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１６ 

 

 
   岐阜県立 山県 高等学校 
 

 
全日制 

 

 
普通科 

 
 
 
１ 研究主題 
 

  調査協力校として、研究指定校の実践を分析し検証するとともに、これまでの本校での実践を 

「学び直しと生徒の学力向上」の視点で検証する。 
 

 
２ 研究主題の設定理由 
 

平成22年度までは、授業を進める際に義務教育段階の学習事項の学び直しが必要であった

ため、 本校独自に取り組んできた。その取り組みを検証するとともに、新しく他校の実践

も取り入れ指導力の向上を図るため。 

 
３ 研究推進体制 
 
【研究推進体制図】 

 

  研究推進委員会 委員長  学校長 

          副委員長 教頭 

          主務者  教務主任 

          委員   教科主任（国語科、数学科、英語科、商業科） 

                   （地歴公民科、理科） 
 

 
 

４ 実施日程 

平成 22 年度 

実施 
時期 

 
実 施 事 項 

 
他校訪問等 

12月 
・研究推進委員会を設置。 
・委員会にて、研究指定校等から提供された情報を基に、生徒の学力実態を把握するた
めの教材を検討。 

 

１月 
・研究推進委員会にて次年度の年間計画を立案。 
・補助教材選定委員会にて学力診断用教材を決定。  

２月   

３月 ・合格者説明会にて入学前学習への取り組みを指導。  

 

 



平成 23 年度 

実施 
時期 

 
実 施 事 項 

 
他校訪問等 

４月 ・基礎力診断テスト((株)ベネッセコーポレーション)を１年生で実施。  

５月 
・職員会議で、診断テスト結果を基に、生徒のつまずきやすい点の研修。 
・SKK式クレペリン検査を実施。その結果と基礎力診断テストとの相関を分析。  

６月 
・第１回連絡協議会で、研究指定校から情報及び教材提供を受け、それの活用方法の検
討を開始。 

・学習遅進者対象の学習支援指導。 
 

７月 
・進学希望者対象の補習授業開始。 
・学習用教材の試作開始。使用していた授業プリントに学び直し内容を追加。 
 研究指定校作成の教材を、本校向けに改訂開始。 

 

８月   

９月 ・学習用教材の試行開始。  

10月 
・数学科で習熟度別クラス編成授業を開始。 
・基礎力診断テスト結果と、前期期末考査得点との相関を分析。  

11月 ・成績不振者対象の学習支援指導。  
神奈川県立釜利谷高等学校 
千葉県立姉崎高等学校 

12月 
・第２回連絡協議会の報告を受けて、(株)ベネッセの教材「マナトレ」について、使用
の可否を各教科で検討。 

三重県立白山高等学校 
三重県立白子高等学校 

１月 ・検定試験（漢字、商業）を活用した学習指導実施。  

２月 ・これまでの指導結果、検定試験結果の検証と、次年度の指導方法検討。  

３月   

 

平成 24 年度 

実施 
時期 

 
実 施 事 項 

 
他校訪問等 

４月 

・基礎力診断テスト((株)ベネッセコーポレーション)を１、２年生で実施。 
 診断テスト結果について、平成23年度の結果と比較し、学力変化を分析。 
・朝読書の時間を『朝活動』とし、学び直しプリント演習を含む年間計画を作成。 
・数学科は、研究指定校作成の教材を改良した授業プリントと並行して、(株)ベネッセ
発行の教材「マナトレ」を使用開始。 

 

５月 
・職員会議で、診断テスト結果を基に、生徒のつまずきやすい点の研修。 
 また、１，２年生のテスト結果を比較検討。  

６月 
・学校支援課の支援訪問（計画訪問）において、指導・助言を受けた。 
・前期中間考査までの学習成績を仮10段階にして生徒に通知し、学習姿勢を振り返る意
識付けを行った。 

 

７月 ・学校支援課の指導・助言を踏まえて、改善に取り組んだ。  

８月   

９月 
・これまでの指導を踏まえて、全ての生徒に身に付けさせたい学力の具体的目標検討を
開始。  

10月 ・指導用教材の改良を継続。  

11月   

12月 ・身に付けさせたい学力の具体的目標のまとめ完了。  

１月 
・検定試験（漢字、商業）を活用した学習指導を実施。特に商業科は、情報コース・ビ
ジネスコースの全員を対象に、２週間、７時限目補習授業を実施。 福島県立あさか開成高等学校 

