
平成２２年度「高校教育のクオリティアップ支援事業」研究成果報告書

学校番号 学 校 名 課程 設置学科

４５ 多治見工業 高等学校 全日制 工業

研究主題 「工業高校に求められる真の教育力を高める学習指導体制と授業方法の実践」

今年度の教育目標は「元気で笑顔があふれ、活力ある多治見工業高校を目指して」とした。
以下今年度の主な取り組みについて報告する。

１新しい授業スタイルの開発と実践
（１）授業研究体制（通称ＩＱＥ＝Improving the Quality of Education ）

昨年は１～１２年目までの若手をコアグ
ループとし、他の教員をサポートに配した
形で授業研究を進めたが、授業の方向性が
不明確であったり、教科としてのサポート
が不十分であった。この点を踏まえ今年度
は教科を中心としつつ、複数の学科教科を
グループした体制に変更した。

ア）研修のテーマについて
「楽しい授業、笑顔があふれる教室」

を目指した授業実践
～学習活動に達成感を与え、
「楽しい授業=わかる授業」を実践する～

グループ研修

イ）年間研修計画の流れ
A)5月26日 第1回IQE研修＝今年度の取り組みについて
B)6月9日～18日 オープン授業（校内LANに授業観察記録を入力）
C)オープン授業の授業記録をもとに、年間研修構想再編成
D)7月 2日 第2回IQE研修＝研修構想発表
E)8月27日 第3回IQE研修（グループ別）各グループ研修授業指導案作成及び意見交流
F)9月上旬 オープン授業

（校内LANに授業観察記録を入力）
G)9月21日 研修授業（該当６クラス以

外は放課）班別研修
H)11月11日 第4回IQE研修（全体会）各

グループによる中間報告の
プレゼンテーション

I)11月中旬 1月上旬 オープン授業
（校内LANに授業観察記録を入力）

J)3月11日 第5回IQE研修
各グループによる研修内容
のプレゼンテーション

各グループによるプレゼンテーション



ウ）オープン授業について
第１回オープン授業では、アンケート結

果から現れた問題点を整理して、指導の改
善のポイントを明確にし、全職員が授業観
察を行った。

［授業観察の４つの視点］
Ⅰ基本的学習習慣の確立の工夫
Ⅱ課題提示の工夫
Ⅲ生徒の活動の確保の工夫
Ⅳ評価の工夫

また、11月，1月のオープン授業では各グ
ループのテーマに沿って実施し、成果の検証
にも併せて取り組んだ。

研究授業「地理の地域巡検」

エ）研修の方向性はオープン授業の４つの視点をもとに意見を集約し方向性を定めた。

オ）研修の方向性をもとに研修授業の班別テーマを決定した。
１班 授業に興味を持たせる課題提示の工夫
２班 生徒の達成感を持たせるための授業構成を考える
３班 生徒の活動の確保の工夫
４班 実習室の整備と注意喚起

（２）外部講師を招いての講話
アイシン精機株式会社の人事担当者より、「最近の学園生の特徴と高校に望むこと」を

テーマに、講話を受けた。人事担当者から率直な意見をいただけた。授業だけでなく
ＬＨＲを中心とした特別活動や、さまざまな学校行事を通して生徒を育てていきたい。

（３）実験実習における安全教育・５Ｓ運動
（整理、整頓、清掃、清潔、躾）の推進
工業高校においては実習における安全教育
は、学科を問わず最重要テーマである。本校
の教員のほとんどは実際に企業での経験がな
く、 学校現場での安全教育を受けているのみ
である。 このような現状では真の安全教育や
５Ｓを生徒に伝えることが難しいと考え、実習
担当教員が株式会社ＴＹＫを訪問し、次のよう
なことを行った。
ア）朝礼の様子を見学しビデオに取り、後で生
徒に見せた。

企業の朝礼の様子

イ）工場の安全教育・５Ｓ運動の担当者と懇談
これを通して最新の知識を得て、実習面から
クォリティアップを図り、県下一安全指導の行き届いた学校を目指し、この点からも
企業の信頼を勝ち得た。さらに本校の実習室を見てもらい、安全教育・５Ｓ運動の視点
から改善のアドバイスをいただいた。

