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は じ め に

 開校から７１年目を迎える本校は、来年度で閉校となります。これまで、学習、文化、スポーツ

において地域の中核校の一つとして輝かしい歴史を築いてきました。今、在校している生徒たちは、

このすばらしい森中学校の伝統を新しい学校「くす星翔中学校」につないでいこうと、一つ一つの

伝統にさらに磨きをかけています。

 さて、３年前、「学びに向かう学校づくり中核校」事業の指定を受けた本校は、「授業改善」と「集

団づくり」を中心に、その取り組みをすすめて参りました。固定化した人間関係、受け身的な授業、

形式的な生徒会活動など、「学びに向かう力」の育成を阻む様々な課題もありましたが、その時々に

的確に課題を捉えながら、取り組んで参りました。平成２７・２８年度は生徒自ら意欲的に参加す

る授業の在り方を研究し、生徒指導３機能を活かした学習指導や「森中スタンダード」の実践に努

めてきました。そして今年度は、特に、生徒同士が学び合い、磨き合う環境を積極的につくりなが

ら、生徒自ら意欲的に参加し学び合う授業をめざし、その実践を積み重ねてきました。

 来年度より段階的に展開されます新学習指導要領では、「学びに向かう力」とは、学びを推進する

ための「エンジン」として位置づけられており、「自分のものの見方や考え方を広げ深めようとする

態度」「集団としての考えを発展・深化させようとする態度」「社会や文化を創造しようとする態度」

「自己や他者を尊重しようとする態度」等とされています。本校の「学びに向かう力」は、まだそ

の域に到底達し得てはいませんが、それでも、学習に対する意欲や仲間と関わり合い高め合ってい

こうとする態度はずいぶん向上してきています。

 本日は、ご参観の皆様方に、そんな生徒の姿を是非ご覧頂き、本校の取り組みに対するご指導を

承りたいと存じます。皆様からのご指導を糧に、今後とも研鑽を重ねていく所存です。

 最後になりましたが、これまで懇切丁寧にご指導いただきました大分県教育委員会、日田教育事

務所、玖珠町教育委員会の諸先生方に心からお礼を申し上げます。

 平成３０年１月２５日

玖珠町立森中学校校長  

平 原 一 幸
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１ 研究の経過

1.「学びに向かう学校づくり中核校」事業の趣旨（大分県教育委員会） 

「学びに向かう学校づくり中核校」を指定して、全教職員が教科等で授業改善をすすめる校内研究体

制を確立し、生徒指導の三機能の視点を活かした授業改善及び学習集団づくりを研究することで、生徒

の「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力等の育成を図るとともに、その取り組みの情報提供を

行うことで、県全体の中学生の学力向上に資する。

２.昨年度までの研究

①学校教育目標

  平成 27 年度～平成 28 年度 

「自分を律し 夢や目標に向かって ともに磨き合う 生徒の育成」

②平成 27 年度の取り組み 

（1）平成 27 年度 研究主題

（2）取り組み内容 

生徒指導の３機能を活かした「新大分スタンダード」による授業改善 

    ※生徒指導の３機能をもとにした研究チームの編成及び課題に向けた実践 

Ａ「自己決定」 ①「めあて」と「まとめ」を明記する授業の流れがわかるよう板書する。

Ｂ「自己存在感」 ②単元に１回以上、ICT 利用や教具作成及び活用に取り組み、発言を促す。

Ｃ「共感的人間関係」
③単元に１回以上、話し合いや学び合いをねらった、小グループ活動を 

取り入れる。 

（3）成果と課題 

   【成果】 

・授業者や生徒にその時間における意識を持たせることができる。 

・今日の授業で押さえるべき箇所を示すことができる。 

・授業の中で出てきた生徒の意見を板書することでノートを見て振り返る際、その思考の追

体験がしやすくなった。 （板書の構造化） 

・ICT の利用により、イメージをもつことができ、自分の考えに自信をもつことができた。

そのことにより発言しやすくなった。 

・「話し合い・学び合いの作法」が確定でき実践できた。 

『生徒自ら意欲的に参加する授業の在り方を求めて』

～生徒指導の３機能を活かした学習指導の意識を通して～

（時間内の定着）
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【課題】 

・子どもにつけたい力を想定しためあてを設定するにはどうすべきか。 

・めあて達成に対しての工夫をどうすすめるか。（自己評価など） 

めあての焦点化

・より考えを出させやすくする工夫や全体での発表の仕方をどうすすめるか。 

・小グループ内の生徒の役割分担をどうしていくか。 

理解を深める小グループ活動

③平成 28 年度の取り組み 

（1）平成 28 年度 研究主題 

（2）取り組み内容 

○森中スタンダードの重点実践（各チームに分かれてすすめていく） 

1)「②時間内での定着を目指す授業」

・「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」を板書に位置づける。（色の使い分け・消さない板書）

    ・プリントを使って学習をすすめていく。（効率化・時間確保）

『生徒自ら意欲的に参加する授業の在り方を求めて』

～生徒指導の３機能を意識した「森中スタンダード」の実践～

教科での工夫

・個に応じた課題の設定  ・学び合い活動（ペア・グループ）

・ICT を使った定着を図る授業 ・朝確認テストの実施 

・リーダーを設定したグループ活動 ・ワークシートを使った振り返り

①  「めあて」「課題」と「まとめ」「振り返り」のある授業

②  時間内での定着を目指す授業

③  思考の過程が分かる板書

④  興味・関心を高める教具の工夫

⑤  発表につながる ICT 活用

⑥  考えを整理する表現方法の工夫

⑦  理解を深める小グループ活動

森中スタンダード 



2)「⑥考えを整理する表現方法の工夫」

・思考スキル【比較・関連・分類・仮定・具体・総合】を意識した発表をさせる。

○「生徒が意欲的に参加する授業」を支える

1)「学級目標」「学級学習目標」の振り返りと評価（学期ごとに振り返り）

2)学ぶ意欲を育む学習（環境）の整備（生徒会活動とタイアップした学習に向かう

3)生徒会活動を活かした集団づくり

（3）成果と課題

  【成果】

・練習問題や小テストを実施することで、定着が促され、定着度も図りやすい

・学び合い活動やグループ活動は、理解を深めるのに効果的である

・授業の冒頭に前時までの振り返りを行うことも有効である

・ICT や教材教具の活用は、授業内容の定着に大きく作用している

・思考スキルを用いることで、答えにたどりつく思考が整理できるようになった

   【課題】

・「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の位置づけを授業者が明確にしておくことが必要

である。

・生徒が思考する機会を増やしていくための授業

・型にはめるだけでなく、自ら思考してまとまりのある発言ができるようにするための手だ

てを考える。

「学びに向かう学校づくり中核校生徒連絡協議会」での本校生徒の発表の様子

思考スキルの活用

・ワークシート・学習のまとめ・話し合い活動で・気付きの発表
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⑥考えを整理する表現方法の工夫」

