
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 事例の概要 

   古典の読解指導には、「通読→解釈→鑑賞・批判」の三つの段階が考えられるが、実際は、通読

し解釈して終わる場合が多いと思われる。通し読みをした後、指導者または学習者が現代語訳を

付け、時に応じて補足説明を加えて、その教材の指導を終える。これまでの自分の授業は、この

ようなワンパターンに陥りがちな授業であった。 

このあり方を反省し、作品世界により深く入っていく授業を試みることで生徒の主体的な学習

を促したいというのが本実践のねらいである。 

加えて、生徒の興味関心を高める音読の指導方法の一試みを紹介する。 

 

２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

・漢文への興味・関心を持つ。 

・話の筋をとらえる力を身につける。 

・漢文訓読の基礎を知る。 

  

(2) 指導上の工夫点 

 ① 作品の本質に触れる発展学習 

   「借虎威」は、魏から来た遊説家江乙が、楚の宣王にした話の中に出てくる喩え話である。北

方の国々が君主である自分ではなく宰相の昭奚恤を恐れているとの噂を耳にした楚の宣王が、事

実かどうかを群臣に確かめようとするが、昭奚恤の威勢を憚って誰も答えようとしない。その中、

魏からきた遊説家江乙が前に進み出て、「借虎威」の喩え話で真相を解き明かす。昭奚恤は虎の

威勢を笠に威張っていた狐と同じで、王の権勢を利用しているに過ぎないと。魏の国の遊説家で

ある江乙のねらいは、昭奚恤の失脚、それに伴う楚の弱体化であった。 

本校が採用している教科書には江乙と宣王の問答部分はカットされているため、ワークシー

トによる発展学習という形で提示した。教科書採録部分を一通り学習した後、「戦国の世の陰謀

策術を説いた『戦国策』に動物の話があるのは妙だと思わないか。」と切り出し、ワークシート

を配付した。眼目は話のおもしろさを味わうことにあるため、書き下し文と適度な語注を付けた。 

 Ｂ－１ ワークシート  

 

② レベルアップ音読練習 

音読レベルを段階的に設定した漢文プリントを用い、それぞれの生徒が自分の読みのレベル

に合わせた部分を音読する取組である。目標は、全員が白文で淀みなく読めるようになり、達成

感を味わうこととした。 

準備物：音読プリント（レベル①振り仮名・訓点付、レベル②訓点付、レベル③返り点付、レベル④白文） 

相互評価シート 

    方 法：漢文の授業冒頭に毎時間二人ペアで行う。一人２回音読。 

事例４１  単元「格言と故事」 

学習意欲を養う漢文指導  

～レベル別音読練習と遊説家の生き方に迫る発展的な学習～ 

国語 国語総合 普通科・第 1 学年

石 川 県 立 羽 咋 高 等 学 校 



       （１回目）レベルは音読する生徒が自分で決める。ペアの相手から評価を受ける。 

（評価 Ａ：支援を受けずに読めた。評価Ｂ：時々支援を受けながら読めた。評価Ｃ：ほとんど全ての文で支援を受けた。） 

     （２回目）１回目の評価がＡならば２回目は一つ上のレベル、Ｂならば同じレベルに挑戦

する。Ｃならば一つ下のレベルで練習する。 

＊参考ＷＥＢページ：栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」 
http://www.tochigi-edu.ed.jp/hiroba/ 

     Ｂ－２ 音読プリント     Ｂ－３ 音読相互評価シート  

 

３ 指導の実際 

  教科書 精選 国語総合『格言と故事』（出版社 東京書籍） 

資料等 ワークシート 

学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点 評価規準 

レベル別音読

練習（毎時） 

 

・ペアで音読練習を行う。 

・評価シートに記入する。 

･机間指導を行い、適宜助言する。 

･レベルアップの意識を喚起する。 

・目標を持って音

読している。 

 

故事「借虎威」

の読解 

 

・口語訳を行う。 

・虎、狐、百獣は何をたと

えたものか理解する。 

・故事としての比喩の巧みさを読み

取らせる。 

 

・比喩を的確に理

解している。 

 

発展学習 

［ワークシー

トにて］ 

 

・江乙は宣王に何を伝えよ

うとしたのか読み取る。 

・江乙の発言のねらいは何

か考える。 

・各国と喩えられた動物との関係を

理解する。 

･うまく理解できない生徒がいれば 

図式化して提示する。 

江乙の主張を読

み取っている。 

       Ｃ－１ 指導案  

 