（４）教材の開発
昨年度教示用パソコンを３台自作した。これは、
２２インチ程度の液晶ディスプレイに小型のパソ
コンを背負わせ、手軽に持ち運びができるように
したものである。授業において写真などを表示さ
せることで生徒が授業内容を理解する上で大いに
役立った。



（５）近隣の小中学校と他県の工業高校視察
小中学校の授業見学、及び先進的な取り組みをしている高等学校の訪問を通して、

本校の授業改善や生徒の指導に役立てることができた。その内容は、全職員に報告し
指導の参考にした。

訪問した学校
多治見市立養正小学校、多治見中学校、笠原中学校、瑞浪市立陶中学校
東濃特別支援学校、
熊本県立熊本工業高等学校、佐賀県立有田工業高等学校

２基礎学力の定着と進路対策を目指した全校体制の実施

朝１０分学習
昨年度就職戦線では約４倍の求人数は確保できたが、残念ながら２４名の生徒が不合

格になった。次年度以降も厳しい状況が続くと予想され、生徒の進路対策が喫緊の問題
となり、基礎学力向上を目指した朝１０分学習を取り入れることにした。

ア）実施体制
・工業科を中心に行うこととし、指導は全職員を割り振り、課題は工業科で作成した。
・資格対策、基礎学力、学科の基礎技術、進路対策を中心に行った。
学期初めに学習計画を立て、学習指導上の位置づけとした。
・毎日ＳＨＲの後に行い、昼食の時間が遅くなることも考慮し、授業を午前・午後３時
間にした。実習は３時間連続がほとんどのため、特に午後は食事の中断がなく集中し
て行えている。

イ）成果
・電気工事士（３７合格／３９受検）や計算技術検定など資格試験の合格者が増えた。
・１時間目の授業に落ち着いて臨めるようになった。
・ほとんどの生徒が前向きに捉え、きちんと受けている。

ウ）課題
・創出した時間の利用について（１週間で１単位時間）
・課題作成の負担と、効果ある内容の検討
・やりっぱなしとしない事後指導の方法

３その他
朝食指導
年度当初の生活実態調査によると、本校

の生徒の８１％が朝食をとっていると答え
えていた。しかし、保健室と家庭科で細
かく調査したところ、主食のみ、主食と
飲み物のみというおかずを食べてこない
生徒が約半数で高校生の午前の活動をま
かなうにはあまりにも不十分な内容であ
った。「食事から生活・学習を改善する」
を目標に掲げ以下の取組みを行った。保
健だより、家庭科・保健の授業で朝食の
重要性について取りあげた。また、家族
の協力が不可欠なので、２学期末の三者
懇談時にアンケート結果とともに朝食の
大切さをプリントにし、各家庭に配布し、
玄関にはパネルや朝食の実態(写真)を使
い、各家庭でバランスのよう朝食を摂れる 朝食の大切さについてのパネル

