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平成２５年３月１日

「ステップアップカリキュラム研究開発推進事業」研究成果報告書

学校番号 学校名 課程 設置学科

１７ 岐阜県立羽島高等学校 全日制 普通科

１ 研究主題

「義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習の機会を設けた教育課程の編成

と教材の研究開発」を研究主題として、「義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための

学習の機会を設けることで、生徒一人一人が各自の課題を解決し、学ぶことの意味や学び自体

の楽しさ、『わかる』達成感や成就感を得させるとともに基礎的、基本的事項の確実な定着を図

ることにより高等学校段階の学習に円滑に移行できるようにする。」を目的に研究を推進する。

２ 研究主題設定の理由

羽島高校は、羽島市内唯一の高等学校として、地域の子どもたちを有為な人材として育てる

役割を期待されている。しかし一方では、岐阜学区で比較的入学が容易な全日制の普通科高校

の一つとして、将来の進路や学習等の目的意識が明確でないまま入学している生徒も多い。社

会の一員としての自己存在感を理解し、仕事や働くこと、また、学校での学習や活動に積極的

に関わる意欲･態度を育てるために、平成１９年度から２１年度の３年間で「キャリア教育」の

視点に立った教育実践を推進した。

その過程で、本校の生徒の生活実態調査から、ほとんどの生徒が家庭で学習をしていない状

況が明らかになった。その要因として、生徒が学習への糸口がつかめないのではないかと考え

られる。また、学習態度がよくないという実態もあり、授業が成立しないクラスも皆無ではな

い。このことの要因としてやはり、授業が理解できていないことが考えられ、授業改善に努め

るとともに、３学期制への変更や定期考査後の成績補充等を実施することにより、学習に向か

う体制を作ったが、生徒が真摯に授業に向かっていない現状を更に改善する必要がある。

そこで、教育課程そのものを考えることにより、学校全体で生徒の学びをサポートする必要

があると考え、高等学校入学以前の学習内容が不足している部分を補うことにより、生徒が「わ

かる」体験をすることから学習に前向きに取り組むことができるのではないかとの仮説をもち

研究を行う。

また、県内の基礎学力の定着が十分でない生徒が多い学校間で、情報の共有を図ることによ

り事業の一層の推進を図るとともに、何年も行われている中高の教員交流の成果が個々の教員

の段階で止まっている傾向があるため、互いの経験から得た成果を交流することにより暗黙知

とされていたものを顕在化することにより、研究の深化を図る。

３ 研究推進体制

（１）ステップアップカリキュラム研究推進委員会

校長 教頭 教務主任 ステップアップ主任 学年主任（第１学年）

主研究担当者（国数英各１名） 教科主任（国数英）

（２）企画委員会・職員会議

研究経過の報告及び研究内容に関する意見聴取
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４ 実施日程

平成２２年度

H22.４月 ・国語、英語、数学に関する「基礎学力診断調査基礎学力診断調査基礎学力診断調査基礎学力診断調査」、「学習意識調査学習意識調査学習意識調査学習意識調査」、及び

「高校の授業に対する意識調査高校の授業に対する意識調査高校の授業に対する意識調査高校の授業に対する意識調査」を実施（対象：１学年）※7月と12月の継続実施

⇒現状の学力、学習意欲、環境の把握及び中学校における学習環境等の比較分析

５月 ・校内ステップアップカリキュラム研究開発推進委員会（組織編成）

⇒４月調査分析結果に対する協議及び今後の基本方針を検討

・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業研究指定校連絡協議会Ⅰ＜県庁＞

６月 ・カリキュラム検討委員会 年間で３回実施

⇒平成２３年度教育課程平成２３年度教育課程平成２３年度教育課程平成２３年度教育課程（１学年）に「学校設定科目学校設定科目学校設定科目学校設定科目」（学び直し）の位置付け決定