・思考スキル【比較・関連・分類・仮定・具体・総合】を意識した発表をさせる。

「生徒が意欲的に参加する授業」を支える取り組み 

「学級目標」「学級学習目標」の振り返りと評価（学期ごとに振り返り）

学ぶ意欲を育む学習（環境）の整備（生徒会活動とタイアップした学習に向かう

づくり

・練習問題や小テストを実施することで、定着が促され、定着度も図りやすい

・学び合い活動やグループ活動は、理解を深めるのに効果的である。

・授業の冒頭に前時までの振り返りを行うことも有効である。

や教材教具の活用は、授業内容の定着に大きく作用している。

・思考スキルを用いることで、答えにたどりつく思考が整理できるようになった

まとめ」「振り返り」の位置づけを授業者が明確にしておくことが必要

授業の構造化

・生徒が思考する機会を増やしていくための授業を展開し発問を工夫する。

生徒同士による思考の深め合いや磨き合い

・型にはめるだけでなく、自ら思考してまとまりのある発言ができるようにするための手だ

ホワイトボードの活用・班会議マニュアル

「学びに向かう学校づくり中核校生徒連絡協議会」での本校生徒の発表の様子

・ワークシート・学習のまとめ・話し合い活動で・気付きの発表

・思考スキル【比較・関連・分類・仮定・具体・総合】を意識した発表をさせる。

学ぶ意欲を育む学習（環境）の整備（生徒会活動とタイアップした学習に向かう取り組み）

・練習問題や小テストを実施することで、定着が促され、定着度も図りやすい。

・思考スキルを用いることで、答えにたどりつく思考が整理できるようになった。

まとめ」「振り返り」の位置づけを授業者が明確にしておくことが必要

。

生徒同士による思考の深め合いや磨き合い

・型にはめるだけでなく、自ら思考してまとまりのある発言ができるようにするための手だ

班会議マニュアル
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２ 研究内容 

1.学校経営方針

平成 29（2017）年度 学校教育目標

学び合おう 磨き合おう

【めざす生徒像】

自主 → 自らの意志で学びに向かおうとする生徒

友愛 → 相手の良さを認めお互いを高め合おうとする生徒

規律 → 規範に基づいて、自分を律することができる生徒  

【めざす学校像】

ていねいな教育 → 生徒の困りに応じたきめ細かな指導を行う学校

きたえる教育  → 高いゴールイメージを掲げ、それに向けた教育活動を推進する学校

つなぐ教育   → ともに学び ともに伸びる学校

２．本校の実態 

本校の生徒は、純朴で素直な生徒も多く、何事もまじめに取り組む雰囲気がある。特に学校行事

は伝統的に自主的な取り組みの下、その活動が組織され、毎年体育祭や合唱コンクールなどでは生

徒の感動的な姿がそこにはある。生徒は一つの小学校から入学してくるため、全体的に仲が良く互

いの長所も短所も知り合っているが、そのことが逆に、固定した人間関係から抜け出せなかったり、

自分の考えを表明することに抵抗を感じたりする生徒がいる所以ともなっている。

学習に関しては、学校評価アンケートでは、ほぼ全教科で８割以上の生徒が「学習意欲」に肯定

的回答をしているが、その学習意欲を主体的な学びにつなぎきれておらず、学力調査などの結果か

ら見ると、多くの課題が見えてきている。その課題は往々にして「学びに向かう力」に起因してお

り、学習習慣の確立や学習集団としての質の向上など取り組まなければならいことは山積している。

３．学びに向かう力の定義 

○「学びに向かう力」は、意欲・集中力・協働する力等であり、自立した人間として他者と協

働しながら、新しい価値を創造する力を育成する観点から求められる資質・能力の一つ。

（文部科学省「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会」より）

○「学びに向かう力・人間性」は、知識・技能の習得や思考力・判断力・表現力などの育成を

方向付け、それらの基盤となるとされている。

（ぎょうせい「中学校教育課程実践講座・総則｣より」



本校が定義する「学びに向かう」生徒の姿とは･･･

生徒自ら意欲的に参加し学び合う授業

生徒自ら意欲的に参加し学び合う生徒の

４.研究主題 

５.重点的目標とその取り組み 

①学力を保障する   

  ・「森中っ子五箇条：学習編」の徹底

 ・森中スタンダードの実践 

理解を深める小グループ活動を推進する。

・健康な体づくりや体力の向上に向けた

【意欲】 

・自分の考えを持ち発言している。

・自ら課題を解決しようとしている

・学んだ内容を自分の言葉で説明

・毎日、家庭学習に取り組んでいる。

・進路を見据えて学習している。

平成 29（2017）年度 研究主題

生徒自ら意欲的に参加し学び合う授業の在り方を求めて

～生徒指導の３機能を活かした「森中スタンダード」の実践～
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本校が定義する「学びに向かう」生徒の姿とは･･･

生徒自ら意欲的に参加し学び合う授業 →「学びに向かう力」

生徒自ら意欲的に参加し学び合う生徒の具体的な姿

徹底

理解を深める小グループ活動を推進する。

・健康な体づくりや体力の向上に向けた取り組みの推進    

。

している。 

しようとする。

・毎日、家庭学習に取り組んでいる。

【協働する力】 

・教科係が活躍する。 

・ペアやグループ活動に主体的に関わって

いる。 

・積極的に学び合いをしている。

・より良いものを求めて議論している

研究主題

生徒自ら意欲的に参加し学び合う授業の在り方を求めて

～生徒指導の３機能を活かした「森中スタンダード」の実践～

・ペアやグループ活動に主体的に関わって

・積極的に学び合いをしている。

している。 
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６.研究構想図
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７.森中スタンダード(図示版)
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３ 具体的な取り組み

1．「森中っ子五箇条」の取り組み 

（1）ねらい 

昨年度までの生徒の実態、研究の成果と課題を基にして、「森中っ子五箇条」を作成した。これ

まで、教職員・生徒の間で確認してきた生活や学習の重点と、隣接の小学校との小中連携会議のな

かで共有化されてきた「学びをつなぐ」ための重点とを軸として、「生活編」と「学習編」を作成

した。

この取り組みを通して、小中が連携しながら、授業規律・生活規律を確立していくことをねらい

とした。

（2）取り組み 

年度当初は、教職員主導で「森中っ子五箇条」を徹底した。その場その場での徹底した指導、即

時評価などに積極的に取り組みながら、月ごとにその総括も行っていった。また、生徒指導部から

の月別生活目標も、時期や必要に応じて「森中っ子五箇条」の中から選び、その徹底を図っていっ

た。

一方、生徒会の専門部活動でも、五箇条の項目を自主的に守っていこうとする動きをつくってい

った。その取り組みの意義を学級で伝えたり、学級独自の取り組みをしたりしながら、徐々に学習

規律や生活規律は改善していった。

しかし、2 学期中のアンケート結果から、一つひとつの項目が徹底できていない現状が明らかに

なってきた。振り返ると、行事の中ではほぼ実践できているが、日常の学習・生活の場面ではあい

まいになっている項目が目立った。そこで合唱コンクール後に、全学級において行事の成果を振り

返り、付けた力の持続・継続を促す学級活動を行った。まず、司会マニュアル（確認の意味で新た

に作成）を利用しながら、班学習でリーダーの頑張りや仲間の協力のすばらしさを確認しあう活

動を仕組んだ。そして、教職員側から①教科係の活躍の場（1 分前着席と学習）②無言清掃の徹

底を改めて呼びかけた。 



（3）成果

 現在教科係を中心とした 1 分前着席と学習が実施され、無言清掃も一層徹底されてきている。

生徒と教職員が「森中っ子五箇条」の内容の大切さと、「学びに向かう」姿のゴールイメージに対

する共通理解を図りながら、協働して取り組んできたことで、具体的な改善ができてきている。

（4）課題

まだまだ１つ１つの行動に、全生徒がその意義

を感じて積極的に取り組んでいるとは言えない。

仲間に促されて実施している生徒、先生から言わ

れてしている生徒。今後は、いかにこの五箇条の

取り組みを主体的に、そして生徒が個として徹底

できるかが課題である。今後も生徒と教職員が協

働しつつ、「学びに向かう」姿の実現に

善を図っていかねばならない。

学
習
編

①1 分前着席ができている。 

②授業の始めと終わりに気持ちの

③課題に挑戦し積極的に発表している

④学び合い(ペア学習やグループ

⑤宿題をしてきている。 

生
活
編

①先手あいさつができている。 

①一止(視)一礼ができている。 

②登下校の時間が守れている。

②集会の入退場は静かに整然とできている

③身なりと服装が整っている。 

④ていねいな言葉遣いができている

⑤無言清掃ができている。 

森中っ子五箇条評価
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分前着席と学習が実施され、無言清掃も一層徹底されてきている。

生徒と教職員が「森中っ子五箇条」の内容の大切さと、「学びに向かう」姿のゴールイメージに対

する共通理解を図りながら、協働して取り組んできたことで、具体的な改善ができてきている。

まだまだ１つ１つの行動に、全生徒がその意義

を感じて積極的に取り組んでいるとは言えない。

仲間に促されて実施している生徒、先生から言わ

れてしている生徒。今後は、いかにこの五箇条の

取り組みを主体的に、そして生徒が個として徹底

今後も生徒と教職員が協

働しつつ、「学びに向かう」姿の実現に向けた改

授業の始まりの様子

Ⅰ

期 

Ⅱ期

生徒 

87.9 94.2 ↑

ちの良いあいさつができている。 74.8 81.4 ↑

している。 64.5 64.1 

やグループ学習)に積極的に取り組んでいる 89.7 93.2 

86.9 92.2 

85.0 88.3 

62.6 78.6 ↑↑

96.2 94.1 

とできている。 93.5 92.2 

96.3 96.1 

いができている。 78.5 84.5 ↑

70.1 82.5 ↑

子五箇条評価アンケート 

分前着席と学習が実施され、無言清掃も一層徹底されてきている。

生徒と教職員が「森中っ子五箇条」の内容の大切さと、「学びに向かう」姿のゴールイメージに対

する共通理解を図りながら、協働して取り組んできたことで、具体的な改善ができてきている。

授業の始まりの様子

期

教職員 

93.8  

94.1  

86.7  

93.3  

100.0 

83.3  

↑ 77.8  

93.8  

75.0  

94.4  

77.8  

94.4  



２．森中スタンダードの取り組み

① 全体の取り組み 

（1）ねらい

一昨年度末、「新大分スタンダード」に基づく授業改善を行っていく中で、本校

形で授業改善の指針を作ろうということになり、「森中スタンダード」が生まれた。毎年

たなメンバーで校内研究が始動するが、その時に、「森中の授業改善はこれだ」というものが分か

りやすい形で提示できれば、研究が途切れることなく、スムーズにつながっていくだろうというこ

とで取り組みを行った。 

（2）具体的な取り組み

【授業の森中スタンダード ７つのポイント】

1)「めあて」と「振り返り」、「課題」

・「めあて」は生徒の学習のめあて

・「課題」は問題を解決しようとした際に、生徒から生まれる疑問形の課題

・「まとめ」は課題に対する答えとなるもの

・「振り返り」は「めあて」に対する自己評価、新しく気づいたこと、頑張ったと思うこと、もっ

とこうしたかったと思うこと、次の時間に頑張ってみたいことなど

けた取り組みも「振り返り」で行った。

2)時間内での定着を目指す授業 

・授業の終わり（振り返りの時間）

式の問いかけなどを行い、学んだことの定着を図る。

・学習目標に達しないと予想される生徒（Ｃ層）に、学び合いのグループを工夫したり、別プリ

ントを用意したりするなど、その手立てを講じる。

3)思考の過程がわかる板書 

・１時間の授業の中で、どのような活動をしたのか、どんなことを学ぶのかなど、生徒が振り

にＩＣＴ機器を使用する。

・生徒が発表する時にもパワーポイント、書画カメラ、
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一昨年度末、「新大分スタンダード」に基づく授業改善を行っていく中で、本校