４ 成果と課題 

 (1) 成果 

 ① 作品の本質に触れる発展学習について 

    通常のレベルよりも深めた内容を扱うことで、生徒はいつも以上に学習意欲をもって授業に参

加していた。授業後「おもしろかった」という感想も多く、知的好奇心を揺り動かす手立ての重

要性を改めて認識した。 

   ② レベルアップ音読練習について 

国語に苦手意識を持っていた多くの生徒が、ようやく白文で読めるようになったことを嬉しそ

うに伝えてきた。スモールステップを用いた達成可能な目標設定によって、生徒の学習意欲が引

き出せたと考える。また、その後の授業も、活気ある雰囲気で進み、生徒たちの漢文への関心の

高まりを実感することができた。 

 (2) 課題 

    生徒の知的好奇心を刺激しても、それが単発で終わり、以後の学習指導につながらなければ学

習意欲を養ったとは言えない。興味を引くような知識の伝授としてではなく、生徒の主体的な学

習活動に寄与する発展学習の工夫を今後とも検討していきたい。 

    音読練習については、毎回変わらない形式で続けることは、惰性となるおそれがあるので、マ

イナーチェンジしていく必要を感じている。例えば、この単元では毎回同じペアで練習したが、

相手を変えることがあってもよかったと思う。 



事例４２ 単元「内陸アジア世界の変遷－モンゴル民族の発展－」

歴史への関心・意欲を高め、自ら考える姿勢を身につける授業
地理歴史 世界史Ｂ 普通科・理数科 第２学年

石 川 県 立 七 尾 高 等 学 校

１ 事例の概要

高校で初めて多くの地域や民族が登場する世界史を学んでみて、難しい、わかりにくいと感じて

いる生徒が多い。そこで、どのような過程で地域・国家が成立・変化し、周辺地域にいかに影響を

及ぼしたかを理解させることにより歴史への関心・意欲を高め、自ら考える姿勢を身につけること

が必要である。

『高等学校学習指導要領解説・地理歴史編』の世界史Ｂでは、政治史のみの学習にならない配慮

として、「諸地域世界の形成や交流の扱いにおいては、地域の風土を生かした人々の生活や文化、

信仰に触れたり、相互の交流を媒介した交通・運輸手段や取引きされた物産に着目させるなどして、

できるだけ具体的かつイメージ豊かに歴史の様相や展開を理解できるように工夫する」としており、

また比較文明の視点及び日本の位置付けとして、「日本人にとっての世界史という観点から、世界

史学習の全体を通じて世界の中の日本の位置に着目させることが必要」としている。

今回の授業で取り上げたモンゴル帝国については中学時に元寇について学習しており、モンゴル

帝国が日本に与えた影響の大きさについて理解を促しやすい分野である。またマルコ＝ポーロが口

述した『世界の記述（東方見聞録）』の内容を知ることは学習に対する高い関心を持つことができ、

世界の中の日本を実感できる史料の一つである。史料を読み、分析することによって、どのような

歴史的背景や歴史的事実があったのかを知り、そのことによって、自ら学び、自ら考える姿勢が身

につくと考え、学習活動を展開した。

２ 実践内容

(１) 単元の目標

① 内陸アジアの風土、遊牧国家の動向に触れ、モンゴル帝国に対する関心を高め、日本を含

む東アジア世界と内陸アジア世界の形成過程について把握し、基本的知識を身につけている。

② モンゴル帝国の興亡と諸地域世界や日本の変動に触れ、内陸アジア諸民族がユーラシア諸

地域の交流と再編に果たした役割について考察し、その歴史的意義を的確に判断している。

(２) 指導上の工夫点（視点）

① ワークシート・図説を活用して、モンゴル帝国を訪問した人物や流入した宗教・文化を確認

し、モンゴル帝国が東西交流に果たした役割について理解させる。

② 史料『世界の記述（東方見聞録）』を読み、その中で日本がどのように紹介されているのか

を確認し、この旅行記がヨーロッパ人に与えた影響を考察させる。

３ 指導の実際

学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点

・モンゴル帝国が東 ・モンゴル帝国を訪問した人物や ・資料を用いて確認する。

西交流に果たした 流入した宗教・文化にはどのよ ・ユーラシア全土を結んだネット



役割を理解しよう うなものがあるかを理解する。 ワークが形成されたことを確認

・モンゴル帝国が東西交流に果た する。

した役割について理解する。

・『世界の記述』が ・『世界の記述』を読み、日本が ・『世界の記述』がヨーロッパ人

ヨーロッパ人に与 どのように紹介されているのか のアジアへの関心を高めること

えた影響を考えよ を理解する。 になったことを確認する。

う ・『世界の記述』がヨーロッパ人 ・大航海時代への要因の一つにな

に与えた影響を考える。 ったことを説明する。

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ ワークシート

４ 成果と課題

(１) 成果

① 講義形式の授業では集中力が途切れてしまいがちであるが、ワークシートへの記入や発表に

より、生徒に思考する機会を多く提供でき、また思考を深めることもできた。

② 本校の図書室にある『東方見聞録』を提示し、抜粋したものを史料として読ませ、日本がど

のように紹介されているのか、この書物を読んだヨーロッパ人たちは日本に対してどのような

気持ちを持ったのかを発表させたところ、多くの活発な意見があり、生徒の関心・意欲を高め

ることができた。

(２) 課題

① 授業内において、ワークシートへの記入や意見発表の場を設けることは授業への関心・意欲

を高め、自ら考える姿勢を身につけることにつながる。そのためには思考や発表の時間を十分

確保しなければ、確実なものにはならない。しかし、その時間を十分取れば進度が遅れてしま

うという問題が生じてしまう。進度確保を図るという面とのバランスをとることが非常に難し

い。

② 思考・判断の評価規準について、生徒それぞれの意見・発表にどう差をつけるのかが難しい。



事例４３   単元「日本国憲法と国民生活」 

日本の選挙制度のしくみと課題 

公民科 現代社会 普通科・第 1 学年 

石川県立金沢桜丘高等学校  

 

１ 事例の概要 

本校にはまじめに学習に取り組む生徒が多いが、授業に対しては受け身の姿勢が強い。しかし、

クラスによっては知的好奇心が旺盛な生徒が多く、発問に対する反応もよい。ただ、指名する前に

特定の生徒ばかりが思いつきで発言してしまうことも多く、学び合うという雰囲気はまだ作ること

ができていない。今回は、反応のよさを生かしながら、「選挙制度のしくみと課題」について資料

やグラフに基づいて考え、発表する力をつけさせることをめざしたい。 

 

２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

日本国憲法の原理の相互関連性や現実の憲法・政治の課題について考えることができる。 

 

(2) 指導上の工夫点（視点） 

① 「３分間スピーチ」の実践 

授業の最初に、毎時間一人ずつ生徒が新聞記事をとりあげて発表する「３分間スピーチ」

を行っている。現代社会で起こるさまざまな出来事に対して興味関心を持たせるためである。

スピーチを聞く生徒には、ノートにメモをとらせている。スピーチでとりあげる内容は各生

徒にまかせてあるが、政権交代、鳩山内閣誕生など、政治制度や選挙に関連する話題をとり

あげる生徒も多い。授業内容につなげられるよう心がけている。 

②「導入」の工夫 

第 45 回衆議院議員総選挙の際の石川県の選挙啓発ポスターのキャッチコピーを完成させ

たり、選挙に関するクイズに挑戦させたりしながら、選挙に興味関心を持たせると同時に、

選挙の重要性や選挙制度がかかえる課題について気づかせるようにした。 

③ 新聞記事やインターネット資料の活用 

第 45 回衆議院議員総選挙の結果をのせた新聞記事や、選挙に関するインターネット上の資

料（選挙啓発ポスター、衆議院議員総選挙における投票率推移・年齢別投票率、第 44・45 回

衆議院議員総選挙に関する調査結果等）を提示し、選挙を身近なものとしてとらえさせる。

同時に、数年後には選挙権を持つ有権者となること、そして自らの一票が政治を動かす力を

持つのだということを自覚させ、政治意識を高めさせる。 

   

 

  

 

Ｂ―１ 生徒のスピーチ例 



３ 指導の実際（第一次 ３時間） 

 単元名 学習内容 生徒の主な学習活動 教師の主な指導･留意点 

１時 日本の政党政治 

(1)政党とは 
(2)日本の政党政治 
(3)日本の政党政治の課題 
 

・日本の政党政治の流れと特色に
ついて理解する。 

・日本の政党政治がかかえる課題
について考える。 

・政党政治の課題につ
いては、特に政治資金
の問題について重点
的にとりあげる。 

２時 
(本時) 

日本の選挙制度
のしくみと課題
（１） 

(1)選挙の原則 
(2)選挙制度のしくみと 

特徴 
(3)選挙のかかえる課題① 

・選挙制度のしくみと特徴につい
て理解する。 

・選挙のかかえる課題、特に「若
年層の投票率の低下」について、
資料やグラフを読み取りなが
ら、原因と解決策を考えて発表
する。 

・選挙制度のしくみと
特徴について、第45
回総選挙関連の新聞
記事を活用しながら
理解させる。 

 

３時 
日本の選挙制度
のしくみと課題
（２） 

(1)選挙のかかえる課題② 
(2)世界の選挙制度 

・「投票率の低下」以外の課題、例
えば一票の格差、公職選挙法の
改正などについて考える。 

・一票の格差の実態や、
最高裁判所の判決な
どについて、資料やグ
ラフを活用しながら
理解させる。 

 

      

 

 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

① 「導入」に対するくいつきが非常によく、授業内容にスムーズに入っていくことができた。 

② グラフや資料を読み取りながら、選挙の抱える課題について考えようとする姿勢が見られた。 

 

(2) 課題 

① 内容が盛りだくさんであり、理解するのが困難な生徒が一部いたようである。内容の精選が

必要であった。 

② 展開Ⅰで時間がかかりすぎ、展開Ⅱで、課題について考えさせるための時間が不足した。グ

ラフや資料の中に「若年層の投票率低下」について考えるためのヒントが多くあったのだから、

考える時間を十分確保するべきであった。 

③ 第 45 回総選挙に関する資料が、選挙直後ということもあり不足していた。 

④ 第 44・45 回総選挙の投票率が連続して上昇したという話の後に「若年層の投票率低下」につ

いて考えるという流れだったので、生徒が混乱した可能性がある。 

Ｃ―１ 指導案 Ｃ―２ 授業用ワークシート  



１ 事例の概要

本校の生徒が、３年後、希望の進路を実現するために、基礎学力の定着と確かな学力を育む手立

てが必要になってくる。そのためには、生徒の学習意欲を喚起させなくてはならない。

その試みの一つとして、９月より配置された電子黒板を使用し、我々教師側の授業改善と授業力

向上のための取り組みを行った。その一つに、電子黒板を使用した授業の互見授業や指導主事の要

請訪問を重ねていき、日々研修意識をもって授業を行った。そして、総合訪問の時に１年生の普通

科で研究授業を行った。

本校が、電子黒板使用の授業実践のパイオニア校になるよう、学校全体で取り組んでいるところ

である。

２ 実践内容

(1) 単元の目標

① 三角形の重心、外心、内心(三心)に関心をもち、調べようとする 【関心・意欲・態度】。

② 三角形の重心は３つの中線の交点、外心は３辺の垂直二等分線の交点、内心は３つの角の二

等分線であることを導く過程を考察することができる 【数学的な見方や考え方】。

③ 三角形の重心、外心、内心(三心)の性質を、図形の計量や証明に用いることができる 【表現。

・処理】

④ 三角形の重心、外心、内心(三心)について理解している 【知識・理解】。

(2) 指導上の工夫点（視点）

① 授業のねらいと見通しを知らせる。

授業のはじめに、ねらいと見通しを説明することにより生徒自身で、ポイントを見いだし主

体的な学習ができる。その手段として、電子黒板を使用して本時のねらいと見通しを導入のと

ころで説明し生徒の心に印象付ける。

② 電子黒板を使用して作図を重視した授業展開

この単元は、図形(幾何学)の分野のため作図は欠かせない。問題演習を行うにしても、はじ

めは、作図から入り、問題を解く本題に入ることにする。図形の説明には電子黒板がとても便

利で、有効である。

③ 振り返り

本時の学習した内容を振り返り、最後にまとめを行うことにより基礎基本が定着する。その

ときに、電子黒板の使用がとても効果的である。

④ 次時の予告と次時の課題の指示

家庭での学習習慣の確立と学習意欲の喚起を促すために、授業の最後に次時の予告をし、さ

らに本時の復習と次時の予習の課題(宿題)を指示する。

⑤ 授業の中で話し合える雰囲気づくり

生徒の席で前後隣どうし、話し合える場を設定することにより学び合える雰囲気をつくる。

その結果、授業内に生徒間のコミュニケーションがとれる。

Ｂ－１ 作図のプリント Ｂ－２ 電子黒板の画面(シート)