７月 ・学校設定科目等の学校独自教材（自主作成教材）及び実施運用要項作成を開始

８月 ・「「「「国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト[（株）Benesse] ※平成２３、２４年度は４月、８月の２回実施※平成２３、２４年度は４月、８月の２回実施※平成２３、２４年度は４月、８月の２回実施※平成２３、２４年度は４月、８月の２回実施

⇒全国レベルでの基礎学力（学習到達ゾーン）の把握・分析

９月 ・岐阜県小中学校長会及び県教育委員会合同訪問（３０名）

・校内ステップアップカリキュラム研究開発推進委員会（運用要項、自主教材案）

⇒自主作成教材（見本）及び実施運用要項の検討

１０月 ・基礎学力に関する講演[（株）Benesse]（対象：１学年）

１１月 ・学校独自教材「ステップアップ学び」を使用した試行授業（国・英・数）の実施

⇒羽島市内５中学を招いての授業参観及び意見交換会

・生活実態アンケート生活実態アンケート生活実態アンケート生活実態アンケート ⇒生活習慣、学習状況等の把握：経年比較

・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業研究指定校連絡協議会Ⅱ（土岐紅陵高校）

１２月 ・学力到達段階と学習及び生活意識調査 ⇒学力と学習時間、生活実態との相関分析

・定期考査の成績推移に基づくアンケート ⇒定期考査と学習・生活の相関分析

H23.１月 ・校内基礎学力定着調査校内基礎学力定着調査校内基礎学力定着調査校内基礎学力定着調査 ⇒基礎学力の定着度を把握・分析

・授業改善の一環として、授業内容のねらいを定める 本時本時本時本時のののの目標目標目標目標 作成⇒全教室で活用
・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業研究指定校連絡協議会Ⅲ（羽島高校）

２～３月 ・学校設定科目等における学校独自教材（自主作成教材）の編集

・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業 ⇒【【【【到達目標・評価指標等の設定到達目標・評価指標等の設定到達目標・評価指標等の設定到達目標・評価指標等の設定】】】】

[参考]訪問した学校と基礎学力定着への取り組み概要

◇ 東京都立東村山高等学校 ： 進学型エンカレッジスクール

◇ 埼玉県立妻沼高等学校 ： カルティべートタイム、学び直しのための学校設定科目の配置

◇ 大阪府立柏原東高等学校 ： 中・高交流及び数学Ⅰ独自教材、国英の基礎学力補充教材を作成

◇ 大阪府立北淀高等学校 ： 学校設定科目「教養Ａ」、５教科のプリント教材開発

◇ 奈良県立二階堂高等学校 ： 国語総合１単位増、１０分間を単位としたモジュール授業

◇ 広島県立河内高等学校 ： 各学年での国語、数学、英語の基礎学力定着教材の開発

◇ 広島県立安西高等学校 ： 「荒れた学校」からの脱却、「学びの共同体」の授業研究

平成２３年度

H23.４月 ・「「「「国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テストの導入[（株）Benesse]

⇒全国レベルでの基礎学力（学習到達ゾーン）の把握・分析 ＳＵ教室の整備

現状の学力、学習意欲、環境の把握及び中学校における学習環境等の比較分析

５月 ・校内ステップアップカリキュラム研究開発推進委員会

⇒基礎学力、学習意識等に関する現状及び実施状況の報告 実施運用要項実施運用要項実施運用要項実施運用要項の確認

・カリキュラム検討委員会 ⇒平成２４年度教育課程平成２４年度教育課程平成２４年度教育課程平成２４年度教育課程の確定 （理数先行実施）

６月 ・学校支援訪問（教科研究会において、基礎学力をテーマにした観点から指導・助言）

・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業研究指定校連絡協議会Ⅰ（羽島高校）

：学校支援課、研究指定校２校、調査協力校４校参加

・校内ステップアップカリキュラム研究開発推進委員会 ⇒授業運営、教材改編の検討
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・授業参観個票授業参観個票授業参観個票授業参観個票による授業公開の導入： 50分間フルタイムの授業参観、指導・講評

