
- 1 - 

平成２５年３月８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 

２９ 岐阜県立不破高等学校 全日制 普通科 

 

１ 本校の概要 

 ・教育目標：歴史と伝統を誇る学校として、校訓「あかるく、さとく、たくましく」を旨とし、 

「知･徳･体」の調和がとれた人格の形成を図るとともに、生徒ひとり一人の個性的で多様な 

進路の実現を図る。 

・昭和 25年に不破郡唯一の高等学校として設立された。 

・昭和 49年には理数科を、昭和 56年には英語コースを新設した。 

・平成 17年度入学生より単位制（普通科）となる。 

・平成 22年度、創立 60周年を迎える。 

・単位制発足当初は４クラス定員であったが、平成 21年度入学生より３クラス定員となり、今年 

度は全学年が３クラスとなった。 

・３年で卒業できなかった生徒のために４年生と称するクラスを設けている。 

  

２ 研究の経過 

（１） 平成 23年度 

・調査協力校として、本事業に取り組んだ。 

・１年生の国語･数学･英語の３教科について、基礎的内容を学び直すことと学ぶ姿勢を身に付け

させることを目的として、中学までの学び直し教材であるベネッセのマナトレ(基礎編 10 級

～7級、各級 10枚、計 40枚)を入学当初の習熟度別授業で使用することにした。 

・具体的な取り組み方法は教科ごとに決めた。 

・１学期中間考査まで取り組み、残った部分も１学期期末考査頃までに終了した。 

・生徒の取組姿勢や、授業方法について各教科で検証し来年度の取り組み方について研究した。 

 

（２）平成 24年度 

・今年度も１年生の国語･数学･英語の３教科について学び直しに取り組んだ。 

・昨年度の検証により、国語･数学は昨年度と同一教材とし、英語科は教材を旺文社の「プレップ

イングリッシュ」にして取り組んだ。 

・２年目の取り組みとして、生徒の取組姿勢や、授業方法について研究した。 

 

３ 取り組み方法 

 基本的学習習慣を身に付けることも含めて、次の３つの具体的方策で取り組むことにした。な

お、この内のどの方法が欠けても、基礎・基本の定着はあり得ないと考える。 

・授業規律の遵守：授業の受け方に関するルールを設けて、生徒の授業態度を正す。 

・授業改善：生徒の意欲を喚起し「わかる授業」を展開するよう教師の指導技術を高める。 

尐人数指導の充実。 

・学び直し：義務教育段階の問題に取り組み、成就感を味わうことによって、学習意欲を引 

き出す。 
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４ 授業規律の遵守について 

 (1) 授業規律を遵守するためのルールの設定と指導方法 

 本校では、授業規律遵守のため、授業におけるルールをいくつか決め、それに沿って指導し

ている。ルールだけが独り歩きし、生徒の授業欠課を増やすだけのものにならないよう教員の

共通理解を図るための研修を行っている。ルールについては、教務部と生徒指導部が連携し、

職員会議等に図り決定している。問題が生じた場合は、その都度協議している。 

 

 (2) 授業欠課を繰り返す生徒の早期発見、早期指導 

 指導を繰り返して受けている生徒の情報を全教員が把握できるよう、成績出欠管理システム 

（ｅ－教務）からのデータ抽出ツールを作成している。 

 ツールによる早期発見によって、指導回数の多い生徒に対しては、回数に応じて教科担任及び

ＨＲ担任、学年主任、教頭･校長よる段階的指導を行っている。履修が危ぶまれる生徒に対しても、

欠課の割合に応じて教務主任、教頭、校長による段階的指導を行っている。 

 

５ 授業改善について 

 平成 22年度より、学校活性化プログラム（教育研修課）の一環として、教科の枠を越えたグルー

プによる授業研究を行い授業改善に取り組んだ。 

 (1) 実施方法 

・全教員を８人前後の４つのグループに分ける。その際、教科、年齢、性別が平均化されるよう 

配慮する。 

・グループ内のメンバーによる研究授業を年２回実施する。 

・指導案作成等の事前研究及び授業の反省等の事後研究を各クループで実施する。 

・研究授業は、グループに関係なく空いている教員が参観し、何らかの方法で参考意見をグルー

プに提供する。 

 

