案と回収方法

５月３０日（水） 第３回校内研 道徳：ワークショップ①

内容：考え議論する道徳を意識した発問作り

家庭学習：各学年の P・D発表
６月数回・放課後 適宜教科（数学科）研究会

７月 ２日（月） 第４回校内研 教科：全体研究授業（神山先生・３年・数学）

事後研究会とまとめについての提案

８月２０日（月） 第５回校内研 県指導要領説明会還流報告、

道徳：小中合同学習会(講演)？ 家庭学習：情報交換
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教科：一人一実践のグループ研（授業案検討）

８月２２日（水） 第６回校内研 教科：一人一実践グループ研（授業案検討）

道徳：ワークショップ②

内容：考え議論する道徳を意識した終末の方法を考える

１０月１９日（金） 第７回校内研 道徳：全体研究授業

１１月２１日（水） 第８回校内研 道徳：年間指導計画と別様の検討①

１２月１０日（月） 第９回校内研 道徳：年間指導計画と別様の検討②

アンケート実施 12月中
１月２５日（金） 第 10回校内研 教科：グループごと実践の成果と課題をまとめる

道徳：H31年度年間計画・評価の検討、確認
２月２５日（月） 第 11回校内研 年間のまとめ・職員アンケートのまとめ・来年度の概要

３月１５日（金） （職員会議内） 来年度の校内研について

※教科・道徳で全体研を 1回ずつ入れる。指導主事を招聘する。
※他校の公開参加、小学校の参観は日時は未定。公開は毎年年度初めに一覧表が届く。