７月 ・「授業に対する意識調査授業に対する意識調査授業に対する意識調査授業に対する意識調査」（対象：全学年、全教科を調査対象）

⇒授業評価、学習内容理解度等の把握・分析、今後の工夫・改善事項の検討

８月 ・学校設定科目「ステップアップ学び」の指導方法研究、教材改編検討会

・「「「「国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト実施[（株）Benesse]

⇒全国レベルでの基礎学力（学習到達ゾーン）の把握・分析及び４月との比較

９月 ・基礎力診断テスト分析職員研修会、校内ステップアップカリキュラム研究開発推進委

員会、授業改善研修会 ⇒授業アンケート、基礎力診断テスト結果分析等

・基礎学力に関する講演[（株）Benesse]（対象：１学年）

１０月 ・カリキュラム検討委員会 ⇒平成２５年度教育課程の検討
１１月 ・県教育長視察及び中高意見交換会（羽島市教育委員会、羽島市内５中学校）

・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業研究指定校連絡協議会Ⅱ（土岐紅陵高校）

・生活実態アンケート生活実態アンケート生活実態アンケート生活実態アンケート ⇒生活習慣、学習状況等の把握：経年比較

１２月 ・カリキュラム検討委員会 ⇒平成２５年度教育課程の素案の提示
・県教委義務教育総括監及び学校支援課小中教科教育担当指導主事４名訪問

・「授業に対する意識調査授業に対する意識調査授業に対する意識調査授業に対する意識調査」（対象：全学年、全教科を調査対象）

⇒ 授業評価、学習内容理解度等の把握・分析、７月との比較

H24.１月 ・校内基礎学力定着調査校内基礎学力定着調査校内基礎学力定着調査校内基礎学力定着調査 ⇒基礎学力の定着度を把握・分析

・県教委教職員課長及び高等学校担当課長補佐訪問

・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業研究指定校連絡協議会Ⅲ（県庁）

２～３月 ・カリキュラム検討委員会 ⇒平成２５年度教育課程平成２５年度教育課程平成２５年度教育課程平成２５年度教育課程の確定
・校内ステップアップカリキュラム研究開発推進委員会 ⇒校内基礎学力定着調査分析

・学校設定科目等における学校独自教材（自主作成教材）の改訂、編集

[参考]訪問した学校と基礎学力定着への取り組み概要

◇ 神奈川県立追浜高等学校 ： 授業改善（言語活動）

◇ 東京都立蒲田高等学校 ： 学び直し（エンカレッジスクール）

◇ 広島県立吉田高等学校 ： 学び直し（ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟハイスクール）

◇ 山口県立奈古高等学校 ： 授業改善（基礎学力テスト等）

平成２４年度

H24.４月 ・「「「「国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テストの実施[（株）Benesse]

⇒全国レベルでの基礎学力（学習到達ゾーン）の把握・分析

現状の学力、学習意欲、環境の把握及び中学校における学習環境等の比較分析

５月 ・校内ステップアップカリキュラム研究開発推進委員会

⇒基礎学力、学習意識等に関する現状及び実施状況の報告 実施運用要項実施運用要項実施運用要項実施運用要項の確認

・カリキュラム検討委員会 ⇒平成２５年度教育課程平成２５年度教育課程平成２５年度教育課程平成２５年度教育課程の決定 （新学習指導要領全面実施）

６月 ・教職員課訪問

・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業研究指定校連絡協議会Ⅰ（土岐紅陵高校）

：学校支援課、研究指定校２校、調査協力校４校参加

７月 ・「授業に対する意識調査授業に対する意識調査授業に対する意識調査授業に対する意識調査」（対象：全学年、全教科を調査対象）

⇒授業評価、学習内容理解度等の把握・分析、今後の工夫・改善事項の検討

８月 ・次年度の運用・指導方法検討及び教材改編検討会

・「「「「国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト国・英・数」基礎力診断テスト実施[（株）Benesse]