 (2) 平成 22年度の取り組み 

① 研修経過 

・５月 28日（金）学校活性化プログラムの講師派遣事業による出前講座 

  テ－マ：校内研修を活性化するために～目指す授業像の共有化に向けて～ 

   各グループに分かれ、ＫＪ法により、目指す授業像をまとめていった。 

・６～９月 各グループ一人目の研究授業（事前及び事後研究を含む） 

・10～１月 各グループ二人目の研究授業（事前及び事後研究を含む） 

・２月 18日（金）全体交流会 

各グループの研修のまとめを報告し、効果的な学習法を共有し、次年度の研究へのステップ

とした。 

② 各グループの研究授業とまとめ 

・授業規律は、３年間の積み重ねがあり、学年があがるごとに授業態度は良くなっている。 

        ３年間の見通しを持った取り組みを念頭におきながら、生徒の心の成長を促すように授業規

律を整えていくとよい。 

・生徒が興味・関心のもてる授業を工夫していく必要がある。そのためには他の先生の授業の

良いところを自分の授業にも積極的に取り入れたい。 

・各回とも前向きに研修ができ、メンバー各自が日頃工夫していること（メリハリのつけかた、

導入の仕方、意外性のある導入、生徒の活躍の場の作り方、効果的な叱り方等）も話し合い

の中で出され、自分の授業に生かす方法を学ぶこともできた。 

・分からない授業はついてこない。単調な授業はあきてしまう。そこで、話す時間（聞く時間）

板書する時間（書き写す時間）考えさせる時間（考える時間）体験させる時間（活動する時

間）等、10分～15分をメドに組み合わせ、１時間の授業を組み立てる。また、明確な指示で

何をどのようにするのか、生徒の実態を理解し指示することが大切である。 
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・授業だけでは難しいが、様々な体験から社会性を身に付け、人間関係の築き方や、生き方に

対する自覚をもつよう働きかけていく必要がある。 

・今回の２つの研究授業はどちらもペアワークやグループワークを取り入れた内容であり、生徒

が互いに教え学び合うというグループ活動の良い面が見られ、日頃の人間関係が好ましい状態

であることがうかがえた。また、こうした活動は生徒が自主的に取り組む姿勢が大切であるが、

２クラスとも真面目に活動する生徒が多く、授業内容の理解度も高いようであった。 

 