ように働きかけた。



１ 授業力向上のための教員研修 多治見工業QUPのまとめより抜粋

（１） 新しい授業スタイル

生徒にとって、教師にとって「わかる授業」「楽しい授業」とは何かを研究し、今の生徒に

合った指導方法を実践する。

（２） 新しい授業を目指した教材の開発と利用

黒板とチョークだけでは物に触れた経験の少ない生徒達にはイメージがわきにくい。最近大

型のディスプレイが安くなり、パソコンも小型化してきたためこれらを組み合わせ、ポータブ

ルの表示装置を自作し、授業での利用法を研究している。

○生徒一人一人の個性を伸ばし、創造力を身に付けさせ「考える力」を育成する教材

の開発を行った。

○興味関心の喚起を図るため、可能な限り模型を使ったり実験を行うようにした。

Ｉｎｆｏ Ｖｉｅｗｅｒ Ｂｏｒｄ まなぶくん

工業の事象はなかなかイメージがし難い内容が多く、画像や動画で教示することで興味付

けと理解度の深化を図ることを目的として開発した。プロジェクターとノートパソコンでは、

持ち運びに手間がかかるため、気軽に利用できる掲示機器を研究している。少しでも教材が

あれば集中させ、授業に興味を持たせることができる。

授業風景

Ｉｎｆｏ Ｖｉｅｗｅｒ Ｂｏｒｄ まなぶくん

現在、大変好評であり、様々な授業場面で活用されている。特に、写真、図、絵など手軽

に見せることができ、生徒がイメージしやすい授業「わかる授業」につながり、教育効果が

出ている。



（３） 授業研究体制（通称ＩＱＥ研修）

平成２１年度は、１～１２年目までの若手を中心としたコアグループを５つ作り、そこにベテラ

ンの教員をアドバイザーとして配した。教科はあえて崩し他の教科の良い点を自分の教科に生かせ

るようにした。コアグループのメンバーが、自然に授業方法や、生徒の指導方法などについて相談

しやすい雰囲気を作れるように考慮した。それぞれで研究テーマを持ち、授業研究を進め「教員の

指導力」向上を目差した。（個の力を集団の力へ）

平成２１年度研修テーマ

『「楽しい授業＝分かる授業」を展開する』

中間まとめとして研究授業を９月に計画し、授業の展開についてコアグループで相談を重ね、授

業案を協力して作成し代表者が授業を行った。研究授業を行うクラス以外は放課にし全教員が授業

を見て研究会を持ち、その後グループ毎に研究会、全体報告会を行った。

平成２２年度では平成２１年度のＩＱＥは他の教員をサポートに配した研究形式を行ったが、

授業の方向性が不明確であったり、教科としてのサポートができにくかった。この点を踏まえ平

成２２年度は教科を中心としつつ、複数の学科教科をグループとした体制に変更した。さらに授

業を見る視点を明確にし、そこから分かってきた課題を共有し、各班ごとにテーマを設定し研修

をしてきた。また、研究授業を始め、中間報告会や成果の検証を計画的に行ってきた。



平成２２年度研修の全体テーマについて

「楽しい授業、笑顔があふれる教室」を目指した授業実践

～学習活動に達成感を与え、「楽しい授業=わかる授業」を実践する～

研究授業は、２１年度と同様、特定クラスだけを残し、他クラスは放課後とした。２２年度では

研究授業の成果と課題を各班で研究し、それをもとにして各班からプレゼンテーションを行った。

成果や課題を全職員で共有し、今後の授業の参考にした。

（４） スクール訪問

小学校や中学校の授業スタイルを研究し、従前の授業スタイルの改良を目的とした。生徒一

人ひとりを「観る」ことの大切さを改めて実感した。県外で先進的な工業教育を行っている学

校や、地元就職が困難な地域で生徒に実力をつけさせている学校を訪問し、そのノウハウを学

び研究の一助とする。

（５） 外部講師による講演

企業の人事担当者に、「多治見工業生に求める真の学力」「企業が求める人物像」「最近の学

園生の特徴と高校に望むこと」等を中心に忌憚のない現場からの意見をいただき、本校の教育

の方向性についての指針とした。また、ＱＵ研修など生徒理解を用いたクラス運営についての

研修会を行った。

（６） センター研修

学校外に研修へ出る場合、他の教員に負担がかかり気兼ねなく出張できない雰囲気があった

が、各主任の理解のもとできるだけスムーズに出張ができるように理解を求めた。平成２１年

度、平成２２年度で延べ１９名（基本研修者を除く）であった。

（７） オープン授業

オープン授業期間を設け、お互い授業を見学し合い、自らの授業の参考にすることと、生徒

の指導も行った。１学期は６月の２週間について行ったが、生徒に緊張感を持たせることがで