授業改善の指針を作ろうということになり、「森中スタンダード」が生まれた。毎年

たなメンバーで校内研究が始動するが、その時に、「森中の授業改善はこれだ」というものが分か

りやすい形で提示できれば、研究が途切れることなく、スムーズにつながっていくだろうというこ

７つのポイント】

「課題」と「まとめ」のある授業 

・「めあて」は生徒の学習のめあて。

・「課題」は問題を解決しようとした際に、生徒から生まれる疑問形の課題。

・「まとめ」は課題に対する答えとなるもの。

・「振り返り」は「めあて」に対する自己評価、新しく気づいたこと、頑張ったと思うこと、もっ

とこうしたかったと思うこと、次の時間に頑張ってみたいことなど。今年度からは、定着に向

けた取り組みも「振り返り」で行った。

（振り返りの時間）に、その時間の学習に対する小テストや、定着問題、質問形

式の問いかけなどを行い、学んだことの定着を図る。

ないと予想される生徒（Ｃ層）に、学び合いのグループを工夫したり、別プリ

ントを用意したりするなど、その手立てを講じる。

・１時間の授業の中で、どのような活動をしたのか、どんなことを学ぶのかなど、生徒が振り

ＩＣＴを使った英語授業

パワーポイント、書画カメラ、iPad 等を積極的に活用していく

一昨年度末、「新大分スタンダード」に基づく授業改善を行っていく中で、本校の実態に合った

授業改善の指針を作ろうということになり、「森中スタンダード」が生まれた。毎年 4 月に新

たなメンバーで校内研究が始動するが、その時に、「森中の授業改善はこれだ」というものが分か

りやすい形で提示できれば、研究が途切れることなく、スムーズにつながっていくだろうというこ

・「振り返り」は「めあて」に対する自己評価、新しく気づいたこと、頑張ったと思うこと、もっ

今年度からは、定着に向

に、その時間の学習に対する小テストや、定着問題、質問形

ないと予想される生徒（Ｃ層）に、学び合いのグループを工夫したり、別プリ

・１時間の授業の中で、どのような活動をしたのか、どんなことを学ぶのかなど、生徒が振り返

ＩＣＴを使った英語授業

を積極的に活用していく。
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6)考えを整理する表現方法の工夫

 ・思考スキルの活用し、発表の時に意識させる。

 種   類  表 現 方 法  種   類  表 現 方 法

比   較 ＡとＢを比べると～ 選   択 ～だから･･･を選んだ

関   連 ＡとＢをつなげると～ 具   体 たとえば（具体的には）･･･

分   類 グループに分けると～ 多   面 他の視点から考えると･･･

仮   定 もし～ならば 批   判 本当にそう言えるか･･･

推   測 ～だから･･･と考えられる 総   合 つまり（まとめると）･･･

7)理解を深める小グループ活動 

・まず自分の考えを持った上で、ペア活動、グループ活動などの対話的な学びを行い、思考を深

めていく。

②時間内定着をめざす取り組み

（1）ねらい 

学習内容の定着は本校の大きな課題であった。それがすすまない原因の１つでもある家庭学習の

習慣化は、「課題の全員提出ができない」「とりあえず答えを埋めて提出している」「朝来て友達の

宿題を写して提出している」等、現状は惨憺たるものであった。家庭学習の習慣化をすすめながら

も、それと並行して授業内での学習内容の定着は必須であった。授業内で、生徒の「わかった」と

いう意識で終わらせることなく、「できる」というレベルまで生徒の意識を向上させていくことは、

家庭学習の充実にもつながることを期待した。

（2）具体的な取り組み

 年度当初の研修時に、シンキングツール（座標軸）を使って、時間内定着のチームでこれまでの

取り組みを分析し、各教科の授業における取り組み内容を設定した。

各教科における取り組み例

【国語】繰り返し、振り返って、定着させる。

【数学】授業終末に振り返り問題に取り組ませる。意欲的になるような教材・教具の工夫・

開発。

    意欲を持って、学びに向かう姿勢づくり。振り返りや授業につながる小テストの

工夫。

【英語】興味を持つような題材の選定。学んだことを使って作文させ、自己表現させ、定

着させる。

    繰り返しの練習やドリル問題をしつこくさせて、定着をめざす。

【家庭】1週間前に学習した内容を、○×クイズを行うことで定着させる。

【技術】2 回のテスト。前テスト…既習内容を 10 問程度。後テスト…重要語句などを中

心に 5問程度。
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これらの 1 学期の取り組みを基に、ホワイトボードミーティングを利用して振り返りと分析を