事例４４ 単元「三角形の重心、外心、内心(三心 」）

電子黒板を使用した授業
数学 数学 普通科・第１学年A

石川県立志賀高等学校



本時の展開３ 指導の実際

【 】時 評価規準 観点
学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点

間 （評価方法）

導 ・前時の復習 ・三角形の内接円、内 ・定義を電子黒板で表示し、

入 心の定義を確認する 確認する。。

・本時のねらいの ・本時のねらいを聞く ・本時のねらいを電子黒板で10 。

確認 表示し、説明する。

展 ・三角形の内心 ・三角形の内心、内接 ・プリントで作図をするよう ・三角形の内心

開 円を作図する。 指示する。 の性質を図形

・演習問題１を考える ・机間指導 の計量に用い35 。

ることができ

・問題を電子黒板で提示し、 る 【表現・処。

ポイントを説明する。 理】

・演習問題２を考える ・解答は板書する。 （観察）。

・問題を電子黒板で提示し、 ・三角形の内心

ポイントを説明する。 について理解

・机間指導 している 【知。

識・理解】

・ノートに解く。 ・指名して、生徒に解答を板 （観察）

書させる。

ま ・本時のまとめ ・三角形の内接円、内 ・本時のまとめを電子黒板

と 心の定義を確認する で確認する｡。

め ・次時の予告 ・次時の授業内容を確 ・次時の予告をし、復習と予

認する。 習の家庭学習を促す。5

Ｃ－１ 指 導 案

４ 成果と課題

(1) 成果

① 生徒のアンケートより

。 。 。・見やすい ・視覚的にも理解でき分かりやすい ・ポイントが拡大されるため整理しやすい

② 電子黒板を使用すると板書の時間短縮につながり、生徒に考えさせる時間が多くとれる。

③ 電子黒板の使用により、教材をより視覚的に考えることができ、生徒からの質問が増えた。

(2) 課題

① 生徒のアンケートより

・電子黒板は、ノートを取っている途中に次のページに進むからとても困る。

② 今はシート作成に時間がかかるので、作成の工夫と操作の慣れが必要になる。

③ 作成したシートは、数学科でプールして、互いに自由に使用できるように管理したい。

④ 電子黒板のさらなる活用性の開発が必要である。

⑤ クラスの中で優秀な生徒には、電子黒板でねらいや公式の説明だけに使用するのではなく、

定理の証明などを導く過程を考察することができるような授業にする【数学的な見方や考え

方】工夫が必要である。

 

25° 
30° 
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Ｉ 
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ｘ 

Ａ 

80° 
Ｉ 

 左の図で、点 I は△ABC の内心である。ｘを求めよ。 

 下の図で、点 I は△ABC の内心である。ｘを求めよ。 



事例４５ 単元「光の回折と干渉」

プレゼンテーションソフトや演示実験を活用した光の干渉の学習
理科 物理Ⅰ 理数科 第２学年

石 川 県 立 小 松 高 等 学 校

１ 事例の概要

光波は、反射、屈折、干渉、回折など、他の波（水面波や音波）と同様の性質を示す。光や音は

一見異なる現象であるが、波動として同じようにふるまうのである。すなわち、波動分野の学習で

は、光波や音波、水面やばねを伝わる波などを、すべて波動として統一的に理解することが重要で

。 。 、ある 教師は波動現象の統一的理解を大きな目標に置きながら指導をしていくべきであろう また

波動は、学習者にとって動きの物理的なイメージが必要となる現象である。特に光波は、生活に密

着した物理現象で、実験も容易なものが多い。したがって、授業の中に観察や実験を多く取り入れ

ることにより、生徒の興味・関心を高めるとともに、理論と実際の現象が結びつくようにしていき

たい。

ヤングの実験、回折格子などの光の回折や干渉に関する現象は、光がもつ波動性を示す最も重要

な現象である。以前学習した水面波や音波の同じように、２つの波源からの経路差によって、光波

が強めあったり、弱めあったりしてスクリーン上に明線や暗線ができることを理解させたい。しか

し、可視光の波長は非常に小さく、水面波のように波面を直接観察することもできないため、光の

干渉と水面波の干渉を同じように考えることができない生徒が多い。現象に対する深い理解を得る

ためには、数式による説明だけでなく、視覚に訴え図やグラフを多用してイメージを高めていくこ

とが効果的である。また、演示実験を工夫することで、生徒が現象の美しさに感動し、理論の明快

さや単純さに感銘を受けるようにしたいと考えた。

２ 実践内容

( )単元の目標1
光の干渉実験を通じて、光の波動性を認識させ、その波長の大きさを理解する。また、回折

格子の構造について理解を深め、回折光の強めあう方向と光の波長との関係を理解する。

( )指導上の工夫点2
① プレゼンテーションソフトを活用した授業

生徒が深い理解を得るには、数式による説明に頼りすぎるのではなく、図やグラフなど、よ

り生徒の視覚に訴えかける授業が必要である。しかしながら、従来の板書による授業では、多

くの図を効率よく黒板に描くのは難しい。そこで考えたのが、コンピュータとプロジェクター

を利用し、プレゼンテーションソフト（ ）を活用した授業の実践である。PowerPoint
この授業を実践する上での留意点は以下の通りである。

・重要事項を簡潔にまとめて提示する

・動きを出すためにアニメーション機能や色を効果的に使う

・ のスライド上では伝わりにくい内容や途中計算などは黒板に板書して説明するPowerPoint
・生徒が受け身にならないように、発問などの生徒への働きかけを多くする

回折格子による光の干渉の授業では、回折格子の顕微鏡写真の提示や、隣りあうスリットから

出た光の経路差を求めるための説明に活用した。

Ｂ－１ PowerPointのスライド Ｂ－２ 授業プリント



② 演示実験の充実

ヤングの実験や回折格子による光の干渉の演示実験は、教室内を十分暗くすることができる

講義室で行った。さらに、スリットからスクリーンまでの空間を煙で満たすことにより、スク

リーンまでの経路上にできている明線を示すことができる。これにより、光の干渉を水面波の

干渉のような目に見える干渉現象と同じイメージでとらえられるようにした。

３ 指導の実際

学習内容 生徒の学習 教師の指導・留意点 評価規準

【観点 （評価方法）】

・回折格子の ・配られた回折格子の格子 ・プロジェクターで回折格 ・興味を持って実験を観

構造 定数を計算する。 子の顕微鏡写真を提示す 察する。

・回折格子がたくさんのス る。 【関心・意欲・態度】

リットとしてふるまうこ ・回折格子による光の干渉 （観察法）

とを理解する。 の演示実験を行う。

・回折格子に ・隣りあう２つのスリット ・経路差を求めるための図 ・経路の計算方法や干渉

よる光の干 から出る光の経路差を計 を提示し、経路差の計算 条件について理解して

渉条件 算し、回折光が強め合う を説明する。 いる。

条件を導く。 【知識・理解】

・演示実験の結果から光の ・近似計算の進め方を説明 （ワークシート）

波長を計算する。 する。

・回折格子の ・白色光を回折格子を通し ・回折格子が広い範囲で応 ・科学のおもしろさを感

応用 て観察し、七色の干渉縞 用されていることを説明 じる。

ができる理由を理解する する。 【関心・意欲・態度】。

（観察法）

Ｃ－１ 指導案

４ 成果と課題

(1)成果

① わかりやすく効率的な授業

ある程度視覚に訴えるわかりやすい授業にすることができた。特に、動きがあるとイメー

ジしやすい場面では、効果的であった。また、板書にあまり時間をかけずにすむため、効率

のよい授業をすることができた。

② 生徒の興味・関心を高める授業

演示実験を充実させることにより、生徒の興味・関心を高めることができた。特に、光の

経路を煙で示す演示実験は生徒を感動させ、より積極的な授業への参加につなげることがで

きた。また、演示実験の結果から光の波長を求めることにより、理論が実際の現象と結びつ

いていることを実感させることができた。

(2)課題

生徒が理解を深めるためには、十分な量の演習を行うことが不可欠である。したがって、演示

実験を豊富に行いかつ、演習時間を確保するためには、さらに効率のよい授業の実践を心がけな

ければならない。また、プレゼンテーションソフトによる講義では、生徒が受け身にならないよ

うに注意することも重要である。さらに、質のよいスライドを作るための時間の確保や、教員が

研修を積むための環境の整備なども今後の課題といえよう。



５ その他

生徒実験の実施

確かな学力を身につけるためには、演示実験だけでなく生徒自身が実験をすることも大切であ

る。石川県教育委員会の竹中功先生が開発した生徒実験を行うことにより、自然への探究心を一

層高めることができた。

Ｂ－３ 実験プリント



事例４６   単元「遺伝子の本体」 

遺伝子の本体がなぜＤＮＡとなったのか考えてみよう 

理科 生物Ⅰ 第２学年 
石川県立金沢錦丘高等学校 

 