⇒全国レベルでの基礎学力（学習到達ゾーン）の把握・分析及び４月との比較

９月 ・基礎力診断テスト分析職員研修会、校内ステップアップカリキュラム研究開発推進委

員会、授業改善研修会 ⇒授業アンケート、基礎力診断テスト結果分析等

・基礎学力に関する講演[（株）Benesse]（対象：１学年）

１０月 ・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業研究指定校連絡協議会Ⅱ（本校）

：今までの取組発表



- 4 -

１１月 ・生活実態アンケート生活実態アンケート生活実態アンケート生活実態アンケート ⇒生活習慣、学習状況等の把握：経年比較

１２月 ・「授業に対する意識調査授業に対する意識調査授業に対する意識調査授業に対する意識調査」（対象：全学年、全教科を調査対象）

⇒ 授業評価、学習内容理解度等の把握・分析、７月との比較

H25.１月 ・校内基礎学力定着調査校内基礎学力定着調査校内基礎学力定着調査校内基礎学力定着調査 ⇒基礎学力の定着度を把握・分析

・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業研究指定校連絡協議会Ⅲ（県庁）

２～３月 ・校内ステップアップカリキュラム研究開発推進委員会 ⇒校内基礎学力定着調査分析

・学校設定科目等における学校独自教材（自主作成教材）の改訂、編集

・総合教育センターＨＰ上実践報告及び自主作成教材掲載

[参考]訪問した学校と基礎学力定着への取り組み概要

◇ 茨城県立多賀高等学校 ： 生徒指導（基本的生活習慣の確立、あいさつの励行など）

◇ 千葉県立浦安高等学校 ： キャリア教育（自己啓発指導重点校）

◇ 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 ： 生徒指導（地域貢献）

◇ 兵庫県立猪名川高等学校 ： キャリア教育（道徳教育）

５ 研究内容

（１）入学生（第１学年）の生徒の学力及び学習に対する実態把握

①基礎学力

・国語、数学、英語の基礎学力診断調査（H22 学校支援課指導）

・国語、数学、英語の基礎力診断テスト(H23,H24 ベネッセ）

②学習に対する意識調査

・学習意識調査（H22 学校支援課指導）

（２）生徒の授業アンケートの実施

・授業に対する意識調査(H22,H23,H24）

（３）研究推進の体制作り

①授業改善の推進と授業規律の徹底

・研究授業や公開授業の推進（指導方法、指導形態、指導内容の周知）

②全校体制での推進

・学年主任の研究組織への配置

・ステップアップカリキュラム研究開発推進事業 校内運用要項の作成（全教科）

・授業に対する意識調査の実施（全教科･科目）

・ステップアップカリキュラム研究開発推進イメージ図の作成

○羽島市内唯一の高等学校 ●入学が比較的容易な全日制普通科の高等学校

希薄な進路意識 曖昧な学習目的意識 社会の一員としての自覚の欠如

校内の体制
↓

組織編制
運用実施要項

授業アンケート（わかる授業）

教育課程の編成
↓

学校設定科目２単位
「ステップアップ学び（国語・英語）」
数学Ⅰ（３単位）内での実施

学校独自教材の作成
↓

年間指導計画
自己管理シート

意欲・関心を高める工夫

情報収集・交換
↓

先進校視察
中学との交流
授業改善研修会

学びと進路意識の啓発
↓

講演（基礎学力・進路）
総合・ＬＨＲの活用

授業規律の徹底（履修指導）

【学習意識調査】
●勉強が嫌いと思う生徒が８割
○勉強は大切だと思う生徒が８割
○努力しなければいけないと思う生徒が８割
●中学の学習が分からなかった生徒が２割
●分からないことをそのままにしておいた生徒が２割

【基礎力診断テスト】
①４年制大学を狙える生徒（Ｂゾーン）は１割未満
②Ｂゾーン１の内７割以上が特別進学クラス
③Ｄゾーンが６割強 Ｄ３（義務教育の学習内容の未定着）は３割弱
④「自宅学習をしない」生徒が３割弱
⑤進路意識を自覚していない生徒が約５割