行い、2学期以降に取り組むべき内容の共通理解を図った。

☆授業の始めまたは終わりに確認テストを行う。次時につなげ、出来なかった内容は小

テストや家庭学習の課題として取り組ませ、定着させる。 

☆説明はコンパクトに行う。教師が話しすぎると、生徒の活動時間が制約され、定着の

ための時間が確保できない。 

☆振り返りの活動で、問題演習、ペア活動などを行う。生徒にホワイトボードを常備さ

せる。 

☆板書を上手に写せていない生徒への手立てを検討する。ノート指導とその評価。

2 学期末にはこれまでの取り組みのまとめを各教科で行い、3学期以降につなげていくこととした。

【理科】 

つけたい力…基本的な用語の定着、読み取る力。

具体的取組…ホワイトボードに問題を書かせ、ペアで意見を出し合う。

プリントによる語句やポイントに重点をおいた内容の構築。

成 果  …基本的な用語は定着が高い。１つの語句に関しても、様々な問いがある

ことに慣れてきた。

課 題  …説明等の記述力と安定した計算力が課題である。

【音楽】 

つけたい力…めあての達成に向けて協力して取り組む。

具体的取組…ホワイトボードを使った振り返り。

授業の流れの掲示・ポイントを絞っためあての提示。

成 果  …流れを掲示することでゴール意識を持って活動できた。

ポイントを絞ることで、生徒が何を達成するべきかが明確になり、活動

しやすかった。

課 題  …どの子にとっても、達成感を味わえる授業づくりの工夫。

（3）成果 

時間内定着のために 1時間完結型授業がどうあるべきか各教科での工夫・改善がすすんできた。 

定着に着目した場合、定期テストから見ると 30点以下の生徒の割合は、減ってきている。また、

家庭学習に対する取り組みの意識も向上しており、課題の提出率もほぼ 100％に近づいている。 

（4）課題

個別の定着状況の差を縮めることがなかなか難しい。よりいっそう 1時間の時間配分や活動内

容を吟味し、家庭学習の課題の出し方の工夫や、Ｃ層への手立ての明確化をすすめていかなけれ

ばならない。 
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③理解を深める小グループ活動

（1）ねらい 

主体的・対話的で深い学びをすすめていく際、「学び合い」が成立する学習集団をつくらなけれ

ばならない。それは、生徒指導の３機能を活かす授業展開として、これまでも設定してきたし、こ

れからの授業においても当然のことである。 

学び合いを毎回の授業で成立させていくためには、全教科がペアやグループ活動を授業の中に積

極的に導入することである。そして、課題設定を生徒の思考に沿って行い、その検証や課題解決を

学び合いで展開し、生徒の活動を通したまとめを行っていくことである。 

（2）具体的な取り組み 

年度当初の研修時に、シンキングツール（二つのベン図）を使って、小グループ活動のチームで

これまでの取り組みを分析し、各教科の授業等における取り組み内容を設定した。 

これらの 1学期の取り組みを基に、ホワイトボードミーティングを利用して振り返りと分析を行

い、2学期以降に取り組むべき内容の共通理解を図った。

☆競争ではなく、仲間を引き上げる（競合）グループ学習。 

 ①わからないことをわからないと言える雰囲気づくり。 

 ②班（小グループ）のリーダー育成。手立ての工夫（班長マニュアルの作成）。 

③グループでの学び合いによる、全員がわかる取り組み（ＲＴ、ＳＴ、授業などで）。

2 学期末には、これまでの取り組みのまとめを各教科で行い、3学期以降につなげていくこととし

た。

【社会】工夫した学習方法による、課題解決的な小グループ活動を仕組む。

【国語】小集団を効果的に活かすための手立てや課題提示の工夫を行う。

【英語】グループの中の一人ひとりの意見が取り入れられるような活動を工夫する。

【理科】実験⇒まとめ まで一人一役割をつくり、全員参加の授業をめざす。

【音楽】スムーズにパート練習ができるように、具体的に指示を出して、その内容を充実さ

せる。

【全体に関って】

・小グループでの学びあいの意義の理解を図る。

・学びあいの成果を生徒とも交流する。リーダーを育成するため、班長（司会）マニ

ュアルの作成し活用する。

・生徒が安心してグループ活動できるような学級の土台づくり、活動の方法づくりを

行う。

・「わからない」ことをわからないと言える（学級の）ムードづくりをすすめる。



（3）成果  

すべての教科で学び合いの時間を

りすることで、全生徒が意欲的に授業

業ではあまり意見を述べない生徒も、グループの中では積極的に口を開いている場面も見られるよ

うになってきた。さらに、授業だけでなく

姿が随分見られるようになってきた。

指導が求められる。

【英語】

つけたい力…基礎・基本と語彙力の定着。情報を整理しながら考えなどを形成し、

したり、伝え合ったりする能力。

具体的取組…単語テスト等の小テストに向けて、班で問題の出し合いを行った。

グループやペアで玖珠町の観光地について英語でポスターを作り

紹介をした。

成 果  …関わり合い学び合うことで、意欲や語彙力定着につながった。相手意識を持た

せ、グループで協力することで、分かりやすく構成したり、工夫をして意欲的

に取り組んだりすることができた。

課 題  …生徒が意欲的に取り組むことができる課題の設定や、表現活動で十分に準備や

練習をする時間の確保が難しいと感じた。

【技術】 

つけたい力…学習した内容を実生活の中に活かす力。

具体的取組…作業時における、ペア活動。思考を練るための班討議。

成 果  …実習作業においては、安全かつ性格に作業できた。（協働）

いろいろなアイデアを生み出すことができたり、思考の幅を広げたりする意

見が出ていた。（創造）

課 題  …作業がペアによっては遅くなる。（作業進度）話合いのルールが不徹底だと、

視点や観点がずれる。
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時間を設定したりホワイトボードの活用などツールの工夫を行

授業に参加する様子が見られるようになってきた。

生徒も、グループの中では積極的に口を開いている場面も見られるよ

だけでなく、生活面でも仲間同士で積極的に関わりを持とうとする

姿が随分見られるようになってきた。

基礎・基本と語彙力の定着。情報を整理しながら考えなどを形成し、

したり、伝え合ったりする能力。

単語テスト等の小テストに向けて、班で問題の出し合いを行った。

グループやペアで玖珠町の観光地について英語でポスターを作りALT

関わり合い学び合うことで、意欲や語彙力定着につながった。相手意識を持た

せ、グループで協力することで、分かりやすく構成したり、工夫をして意欲的

に取り組んだりすることができた。

生徒が意欲的に取り組むことができる課題の設定や、表現活動で十分に準備や

練習をする時間の確保が難しいと感じた。

学習した内容を実生活の中に活かす力。

作業時における、ペア活動。思考を練るための班討議。

実習作業においては、安全かつ性格に作業できた。（協働）

いろいろなアイデアを生み出すことができたり、思考の幅を広げたりする意

見が出ていた。（創造）

作業がペアによっては遅くなる。（作業進度）話合いのルールが不徹底だと、

視点や観点がずれる。

ツールの工夫を行った

に参加する様子が見られるようになってきた。また、一斉授

生徒も、グループの中では積極的に口を開いている場面も見られるよ

、生活面でも仲間同士で積極的に関わりを持とうとする

基礎・基本と語彙力の定着。情報を整理しながら考えなどを形成し、英語表現

ALTの先生に

関わり合い学び合うことで、意欲や語彙力定着につながった。相手意識を持た

せ、グループで協力することで、分かりやすく構成したり、工夫をして意欲的

生徒が意欲的に取り組むことができる課題の設定や、表現活動で十分に準備や

いろいろなアイデアを生み出すことができたり、思考の幅を広げたりする意

作業がペアによっては遅くなる。（作業進度）話合いのルールが不徹底だと、
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３．ＭｏＲＩサイクルによる授業改善

①校内研究の推進 

（1）校内研究のすすめ方  

２年間の成果と課題をふまえて、本年度も校内研究の更なる推進を行った。第 1に、校長が「学

びに向かう」姿の高いゴールイメージとして、学校教育目標「学び合おう 磨き合おう」を提案し、

定期的に全教職員による振り返りを仕組み、学校・生徒の現況や変容を把握してきた。次に、「学

びに向かう」姿を具体化するために、全教職員がア・イの研究内容に取り組んできた。

ア 生徒指導の３機能を活かした「新大分スタンダード」による授業改善

イ 共に学び合う集団づくりを重視した学級経営や生徒会活動

まずは教職員が主体的・対話的で深い学びの意義を理解し、具体的な授業改善に向かうようにす

すめてきた。そのために、校外研修（教育委員会主催の各研修、先進地視察、各種協議会の研修な

ど）の成果を活かしながら、思考ツールやホワイトボードミーティングなどのＡＬ（アクティブ・

ラーニング）的手法を積極的に取り入れた参加体験型・問題解決型の研修を積み重ねてきた。

（2）２学期末までの研究の主な経過 

○第３回 校内研究（6.7） 

研修内容 ：シンキングツールを活用した研究チームごとの協議 

課  題 ：生徒が意欲的に授業に参加するために、どのような工夫・改善をおこなっていくか 

    研修の様子：・５月振り返りアンケートより作成した付箋を、「座標軸」「ベン図」を使い、成果、

課題・問題点などに分類した。協議中に新たなアイデアなども出しながら、改善

策を考えていった。全体交流会で共有化した後、各教科での取り組みを短冊に書

き掲示した。 

         ・まずは、教職員が思考ツールを体験することで、授業での活用につなげていくき

っかけとした。 

○第５回 校内研究（7.12） 

研修内容：第１回校内授業研究会（１年社会：牧） 

課  題：生徒が意欲的に授業に参加するために、どのような工夫・改善をおこなっていたか。

また、それが効果的であったか。 

研修の様子：Ａ・Ｂにチームに分かれ、「指導案型シート」「マトリックスシート」をそれぞれ使

いながら、授業を振り返った。あえて、授業者からの説明は後にし、自分の実践と

比較しながら、課題の検証をすすめた。また、研修の成果をさらに検証すべく、そ

の後の互見授業につなげていった。  
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○第６回 校内研究（8.24） 