 (3)平成 23年度の取り組み 

①研修経過 

◆５月 20日(金) 第１回職員研修会  

・校内研修の主題を｢教科指導力を高める研修～基礎学力の向上～｣として、昨年度の研修の反

省を生かし、学習面と生徒指導面での今年度の課題を挙げ、重点的に取り組む項目を明確に

した。 

◆６～９月  研究授業、授業アンケート（１回目） 

・グループ内の一人が研究授業を公開した。 

・指導案は授業者だけでなく、グループのメンバー全員で授業方法等検討し、授業者が研究授

業を行った。授業後の反省もグループ全員で行った。 

・時間割等の都合で自分のグループの研究授業を参観できない場合は、他のグループの研究授

業を参観し、参観報告書を班長に提出した。 

◆10月 14日(金) 第２回職員研修会 

・実践交流会（効果のあったと思われる点、不十分な点の確認） 

◆10～１月 研究授業、授業アンケート（２回目） 

・実践、交流で共有した方法をもとに、各グループで一人研究授業を行った。 

・実施方法は１回目と同じ。 

◆１月 各グループでの研究のまとめ、研究報告書の作成 

 ◆２月 14日（火）第３回職員研修会 

・全体会で各グループの研修のまとめを報告し、効果的な学習方法を共有し、次年度の研究へ

のステップとした。 

② 各グループの研究授業とまとめ 

・講義形式で授業を進めるのでなく、生徒の発言や質問を大切にして進める。何より、教材研

究が重要であり、資料等の準備が十分できていれば、生徒は興味関心をもち、意欲も高まる。

また、作業を伴うことも大切で学習プリント等の工夫をし、生徒自身の活動を多くすることが

意欲的に取り組める授業であると改めて認識した。 

・年度当初に目指した「基礎学力の向上」という主題に沿った授業を通して、不破高校の目指す授業

について「講義」だけでなく「作業的な」内容を取り入れることで生徒の興味関心を喚起していく

取り組みを学ぶことができた。 

・新たな課題として、社会で必要とされる「言語能力(コミュニケーション能力)の育成」を日頃の

授業の時から意識した取り組みの必要性を感じた。 

・他教科の授業の進め方を知ることができた。また、教科によって違う様々な生徒の取り組む姿を垣     

間見ることができた。 

・生徒が互いに教え、学び合うというグループ学習の成功例を参観することができた。 

・基礎基本の学力の定着はいうまでもないが、教科を問わず、コミュニケーション能力や判断力、責

任感を高め、育てていくためのプロセスや方法ができてくるとよい。 

・きめ細かに段階を踏み、作業中心の学習形態を構築し、内容を繰り返すことで、基礎の部分での理

解は進んでいくことが確認された。しかし、授業で行われている内容を自分の生活との関連で実感

をもって理解するとなると、そこには更に工夫が必要になる。今回の２名の研究授業では積極的に

生徒主体の作業や活動を取り入れて、より生徒が主体的に取り組む場面が見られ、他の教科の授業

でも参考になる点が多かった。今後、作業や活動から得られた内容をどう理解し、定着させていく
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かが課題である。 

 

