
平成２８年度　中津市立豊陽中学校　 Ｈ２８，１１，３０

研究主題

技　能 年間目標

具体的取組内容（P・D） 反省・改善（C・A） 具体的取組内容（P・D） 反省・改善（C・A） 具体的取組内容（P・D） 反省・改善（C・A） 具体的取組内容（P・D） 反省・改善（C・A）

音楽 時間いっぱい実習などに取り組む 学級によって差がある△
各領域に偏らないような取り組みを
する

心がけることができた
グループでの協働活動の場を入
れる。

心がけることができた
各領域に偏らないような取り組
みをする。

①作品を見合い、感想やアドバイスを
伝え合う場づくり

学級によって差がある△ ①作品を認め合える場づくり 学級によって人間関係に差がある△
①認め合える場づくり･担任との
連携

学級によって人間関係に差が
あった。授業後、担任に連絡は
継続中

担任との連携を継続

②学習の振り返り ワークシートの活用○ ②学習の振り返り ワークシートの活用は定着○ ②学習の振り返り（継続）
ワークシートでの振り返りは定着
○

本時のめあてを明確にし、振り
返りを実施する。

①仲間との協働課題を取り入れる グループ活動○ 段階的に課題の提示 学級やグループによって差 認めあう場の設定
ペアでの学習を取り入れ、互い
の動きを認め合うことができた

認め合い、高め合う課題の設定

②学習カードの充実 出来なかった× 学習カードの記入・活用 カードの活用は定着 カードのよる振り返りは継続
カードを活用し、振り返りを行うこ
とができた

カードによる振り返りは継続、質
的向上

技家 時間いっぱい実習などに取り組む 取り組むことができた 自分のことを振り返りながら取り組む 実習に取り組むことができた
自分の生活を振り返りながら取り
組む

振り返りながら取り組むことがで
きた

基礎技能を身につける

音楽 毎時間 ほとんどのクラスはできた 毎時間 できた 単元に一つ以上 できなかった学年もある 毎回二つ以上

①主たる学習活動の途中
制作状況や生徒の困りの状態を
見極めながら小グループ学習を
導入

①主たる学習活動の途中
独力で取り組ませたい活動と小グルー
プ学習の見定めが難しい△

①（現状）臨機応変に班学習を導
入

お互いに教え合う姿が見られた
り、私語になったりと温度差があ
る。

鑑賞の場面で

②授業のまとめとして 終末５分間を活用○ ②授業のまとめとして 終末５分間で振り返りを設定○
②授業の終末に内省の時間を設
定

終わり5分の振り返りを設定でき
た。

授業の中盤に班学習を設定

①毎授業の「はじめ」「なか」 継続して実施できた ペア・グループでの課題提示 グループによって差△ 新たなペア活動の導入
ペアが特定されている生徒もい
るので、だれとでも組めるように
したい

固定されないペア活動の設定

②毎授業の「まとめ」 出来なかった× 学習の振り返り・記入 カードの活用は定着○ グループでの発表の場の設定
ペア活動が主であったが、発表
の場は設定できた

活動の発表の場を設定する

技家 毎時間 できていた 授業の中で 全体的にできていた 毎時間 毎時間取り組むことができた 実習の中で

音楽
毎時間毎に自分の目標を具体的に立
てる

同パートからの声かけを中心にで
きていた

一時間中に２つ以上の活動に取り組
む

学習内容をこなすことが主になり、グ
ループでの活動に取り組めなかった

話し合いや練習時
思いを表現活動に結びつけよう
とする場面で意見交換ができた

グループでの協働活動の場を
入れる。

①少人数による学び合い 学級によって差がある△ ①少人数による学び合い
日頃の学級内の人間関係が特別教室
では特に表出する△

①単元末（作品完成後）鑑賞の場
で

単元末の鑑賞の場で設定予定
制作のまとめと鑑賞の場面で班
学習を導入する。

②ワークシートを用いて 見通しを持たせられている ②ワークシートを用いて
制作行程は常に導入時確認しながら見
通しを持たせるようにしている○

②ワークシートを用いて
鑑賞の視点を具体化したワーク
シートを準備中。

ワークシートを用いて

①課題の提示 グループ活動○ ペア・グループでの課題設定 課題のマンネリ化 新たなペア活動の導入
取り入れることができたが、固定
されたペアもいるのが課題

動きのなかでペア活動の導入

②カードの配布 見通しを持たせられている 学習の振り返り・記入・活用 活用までいかなかった△ 振り返りと共有の時間を設定 実施することができた
振り返りと共有の時間設定は継
続

技家
毎時間毎に自分の目標を具体的に立
てる

具体的にたてる△ 毎時間具体的な目標をたてる 具体的な目標を提示することができた 毎時間の目標を立てる
目標を立てて授業に取り組むこ
とができた

具体的な目標を立てる

音楽
ワークシートに授業のまとめを書き、そ
の時間を振り返る

実際の練習（表現活動）だけに費
やされる学級も多かった。

意欲的に取り組む仲間に刺激を受
け、学習への取り組みが進む

忘れ物が減り、音楽を楽しもうとする生
徒も出てきた

ふり返りシート
シートの準備が間に合わないと
きがあった

ワークシートの記述

①取り組みの様子を観察
（望ましい姿はほめる姿勢で)