⑥試験勉強は「成り行き」や「学習しない」が半数

ステップアップカリキュラム研究開発推進事業 『概念図』

コミュニ
ケーション
能力・学力
を身に付
けた生徒

モラル・マナー、
社会の一員とし
ての生活習慣
をしっかり身に
付けた生徒

進路実現ができ、生
徒・保護者、地域から
信頼される学校

安易な欠席や遅刻
が多い

制服が着こな
せない

部活動に積極的
に参加しない

家庭学習
をしない

学習態度が
よくない

掃除の徹底が
図れない

義務教育段階の学習内容の定着が十分でない

キャリア教育の推進（Ｈ１９～Ｈ２１）
○中学校、地域との連携強化

○少人数学級と少人数指導

○入学者選抜実施内容の改善

○商業科目の設置

○３学期制の導入

○総学の時間とＬＨＲの（連続）活用

▲課題

高等学校の学習のシステム、学習内容に円滑に接続するための仕組みづくり高等学校の学習のシステム、学習内容に円滑に接続するための仕組みづくり高等学校の学習のシステム、学習内容に円滑に接続するための仕組みづくり高等学校の学習のシステム、学習内容に円滑に接続するための仕組みづくり

～ステップアップ学び～～ステップアップ学び～～ステップアップ学び～～ステップアップ学び～
◆国語：まとまった文章を最後まで、丁寧に読み取らせる指導
◆英語：中学１年生の初期の学習内容からの指導（語順理解を定着させる）
◆数学：基本的な四則計算、方程式のマスター（徹底指導）

羽島高等学校羽島高等学校羽島高等学校羽島高等学校
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（４）教育課程の編成