１ 事例の概要 

 本校の生徒は、真面目で授業態度もよく、学習に対する意欲も高い。そのため、基礎・基本の定

着については、丁寧な説明と繰り返し学習により一定の成果をあげてきている。しかし、それだけ

では、自分の考えを積極的に発言したり、記述したりする力をもつ生徒の育成にはつながらない。

そこで、科学的な思考力を高めることを目的に、生徒自らが思考し、発言するような場面を授業に

積極的にとりいれる必要があると考えた。 
本事例では「遺伝子の本体がなぜ DNA となったか考えてみよう」ということで、過去にさかの

ぼり遺伝子の本体が DNA と考えられた間接的検証から、生徒の積極的な思考を促すこととした。 
遺伝子が DNA であることが初めて実験的に示唆されたのはわずか６５年前である。それ以前は、

「遺伝子の本体はタンパク質」であると考えられてきた。DNA が遺伝子である間接的な証拠は示

されていたのだが、その頃の常識にとらわれていた科学者たちは、なかなか信じることができなか

った。授業では、当時示されていた間接的な証拠とされたデータを、視聴覚機器を利用しながら、

生徒と一緒に検討していく授業展開を考えた。タンパク質と DNA の性質を公平に比較することで、

常識にとらわれたことによる、過去の科学者の間違いや、真実を見誤った事実と共に、「科学的に考

えることとは」どんなことなのかに気づかせ科学的な思考力を高めることをねらいとした。 
 
２ 実践内容 

 (1) 単元の目標 

代表的な実験から、遺伝子が DNA であることを科学的に判断し、理解する。 
 
 (2) 指導上の工夫点（視点） 

  ① 指導法の工夫 

・考える材料（データ）を、視聴覚機器を利用してスライド提示することで、全ての生徒

が同時進行で考えに集中できるようにした。 
・スライドは色を使わず情報量をできるだけしぼり、考えさせることに重点をおき指導し

た。 
・肺炎双球菌の形質のちがいについては、模型をつくり具体化した（図１，図２）。図１は

Ｒ型菌で、鞘を持たないのでカプセルに入れずに提示した。図２はＳ型菌で鞘を持つため

にカプセルに入れて提示した。この模型を用いて、Ｓ型菌がカプセルに守られているため

白血球の食作用から免れ、体内で増殖し病原性を示すことを説明した。また、カプセルを

作るためのＳ型菌の遺伝子がＲ型菌に取り込まれることで、形質の変化が起こることも説

明した。 

        
図１ Ｒ型菌は鞘（カプセル）なし 図２ Ｓ型菌は鞘（カプセル）あり 



  ② 論理的思考の練習 

・思考の流れがわかるようなワークシートを作成した。 
・「～であることを考えると」「～という性質は」「～であることが考えられる」といった文

章の～に意見を記入し考えをまとめさせた。文を記入し完成させることで、論理的に思考

をまとめることができるようにした。 
  ③ 発表の工夫 

・その場で考えを発表させるのではなく、ワークシートに自分の考えを記入させた後に、

発表させるようにした。 
  ④ 学習定着のための工夫 

・問題演習形式の設問をワークシートに採用し、基礎事項の確認だけでなくすぐに問題を

解くことで学習の定着につながるようにした。 
 

Ｂ－１ ワークシート  Ｂ－２ スライド 

 

３ 指導の実際 

学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点 評価基準 
【観点】（評価方法） 

１．DNA についての映

像を見る。 
 
２．DNA とタンパク質

のデータから考え

る。（間接的な証明） 
 
３．DNA が遺伝子であ

る理由を考える。 
 
 
 
 
４．肺炎双球菌の説明 

肺炎双球菌の実験映

像を見る。（直接的な

証明） 
 
 
５．遺伝子の本体が

DNA であることを

理解する。 

DNA についてのイメ

ージをつかむ。 
 
遺伝子が持つべき性質

を考える。 
 
 
ワークシートの指示に

従って理由を論理的に

記述していく。 
自分の考えを発表す

る。 
 
肺炎双球菌を理解す

る。 
映像から理解できたこ

とを、ワークシートに

記入する。 
 
遺伝子の本体が DNA
であることを理解す

る。 

DNA についての映像

をプロジェクターで提

示する。 
遺伝子が持つべき性質

をプリントに記入させ

る。 
 
DNA とタンパク質の

データを提示する。 
遺伝子の本体が DNA
である理由をワークシ

ートに記入させる。 
 
肺炎双球菌の模型で興

味を引き付ける。 
実験の内容をワークシ

ートに記入させる。 
 
 
遺伝子の本体が DNA
であることが、実験に

より証明できることを

説明させる。 

 
 
 
 
 
 
 
遺伝子の本体が DNA
であることを形質転換

の実験と関連付けて考

察する。【思考・判断】 
（観察、プリント） 
 
 
 
 
 
 
 
遺伝子の本体が DNA
であることを理解し知

識を身につけている。

【知識・理解】 
（観察・プリント） 

 
Ｃ－１指導案 

 



４ 成果と課題 

 (1) 成果 

  ① 指導方法の工夫 

・考える材料（データ）を、ワークシートに載せず、視聴覚機器を利用してスライド提示

したために、全ての生徒が顔をあげ、同時進行で考えに集中させることができた。 
・肺炎双球菌の模型を使い、S 型菌と R 型菌の形質の違いや、病原性をもつ場合と非病原

性の場合のちがいを、双球菌をカプセルに出し入れしながら説明することで、より具体的

にわかりやすく示すことが出来た。 
  ② 論理的思考の練習 

・思考の流れがわかるようなワークシートを作成したため、ワークシートを完成させるこ

とで、論理的に思考をまとめることができた。 

・「～であることを考えると」「～という性質は」「～であることが考えられる」～の中に考

えたことを記入することで論理的な思考をまとめることができた。 
  ③ 発表の工夫 

・ワークシートに論理的な思考をまとめさせてから、発表することで、うまくまとめられ

ずに自分の意見が述べられない生徒にも発言しやすさを与えることができた。 
  ④ 学習定着のための工夫 

・知識をただ覚えることに終始することなく、設問に対して答えることにより、より理解

が深まった。設問を設けた部分については、小テストでの定着度も高かった。 
 
 (2) 課題 

丁寧な説明と繰り返し学習だけでは、本当の科学的な思考力を高めていくことは難しい。思

考力の弱さは、問題をじっくりと考える場面が少ないことにも原因がある。授業の進度を考え

ると、生徒にじっくりと思考させる時間を、多くとることはできないが、できるだけ効率よく、

それぞれの単元で行えるように工夫することが必要である。 
 
 
《参考文献》 

分子生物学の夜明け（東京化学同人）H.F.ジャドソン  
生物と無生物のあいだ（講談社現代新書）福岡伸一 
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事例４７ 単元｢器械運動｣

器械運動を通して探求心を育て、教え合う授業
保健体育 体育 普通科・第１学年

石川県立七尾高等学校

１ 事例の概要

本校は、本年創立１１０周年を迎えた。校内体操大会は昭和２８年に始まり今年度２月で第５７

回を数える伝統的な行事である。男子は、鉄棒・平行棒・床運動・倒立歩行など７種目を行い、女

子は、平均台・跳び箱・創作ダンス・手具体操など７種目を行っている。生徒の体力・運動能力は

低下しているが、｢できない｣を｢できる｣、｢できる｣を｢より上手にできる｣ようにするため、自ら考

え、工夫する課題解決型学習を行っている。また、グループを編成し、互いに協力し、補助し合っ

て安全に配慮をしながら、教え合ったり、高め合ったりする方法として相互評価を用いるグループ

学習を行い、｢確かな学力｣を育む授業を実践している。また、本年も体力アップ１校１プランを

『 』 、 、 、守れ伝統－体操大会に向けて と位置づけ 年間を通して男子は倒立歩行 女子は壁倒立を行い

体力・筋力アップと調整力の向上を図るとともに体操大会の演技レベルの向上に取り組んでいる。

２ 実践内容

(1) 単元の目標

① 器械運動に関心を持ち、仲間と協力し、教え合い励まし合って意欲的に取り組もうとする。

【関心・意欲・態度】

② 自己や仲間の課題を発見し、課題解決の方法を選んだり、見つけたりしている。

【思考・判断】

③ 自己の能力に応じた技を身につけ、技能を高め、演技することができる。

【運動の技能】

④ 技の確かめ方、補助の仕方、練習の計画的な行い方を理解し、知識を身に付けている。

【知識・理解】

(2) 指導上の工夫

① グループによる学習活動

グループ学習の意義やねらいを指導した後、グループで練習方法を確認し、課題解決の場面

では、互いに教え合い、励まし合って練習に取り組ませるように留意している。

② 器械運動種目別個人カードの活用

個人カードで目標を選定し、自己評価をするとともにグループでできばえをチェックし、相

互評価を行い、互いに技能のレベルアップを図る工夫をしている。

③ ＶＴＲの活用

授業ではモニターを準備し、先輩の演技や体操大会の規定演技を視聴させて研究させる。ま

た、ビデオカメラで自分達の演技を分析させ、より高い技能が身につくようにしている。

④ 事故・怪我の防止への配慮

初期段階での補助の方法や器具の安全点検の指導を徹底している。また、鉄棒・平行棒・跳

、 、び箱を行う際にはセーフティマットを配置することで安全性を確保し 生徒の恐怖心を和らげ

意欲的に練習できるように配慮している。寒さの厳しい冬季（１２月から２月）に授業が行わ

れているので準備運動に加え、サーキットトレーニングや補強運動などのウォーミングアップ

を充分に行わせ、筋力アップと調整力の向上を図るとともに、怪我の予防にも配慮している。

Ｂ－１ 評価計画 Ｂ－２ 器械運動種目別個人カード
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（年間を通して男子：倒立歩行 女子：壁倒立に取り組ませている）３ 指導の実際