生徒の創造性豊かな作品はみん
なに紹介している

①取り組みの様子を観察
　（望ましい姿、作品をほめる姿勢
で）

毎時間肯定的に評価するよう心がけて
いる

①共感・褒める姿勢を継続
つまずきを共有し、褒める声か
けを続けている。

机間指導の中で、声かけを継続

②ワークシートの記述 達成感や困りの把握○ ②ワークシートの記述・書き込み
記録に対しては必ずコメントを書くように
している

②ワークシートの活用
ワークシートの記録に励ましや
アドバイス等のコメントを記入し
た。

ワークシートの活用(継続)

①セルフチェック 互いに声かけすることができた iPadの活用、Wボードの活用 認めることと改善点の指摘
ペア・グループ内での振り返る時
間の設定

互いに振り返る時間は少なかっ
た

ペア・グループ内での振り返る
時間の設定

②セルフチェックと単元終了後の確認 実施できなかった× カードへの記入 提出が一度になった× 全体の場で振り返る場の設定 実施することができた
全体の場で振り返る場の設定、
具体的な指摘ができるように

技家
ノートに授業のまとめを書き、その時間
を振り返る

感想や反省を書くこと○
ノートに、めあてとまとめを書きその
時間を振り返る

毎時間めあてとまとめを書くことができた
ノートにまとめを書き、次時につな
げる

自分の考えを文章にまとめること
ができていた

実習の振り返りをノートに書き、
次時につなげる

音楽
・リーダーへの声かけも具体的になる
・リーダーのもと練習の効率があがる

学年が上がるほどに、よりよい合
唱に向けての声かけが盛んで
あった

得意領域で個が生かされ、全体の高
まりにつながる

意欲的に取り組む仲間に刺激を受け、
学習への取り組みが進んできた

得意領域で個が生かされ、全体
の高まりにつながる

意欲的に取り組む仲間に刺激を
受け、学習への取り組みが進ん
できた

得意領域で個が生かされ、全体
の高まりにつながる

美術
見通しを持って作業に取り組み、自ら
の目標達成を目指すことができる

大半の生徒は目的意識を持って
制作に取り組めているが個人差
が大きい

見通しを持って学習に取り組み、自
らの目標達成をめざすことができる

学級によって、高め合えない雰囲気が
ある。また個人差も大きい

制作行程を確認し、計画的に作
品づくりを進められるよう指導を継
続

大半の生徒は意欲的に制作に
取り組めているが個人差が大き
い。

学習に前向きになれない生徒に
ついては担任と連携して励まし
ていく。他の指導・支援は継続。

体育 授業に積極的になる生徒が増える。
見学の生徒もいるが少なくなっ
た。

敢えて難しい技の提示
個人差はあるが、積極的に取組む生徒
が増えた。

全体計画の見通し・到達目標を
示す

単元の見通しを持って活動でき
た

全体計画の見通し・到達目標を
示す

技家
見通しを持って作業に取り組み、自ら
の目標達成を目指すことができる

見通しを持たせられている
作業などを通して、自らの生活の中
でできることを増やすことができる

自分のことを振り返り、生活を見直すこ
とができてきた。自分で身の周りのことを
しようとする場面が見られた

自らの目標達成を目指すことがで
き、自信の生活改善につなぐこと
ができる

自らの生活の中で疑問に思った
ことを発言したりまとめたりするこ
とができていた

基礎技能を身につけることで生
活の中でも意識して活用しようと
する

研究主題における課題
　「生き生きと」・・目的意識をもち、主体的に取り組む生徒。
　「がんばれる」・・少し困難な課題でも取り組む生徒。意欲が持続する生徒。
　「魅力的な課題」・・達成感があり、次への意欲をかきたてる内容であること。
　　　　　　　また、他との協働を経て知識や考えが広まったり深まったりすること。

課題：教員の目標そって、生徒一人一人が、自己の目標を設定する。（本時、単元）
        単元を見通した課題の設定を行うことで、目的意識とゴールイメージをもたせる

工夫：単元における見通しと、毎時間のふりかえりを行う。

1学期の成果と課題（１学期末評価の再掲）
　意欲を持続しながら取り組むことができた。
　　音楽：忘れ物の減少　美術：見通しをもって取り組む　保体：見学者の減少　技家：移動がはやくなった

自らの人生を切り拓くための「学力保障」 生徒が生き生きとがんばれる魅力的な課題設定の工夫
　キーワード：「協働」　「教科の本質」　「図書館活用」

課題に対して前向きに取り組もうとする生徒の育成教　科　名

教科共通目標

個を活かす集団づくり
～協働による意欲の向上～

中期目標
（１２月までのｺﾞｰﾙｲﾒｰｼﾞ）

Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅵ期
９/１～９/２８教科 ９/２９～１０/２６ １２/１～１２/２６

Ⅴ期
１０/２７～１１/３０期間

体育

体育

体育

体育

美術

美術

美術

美術

内容

短
期
目
標

取組内容

いつ

どのように

取組内容の確
認
<検証方法>
・セルフチェック
シート
・板書のデジカメ

結果、生徒はど
うなる
<検証指標>
・記述式の問題無
回答０、基礎問題
テスト平均90