研修内容：２学期の取り組みについて 

課  題：学習意欲を喚起するためにできること～授業改善にかかわって～ 

研修の様子：ホワイトボードミーティングの手法をとり、「発散：現在の授業について、今やって

いること、うまくいっていること、残念なこと、これからやっていきたいこと」「収

束：続けたいことこれからやっていきたいことを３つ選ぶ」「活用：具体的な改善の

アイデアを項目別に分ける」という段階を踏み、研修をすすめた。研修のまとめと

して、２学期、全職員で取り組む内容を確認した。

○第７回 校内研究（10.11） 

研修内容：第２回校内授業研究会（２年英語：浅井 羽野） 

課  題：生徒が意欲的に授業に参加するために、どのような工夫・改善をおこなっていたか。

また、それが効果的であったか。 

研修の様子：第１回校内研と同様に、２チームに分かれ授業を振り返った。２年生の学年集団と

しての成長を改めて確認し、生徒会活動や学級活動と絡めて取り組む重要性を改め

て確認した。 

○第 10 回 校内研究（12.6） 

研修内容：授業演習「社会科の授業を例として授業改善について考えよう」 

課  題：自分の担当の授業において、どのような工夫・改善ができるのか。 

研修の様子：教職員が生徒役となり研究主任が授業者の模擬授業形式で研修を行った。ホワイト

ボードの使い方、課題の提示の仕方、グループ討議の方法、板書の仕方、まとめの

提示の仕方、振り返りの活動内容など、それぞれが実際に授業をうけながら、生徒

の視点から自分たちの実践の検証を行った。お互い授業での効果や問題点を交流す

る中で、その後の授業実践に活かしていった。 

（3）成果  

合計 10 回研修の中で、ＡＬ的な手法での研修を行い、参加者全員が主体的に関われるようにし

ていった。また、ジグソー法やペア・グループ活動などを用いた提案授業、互見授業を行うことで、

教職員ではなく生徒が（を）授業の主役として活躍して（させて）いくことの重要性の共通理解が

できた。その結果、各教科においても主体的・対話的な展開の授業にさらに取り組もうとする意欲

にもつながっている。 

（4）課題 

 授業研究を通した研修をもっと実施したかったが、授業時数の確保や他の研修との兼ね合いの中

で２回に終わった。それを補うために、互見授業を計画したが、計画をうまく立てられず参観がで

きなかったり、提案した内容がすぐに実行に移されず曖昧になったりし、十分に研修をすすめるこ

とができなかった。 



②ホワイトボードの取り組み 

（1）ホワイトボード導入のきっかけ 

１学期までの授業の様子や学校評価アンケートの結果から、「共に学び合う集団」をめざして、

さらなる工夫・改善の必要性が出てきた。そこで、一人ひとりの生徒を授業の主役にしていくため

に全員が授業に参加している実感を持たせたり、

めのツールとして、全生徒のホワイトボードの

とした。

（2）具体的な取り組み

・一人一枚の小ホワイトボードとマーカーを準備。

・家庭科の授業において、一人ずつ専用のホワイ

トボード・マーカー入れを作成し、机の横に下

げる。

・ホワイトボードを使う意義・目的について担任

から説明し、使用のルールを示す。

の積極的活用を行う。

（3）成果  

ホワイトボードを使ってみると、ノートにはなかなか自分の考えを書こうとしない生徒も、スラ

スラとボードに書く様子を、多くの教員が体感した。「すぐに消せる」感（「間違っても大丈夫」感）

が、生徒に合っていることを改めて感じた。

また、教員側から見ても、生徒全員が授業に参加できているか確認でき、授業への主体的参加を

これまで以上に促進でき、予想やその理由を伝え合うペア活動などを仕組みやすくなってきた。

（4）課題 

教職員がホワイトボードの使用場面や使用意図を一層明確に設定しておく必要がある。

③リピートタイム、スタディタイムの取り組み

（1）導入のきっかけ  

大分県学力定着状況調査などで明らかになった課題解決に向けて、具体的な

力向上特別対策を決定した。その取り組みの１つとして

ディタイム」を創設し、一人ひとりに「学力の保障」をめざすこととした。
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１学期までの授業の様子や学校評価アンケートの結果から、「共に学び合う集団」をめざして、

さらなる工夫・改善の必要性が出てきた。そこで、一人ひとりの生徒を授業の主役にしていくため

全員が授業に参加している実感を持たせたり、個の考えをペアやグループで説明させたりする

ホワイトボードの携帯を決め、全職員で積極的活用を図っていくこと

・一人一枚の小ホワイトボードとマーカーを準備。

・家庭科の授業において、一人ずつ専用のホワイ

トボード・マーカー入れを作成し、机の横に下

・ホワイトボードを使う意義・目的について担任

から説明し、使用のルールを示す。

ホワイトボードを使ってみると、ノートにはなかなか自分の考えを書こうとしない生徒も、スラ

スラとボードに書く様子を、多くの教員が体感した。「すぐに消せる」感（「間違っても大丈夫」感）

て感じた。

全員が授業に参加できているか確認でき、授業への主体的参加を

予想やその理由を伝え合うペア活動などを仕組みやすくなってきた。

教職員がホワイトボードの使用場面や使用意図を一層明確に設定しておく必要がある。

取り組み

大分県学力定着状況調査などで明らかになった課題解決に向けて、具体的な取り組み

取り組みの１つとして、２学期から「リピートタイム

一人ひとりに「学力の保障」をめざすこととした。

１学期までの授業の様子や学校評価アンケートの結果から、「共に学び合う集団」をめざして、

さらなる工夫・改善の必要性が出てきた。そこで、一人ひとりの生徒を授業の主役にしていくため

ペアやグループで説明させたりするた

積極的活用を図っていくこと

ホワイトボードを使ってみると、ノートにはなかなか自分の考えを書こうとしない生徒も、スラ

スラとボードに書く様子を、多くの教員が体感した。「すぐに消せる」感（「間違っても大丈夫」感）

全員が授業に参加できているか確認でき、授業への主体的参加を

予想やその理由を伝え合うペア活動などを仕組みやすくなってきた。

教職員がホワイトボードの使用場面や使用意図を一層明確に設定しておく必要がある。

取り組みとして、学

リピートタイム」と「スタ



（2）具体的な取り組み  

 【リピートタイム】 

・1、2年生を対象とし、毎週火曜日朝のＭタイムを使って小テストを行う。

・合格しなかった生徒は「リピートタイム」を受講する。（教科担任と学年部が指導につく。）

・テストと補充を繰り返し、全員に「やればできる」という実感を持たせる。

【スタディタイム】 

・定期テスト前 3～5日間、放課後の時間を設定。

・グループ学習を基本に、学び合いの場を

・グループで解決しない場合には先生に聞きに行く。

・生徒会学習文化部を中心に、生徒の主体的な

・「仲間と勉強することは楽しい」という実感を持たせる。

（3）成果  

リピートタイムでは、学年部の教職員と教科担当が連携することで生徒のやる気も引き出し、「わ

かった」「できた」という体験を積み重ねていくことができた。生徒の「定着」に向けての取り組

みも充実してきており、１２月の英語の町確認テストでは、町平均を超えることができた。この成

果と相俟って、スタディタイムでは

（4）課題  

リピートタイムでは、特に冬季に他の活動との時間調整を丁寧に行い、継続を図っていく。

ディタイムでは、限られた時間の中で生徒と教科担任の連携がうまくいかず、問題数や難易度、生

徒主体での進行に対する教師の支援の仕方に課題が見られており、改善を図っていく。
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年生を対象とし、毎週火曜日朝のＭタイムを使って小テストを行う。

・合格しなかった生徒は「リピートタイム」を受講する。（教科担任と学年部が指導につく。）

・テストと補充を繰り返し、全員に「やればできる」という実感を持たせる。

日間、放課後の時間を設定。

・グループ学習を基本に、学び合いの場をつくる。 

・グループで解決しない場合には先生に聞きに行く。

・生徒会学習文化部を中心に、生徒の主体的な取り組みにしていく。 

・「仲間と勉強することは楽しい」という実感を持たせる。

学年部の教職員と教科担当が連携することで生徒のやる気も引き出し、「わ

「できた」という体験を積み重ねていくことができた。生徒の「定着」に向けての取り組

みも充実してきており、１２月の英語の町確認テストでは、町平均を超えることができた。この成

では共に学ぶ姿や雰囲気が全校で醸成されつつある。

では、特に冬季に他の活動との時間調整を丁寧に行い、継続を図っていく。

限られた時間の中で生徒と教科担任の連携がうまくいかず、問題数や難易度、生

徒主体での進行に対する教師の支援の仕方に課題が見られており、改善を図っていく。

 スタディタイムの様子 

・合格しなかった生徒は「リピートタイム」を受講する。（教科担任と学年部が指導につく。）

・テストと補充を繰り返し、全員に「やればできる」という実感を持たせる。

学年部の教職員と教科担当が連携することで生徒のやる気も引き出し、「わ

「できた」という体験を積み重ねていくことができた。生徒の「定着」に向けての取り組

みも充実してきており、１２月の英語の町確認テストでは、町平均を超えることができた。この成

る。

では、特に冬季に他の活動との時間調整を丁寧に行い、継続を図っていく。スタ

限られた時間の中で生徒と教科担任の連携がうまくいかず、問題数や難易度、生

徒主体での進行に対する教師の支援の仕方に課題が見られており、改善を図っていく。
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４ 生徒会の取り組みについて 