きたため、２学期は学期始めの９月と、１１月３学期は１月に行い授業規律の支援を図った。

また、ＩＱＥの研修の成果をオープン授業を用いて生徒の姿で検証した。



（８）IＱＥ研修の取組（Improving the Quality of Education ）

(1) 平成２１年度IQE研修

① 研修テーマ 『「楽しい授業＝分かる授業」を展開する』

② グループ編成図

③ 各グループのテーマ

１班 「生徒の集中力を保つ方法」

２班 「科目の魅力を感じる授業展開」

３班 「やる気をださせるための導入と展開」

４班 「興味を持たせるには、前向きに授業を受けさせるためにはどうするのか」

５班 「安全教育、実習室等管理について」



④ 研修経過

期 日 研修内容

6月1日 第１回研修会 ・ＩＱＥ研修会の目的と計画

・楽しい授業、分かる授業について

・授業に対して心がけていること

・グループの研究テーマ決め

・オープン授業の視点

・「高校の授業の印象について」（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる）

8月27日 第２回研修会 ・「楽しい授業、笑顔の溢れる教室」について（校長より）

・研究授業に向けて（各グループ別研修）

9月25日 IQE研究授業 研究テーマ「楽しい授業、笑顔の溢れる教室」をめざしたIQEグ

第３回研修会 ループの研究をもとに研究授業を行い、授業力向上への意識を高

めた。

・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる講評

・各班による研修

1月7日 第４回研修会 ・履修と修得

・評価について

・小・中学校の学習指導方法と高校の学習指導へ の提言

・各グループのまとめ

⑤ IQE研究授業について

日 時 ９月１７日（木）６限

目 的 「楽しい授業、笑顔の溢れる教室」をめざした IQEグループの研究をもと

に研究授業を行い、授業力向上への意識を高める。

方 法 ・研究授業の該当クラス以外は６限目の授業はなし（放課後）

・各班に分かれ研究授業を実施する。

・研究授業は担当者だけで準備するのではなく、グループ全体で行う。指導案等

の作成にあってもグループの協力のもとでおこなう。

・参観するクラスは所属する班で行うクラス

日 程 １限～４限 通常授業（特別時間割）

（研究授業担当者は５限目はできるだけなしにする）

昼 食 12:40～13:20

掃 除 13:20～13:35

５ 限 13:40～14:30ＳＨＲ

該当クラス以外は終了後速やかに校舎外に移動するように指示

する）

６ 限 14:45～15:35

授業研究会 15:45～16:30

会の持ち方 ・各班のIQEの研究テーマの観点のもとで授業研究を行う。

・研究授業の内容だけにとどまらず、それに関連した情報交換を行う。



(2) 平成２２年度IQE研修

平成２２年度は平成２１年度の課題をもとに改善しながら進めてきた。

・教科の深い内容にも踏み込めるように班編制を教科中心とした。

・授業を見る視点を明確にした。

・目指す方向（目指す生徒の姿）を明確にした。

・「わかる授業＝楽しい授業」を共通認識とした。

① 研修テーマ

「楽しい授業、笑顔があふれる教室」を目指した授業実践

～学習活動に達成感を与え、「楽しい授業=わかる授業」を実践する～

ねらい

よりよい生徒の姿を目指すため、我々職員の授業における指導力をアップする。これによ

り、 生徒の姿が向上する。

② グループ編成

平成２１年度のグループ編成の課題として、授業の方向性が不明確であったり、教科と

してのサポートができにくかった。この点を踏まえ２２年度は教科を中心としつつ、複数

の学科教科をグループとした体制に変更した。各グループで、授業実践の準備や検討、事前授

業等の動きを考えて編成した。また、２１年度からのグループ編成も生かし、普通部と工業部との

連携も崩さないよう編成した。

１班 電子機械＋国語＋社会

２班 セラミック＋数学＋理科

３班 デザイン＋電気システム＋英語＋保健体育＋家庭科

４班 工業部（実習関係教員）



③ 各グループのテーマ

１班 授業に興味を持たせる課題提示の工夫

２班 生徒の達成感を持たせるための授業構成を考える

３班 生徒の活動の確保の工夫

４班 実験実習における安全教育・５Ｓ運動の推進

④ 研修経過

期 日 研修内容

5月26日 第1回研修 ２１年度の取り組み確認
２２年度の取り組みについて
ｲﾝﾌｫｱﾋﾞｭｰｱ「まなぶ君」の利用方法について

6月中旬 オープン授業 （校内LANに授業観察記録を入力）