学習活動・学習内容 教師の指導・支援

全体学習（７時間） 一斉指導をする。

男子：鉄棒・平行棒・跳び箱・マット・床・ ・理論・基礎・基本を指導する。

倒立歩行・登攀 ・補助の方法・安全指導を行う。

女子：平均台・創作ダンス・手具体操・跳び箱・ ・準備・後片付けは、協力して、安全に行

マット・床・手押し車 う指導をする。

グループ学習（５時間） グループ別学習の方法を指導する。

・グループを編成し リーダーを中心に練習する ・リーダーと構成員の役割を指導する。、 。

・過去のビデオを活用する。 ・補助の方法・安全指導を行う。

・個人カードの活用し、相互評価をする。 ・到達度テストをし、課題を見つけさせる。

習熟度別学習（５時間） 習熟度別指導をする。

・習熟度別にグループを編成し、それぞれの種目 ・個に応じた課題解決の方法を助言する。

や技の課題練習する ビデオカメラを活用する ・できない生徒へ個別指導をする。。 。

選択学習（５時間） 選択制指導をする。

・得意種目を選択し、グループ編成をし、連続技 ・連続技の指導をする。

や技術レベルを上げる。 ・課題解決が困難な生徒への指導をする。

・体操大会出場メンバーでチーム練習をする。 ・個人カードを記入させる。

・個人カードを活用し、相互評価をする。 ・感想文を書かせる。

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 練習風景 校内体操大会写真 Ｃ－３ 感想文・

４成果と課題

(1) 成果

① グループによる学習活動

互いに教え合うことにより、信頼関係が深まり、グループによる学習活動については９割の

生徒が良かったと評価している。また、教え合って｢できた｣時は、達成感・満足感を共有する

ことができた。特に体操大会団体メンバーは、優勝を目指し、チーム一丸となって探求心を持

って技を磨き、自主的なグループ学習が更に高まった。

② 器械運動個人カードの活用

個人カードで目標を設定すると、意欲的に取り組むことに繋がった。また、グループによる

相互評価をすることにより、互いに競争し合い、よい演技を作ろうとする意欲が高まった。

③ ＶＴＲの活用

ハイレベルな演技をビデオで視聴することにより、新たな技への挑戦心が芽生え、練習に積

極的に取り組んでいた。また、ビデオカメラで自分達の技を見て比較することにより、思考力

探求心が高まり、仲間と協力して行う学びの姿勢も見ることができた。

④ 事故・怪我の防止への配慮

補助の方法を身につけ、セーフティマットで安全性を確保することにより、落下の恐怖心を

取り除くことができ、生徒は技術習得に集中できるようになっている。年間を通しての補強運

動と倒立練習によって筋力や調整力が向上し、体操大会の演技レベルを維持している。

(2) 課題

年々、生徒の筋力・体力、特に懸垂力が低下しているため、初期段階において鉄棒や平行

棒で体を支持できない生徒が多く見られ、意欲の低い生徒が増えてきている。器械運動への

興味の持たせ方や生徒への個別指導など指導法の改善が必要である。｢できた｣時の喜び、仲

間と連携して学習する器械運動の楽しさを感じてもらい、この伝統ある校内体操大会を継続

していきたいと思っている。



 

事例４８ 題材「世界の諸民族の音楽」

～ 鑑賞と表現(創作)との関連を図って ～インドの音階でLet's創作！
芸術科（音楽） 普通科・第１学年

石川県立羽咋高等学校

１ 事例の概要

本校で音楽を選択する生徒たちは、歌唱や器楽など作品を演奏するということにおいて活動的で

ある。しかし、創作や鑑賞の分野においては「あまり好きではない 「いつも良い評価をもらえな。」

い 」と思っていたり 「創作」という言葉を出すと「したくない」という表情を浮かべたりと、苦。 、

手意識を持ってきたことがうかがえる。そこで 「生徒たちにとって分かりやすくて、楽しみなが、

ら楽曲を聴いたり、主体的に創作活動ができる」ことを目標に、授業を作ることにした。

９月に行った鑑賞では 親しみやすい西洋古典音楽作品を取り上げた 音楽の構成要素である 旋、 。 「

律」に着目させることで能動的に鑑賞し、また感じ取ったことの理由を音楽の中から気付かせ、言

葉で表現することで楽曲を深く味わって聴くことができた。今回は、インド古典音楽を取り上げ、

まず鑑賞の活動を通して音楽を特徴付けている要素を聴き取って感じ取らせ、それを生かして創作

活動を行い、表現と鑑賞の関連を十分に図ることとした。民族音楽に多く見られる「ドローン」と

いう持続低音に着目し、その効果を感じ取らせること、またそれを活用して楽しみながら、創作表

現することで、他国の音楽文化を尊重する態度を養いたいというのが今回の実践のねらいである。

２ 実践内容

(1) 題材の目標

・インド古典音楽固有の音階や音色、ドローンに関心をもって意欲的に鑑賞し、創作表現する。

・インド古典音楽固有の音階や音色、ドローンなどの特徴を感じ取って聴き、それを生かして創

作表現を工夫する。

・インド古典音楽のイメージをもって、インド古典音楽固有の音階を生かして創作表現をする技

能を身に付ける。

・インド古典音楽固有の旋律やドローンなどの特徴を理解して楽曲を聴き取り、そのよさや美し

さを味わう。

(2) 指導上の工夫点（視点）

① インドの代表的民俗楽器シタールやドローンマシーン

を活用し、インドの古典音楽に興味・関心を持たせる。

② 実際にシタールを弾き、聴き比べをしてドローンの効果を知覚・感受させる。

③ 誰でも簡単に創作表現ができるよう五線譜を使わない記譜の仕方を工夫する。

ア．５つの音に限定する。

イ．ラシ ド レミに○をつけてつなげるだけで旋律がつくれる。♭ ♯

ウ．●と○と選ぶだけでリズムがつくれる。

④ グループ活動を取り入れ、みんなで１つの音楽を作っていく体験を重視し、

共同する喜びを感じたりする指導を重視する。

⑤ 創作発表会を通して、つくった音楽を互いに分かち合い、

楽しい！！思いや意図を伝え合うようにする。

Ｂ－１ ワークシート① Ｂ－２ ワークシート② Ｂ－３ ワークシート③

 

 

 

 
できる！ 

 
面白い！ 

 
学び合う！ 

 

分かる！ 

 
考える！ 

 

 感じる！ 



３ 指導の実際

学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点 評価規準

インド古典音 ○創作方法を知る ○どの音を選んでも旋律に

楽固有の５つ ラシ ド レミ は なるので、気楽に音を選♭ ♯

の音を使った インドの音階の始めの５ んで作ってみるよう働き インド古典音楽の音階

創作 音であることを知る。 かける。 の特徴に関心をもち、

○各自旋律を４小節作る。 ○簡単に創作できるように 創作する喜びを味わお

ワークシートには５つの うとしている。

音のみを記載する。 【関心・意欲・態度】

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 授業記録シート Ｃ－３ 創作発表の録音

４ 成果と課題

(1) 成果

① 表現（創作）と鑑賞の関連を図った題材構成について

鑑賞では、シタールとタンブーラ・マシーンを用いることで 「ドローンがある時の方が旋、

律が引き立って、曲がまとまって聴こえた」等、ドローンの効果を感じ取っていた。

創作表現では 「５つの音を選んだだけなのにインドっぽくなって面白かった」という感想、

が多数あり、音楽をつくる楽しさを体験させることができた。生徒たちは、鑑賞で感じ取っ

たドローンや旋律を活用して音を考えながら出したりつなげたりして創作することができた。

②グループ活動でのかかわり合いについて

各自でつくった旋律をペアでつなげて１つの旋律をつくり、次に ～ 人のグループで、8 10
旋律とそれにふさわしいドローンの創作表現を工夫させた。グループ活動では、 つのパー3
ト（旋律・リズム・ドローン）で合わせることが難しく苦労しているグループも見られたが、