①ＭｏＲＩサイクルによる専門部活動について 

（1）つけたい力  

本校での生徒会活動は、前後期制で、4 月～9 月期の前期は 3 年生主体で活動し、10 月～3 月の

後期は 3 年生から 2 年生へと引継ぎが行われる。「自律(自立)した集団をつくる」ためには、生徒

会活動の充実は欠かせない。今年度は、特に、専門部活動に力を入れ、日常活動を通して生徒が主

体的に集団を高めていくことを組織した。 

（2）具体的な取り組み 

専門部は、執行部・生活部・学習文化部・健康安全部・環境美化部・地域交流人権部・図書広報

部の 7専門部で構成されている。主な取り組みは以下の通りである。 

執行部…あいさつ運動・下校指導・生徒集会や中央委員会の運営・森中 BINGO 

生活部…服装点検・着こなし強化週間・一止一礼あいさつ強化週間 

学習文化部…忘れ物 0の呼びかけ・Study time・合唱コンクールの運営・新聞作り 

健康安全部…換気の呼びかけ・ハンドソープ補充・完食クラスマッチ・森地区を元気にする挨拶運動 

環境美化部…外トイレや体育館トイレの清掃・無言清掃の呼びかけ(放送)・教室美化コンクール 

地域交流人権部…キャップ回収・人権の詩の紹介・ありがとう週間 

図書広報部…図書館の運営・おすすめの本の紹介(ポスター書き)・読書貯金通帳の記入の呼びかけ 

これらの活動をＭｏＲＩサイクルに当て

はめ活動を行っている。ＭｏＲＩサイクルと

はＰＤＣＡサイクルを基に、森中の生徒会活

動を活発にさせるために生徒たちが自分た

ちで考えたものである。 

Ｍ…Make a plan《計画》  

ｏ…Do《実行》 

Ｒ…Reflection《反省》 

Ｉ…Improve《改善・共有》 

Ｍ…議案書を作成する時点で、独自の企画が入るように各専門部の部長と担当教員でしっかり打ち

合わせ・検討する。また、各月に行われる専門部会でも計画の変更等を含め、議論を行う。 

ｏ…専門部会や生徒集会でお知らせしたことを中心に、クラスごとで活動を行う。 

Ｒ…月の終わりの専門部会で、個人→クラス→学年→全校の順で活動を振り返り、反省する。反省

だけではなく、そのことを翌月どのように活かすかも、考える。 

Ｉ…月に 1度の生徒集会で、正副専門部長が専門部会で頑張ったところや反省点・翌月の活動につ

いてお知らせを行い、全校生徒に協力を仰ぐ。 

このように、全ての専門部が意識して MoRI サイクルを意識して活動をすすめたことで、生徒会

活動も活発化してきている。 



下記には、MoRI サイクルを意識した活動を２つ紹介する。

1)月別活動での MoRI サイクル【スタディタイム

定期テスト前に 1週間程度実施。学習文化部が各教科の担当の先生と打ち合わせを行い

問題を作成する。帰りの会終了後の

育目標である「学び合おう・磨き合おう

M…テスト範囲が発表されると、

想問題を作成する。 

ｏ…帰りの会終了後、学習文化部員が

Ｒ…専門部会でスタディタイム

われたかを評価・反省し、

Ｉ…生徒集会で、スタディタイム

M…前回の反省を活かし、学習文化部と先生が打ち合わせを行い

作成した問題学び合い問題 

2)学期を振り返る MoRI サイクル【森中

 学期の終わりの 1週間実施。執行部が各専門部より

項目を募集する。項目は、専門部がその学期に取り組んだ活動

を軸として考えている。それぞれのクラスが項目をクリアし

達成した BINGO の数を競いながら、

である。 

M…正副専門部長会で執行部が森中

長に説明する。また正副専門部長が学期の活動を振り返り

BINGO の項目を 3～4 項目考える。出揃った項目を執行部が精

査し、BINGO の項目を決定する。決定した内容を中央委員会で

各クラスの正副ルーム長に説明を行う。またクラスの事情を考

え、真ん中のマスはクラスごとに目標を設定する。

ｏ…1週間、ビンゴのマスを埋めるために
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サイクルを意識した活動を２つ紹介する。

【スタディタイム(学習文化部)】

実施。学習文化部が各教科の担当の先生と打ち合わせを行い

問題を作成する。帰りの会終了後の 20 分間で問題を解き、班内で学び合いを行う活動。学校教

磨き合おう」を達成するために、考えた活動である。

、学習文化部と先生が打ち合わせを行い、重要な部分を中心に予

学習文化部員がすすめ、スタディタイムを行う。 

スタディタイムの予想問題の量や質、担当の先生との打ち合わせがきちんと行

次回のスタディタイムに向けての改善すべきところを考える。

スタディタイムの反省点を述べ、次回の活動について全校で共通理解を図る。

学習文化部と先生が打ち合わせを行い、予想問題を作成する。

学び合いの様子            生徒集会での発表

【森中 BINGO(執行部)】 

週間実施。執行部が各専門部より BINGO の

専門部がその学期に取り組んだ活動

を軸として考えている。それぞれのクラスが項目をクリアし、

ながら、クラスの団結力を培う活動

…正副専門部長会で執行部が森中 BINGO の目的をそれぞれの部

長に説明する。また正副専門部長が学期の活動を振り返り、

項目考える。出揃った項目を執行部が精

の項目を決定する。決定した内容を中央委員会で

各クラスの正副ルーム長に説明を行う。またクラスの事情を考

真ん中のマスはクラスごとに目標を設定する。

ビンゴのマスを埋めるために、リーダーを中心として声かけを行うなどの活動を行う。

実施。学習文化部が各教科の担当の先生と打ち合わせを行い、予想

班内で学び合いを行う活動。学校教

考えた活動である。

重要な部分を中心に予

担当の先生との打ち合わせがきちんと行

に向けての改善すべきところを考える。

次回の活動について全校で共通理解を図る。

予想問題を作成する。

生徒集会での発表

リーダーを中心として声かけを行うなどの活動を行う。
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Ｒ…毎日の帰りの会で、達成状況等を確認しながら振り返りを行う。また、明日の目標なども確認

を行う。また BINGO 終了後には、専門部会で取り組みの評価・反省を行う。 

Ｉ…専門部会・生徒集会で、クラスの表彰や具体的なリーダーの声かけの内容やクラスの活動を紹

介するなど、全校で共有する。  

M…執行部が次の学期の計画に活かす。 

（3）成果  

MoRI サイクルを意識し、計画した活動を地道に取り組むことで、専門部活動が活発になってきて

いる。そして、その中心となる専門部長のリーダー性が育成され、その生徒の充実感につながって

いる。 

（4）課題  

活動の時間はどうしても放課後となるために、部活などとの両立が難しいなど、課題もある。生

徒会の全体的な組織見直しなども含めて、MoRI サイクルによる工夫・改善を図っていきたい。 

②行事を通したリーダーの育成 

（1）つけたい力（目的）

森中学校の行事は、生徒会が主体となっているものが多い。下記は、生徒会が携わる行事である。 

このように多くの行事が生徒会主体で行われ、生徒たちが活躍する場面も多い。活躍の場面が

あるからこそ、リーダーとして成長していく様子を数多く見ることができる。行事を通してリー

ダーとして育った生徒がクラスや班、授業で意欲的に参加することで、学校全体が学びに向かう

力を育むのがねらいである。その中でも、体育祭における生徒の変容を紹介する。 

（2）具体的な取り組み 

1)経験を通したリーダーの成長 

 体育祭実行委員や各団のリーダーは、先を見通した活動計画が立てられるかどうかが大きな鍵

となる。特に、実行委員は学級の仲間が団の色に染まる中、中立の立場に立ち体育祭を運営して

いかなければならない。当初、リーダー会議などでは先生方や各団からの質問にうまく答えられ

なかったり、会の準備が遅くなったりと、迷惑をかけることもあった。その都度、自分たちの力

不足を痛感し、悩んで涙する場面もあった。しかし、「実行委員のおかげで…」という言葉を仲間

から何度もかけられたり、全校生徒を徐々に自分たちの指示で動かせるようになったりすると、

どんどん自信を持ち始め、見通しを持った取り組みもできるようになっていった。そして、閉会

式。「仲間がいたらから･･･」と涙ながらに体育祭の成功を喜ぶ実行委員長の姿は、会場に大きな

感動を呼んだ。 

1 学期…(入学式)、歓迎遠足、郡総体壮行会 

2 学期…平和集会、体育祭、郡新人戦壮行会、県駅伝壮行会、合唱コンクール

3学期…(卒業式)、(離任式) 
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2) リーダーの活躍と集団の変容 

  リーダーが活躍する姿を見て、集団にも変化が表れた。森中学校では、集合する時間、集合時

の態度、服装、下校時間の 4 項目でチェックを行い、団の頑張りによって事前に得点が与えられ

る制度を取り入れている。練習が始まった当初は、「忘れ物が多い・下を向いて砂いじりをする人

が多い」など、団としてのまとまりがない状況であった。主将や団長、実行委員が会議の中で何

度も打ち合わせ・確認を行ったり、団ごとにミーティングを重ねたりすることで、仲間もリーダ

ーの頑張りに応えようという意識が出てきた。リーダー以外の生徒から「あと○分！！早く並ば

んと」や「満点取ろうや！」等の声も上がり、すべての項目で点数が上がっていった。そこには、

お互いの団で切磋琢磨し、より良いものを創り出そうとする姿があった。リーダーの気持ち・行

動の変化が仲間に伝わり、集団としての大きな成長につながった時であった。 

3)日常の学校生活への影響 

 これまで本校生徒の課題として、「主要な行事は頑張るが、その頑張りを日常生活に活かせない」

という点があった。その要因の 1 つとして「その時活躍したリーダーを、行事だけのリーダーで

終わらせている。リーダーとしての活躍の場を保障できていない」ということがあった。そこで

今年度は、行事以外の生徒会活動にもさらに力を入れ、活発化させた。リーダーの活躍する場を

継続的に設け、特に専門部活動では月ごとの活動を確認し、MoRI サイクルを意識して取り組んだ。

今、その成果が少しずつ表れ始めている。どの学級も、授業では学習文化部の活動でペア活動や

班活動が活発になり、清掃では環境美化部の活動で無言清掃が行えるようになってきている。 

（3）成果  

行事の中で様々な活動や課題を仕組むことで、リーダーが活躍する場面が多くなり、経験でき

る回数が増えた。また生徒が主体的に計画・立案に関わることで、活動意欲は増し、最後まで責

任持ってやり遂げる姿に変わっていった。そして、それが日常活動を推進することにつながって

いった。教職員の準備やフォローが当然大切になってくるが、「自分たちでやり遂げた」という生

徒の達成感こそが、集団の力をさらに押し上げていく原動力となっていくと確信できた。 

（4）課題  

先のことを見通す段取り力や、新しいものを創り出していこうとする創造性は、これからの課

題である。生徒会活動や学級活動で、より多くの経験を積ませ「学びを人生や社会に活かそうと

する学びの力」を育成していきたい。 
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４ 研究の成果と課題 