２月 ・指導結果の検証と、次年度の指導方法検討。 
静岡県立御殿場高等学校 

兵庫県立神戸北高等学校 

３月   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



５ 研究内容 
 
■取り組み 
 本研究は、平成23、24年度入学生を対象に実施した。 
 
 (1) 生徒の入学当初における基礎学力把握 
   (株)ベネッセコーポレーションの「基礎力診断テスト」を用いて、学力把握をした。 
 (2) ２年次の基礎学力把握 
   「基礎力診断テスト」を２年次の４月に実施し、学力の推移を見た。 
 (3) 学力とメンタルヘルス等の相関分析 
    平成23年度入学生に関して、基礎力診断テスト結果とＳＫＫ式クレペリン検査との相関分析を行った。 
 (4) 研究指定校作成の教材の検証 
   学校設定科目内で使用するように作成された教材が、本校の授業で活用できるかを検討した。 
   数学プリントの教材原稿を受け取り、本校向けに改訂して試用した。 
 (5) 習熟度別クラス編成による授業の実施 
   数学科で、平成23年度後期から、１年生で取り組んだ。平成24年度は１，２年生で取り組んだ。 
 (6) 学び直し事項を盛り込んだ教材作成 
   英語科で、平成22年度まで使っていた教材を改訂した。高等学校の学習内容を進めつつ、文法事項等の復

習内容を、適切な場所に盛り込んだ。 
 (7) 教材業者が販売している学び直し教材の利用 
   (株)ベネッセコーポレーションの「マナトレ（基礎編）」を数学科で用いた。平成24年度１年生で、４月

～６月に実施した。 
 (8) スモールステップによる指導 
   国語科で、日本漢字能力検定へ向けた学習指導において取り組んだ。毎時間、学習プリントを集め、評価

し、次時初めに返却する指導を繰り返し継続した。 
 (9) 10分間小テストの取り組み 
   平成23年度に、１年生の理科の授業内で、小テスト形式のドリルを毎時間実施した。その方法を、平成24

年度は全校生徒を対象に、朝読書時間内で実施する年間計画を作成して取り組んだ。 
 (10) 検定試験を用いた学習意欲向上の取り組み 
   １月の放課後に商業科で、検定試験へ向けて２週間、補習授業を行った。 
 
■取り組みの結果 
 
(1)生徒の入学当初における基礎学力把握について 
 ４月初めに基礎力診断テストを実施した。年度の早い時期に生徒の学力が明確になることで、生徒の実態に
沿った指導方針を立てやすくなった。 

 また、家庭学習に自分で取り組めることも学力の一部と考え、次のように指導した。 
①事前学習教材を３月の合格者説明会時に配布し、説明会で「高等学校は学習する所である」ことに触れつ
つ、家庭学習の大切さを強調した。 

②入学式後にクラス担任からも「しっかり学習してから基礎力診断テストに臨む」ように話をした。 
 その結果、習熟度別クラス編成の基礎資料としても活用できた。さらに、学力の年度比較もできるように
なった。ただし、このテストは高校での学習内容も順次入ってくるため、年度の途中には用いなかった。 

 
(2)２年次の基礎学力把握について 
  学力の傾向を見るために基礎力診断テストを用いた。平成23年度後期に習熟度別授業を行った数学では学
力の向上が認められた。また、英語では「勉強と成績」に関する教科意識調査で「勉強が成績に現れない」
と回答する生徒が、入学時の75人から２年生初めで27人に減るなど、テストでは把握できない事柄も分かっ
た。 

 
(3) 基礎力診断テスト結果とＳＫＫ式クレペリン検査との相関分析 
  相関は認められなかった。 
 
(4)研究指定校作成の教材について 
  学校設定科目内で使用するように作成された教材は、１単位で系統的に進めるようになっていたため、本
校の授業時間内で使用するには時間が足りず、内容を部分的に参照するに留まった。土岐紅陵高校作成の数
学教材は、平成23年度後期に改訂して使用し、習熟度別授業で活用できた。「マナトレ」を使っている学校
も多いことから、使用の可否を検討し、数学は使用することになった。平成24年度は「基礎編」をどのクラ
スも同一進度で用いたが、基礎学力の高い生徒は物足りない状態だったため、平成25年度は「標準編」を毎
時間10分間程度、学力に応じた進度で使用する計画である。 

 
(5)習熟度別クラス編成について 
  数学科は次のように取り組んだ。４月初めの基礎力診断テストの結果を元にクラスを編成した。その編成
は定期考査ごとに改編をした。その際、生徒の希望も確かめつつ行った。２年次初めの診断テストでは学力
の向上が認められた。 

 
(6)学び直し事項を盛り込んだ教材作成について 
  英語科は、基礎力診断テストの結果、基礎学力に大きな差がなかったため、全員に同じように教材を与え
て指導した。本事業実施前から使用していた授業プリントに、学び直しプリントを組み込んでいった。高校
の授業内容を進めつつ、必要に応じて基本的な文法事項を復習するようにした。 

  その結果、２年次初めの診断テストでは、Ｄ１ゾーン以上の生徒の割合が増加した。また（２）で述べた
ように、勉強が成績に現れると感じた生徒が増えていることがわかった。この点は、来年度も継続して検証
する。 



 
(7)学び直し教材について 
  数学の学力の低い生徒にとって、「マナトレ」は効果があった。小・中学校で家庭での計算練習時間が無
かった生徒達であり、授業内で取り組んだおかげで、基礎的計算力は伸びたと感じた。定期考査で、相応の
点数を取れたことから、その効果がうかがえた。 