活動を通して、全員が同じ拍子感をもつことに気づいたり、速さやパートのバランスを考え

たりて、１つの音楽を作っていく体験の中で、共同する喜びを感じることができた。

③ 五線譜を使わない記譜の仕方について

旋律の創作は、早い生徒は３０秒、苦手意識のある生徒についても「難しく考えずに○を

付けてごらん」と声を掛けると「簡単で拍子抜けした」と言いながら楽しんでつくることが

できた。リズム創作でも、●か○を書きこむだけなので、無作為に作ってみて「意外とかっ

こよくなった！」と喜ぶ生徒もいたりと、全員が自分のやり方で作ることができた。

(2) 課題

① 年間指導計画について

創作したものを音にする時にリコーダーを使ったが、それまでの授業でリコーダーを扱っ

ておらず運指に慣れるのに時間がかかってしまった。歌唱・器楽・創作・鑑賞の４つの分野

を年間計画の中にそれぞれの関連を図りながらバランス良くどのように組み込むか考えて年

間指導計画を作成していく必要がある。

② 世界の様々な音楽文化の尊重について

世界の諸民族の音楽は私自身が不慣れであることから、適切な教材用音源を見つけること

がとても難しかった。生徒が民族音楽の特徴を感じ取りやすい音源を探すことと、生徒が取

り組みやすい教材（学習プリント）作りといった教材研究がとても重要である。

今回の授業を通して 「世界には色々な音楽があるんだなぁと思った 「色々衝撃的だっ、 。」

たけど、すごいなと思った 」等、ただ異質なものというだけでなく、様々な国の音楽を尊重。

するような感想が見られた。今後さらに我が国の文化を理解し愛着を持たせるために、我が

国の伝統的な歌唱や和楽器についても取り組んでいきたい。
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事例４９

予習・復習のサイクル確立をめざし、生徒が参加する「英語Ⅰ」の授業
（予習・復習プリントおよび音読プリントを使って）

外国語 英語Ⅰ 普通科・第１学年

石川県立金沢泉丘高等学校

１ 事例の概要

高校と中学の英語授業の違いは、１回の授業で学習する英文や新出単語の量が圧倒的に増えるこ

とである。予習・復習の習慣が早期に確立できないと、日々の積み重ねのないまま授業を受けるこ

とになり、授業内容がわからなくなってしまう。そこで、今年度、入学当初の学習意欲を持続させ

るために予習・復習プリントの作成に学年全体で取り組むことになった。予習・復習のサイクルの

確立を目指し、予習・復習において、何をどのように取り組めば基礎力を育むことができるかを生

徒自身が明確にとらえ、かつ、積極的に取り組めるような工夫を試みた。また、授業の中で空所補

充式の音読プリントに取り組むことで授業に積極的に参加して理解を深め、学習意欲をさらに高め

ることを目指した。

２ 実践内容

(1) 単元の目標

・言いたいことを英語で表現するための基礎力となる語彙を積極的に習得する。

・文の構造や意味を理解しながら、音読練習を繰り返し行うことにより、自信を持って話す

ことができる。

(2) 指導上の工夫点（視点）

① 予習プリント

教科書本文の一つひとつの文に番号がついた、予習用のプリントを授業前に配布する。

予習は①ＣＤを聞く②単語・熟語の意味を調べる③日本語に訳す④Ｑ＆Ａに答える⑤Ｑ＆Ａを

作る、の５つである。プリントに各々記入場所を指定することで、生徒は何をすればよいのか

明確に理解できる。また、教える側にとっても予習の有無を確認しやすいという利点がある。

② 音読プリント

新出単語や語句を穴埋めにしたプリントを本文学習直後に配布する。その日に学習した内

容を短時間で復習することができる。ペアで交代で音読するので、わかったつもりでなく、確

実にわかり、理解を深めることができる。授業にも積極的に取り組む意欲が感じられる。

③ 復習プリント

習得した語彙を使った自由作文や英文和訳といった、学習した内容を発展的にとらえる問題

に取り組ませる。

３ 指導の実際

学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点

・新出単語の ・新出単語の発音練習をする。 ・発音、アクセントに留意させ

発音練習 ・フラッシュ・カードで意味を確認する る。。

・新出単語、語句 英語から日本語、また日本語から英語 ・生徒の理解度に注意を払いな

の意味の確認 に素早く意味を理解できるようにする がら、フラッシュ・カードを。

見せる。

・ＣＤを聞く ・本文をペンでなぞりながらＣＤを聞く ・音声と文字の関係を確認さ。

せる。

・音読する。 ・教師の後に続いて意味のまとまりごと ・意味の区切れ目を確認させ

に音読する。 る。また、正しい発音、抑揚
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で音読させる。

・語句の意味を瞬時にとらえて

内容を理解させる。

・２分間で２回を目標に各自音読をする ・ストップウオッチを使い、２。

分間計る。この時間を利用し

て、予習をチェックを行う。

全員のノートのチェック欄に

ハンコを押す。

・英語による ・本時の内容に関する、教師の質問に答 ・本時の内容に関する質問をす

える。 る。Ｑ＆Ａ

・本文の内容を ・家庭学習に基づき、必要に応じて日本 ・前時に予め生徒を指名し、黒

正確に理解す 語訳をしながら本文の理解を進める。 板に英文と訳を書かせる。

る。 ・ペアで内容を確認する。 ・文法、語法、語彙の知識に基

・必要に応じてメモを取る。 づき、必要に応じて日本語訳

・文の構造を意識しながら読み取る。 をさせながら、本文の理解を

進めさせる。

・音読プリントを ・音読プリントを使い ＣＤに合わせて ・語彙や文法事項を再確認させ、 、

使って、学習内 音声を確認しながら音読する。 る。

容を確認する。

・音読する。 ・ペアで音読練習する。片方は音読プリ ・モニタリングをしながら、正

ントを用いて、もう片方はテキスト しいリズムや発音、抑揚で読

およびノートを見ながら、相手がつま むよう注意を促す。

ったら教える。

・ＣＤに合わせて音読する。 ・ＣＤを聞かせる。

・正しいリズムや発音、抑揚で

音読させる。

・まとめと次回 ・次回の内容への関心を高める。 ・本時のまとめと、次回の内容

の予告 への興味を喚起し、予習を促

す。

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ 予習・復習プリント Ｃ－３ 音読プリント

４ 成果と課題

(1) 成果

① 予習・復習のサイクルの確立

予習・復習プリントを配布することによって、家庭学習として何をすればよいのかが明確に

なり、ほぼ全員が家庭学習を行ったうえで授業に参加している。

② 音読への積極的な取り組み

ただ音読するのではなく、ペアでプリントを使って音読練習を繰り返すことにより、本文の

理解が深まるだけでなく、生徒同士で教え合い、学び合う雰囲気が授業に生まれる。また、

日頃から復習用として音読プリントを活用している生徒も多い。

(2) 課題

① 音読にかける時間

英語Ⅰの間は１回の授業で扱う英文の量は適切であるが、学年が上がるにつれて、英文の量

は増えていく。現在は音読に時間を割くことは可能だが、今後どのように取り扱っていった

らよいか。本校生徒は音読活動に積極的であるだけに、時間を確保できるよう工夫していき

たい。



 

  事例５０  単元「子供の福祉」 

        子育てしやすい社会の実現をめざして 

                                               家庭科 家庭総合 総合学科・第２学年 
                                         石川県立加賀高等学校 

 
１ 事例の概要 

  本校生徒はアンケート結果にもあるように、結婚や子育てに関する興味・関心は高いが、身近にロ

ールモデルとなる大人の存在の欠如や子どもと接する機会が少ないため「どのように子どもとかかわ

ればよいか」の具体的イメージが乏しい。また、社会の一員としての視点が十分にはぐくまれておら

ず「子育て支援社会をどのように形成するか」について考えたことのない生徒も多数存在する。 

  本事例においてはそのような現状を踏まえ、【ダイヤモンドランキングの作成】という手法を用

いて、子育て支援社会の形成に必要なことを自分の価値観と照らし合わせながら考えさせる指導に重

点を置いた。 

 

 Ａ－１ アンケート用紙   Ａ－２ アンケート結果  
  
２ 実践内容                                                                
  (1) 単元の目標                                                                    
     子どもが健全に育つことをねらいとした児童福祉の基本的な理念について理解し、子どもを取 

り巻く環境の変化や課題について考える。 

 

 (2) 指導上の工夫点（視点） 

   ① 視聴覚教材の提示 

世界の子どもたちのスライド写真を効果的に使い、「どのような国、環境に生まれてきても子

どもには生まれながらにして幸せになる権利がある」という子どもの権利条約の理念を単なる言

葉や知識として教え込むのではなく、生徒自身の内なる気づきを大切にし、実感できるように工

夫する。 

   ② 演習 

    ア ダイヤモンドランキングの作成を通して、生徒自身が自分の価値観を見つめ直し、社会の

一員として子育てしやすい社会の実現のために必要なことについて、より考えを深めること

ができるようにする。 
    イ ダイヤモンドランキングには“子どもが子どもらしく安心して暮らせる社会に必要なもの”