オープン授業の授業記録をもとに、年間研修構想再編成

7月2日 第2回研修 ・全体研修構想発表
・グループ別研修の方針
・研究授業に向けて

8月27日 第3回研修 ・グループ研究授業指導案構想
グループ別 ・当日の役割

・研究授業の観点
・オープン授業期間の取り組み
・意見交流

9月上旬 オープン授業 （校内LANに授業観察記録を入力）

9月中旬 指導案配布

9月21日 第4回研修 （該当６クラス以外は放課）
研究授業 ・研究授業のねらいと研究授業を振り返って
グループ別 ・研究授業の成果と課題

11月11日 第5回研修 各グループによるプレゼンテーション
（全体会） ・研究授業の成果と課題

・グループ研修の中間報告

11月中旬 オープン授業 （校内LANに授業観察記録を入力）
・ 研究授業の課題を受けた取り組み

1月上旬 オープン授業 （校内LANに授業観察記録を入力）
・課題を実践した取り組みを検証

3月11日 第5回研修 各グループによるプレゼンテーション
・１年間の成果と課題報告

⑤ 研修の方向づけ

研修は全職員が一緒に作り上げる形をとった。やらされる研修ではなく自らが意欲的に参

加している研修にするためである。そこで研修の方向付けをするためにアンケートを実施し

た。アンケートはたくさんの項目に対して、非常に丁寧に記入されていた。アンケートから

見えてきた職員のイメージと生徒の実態は次のようであった。



ａ 楽しい授業の定義づけ

学ぶことの意味を考えた「楽しさ」をめざし、「できる楽しさ」「わかる喜び」「知る喜

び」を感じる生徒の姿を願う。学習は元来「楽しい」ものではない。学習を通して「苦労」

「我慢」「忍耐」「粘り強さ」「思いやり」「やり抜く力」「協調性」「謙虚さ」「向上心」な

ど人間性を磨く

ｂ 生徒の実態（職員アンケートより）

・学習姿勢・学習習慣に弱さがある

・充実感や達成感の経験が少ない

・粘り強く取り組む姿勢に弱さがある

・学習のよさに気づかない生徒が多い

ｃ 願う生徒象（職員アンケートより）

・自主的・積極的に学習する生徒

・「できる楽しさ」「わかる喜び」「知る喜び」を感じる生徒

・よりよい人間性を備えた生徒

ｄ 多治見工業高校の職員が、生徒の姿を通し、今後どのような指導の工夫が必要なのかを

まとめて方向性をそろえるために次の観点で、発表した。

ⅰ 授業の中で

・Ⅰ基本的学習習慣を高める指導が必要である。

・生徒が授業の目的をつかむためのⅡ課題提示の仕方 の工夫が必要である。

・生徒の自主的･意欲的なⅢ活動を確保する授業構成を考案する必要がある。（自分で



学習する。自分から学ぶ。意欲的な姿勢と自主的な活動。）また、職員は、常に全て

の生徒に目を配り、Ⅲ全員に学習を保証する。

・「できた」「わかった」を感じさせるⅣ評価のあり方を考える。

ⅱ 授業に向けて

・興味･関心を高め、意欲的な姿勢をつくるⅤ教材･教具の工夫

・本時だけでなく、前時や次時との繋がりを考えた授業の構成を考える必要がある。

（Ⅵ単元や章の構成を生徒の実態を踏まえて構築する。）

・学習することのⅦ意味や意義、価値について生徒にとって身近な具体例を用いて指導

する。

上記の他にもたくさんの意見が寄せらたが、研修の方向が煩雑になるのを防ぎ、職員の

方向性を合わせるために上記のような項目に絞った。

ｅ オープン授業の視点

6 月 9 日（水）～ 6 月 18 日（金）に行われた第 1 回オープン授業では、アンケート結
果から現れた指導の課題を実際に観察し合うことで、指導の改善のポイントを明確にした。

そこで、授業の中で見られる以下の 4点を視点として授業観察を行った。
Ⅰ 基本的学習習慣の確立の工夫

Ⅱ 課題提示の工夫

Ⅲ 生徒の活動の確保の工夫

Ⅳ 評価の工夫

ｆ オープン授業観察記録フォーマット

以下の様式に記入し、グループごとの校内ネットワークに保存した。

月 日 時間目 学級 年 組 授業者

記入者

I. 基本的学習習慣の確立の工夫

II. 課題提示の工夫

III. 生徒の活動の確保の工夫

IV. 評価の工夫

V. その他（自由記述）



６月のオープン授業観察からから見えてきたこと

ｇ 基本的学習習慣の確立の工夫

身だしなみ、居眠り、私語、取り組み姿勢や集中に関して多くの意見があった。しかし、

本研修は「楽しい授業＝わかる授業」の実践が中心となり、授業を受ける姿勢を作らなけ

れば教えた内容を定着させることは難しいと考えた。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳと関連が大いにあるが、