 (4)平成 24年度の取り組み 

①研修経過 

◆第１回全体研修 ５月 20日（金） 

・中学までの基礎力が身に付いておらず、学習意欲に乏しい生徒に「わかる授業」を行い、意欲を

喚起する指導方法・技術を高めるため、教科の枠を越えて研修する。その目的を理解し、班分け

を行い、各班で授業者 2名を決め、今後の研修予定を話し合った。 

◆班を中心とした研修 ６月～９月 

・各グループ一人目の授業者が分かる授業への工夫をした指導案を作成。 

・指導案をグループ全員で検討。 

・研究授業を実施  ＊グループ以外の職員も、空いている者は全員授業を参観し参観者による授

業評価を記入し授業者に提出。 

・各班で反省会を実施し後半への課題等も話し合う。 

 なお、参観者の評価表は、生徒が年２回行う授業アンケートの項目と同じ項目も設け、指導者の

見方だけでなく、生徒の側からその授業がどう受け取られているのかも考察できるものを使用。 

◆第２回全体研修 10月 24日（水） 

・教育研修課より２名の先生に来ていただき、前半の各班の研修状況や今後の研修に向けてご指導

いただいた。 

◆班を中心とした研修  11月～１月 

・各グループで前回の研修の反省を生かし、二人目の授業者が、本時での基礎・基本を明確にして

授業方法を考えた指導案を作成。 

・指導案を基にグループ全員で検討。 

・研究授業を実施。 ＊グループ以外の職員もその時間空いている者は全員授業を参観し、             

参観者による授業評価を授業者に提出。 

・各班で反省会を実施。今年度各班２回の研修のまとめをした。 

 なお、参観者の評価表は、生徒が年２回行う授業アンケートの項目と同じ項目も設け、指導者の

見方だけでなく、生徒の側からその授業がどう受け取られているのかも考察できるものを使用。 

◆第３回全体研修 ２月 20日（水） 

・全体会で各グループの研修のまとめを報告し、効果的な学習方法を共有し、次年度の研究へのス

テップとした。 

② 各グループの研究授業とまとめ 

・他の先生方の授業を拝見することで、各自が自分の授業を振り返ることができて、よかった。ま

た、「本校における基礎・基本とは何か」等、生徒の現状に目を届け、生徒を肯定する点に、今

年度後期に視点が向いた点が評価される。来年度は、この点の具体的共有化を課題としたい。 

・基礎基本を、やり方を変えながら何度も繰り返しても、なかなか定着しないが、自分でできるこ

とがあると、それで自信をつけた生徒もでてくるようになった。 

・その場の享楽的なおもしろさしか楽しいと思わない生徒もいるが、基礎基本を身につけた上で実

践や思考をするとおもしろさがわかる。 

・分かる授業のための指導技法の研究(ＫＪ法・学習プリントの形式や内容・学習プリントと板書を

関連づける工夫・グループ学習のやり方)ができた点がよかった。 

・共通する部分(本時の目標の明示・言葉遣いや設問、指示の出し方)を見付けながら研修ができた

点がよかった。 

・今年度は理数系の科目での公開授業，研修となったが，やはり科学的な根拠や明確な数字に基づ

いた議論と考察を生徒に取り組ませるためには，ある程度教員側がコントロールする必要がある。

その上で，生徒自らが意欲をもって学習活動に取り組んでいけるような指導の工夫が大切である。 

・高校生が学ぶべきレベルを維持し，易しい内容を易しく教えるのではなく，基礎・基本を踏まえ

た本校生徒にとっては“ムズカシイ”内容を，易しく分かりやすく教える方法を，今後も研修し
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ていく必要を感じた。 

  

 (5) 生徒や教員による授業評価の活用 

 生徒による授業評価は、以前から行っていた「授業アンケート」を記名式とし自己評価の項目

も加え、「授業を振り返って」という名称にした。その結果を集計・分析しやすくするために共

通の報告様式を作成した。 

 この結果を各グループの研究に活用しやすくするために、従来の任意のクラス対象を、研究授

業を行うクラスに対してアンケートを実施することとした。また、研究授業を参観した教員の意

見書（授業参観を終えて）も様式を定め、生徒による授業評価と同じ評価項目を設けた。これに

よって生徒の見方と教員の見方を比較できるようにした。 

  ○授業アンケート（生徒による授業評価）の全体集計(平成 24年度) 

・全体的に自分にも教員にも高い評価となっており、特に学年が上がるにつれてその傾向がみら 

れる。学年が上がるにつれて授業に落ち着いて取り組んでいると捉えたい。 

・昨年(平成 23年度)の１年生が、自己評価は厳しく授業評価は甘かったものが、今年の１年生は

どちらも厳しい評価となっている。 

・「(8)興味・関心がわきもっと学びたくなる授業であったか。」の問いに対する回答だけが他と

比べると低い評価となっている。本校の生徒にとって「興味・関心がわき、もっと学びたくな

る授業」とは、表面上の面白さを求め、分かることやできることの喜びを味わうものではない

可能性も否定できないが、授業改善を継続して研究していく必要性を感じる。 

 

 (6) 尐人数指導の充実 

・国語、数学、英語、家庭は２分割授業とし、国語、数学は定期考査の結果によって習熟度別に

クラスを編成し授業を実施している。英語、家庭はＴＴで授業を実施している。 

 ・１クラスを習熟度別に２分割し、１５人程度で授業を実施。 

 ・尐人数なので黒板に近い所に座らせ、目が行き届くようにしている。 

 ・授業に集中できないときや、私語等もあるが３０人単位の授業よりは能率が上がっている。 

 

６ 学び直しについて 

 (1) 概 要 

平成 23年度から、本事業の調査協力校となり、研究指定校の取り組みを参考にして、１年生の

国語、数学、英語において、中学までの学び直し教材である Benesseのマナトレ（基礎編 10級～

７級、各級 10枚、計 40枚）を入学当初に使用することにした。具体的な取り組み方法は各教科

で決めた。 

 

 (2) 国語科 

① 実施方法 

 平成 23年度からの 2年間同様の形態で授業に取り入れた。 

・１学期の中間考査までの期間、国語総合（４単位）の時間を全てマナトレに充てた。 

・１ステップずつ生徒に取り組ませ、すぐに教師による解説及び自己採点を行い、次のステップ

に進んだ。 

・１時間あたりに３～４ステップを行った。 

② 成果・課題等 

 生徒にアンケートを採ったところ、難易度に対して 10級は多くの生徒が易しいと感じている

が、7級になると｢やや難しい｣、｢やや易しい｣、｢易しい｣の割合が 3分の 1ずつとなり、授業進

度とも合わせてやや易しめであったが、概ね生徒には高評価であり、9割の生徒が、学び直しが

できたと感じていた。 

 一方教員の評価としては、集中して取り組めたことで一定の成果があったとしながら、教科書

の内容と並行する形で進めることができたのではとの意見がある。また、マナトレの内容は機械
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的な単純作業に近く、どの生徒もまずまずの取り組みであったが、通常の学習に戻った時にその