というテーマで、「自由」から「その他：自分の考え」までの９つの条件から上位５つを選

び、優先順位を付けて書き込ませる。 
   ③ 意見交換 

    他の人の考えを聴くことで自分の考えをより深めさせるとともに、社会における民意の合意形成 

の難しさを理解させる。      

 
  Ｂ－１ ワークシート③   
   
３ 指導の実際     

学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点 評価規準  
世界の子どもたち スライドを見ながらプリントの

説明文を読み、どこの国の子ども

かを考える。 
⇒ワークシート① 

説明文の相違点に着目して読む

ように伝え、考えさせる。 
 

クイズ形式で進める 



子どもの権利条約

について 
スライドを見ながら、様々な環境

で育つ子どもの生活を想像する。 
 
 
子どもの権利条約の理念につい

て知る。 
⇒ワークシート② 

導入部のスライドを利用し、その

視覚効果を活かしながら、「どの

ような環境に生まれても幸せに

なる権利が子どもにはある」とい

う条約の理念を説明する。 
条約の内容について確認させる。 

子どもの権利条約の理念

を理解している。 
【知識・理解】 
（ワークシート） 

子どもが安心して

暮らせる社会と

は？ 

「すべての子どもが幸せになる

権利を持つ」ことを踏まえ、「子

どもが安心して暮らせる社会に

必要なもの」というテーマで、ダ

イヤモンドランキングの作成を

する。 
 
自分が【１位に選んだ条件の理

由】を考える。 
⇒ワークシート③ 

黒板にラミネート加工したパネ

ル（自由からその他まで）を貼り、

ダイヤモンドランキングの作り

方について説明する。 
 
 
 
 

子育て支援社会の形成に

必要なことについて考え

を深めている。 
【思考・判断】 
（ダイヤモンドランキン

グ表及び感想） 

                   お互いのダイヤモンドランキン

グを見せ合い、順位づけの理由を

述べあう。 

  

 
 Ｃ－１ 指導案  Ｃ－２ ワークシート①  Ｃ－３ワークシート② 

 
４ 成果と課題                         
  (1) 成果 
  ① スライドを見せる前にワークシート①の各国の子どもの生活を書いた説明文を読ませた。文字

と映像を併用することで、耳で刺激し、目で確認することができて、より生徒自身の中に深い印

象を与えることができた。 

    ② ダイヤモンドランキング作成という演習を通して、生徒自身が自分の価値観を見つめ、深く考

えることができた。アンケート結果でもほとんどの生徒がダイヤモンドランキングの作成に熱心

に取り組み、子育て支援社会について深く考えることができたと答えている。 

    ③ 意見交換の後、自然と議論する姿が見られた。より生徒が興味を持つテーマであったと実感で

きた。 

    ④ 事前アンケートでは、子育てを取り巻く社会問題について考えたことがある生徒はわずかだっ

たが、授業後には増加した。今回の授業が社会的視点をはぐくむ一つのきっかけになったと思わ

れる。  

 
  (2) 課題 
  ① ダイヤモンドランキングの発表の際、ラミネート加工パネルを次々と黒板に張り替えていった

が、生徒の結果が一目で分かるような板書の工夫が必要だと感じた。 

    ② 意見交換後、自然と議論が起こったことから、内容がより深まるグループ学習へとつなげてい

いける可能性を感じた。どのような形態・流れでグループ学習を行うかが今後の課題である。 

    ③ 子どもの権利条約の理解度が低い者が１／３程度いたので、スライドの映像から条約の内容へ

と続く流れをよりスムーズにわかりやすくする工夫が必要だと感じた。 

 

  Ｄ－１ 事後アンケート結果  Ｄ－２ 生徒ワークシート・感想 

 

５ その他           
参考文献：『家庭科ワークブック 人間の発達と保育』牧野カツ子編著（東京書籍） 

       『地球家族 世界３０か国のふつうの暮らし』（ＴＯＴＯ出版） 

指導の工夫① 

指導の工夫② 
自分の価値観と

向き合う時間 

指導の工夫③ 



 

 

事例５１ 単元「情報の検索と収集」 

「検索エンジンの利用」を工夫してみよう 

情 報 情報Ａ 総合学科・第 １ 学 年 
石 川 県 立 松 任 高 等 学 校 

 
 
１ 事例の概要 

Ｗｅｂページ上にある膨大な情報の中から自分に必要な情報を瞬時に検索する力は、情報社会に

生きる人間として必要な能力である。インターネットを活用した検索活動を行いながら、課題解決

に必要となる情報を効率的に検索・収集するための方法を習得させ、情報活用の実践力を高めさせ

たい。 
現在、生徒のほとんどがキーワード検索により検索エンジンを利用している。検索条件を工夫す

ることで、もっと効率的に必要な情報にたどり着くことができることを知ることによって、教科

「情報」だけでなく、他の教科の調べ学習にも役立つものと思われる。 
また、情報を探す手順や方法によって、得られる結果や作業の効率が異なることを体験的に理解

させることで、効率向上のためには工夫が必要であることを認識させ、自ら学び、たくましく生き

る力を涵養するための一助としたい。 
 
２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

① インターネットを用いて必要な情報を収集しようとする。 
② 情報収集の目的に応じた検索システムの選択や検索条件の工夫を考える。 
③ インターネットを用いて必要な情報を収集することができる。 
④ 情報を探す手順や方法によって得られる結果や作業の効率が異なることを理解している。 

 

(2) 指導上の工夫点 

  ① 授業を受ける態度 

    確かな学力を育むためには、授業を受ける態度をきちんと身に付けさせることが重要である。

倒れたコップにいくら水を注いでも水が入らないように、いくら良い授業をしても生徒が横を

向いていたり姿勢が悪かったりでは効果が上がらない。下記のことに留意し、確実に行わせる

ことが基本である。 

ア 早めに教室に入り、パソコンを使えるようにしておく。 

イ 両足を机に入れて、きちんと前を向く。 

ウ 先生が話しているときは自分の作業をやめる。 

エ キーボードは両手で操作する。 

② 興味・関心を持たせる 

情報活用の実践力を高めるための技能の育成を目的として実習中心に授業を行っている。し

かし実習以外の、説明を受けたり考えたりする授業では、やや無気力で興味を示さない傾向に

あるため、ＰＣモニタや実習支援ソフト等を使って視覚に訴えるなど、興味・関心を持たせる

よう指導している。 

③ 自己評価 
  実習では授業の最初に評価するポイントを伝えておき、授業の最後に簡単な自己評価

（「Ａ：たいへんよくできた Ｂ：だいたいできた Ｃ：できなかった」に○を付ける。）を



 

 

行わせている。生徒自身が授業への取り組みを振り返ることで内容を再確認したり、反省をし

たりすることができる点、また「Ｃ：できなかった」に○を付けている生徒には次回の授業で

支援しやすいといった点で効果的であると思われる。 
④ 検索オプションの利用 

    教科書では「ＡＮＤ・ＯＲ・ＮＯＴ検索」の概念についての説明が多く書かれているが、実

際 Yahoo や Google などの検

索オプションは、「すべて

含む・順番も含め完全に一

致・少なくとも一つを含

む・含めない」という４つ

の項目に分類されている。

実際に多く使用する検索エ

ンジンの検索オプションを利用することで情報活用の実践力を高めることができると思える。 

  ⑤ シソーラス（表記のゆれ） 

    ダイアモンドとダイヤモンドのどちらで検索しても同じ結果が得られる。これは表記の揺れ

に検索エンジンが対応しているからである。しかし、犬・イヌ・ドッグでは対応していないた

め検索結果が異なる。このように日本語の表記には、高・髙や学・學などの異体字や旧字体表

記のゆれ、上述のようなカタカナ表記のゆれ、引越・引っ越し・引越しなど送り仮名表記のゆ

れなどがあり、検索エンジンによって対応しているものとそうでないものがある。思うような

検索結果が得られない場合に、検索の工夫だけでなく、表記のゆれを考えられる発想力を身に

付けさせるとともに、日常で何気なく使っている言葉や言葉遣いに対する意識を持たせたいと

思って指導している。     
Ｂ－１ 授業で使用したプリント 

 

３ 指導の実際 

  指導案を参照してください。 

Ｃ－１ 指導案 

 

４ 成果と課題 

(1) 成果 

    インターネットで情報検索をする場合、単純なキーワード検索や間にスペースを入れた検索

が中心であるが、「ＡＮＤ・ＯＲ・ＮＯＴ検索」の概念を理解し、検索オプションを利用する

ことで、検索の技術が格段に上達し、情報活用の実践力を高めることができたと思える。 

他教科の調べ学習をする際にもたいへんスムーズに調べることができているようであり、特

に「産業社会と人間」においては、進路実現のための大学・短大・専門学校や企業などを調べ

る学習を多く行っており、効率の良い検索により授業が円滑に進められているようである。 

 