 
(8)スモールステップによる指導について 
  国語科で、漢字検定への取り組みを通して、この点を検証した。毎時間、学習プリントを集め、評価し、
次時に返す指導により、生徒の学習意欲を持続させることができたとともに、生徒が自分の学力レベルを、
より正確に把握できるようになった。その結果、合格率向上につながった。 

 
(9)10分間小テストの取り組みについて 
  平成23年度に理科で、授業時間初めの10分間小テストによる中学学習内容の復習を行った。テスト形式に
よる学習スタイルの定着を図ることができた。 

 朝活動にこの方法を導入した。商業科目では、授業で使用した学習済みの検定試験向け問題集を分割して使
用した。同傾向の問題に繰り返し取り組ませた。「朝活動」の10分間という短い時間内で解答することが、
力を高めるのに効果的だった。 

 
(10)検定試験を用いた学習意欲向上の取り組みについて 
  平成24年度は情報コース・ビジネスコース全員を対象に実施した。その結果、クラス全体の学習に向かう
姿勢が高まった。同時期に国語科で漢字検定への指導も行ったため、良い相乗効果が得られた。 

 
 
６ 成果の検証 
 
■具体的な重点目標 
（１）調査協力校として、研究指定校が作成した教材の検討、試用をする。 
（２）平成22年度までに取り組んできた学び直しを含む授業の進め方を、改良する。 
（３）本事業で得た情報をもとに、新しい指導方法や教材を導入し活用する。 
 
■目標の達成に必要な具体的な取組 
（1-1）学校設定科目用教材の使用方法の検討。 

（1-2）作成された教材の本校向け改訂と試用。 

（2-1）授業プリント内の学び直し事項の整理。 

（2-2）スモールステップによる学習指導。 

（3-1）習熟度別クラス編成による授業の実施。 

（3-2）市販テストや教材の試用。 

 
■達成度の判断・判定基準あるいは指標 
（1-1）学校設定科目向け教材の、本校での活用の可否。 

（1-2）その他の教材の活用度。 

（2-1）生徒の理解度の変化。 

（2-2）検定試験の合格率変化。 

（3-1）定期考査や基礎力診断テストでの学力変化。 

（3-2）活用マニュアルの作成と、その運用結果。 
 
■取組状況 
（1-1）教材の分析をし、使用方法を検討した。 

 

（1-2）数学科で改訂をし、活用した。 

（2-1）英語科でこれまで使用してきた教材を改良し、通常の授

業を進めながら、学び直しに取り組んだ。 

（2-2）国語科で学習プリントを毎時間、評価した。 

（3-1）数学科で習熟度別クラス編成に取り組んだ。 

（3-2）基礎力診断テストや「マナトレ」を試用した。 

 
■評価の視点 
(1-1）本校の教育課程を踏まえて検討でき 

   たか。 

(1-2）学力に合わせ改訂、活用できたか。 

(2-1）生徒の理解は進んだか。 

 

(2-2）生徒は自分の到達度がわかったか。 

(3-1）考査での正解率が向上したか。 

(3-2）教材を有効に活用できたか。 

 
■評 価 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
 
７ 学校関係者評価委員による評価・意見など 

・学習の質と量に着目して、授業改善を進めてほしい。質は子どもの学力に合わせて、量は授業の１時間内の進度
を考える。子どもは先生に合わせるので、ハードルを上げると学習量が増える。そこから、自分の将来への新しい
思いが出てくる。板書のしかたの工夫などにより、授業進度を速めることはできる。 

 
・就職や進学に関して、生徒の意欲を上げるためには、進路目標を達成できた先輩からの手紙がよいと思う。 

 
８ まとめ 
 
・研究指定校作成の教材のうち、学校設定科目内で使用するものは、通常の授業時間内では時間が足りず、活用しづらかった。部

分的にでも活用するには、検討する時間が不足した。独自プリント教材は、本校生徒の学力に合わせて改訂し活用できた。 
・平成22年度まで本校で使用していた教材に義務教育段階の学習内容を盛り込んで、授業内容に合わせて随時、学び直しを行う方
法は確立できた。朝活動での小テストは、年間の実施時期が、各教科で適切であるか検討が必要と考えられた。 

・習熟度別クラス編成による授業を進めることができた。今後、習熟度に合わせた教材の検討と精選に取り組む。 

 



 
９ 研究成果の県内他高校への普及方法 
 
 ・実践例や作成した教材例を、pdfファイルで、ホームページに掲載し公開する。 
 

 
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 
 
・教科ごとに、異なる事項に重点を置いて取り
組んだ。他教科の成果を導入し実践すること。 

 
・到達目標に照らした学力診断方法の確立。 
 
 
 
・入学時の診断テストで基礎学力の高い生徒も
見られたが、それらの生徒の力を伸ばすこと。 

 

 
・教科間の実践交流会議を定期的に開催する。 
 
 
・本校の生徒にとって必要な基礎学力目標はまと
めたので、到達度を測る本校独自のテストを作
成し、授業改善に活用する。 

 
・基礎学力の高い生徒へ、進路目標を含めた教育
相談を定期的に行い学習目標を設定させ、補習
授業等に参加する意欲を喚起する。 

 
 
 
 