①平成２２年度（研究初年度）→平成２３年度（研究２年目）

・学校設定科目｢ステップアップ学び｣開設

→国語、英語で各１単位時間による義務教育段階までの学習内容

・数学Ⅰ内での開始１０分を活用した義務教育段階までの学習内容

②平成２４年度（研究最終年度）→平成２５年度

・国語：「国語総合」標準単位４を１単位増

・英語：「英語表現Ⅰ」標準２単位→１学期１単位を集中的に学習

→高校の学習内容との関連を図る取組

長期休業課題（入学前の春休み）での活用→習熟度別クラス編制

・数学：｢数学Ⅰ」及び｢数学Ａ」→高校の学習内容との関連を図る取組

長期休業課題（入学前の春休み）での活用→習熟度別クラス編制

｢数学Ⅱ」の全員履修
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（５）自主作成教材の試行と作成

・羽島市内５中学の教員との意見交換と授業参観

・教材作成（見本 別紙）

（６）中学校等との連携

平成２２年度

・羽島市立の各中学校訪問 計５回

・小中学校研究発表会参加 計４回

・高校授業改善研修会参加 計２回（羽島、山県、華陽フロンティア、不破、東濃高校）

平成２３年度

・羽島市立の各中学校訪問 計６回

・小中学校研究発表会参加 計１回

平成２４年度

・羽島市立の各中学校訪問 計８回

・小中学校研究発表会参加 計１回

（７）成果の実証と検証

①｢到達目標」
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②「授業に対する意識調査」

・中学校の学習内容をもう一度丁寧に説明してもらえる。

国 語

【H23】

【H24】

英 語

【H23】

【H24】

数 学

【H23】

【H24】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１２月

７月

感じる

感じない

0 20 40 60 80 100

１２月

７月

感じる

感じない

%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１２月

７月

感じる

感じない

0 20 40 60 80 100

１２月

７月

感じる

感じない

%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１２月

７月

感じる

感じない

0 20 40 60 80 100

１２月

７月

感じる

感じない

%
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６ 成果の評価

■具体的な重点目標

（１）授業に興味･関心がもてる。

（２）義務教育段階の学習内容が身に付く。

（３）高等学校の学習内容が理解しやすくなる。

■目標の達成に必要な具体的な取組 ■達成度の判断･判定基準あるいは指標

（１）授業に対する意識調査・・・・・・・・・（１）７割以上

①授業に興味･関心がもてる。

②義務教育段階の学習内容が身に付く。

③高校の学習内容が理解しやすくなる。

（２）基礎力診断テスト・・・・・・・・・・・（２）D3ゾーンが２割以下、前年比２割減

①義務教育段階の学習内容が身に付く。

（３）校内基礎学力定着調査・・・・・・・・・（３）３０点未満の生徒がいない

前年比１０点アップ

①義務教育段階の学習内容が身に付く。

■取組状況 ■評価の視点 ■評価

（１）授業に対する意識調査（７月、１２月） ・わかる授業の推進・・・ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（２）基礎力診断テスト（８月）

（３）校内基礎学力定着調査（１月） ・家庭学習時間の増加・・ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（４）生活実態調査（１１月）

（５）考査１週間前の放課後の自習室活用 ・授業規律の確立・・・・ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

７ 学校関係者評価委員による評価･意見など

・学校は、できるだけ選択授業や少人数授業を行い、生徒の理解を高めようと努力している。

・授業をとおして一人一人の能力に応じた指導を行っている。

0 20 40 60 80 100

平成２４年度

平成２３年度

あてはまる

あてはまらない

わからない

%

0 20 40 60 80 100

平成２４年度

平成２３年度

あてはまる

あてはまらない

わからない

%
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８ まとめ

「地域から信頼され、愛される羽島高校｣を目指している羽島市唯一の高等学校として、
近年、落ち着きのある学校へ少しずつ変わりつつあるこの機に、今まで以上に生徒一人一人
が学習や部活動など、毎日の学校生活を充実できるようになることが、最も重要であると考
えている。
普通高校として、就職希望者が入学当初で２割程度おり、平成２３年度卒業生では就職者

数及び専修・各種学校が四大進学者数を上回るとともに大学入試センター試験を受験する生
徒がいなかった状況から、平成２４年度卒業生では、６年ぶりに国公立大学へ進学する生徒
や大学入試センター試験を受験する生徒がでるなど、将来を考え、前向きに学習する生徒が
着実に増えている実感を得ている。
平成２５年度から入学者選抜制度が変わり、入学する生徒の実態も不透明であるが、生徒

に高校での学習内容や社会人としての基礎となる生活習慣を確実に身に付けて卒業させるこ
とが、自己肯定感を高め、彼らを取り巻く厳しい環境を自ら乗り越える力となり、進路実現
につながるはずであり、一層の授業づくりと魅力ある学校づくりに取り組まなければならな
い。
（参考）

①第１学年の出身別生徒数の推移

②卒業生の進路状況の推移

９ 研究成果の県内他高校への普及方法

・総合教育センターホームページへの掲載
・自主作成教材の提供、交換
・教育課程研究集会や教科部会での発表

10 事業の課題と今後に向けての改善方策案

課 題・・・・・・・・・・・・・・・・改善方策案

①平成２５年度入学生用教育課程の実施・・・・学校設定科目｢ステップアップ学び｣を開設
による義務教育段階の学習内容の定着 せず、既存の科目内で定着を図る。

②わかる授業の推進・・・・・・・・・・・・・研究授業の充実（教科会開催など）
③自主作成教材の改編と作成・・・・・・・・・中学校教科書の研究及び生徒の自費負担
④生徒の実態把握と成果の検証の継続・・・・・入学生への｢基礎力診断テスト｣の実施

授業アンケートの改善と継続
⑤授業規律の確立の徹底・・・・・・・・・・・生徒への指導の徹底と教員への研修実施
⑥家庭学習時間の増加・・・・・・・・・・・・宿題の確立と授業改善
⑦基本的生活習慣の確立・・・・・・・・・・・生徒指導部と連携した遅刻者数の減少
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