取り組む姿勢が身についていたとは言えない面もあり、学び直しの教材としては、マナトレより

もより生徒の実態に即した独自教材を研究、開発することとし、平成 25年度の 1年生から新た

な内容で学び直しに取り組むこととした。 

 

 (2) 数学科 

① 実施方法 

平成 22年度までは本校独自の小テスト（年間 51回分）を使用していたが、平成 23年度から

はマナトレに変更して実施した。１学期の中間考査までの期間、数学Ⅰ(３単位)の時間をすべ

てマナトレに充てたが、全部やりきれなかったため中間考査から期末考査の間は毎時間の前半

をマナトレに充てた。24年度も同様の形態で授業に取り入れた。 

・毎時間 35分間、指定した２～３ステップずつ取り組み、早くできた生徒は『おかわりプリント』

に取り組ませ、できない生徒には机間巡視で指導した。 

・１時間の終わりに、解説及び自己採点を行った。学習記録表に正解数・自己評価を記入し提出

する。 

・初めのうちは１時間当たり３ステップのペースで進めたが、途中から取り組めない生徒が増え、

２ステップずつに変更した。 

② 成果・課題等 

・平成 22年度まで使用していた独自小テストに比べ、専用の書き込み式ノートであるため煩雑に

ならなかった。また、おかわりプリントにより、個々の理解度に合わせて進めることができて

良かった。 

・小テストに比べ、全体的に前向きな姿勢で取り組んでいた。しかし後半やや難しくなってくる

とマンネリ化も加わり、特に習熟度の下位のクラスでは意欲が低下し、集中して取り組めない

者も出てきた。 

・始めの方の簡単な計算は大半の生徒がクリアできたが、後半の複雑な小数・分数の計算になる

と、約半数の生徒には困難な計算となり、正答率や進度に極端な差ができた。 

・本校には「理解できれば取り組む」生徒と「理解できようができまいが取り組まない」生徒が

いる。取り組まない生徒への教材の与え方は大変難しい。 

・マナトレは、生徒のやる気や達成感を引き出すには効果があったので、入学時に集中して学習

のための訓練として行うことはよい。 

・マナトレは、生徒のやる気や達成感を引き出すには非常に効果があり、入学時に集中して学習 

 するための訓練、授業姿勢の確立という観点では素晴らしい教材である。 

・教材については、これで２年続けてマナトレの基礎編（10級～７級；小２～小６程度で、２桁 

 の加減～分数計算）を使用したが、標準編（６級～４級；小５～中３程度で、比、正負の数、 

 平方根）や発展編（３級～１級；中１～中３程度で、文字式、因数分解、２次方程式など）も 

 あり、できれば数学Ⅰ（無理なら数学 Aや数学Ⅱでも）で取り組めるといいかもしれない。 

・進度についても生徒の個人差が出てくる小数や分数計算あたりから、ステップごとや分野ご

とで１時間あたりの進度もきめ細かく計画できるといい。 

・評価方法についても、昨年度同様に 1時間の取り組みを５点満点で点数化したが、他の評価 

 法も検討してみたい。また、進学クラスは分割ではないので毎時間の評価に労力がかかるの 

 も一考したい。 

・教材については、マナトレ以外のものも検討する必要があるが、数学の基礎学力を身に着けさ

せるためには、入学後早い段階で学び直しの取り組みをしていくことは必要である。 

・高校で学習するための基礎学力をつける方法については、今後も検討を要する。 

 (3) 英語科 

① 実施方法 

 平成 23年度は、以前から使用している同様の教材（プレップ・イングリッシュ(旺文社)）を英

語Ⅰ（３単位）の時間に使用して、マナトレはオーラルⅠ（２単位）で使用した。 
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・授業開始 10分程度の間に１ステップずつ問題を解き、答え合わせをした。 