全職員で学習習慣が身につく姿勢づくりを実践していくことを確認した。そのための意見

交換や授業参観を積極的に行った。

全職員で学習習慣が身につく姿勢づくりをする。

ｈ 課題提示の工夫

＊提示は黒板上に多くあるが、それ以上の工夫があまりない。

＊黒板上で色チョークや課題の示し方に工夫している先生がいる。

・課題の内容

・提示のタイミング

・課題が生徒のレベルに合っているのかなど多くの課題が見えてきた。

ｉ 生徒の活動の確保の工夫

プリント学習、発言、問題を解く、自分の意見をまとめる、実験、相談など様々な工夫

があった。グループ学習など教える内容に合わせた工夫が感じられる。

生徒の活動は、生徒の学習への自主的・積極的な姿勢や達成感などを感じさせる時間で

もある。願う生徒像や教科の目的にあった活動かどうかが大切である。

生徒の自主的･意欲的な活動の確保や達成感を感じる授業構成の考案

ｊ 評価の工夫

・机間指導をして生徒の観察や助言を行う。

・発言や回答に対して直ぐに評価する。

「できた」「わかった」を定着させるための評価を工夫する



（９）成果と課題

私たちは多治見工業高校の教育の質を向上させるため、様々な視点から検証し改善と改良を

加えてきた。この事業を通して、IQE研修をはじめ様々な改善の中で教員一人一人が、よりよい

生徒の姿を目指し考え、指導にあたることができるようになった。このことは大きな成果であっ

た。行事を実施するにしても、目的、目指す生徒像、効果的な手段などに意識が向かい、”こな

す”指導ではなく、高い意識や自信をもちながら指導できるようになった。

(1)成 果

① 教員の姿

・職員全員で取り組むことが増えた。（遅刻指導、あいさつ運動、朝学習）

・職員が授業を工夫する意識が向上した。（職員アンケート）

・職員の力量アップのための研修の仕組みができた。（職員アンケート）

・授業を観る視点が明確になり、検証して授業改善を行う姿が見られるようになった。

（職員アンケートより）

・学校運営組織や行事の内容に対して生徒のよりよい姿を思い描きながら改善できた。

② 生徒の姿

・著しく服装がみだれた生徒が少なくなった。（学校評価アンケート）

・明るい挨拶が増えた。（学校評価アンケート）

・落ち着いた授業が多くなった。（職員アンケート）

・わずかではあるが家庭学習の時間が増えた。（生徒アンケートより）

・生徒の活躍する場面が増えた。（出前授業、ボランティア、文化祭）

・本校を選んでよかったと思う生徒が増えた。（生徒アンケート）

・おおむね学習に対する学校の姿勢は理解できている。（生徒アンケート）

・安全教育で実習中のけがが減った（H20年：９件 H21年１０件 H22年：６件）

③ 学校の評判

・明るい挨拶が増えた。 （学校評議委員会）

・身だしなみが以前より良くなった。 （学校評議委員会）

(3)今後の課題 （職員アンケート、各分掌反省より）

・清掃活動が相変わらず不十分であり、５Ｓ運動の徹底を図らなければならない。

・研究に取り組んだがまだまだ不十分で、研究の目標に達していない。次年度は以下の

点に課題意識を持ち取り組んでいきたい。

・更なる教員の意識改革と組織づくり

・学びなおしの必要な生徒と、成績上位者の実力向上を目指した全校体制の実施

・学校訪問の結果の効果的な伝達方法

・分かる授業のための教材教具の開発

・新しい授業スタイルの開発の継続

・工業高校生に求められる指導内容の明確化と系統化（教育課程の研究）

・指導に生きる評価法の改善