３年間の「学びに向かう学校づくり中核校」の指定を受け、本校生徒の「学びに向かう力」と思考力・

判断力・表現力等の育成を図るとともに、郡内及び県内にもその取り組みの情報提供を行ってきた。こ

れまでの研究実績を振り返り、成果と課題を以下に述べる。 

１．成果 

・生徒と教職員が「森中っ子五箇条」を徹底することの大切さを認識し、「学びに向かう」姿のゴ

ールイメージを共有化することで、具体的な改善につながっている。 

・時間内定着のために、１時間完結型授業がどうあるべきか各教科での工夫・改善がすすんでき

た。家庭学習に対する取り組みの意識や課題の提出率も向上している。 

・すべての教科で学び合いの時間を設定したり、ホワイトボードの活用などの工夫を行ったりす

ることで、全生徒が意欲的に授業に参加する様子が見られるようになってきた。 

・アクティブラーニング的な手法で行う校内研修を通して、生徒が（を）授業の主役として活躍

して（させて）いくことの重要性の共通理解ができた。主体的・対話的な展開の授業に取り組

む意欲にもつながっている。 

・ホワイトボードを使ってみると、生徒が安心して自分の考えをボードに書くことができる。教

員も、生徒全員が授業に参加できているか確認でき、授業への主体的参加を促進でき、ペア活

動などを仕組みやすくなっている。 

・「定着」に向けての取り組みも充実してきた。リピートタイムでは、教職員が連携して生徒のや

る気も引き出し、「わかった」「できた」という体験の積み重ねができた。スタディタイムでは

共に学ぶ姿や雰囲気が全校で醸成されつつある。 

・MoRI サイクルを意識し、計画的な生徒会活動が活発に行われ、執行部員や専門部長がリーダー

として成長し、生徒の自己存在感や共感的人間関係を高めている。 

・行事に様々な活動や課題を仕組むことで、リーダーが活躍する場面が多くなった。計画・立案

において自己決定の場を与えることで、活動意欲は増し、責任を持ってやり遂げる姿に変わり、

日常活動の推進につながっていった。生徒の達成感が、集団の力をさらに押し上げていく原動

力となっている。 

２．課題 

・「みんながするから」「先生が言うから」ではなく、五箇条の取り組みの意義を全生徒が認識し、

主体的に取り組んでいこうとするためのさらなる手立てを考えていかなければならない。 

・個別の定着状況の差を縮めるために、よりいっそう 1時間の時間配分や活動内容を吟味し、家

庭学習の課題の出し方の工夫や、Ｃ層への手立ての明確化をすすめていかなければならない。 

・関わり合いの中で意欲を見せた生徒が、個に戻った時にもその意欲を継続できるよう、目的意

識を持たせたり、自尊感情を高めたりする取り組みが必要である。 

・授業進度の問題に対しては、教育課程において、年間を見通した、習得と活用のバランスを考

えた意図的・計画的な指導が求められる。 
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・全員参加の授業研究と互見授業を有機的に絡めながら計画的な実施をしていくことで、さらな

る授業改善をすすめていきたい。 

・教職員がホワイトボードの使用場面や使用意図を一層明確に設定しておく必要がある。 

・リピートタイムは、他の活動との時間調整を行い継続していく。スタディタイムは、生徒と教

科担任の連携で問題数や難易度を調整し、生徒主体での進行に対する教師の支援にも改善を図

っていく。 

・生徒会活動と部活などを両立させていくため、生徒会の全体的な組織見直しなども含めて、 

MoRI サイクルによる工夫・改善を図っていきたい。 

・計画性、創造性を身につけさせていくため、生徒会活動、学級活動や総合的な学習の時間など

で、「学びを人生や社会に活かそうとする場」をさらに準備していく。 

研究を通して、改めて感じたことは、「生徒にどのような力を身につけさせていくか」全教職員で共通

理解をし、徹底させていくことの大切さである。指導の内容や思いはそれぞれあるが、ベクトルの向か

う方向性を合わせ学校教育活動に取り組めば、「チーム森中学校」として最大限の指導力を発揮し、「学

力を保障する」ことができると考えている。 

また、授業に関しては、森中スタンダード（新大分スタンダード）の根底に生徒指導３機能を位置づ

け、それを活かした授業づくりをすすめていくことがいかに大切であるかということも実感した。身に

つけさせたい内容や力を明確にした１時間の授業の中で、生徒の「自己決定」「自己存在感」「共感的人

間関係」を活かした活動を設け、学習方法やツールの工夫・改善を図れば、「生徒自ら意欲的に参加し学

び合う授業」の具現化につながり、それは「学びに向かう力」を高めていく。 

さらに、これら取り組みを集団づくりと並行して取り組んでいくことが非常に有効的であることも明

らかになった。生徒会活動や学級活動などにおいて、生徒が活躍できる場をできるだけ多く仕組み、生

徒同士や生徒と教職員との協働による主体的・対話的な取り組みが展開すれば、授業で身につけたさま

ざまな力を生徒自らが実践・検証していくこととなる。そしてその経験は必ずや、これからの人生や社

会で通用する「学びに向かう力」に変換され、強化されていくと確信している。 
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５．本日の学習指導略案 





１年Ａ組（基礎クラス）  教科：数学  指導者：金岡 博幸 

１ 単元名   平面図形 

2 
単元を通してつけたい

力 

平面図形についての観察、操作や実験などの活動を通して、図形に対する直

感的な見方や考え方を深めるとともに、論理的に考察し表現する能力を培う。

3 題材 作図の活用 

4 
ねらい 

（本時のつけたい力）

図形の性質や既習の作図方法を基に、条件に合った作図方法やいろいろな角

度の作図方法を考え、作図することができる。 

5 評価規準 基本の作図を基に、条件に合う作図を考えることができる。 

6 Ａ評価層への手立て ・早く終わった生徒には、発展問題に取り組ませる。 

7 Ｃ評価層への手立て 
・机間指導で重点的に指導、助言をする。 

・支援員による声かけを十分に行う。 

8 めあて 基本の作図を使って宝の場所を見つけよう 

9 課題 ７５°の角度はどのように作図するのだろうか。 

10

展
開
の
工
夫

１分前学習内容 ・作図の 3つの方法をホワイトボードに書きましょう。 

導入時ボード使

用内容 
・今まで学習した作図についてホワイトボードを使って振り返る。 

課題の提示の仕

方 
・学習していない角度の作図を指示に取り入れ、考えさせる。 

個で考えさせる

手立て 
・ペアやグループで話し合う前に、個で考える時間をとる。 

ペアトーク（グル

ープ）の内容 

・指令に合う作図とその手順をグループ内で説明し合う。・それぞれの指令

を合わせて、宝箱の位置を作図によって求める。 

・早く終わったグループには「チャレンジ問題」を準備する。 

11 まとめ 

７５°の作図方法は 

・６０°＋１５°の考え方で作図できる。(正三角形、角の二等分線） 

・４５°＋３０°の考え方で作図できる。(垂線、角の二等分線、正三角形) 

12
定着（習熟）させる取

り組み 
・類似問題を解きながら、角度の作図が定着できるようにする。 

13 振り返り ・いろいろな作図方法を生徒の言葉で確認する。 



１年Ｂ組（標準クラス）  教科：数学  指導者：原公正 

１ 単元名   平面図形 

2 
単元を通してつけたい

力 

平面図形についての観察、操作や実験などの活動を通して、図形に対する直

感的な見方や考え方を深めるとともに、論理的に考察し表現する能力を培う。

3 題材 作図の活用 

4 
ねらい 

（本時のつけたい力）

条件に合う作図方法やいろいろな角度の作図方法を予想し、それが正しいこ

とを既習事項に帰着させて考え、作図することができる。また、それぞれの

作図方法を説明することができる。 

5 評価規準 作図した内容を自分なりに説明することができる。 

6 Ａ評価層への手立て ・グループの中に意図的に配置し、活動をリードさせる。 

7 Ｃ評価層への手立て 
・机間指導で重点的に指導、助言をする。 

・復習の時間を設け、作図の方法を図で確認する。 

8 めあて 宝の場所につながる作図方法を説明しあい、宝箱を見つけよう。 

9 課題 指令に合致させるためには、どの作図方法を使えばよいだろうか。 

10

展
開
の
工
夫

１分前学習内容 ・作図の 3つの方法をホワイトボードに書きましょう。 

導入時ボード使

用内容 
・今まで習った作図についてホワイトボードを使って振り返る。 

課題の提示の仕

方 
・指令を解くためにはどうすればいいのか考えさせ、課題につなげる。 

個で考えさせる

手立て 
・ペアやグループで話し合う前に、個で考える時間をとる。 

ペアトーク（グル

ープ）の内容 

・習っていない角度を作図するにはどうすればよいかペアで考える。 

・指令に合う作図とその手順をグループ内で説明し合う。 

・３つの指令を合わせて、宝箱の位置を作図によって求める。 

11 まとめ 

・２点から等しい距離にある → その２点間の垂直二等分線 

・ある点から直線に最も近い場所 → その点からの垂線と直線の交点 

・７５°の角度 → 正三角形、垂線、角の二等分線の組み合わせ 

12
定着（習熟）させる取

り組み 
・早く終わったグループには「チャレンジ問題」を準備する。 

13 振り返り ・いろいろな作図方法を生徒の言葉で確認する。 



２年１・２組   教科：保健体育   指導者：後藤誠一 

１ 単元名   持久走 （【体つくり運動：体力を高める運動】） 

2 
単元を通してつけたい

力 

仲間との関わり（ペア活動）の中で、基本的な技能や自分に合った効率的な

走り方を身に付ける。 

3 題材 折り返し走 

4 
ねらい 

（本時のつけたい力）

・走り方のポイントをおさえた具体的な声かけや励ましができる。 

・仲間と関わり合うなかで分担して役割に応じた活動の仕方を見つけている。

5 評価規準 
・走り方のポイントをおさえた具体的な声かけや励ましができる。(思考・判

断) 