・教員は机間巡視によって質問を受け、説明する方法とした。全体での説明は行わなかった。 

・概ね１学期の期末考査までに終了したが、進度の遅い生徒にやりきらせるために２学期もしば

らく継続し、早く終了した生徒にはおかわりプリントに取り組ませた。 

・１学期の中間考査及び期末考査の２割程度がマナトレからの出題となった。 

平成 24 年度は、「プレップイングリッシュ」と｢マナトレ｣がともに、学び直しあるいは中学

校からの橋渡しの教材なので、「プレップイングリッシュ」に絞って取り組むこととした。 

しかし、｢プレップイングリッシュ｣は内容が多く、この教材を２学期末頃まで使用することに

なり、教科書の内容には３学期からしか入ることができなかった 

② 成果・課題等 

・効果を測る評価規準を設定していないため、効果は分からない。取り組み開始時点と取り組み

後の学力の変化を数値化することは困難である。 

・マナトレに取り組む様子は、５分間ほどであるが比較的集中して問題を解いている。その点で

は、意欲・関心・態度を尐しでも向上させられたのかもしれない。 

・内容が大変初歩的であり、特に最初の方は小学生でもできる内容であるため、学力の向上につ

ながっているという意識は低かったようである。 

・平成 23年度の反省として、以前から補助教材として採用しているプレップ・イングリッシュと

目的・内容面での重複がかなり見られ、マナトレがなくても十分対応できたと思われる。また、

非常にやりづらい面があり、どちらか１つに絞った方が授業時間を有効に使えたと思われたの

で、平成 24年度はマナトレを使用せず、プレップイングリッシュに一本化したことにより、効

率よく「学び直し」に取り組めた。 

・入学生の学力は、下げ止まり傾向にあるが、「学び直し」の過程で、学び直せない生徒が多く 

 いる。教材を簡単にすることばかりが、学び直しをしやすくする訳ではない。出口を意識させ 

 た指導が必要である。 

 

７ その他の取り組みについて 

  以上の 3点の取り組み以外にも以下のような取り組みによって、授業改善、生徒の授業意欲の向

上を目指している。 

  ①授業のねらいの明確化 

・授業改善の一環として、学校全体で授業のねらいを明確にし、学習意欲の喚起に努めている。 

    ②中学校の授業参観 

・年２回(6月、9月)実施される不破郡小中学校教科別研究会に参加し、義務教育における授業、

学力等を学び、授業改善の一助としている。 

③評価 

・考査、課題テスト、提出物、小テスト、授業に取り組む姿勢などから総合評価を行っている。 

・各教科で評価項目ごとの配点を定め評価をし、「評価１・２」(10段階)の場合は学習状況報

告書を教科担任からＨＲ担任と教務へ提出し、生徒への指導に活用している。 

   ④学習の動機付け 

・進路指導部との連携の元、キャリアカウンセラーの活用、履修登録ガイダンス、教科ガイダ

ンス等を実施し、生徒の将来の進路を明確にしていく中で、学習の動機付けを計っている。 

⑤就職希望者向けカリキュラム編成 

・４割を超える就職者に対して、就職に必要な力を付けるためのカリキュラム編成に取り組み、

５つの類型(サイエンス(理系進学)、ヒューマン(文系進学)、ライフ(看護福祉保育系進学)、

クリエイティブ(理美容芸術系進学)、ビジネス(就職))によって進路を明確にした履修登録を

させるようにした。 

 

８ 終わりに 

  最近の生徒の学習意欲や基礎学力の低下は著しく、中学までの学び直しが必要なことは間違い 
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ないが、そのための効果的な教材や取り組み方にはまだまだ検討の余地がある。 

  今後とも分かることやできることの喜びを味わうことができる授業を目指して授業改善を進め 

ていきたい。本校の職員グループによる授業研究を確立し、３つの具体的方策によって、基礎・ 

基本の定着を図るよう研究を進めていきたい。 

 今年度までは、昨年度から継続してマナトレを使用したが、教科によって、より生徒の実態に

即した教材を開発、選択して学び直しの取組を継続していく。また、平成２５年度入学生の教育

課程より、２年次、３年次に「教養国語」｢教養漢字｣「教養数学」「教養英語」等の学校設定目

などによって、基礎学力の定着を図ることによって、進路実現も目指していくこととした。 

 