6 Ａ評価層への手立て 
・持久走の技術ポイントを見つけさせ、仲間からの励まし言葉を学習カード

に書き出させる。 

7 Ｃ評価層への手立て 

・仲間からの助言や励まし言葉をヒントにし、持久走の効果的な走り方を確

認させる。 

・「走り方ポイント」の内容を掲示し（視覚化）、確認させる。 

8 めあて 
折り返し走で、「効率的な“走り方”」を実践し・「効果的な“励まし言葉

”」をかけることで『限界突破』して新記録を出そう。 

9 課題 
どういう走り方・励ましをすれば「限界突破」して新記録を出すことができ

るか。 

10

展
開
の
工
夫

１分前学習内容 体育館ランニング、ウォーミングアップ、トレーニング 

導入時ボード使

用内容 

・導入で W.B.を使い、「走り方・呼吸法・ペース」「励まし言葉の種類」に

ついて復習する 

課題の提示の仕

方 

・今までの動画をみて、自分たちのペアの改善点・課題を見つけ出し(メタ認

知）、もっと「効果的な“走り方”」もっと「効果的な“励まし言葉”」

を他のグループと交流し関わり合うことで見つけ出し、W.B.(大)に書き出

させる。 

個で考えさせる

手立て 

・折り返し走の時に、自分のグループに合った「走り方ポイント」を見つけ

出す。 

ペアトーク（グル

ープ）の内容 
・相手をより励ますためにどういう内容を伝えればよいか考える。 

11 まとめ 

・走り方のポイントに沿っている部分や沿っていない部分を具体的にアドバ

スしたり、ラップタイムやペース配分等を具体的に伝えたりすることで、

相手の「限界突破」を実現させることができる。 

13 振り返り 

・効果的な走り方（走り方ポイント）について再度まとめる。 

・どんな言葉が「効果的な励まし言葉」だったかまとめさせる。 

・「わかる・できる・かかわる」ことの大切さを知る。



３年１組   教科：学級活動   指導者：奥田 健悟 

１ 単元名   卒業にあたって（1/2） 

2 
単元を通してつけたい

力 

・人生の岐路に初めて立つ場面に直面し、これまでの中学校生活を振り返り

思い出を語り合うことで、その場面場面で支えてくれた人の存在に気づき、

感謝の気持ちを持てるようになる。 

・感謝の気持ちを抱いた上で、残された時間の中で、『個人』として『3年

生』として、何を意識して生活し、誰に何を残していくかを計画・実行で

きるようになる。 

3 題材 感謝の気持ちを伝えよう 

4 
ねらい 

（本時のつけたい力）

・これまでの 3－1での生活を振り返り、自分が頑張った陰に、誰かの存在が

あったことに気づくことができる（気づかせる）。 

5 評価規準 
・クラス内だけでなく、学年、下級生、先生方、保護者や地域の方の支えに

気づき、カードに記入することができる。 

6 Ａ評価層への手立て 
・グループのリーダーとして進行役を務めさせる。 

・適宜、教師にヒントをもらい、班員の思考の深まりや広がりを指導させる。

7 Ｃ評価層への手立て 
・ＩＣＴを活用し、自分たちの姿を振り返させる。 

・メッセージなどを提示し、周囲の支えに気づかせる。 

8 めあて 学級目標「やってみよう」を振り返ろう 

9 課題 どうして、自分はこんなに頑張ることができたのだろうか？ 

10

展
開
の
工
夫

１分前学習内容 
これまでで、1 番思い出に残っているものをホワイトボードに書かせる（思

い出のジャンルは問わない） 

導入時ボード使

用内容 

ホワイトボードの裏面に上記の思い出を記入したものを 2 人程度、理由をつ

けて発表させる 

課題の提示の仕

方 
３－１が頑張れた理由について着目させる 

個で考えさせる

手立て 

・ボードを使用して、意見を表記させる（上段：行事等、下段：理由や根拠）

・人型のカードを利用して、多くの場面や人を想起させ記述させる 

ペアトーク（グル

ープ）の内容 
同心マップを利用し、視覚的に支えあいの関係を理解させる 

11 まとめ 
これまで自分が積み上げてきたものは、「自分」＋「誰か」の存在があった

から頑張ることができたことに気づく。 

12
定着（習熟）させる取

り組み 

ワークシートに具体的な場面や感情を記述させ、次時へと繋がる準備をさせ

ておく。 

13 振り返り 「誰か」の為に『何ができる」を考える。 



３年２組   教科：国語   指導者：梅木章宏 

１ 単元名   広がる世界 

2 
単元を通してつけたい

力 

他者の言葉を広く受容しながら、ものの見方・考え方を広げ、協働的に学ぶ

力をつける 

3 題材 ワールドカフェ 

4 
ねらい 

（本時のつけたい力）

・リラックスした雰囲気の中で語り合うことができる 

・参加者全員で意見を共有できるワールドカフェの良さを知る 

5 評価規準 

・一つの問いをもとに和やかな雰囲気を大切にし、ワールドカフェに積極的

に取り組み、その良さを感じている 

・相手に応じてわかりやすい表現を使ったり、聞き手に問いかけたりしなが

らその場の全員で理解を深めていくことができるように話している。 

6 Ａ評価層への手立て 
・グループの司会をさせる 

・話し合いが効果的に展開するよう、進行の仕方を助言する 

7 Ｃ評価層への手立て 
・グループ内での発言を促す 

・考えをまとめ、発言するためのヒントを与える 

8 めあて 

ワールドカフェを体験しよう 

全体で振り返りを行い、話し合いの内容を共有しあう 

9 課題 ワールドカフェの良さはどんなところだろうか 

10

展
開
の
工
夫

１分前学習内容 （帯単元）日本文学史について、復習をしておく 

導入時ボード使

用内容 
日本文学史に関わる一問一答 

課題の提示の仕

方 
前時のワールドカフェを振り返り、その良さを経験から語らせる 

個で考えさせる

手立て 
付箋紙を用いて自分の考えを書かせる 

ペアトーク（グル

ープ）の内容 

・第１ラウンドの話し合いを受けて、第２ラウンドの話し合いを行う 

・第２ラウンドを受けて、その様子を最初のグループで共有する。 

11 まとめ 
それぞれの意見や思いを対話によって共有できる 

新しい考えや価値観に気づくことができる 

12
定着（習熟）させる取

り組み 
ワールドカフェの感想を書く 

13 振り返り 全体で振り返りを行い、話し合いの内容を共有しあう 



研究同人 

平成 27 年度 

川野俊太郎 中村周市 藤永ひとみ 横山恭一 

日吉美智子 梅木章宏 高島哲史   佐藤哲也 

渡辺能賢  松村 篤 奥田健悟  柳川知也 

澤田夏美  濱田祥子 金岡博幸    木付一音 

高村いずみ 樋口絢美 麻生千春  秋好成徳 

吉川美香  用松翔子 手島 瞳 

平成 28 年度 

川野俊太郎 藤永ひとみ 横山恭一 江嶋美保子 

梅木章宏  高島哲史  後藤誠一  佐藤哲也 

松村 篤  奥田健悟  濱田祥子  金岡博幸 

平松秀敏  川野真利花 池永さゆり 木付一音 

渡邊優菜  樋口美由紀 久保康子  麻生千春 

石井 淳  用松翔子  手島 瞳 

平成 29 年度 

平原一幸  藤永ひとみ  梅木章宏   後藤誠一 

佐藤哲也  原 公正   牧 一統  奥田健悟 

金岡博幸  平松秀敏     浅井亮子   川野真利花 

池永さゆり 木付一音    吉田真里子  羽野美由希 

安田玲子  樋口美由紀  久保康子   麻生千春 

石井 淳  用松翔子    石川文隆  佐藤智子 