(2) 課題 

  ① 適当なキーワードが思いつかずに苦労している生徒が数名いる。日頃からいろいろな授業で、

言葉や固有名詞などに対する意識を高めて学習させていかなければならない。 

  ② 多くの情報を得られるということは、有害情報やウィルスなどの危険をともなっており、情

報モラルとセキュリティに関する知識を、座学だけでなく実習の中で身に付けさせられるよう

な授業を考えていかなければならない。 



事例５２ 単元「バイオテクノロジーの意義と役割」

私たちのくらしとバイオテクノロジー
農業 動物・微生物バイオテクノロジー 総合グリーン科学科第３学年

石川県立翠星高等学校

１ 事例の概要

、 、 。本校は 明治９年に創立され 日本で最も古い歴史と伝統を誇る県内唯一の農業専門高校である

平成１２年に新しい時代に対応するため全国初の単位制農業専門高校として、改編を行い、校名も

松任農業高校から翠星高校とし、新しい一歩を踏み出した。平成２１年度入学生からは、これまで

の学習内容をさらに専門的に行うための教育課程の改編を行った。

本校生徒は、１年次前期に６つの専門分野(系)を体験し、２年次以降に学習する専門分野を決定

している。入学時から目的意識を持ち、専門分野を決定している生徒もいるが、大部分は１年次の

６つの専門分野を体験し、興味・関心・進路を考慮しながら決定している。

本科目は、６つの専門分野のうちのフードテクノロジー系選択者が、より専門性を高めるため、

近年著しく発展したバイオテクノロジー技術を中心に学習する発展的な科目である。

本授業では、バイオテクノロジーの技術を生徒自身が身近に感じることができ、そして自分たち

の生活の中で数多く利用され、現代社会の中で重要な産業として位置づけられていることを理解で

きるよう、次のような工夫を行った。①プレゼンテーションソフトによるＤＮＡ抽出実験の振り返

りを行う。②ワークシートを活用することで生徒自らが積極的に授業に参加できるようにする。③

プレゼンテーションソフトを活用しバイオテクノロジーの活用例を提示しながら理解を深めるよう

にする。以上の観点から授業を展開した。

２ 実践内容

(1) 単元の目標

① 動物及び微生物バイオテクノロジーに関する具体的な事例を通して、動物及び微生物バイオ
テクノロジーの技術体系と利用についての知識を身に付ける。

② 動物及び微生物バイオテクノロジーの利用に関心を持つ。
③ 動物及び微生物バイオテクノロジーの利用について科学的な視点で考えることができる。
④ バイオテクノロジー実験の基本的技能を習得し、実験結果を正確に表現できる。

(2) 指導上の工夫点（視点）

① 興味・関心を高める工夫

生徒の興味・関心を高めるため、自分たちの身の回りの身近な素材や自分の将来の生活につ

いてバイオテクノロジーの活用例をできるだけ多く紹介する。

② 視覚から学ぶ工夫

プレゼンテーションソフトを活用し、産業界の多くの方面でバイオテクノロジーの技術が利

用されていることを写真や画像に含まれている情報をもとに生徒との対話で導き出せるよう構

成する。

③ 学習意欲を高める工夫

前回行った実験の各班の成果を画像を提示・考察し、生徒自身の取り組んだ学習が、高度な

技術への第一歩であることを理解させる。ワークシートの活用により、授業内容の要点を確認

できるようにした。

Ｂ－１ ワークシート



３ 指導の実際

学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点 評価規準

【観点】(評価方法)

・前時の実験結果を確認する。 ・身近になってきたバイオテクノロジー学ぶ

技術を確認させる。

日常生活のバイオテクノロジー技術

・スライドから生活の中でバイオテク ・スライドによる生活場面の提示。 ・バイオテクノロジー利(視聴)

ノロジーの利用場面を見つける。 ・バイオテクノロジーの技術利用の可能 用の可能性を適切に判断

。 【 】発問 性があるものを列記させる。 できる 思考・判断

・ワークシートに記入する。 ・板書とワークシートの確認をする。 (観察、ワークシート)応答

産業社会のバイオテクノロジー技術

・食品産業へのバイオテクノロジーの ・フードテクノロジー系科目で扱ってい ・産業社会の中でバイオ(視聴)

利用を理解する。 る食品を中心に食品産業の利用例をス テクノロジーが利用され

ライドと板書を利用して提示。 ていることを理解してい

。 【 】・難解な語句を避け、これまで学習して る 知識・理解

きた用語を用いて説明する。 (観察、ワークシート)

・ワークシートに記入する。

Ｃ－１ 指導案 Ｃ－２ プレゼンテーション(例)

４ 成果と課題

(1) 成果

① 興味・関心を高める工夫

授業参加しやすい発問を設定することで全ての生徒が発言できる雰囲気を持たせることが

できた。また、ワークシートに自分たちの解答が書き込まれることで、知識の定着を図るこ

とができた。

② 視覚から学ぶ工夫

プレゼンテーションソフトを活用することで、生徒と対話しながら画像を提示することが

可能になり、知識の定着を効果的に行うことができた。

③ 学習意欲を高める工夫

前時の実験成果を提示することで、高度なバイオテクノロジー技術を身近なものに感じる

ことができ、自信を持って授業に取り組めるようになった。

(2) 課題

① 興味・関心を高める工夫

身近な利用例を発問、提示することは、興味・関心を高めるためには効果的ではあるが、

高度なバイオテクノロジー技術の内容をすべて身近な例や平易な内容にしていくためには、

十分な検討が必要である。

② 視覚から学ぶ工夫

プレゼンテーションソフトの活用により、発問の受け答えやワークシートの記入は効果的

に行うことができたが、ノートの活用が不十分であり、ワークシートとノートを組み合わせ

た授業展開の検討が必要である。

③ 学習意欲を高める工夫

専門用語の多い内容では、微生物基礎の基本的知識の定着が必要であり、発展科目であっ

ても基本的な知識の反復学習が必須である。



事例５３ 単元「梁の外力」

静定梁における反力について

工業 土木基礎力学 建築土木科・第１学年

石川県立小松工業高等学校

１ 事例の概要

本校の建築土木科では、１年次に専門科目として建築、土木に共通する科目を学習し、２年次か

らコース別に分かれ、それぞれの科目について学習する。共通の科目として１年次では「土木基礎

力学」を学習している。この科目は、建築物や構造物に働くいろいろな力を知り、材料の力に対す

る強さなどを理解して、構造物を建設するために必要な基礎的知識を学習する専門科目である。た

だ、実体験の乏しい生徒にとっては、目には見えない力をイメージすることが困難な生徒も多く、

、 、 。 、また 基礎学力に個人差があるため 力の構造計算ができず理解が深まらない状況である そこで

力をイメージしやすいように簡易模型を活用して説明することで興味関心を持たせるとともに、計

算問題の工夫をすることで、意欲的に授業に取り組めるようにした。そして、基礎的な知識や計算

力を身につけることで達成感を持たせられるよう授業展開を工夫した。

２ 実践内容

(1) 単元の目標

・支点の種類に応じてどのような反力が生じるか、梁の種類と反力との関係を考察する。

・静定梁の種類ごとに、いろいろな荷重が作用したときに生じる反力の求め方を釣合の３条件

を使って求めることができる。

・梁以外の静定構造物についての反力の求め方について理解する。

(2) 指導上の工夫点（視点）

説明用の表示板、簡易模型の活用①

力の説明において、目には見えない力を視覚的、感覚的に

イメージできるように梁の模型を作成し活用することで、意

欲的に授業に取り組めるようにした。また、板書の中で矢印

や釣合条件などの重要な項目をわかりやすいようにまとめて

常に表示し、意識させるようにするように工夫した。

練習（計算）問題の工夫②

例題を参考にできるような問題を作成し、問題の解き方、

手順を明確にまとめポイントを意識させることで意欲的に取

り組み、基礎的な計算力が身につくように工夫した。また、

基礎学力の個人差を考慮し、問題レベルを２段階に設定し取り組ませるよう試みた。

振り返り自己評価③

小単元ごとに授業の振り返りをさせることで、生徒各自の学習内容の理解度や定着度を把握

し授業改善につなげられるようにした。また、生徒が意欲を持って授業に取り組めるように、

目標、課題を明確にさせること、達成感が得られるような授業になるように振り返りシートを

参考にして授業を工夫するように行った。

Ｂ－１ ワークシート Ｂ－２ 振り返りカード



３ 指導の実際

時 学 習 内 容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点 評 価 規 準
間 【観点】（評価方法）

展開35
１．片持梁に荷 ・荷重、支点の種類を確 ・支点の形を判断させる

重が作用すると 認し反力を仮定する ・反力数を確認させる展
きの支点に生ず開
る反力の求め方

・例題 ・釣合条件を用いて反力 ・模型を活用し反力をイメー ・片持梁において

を求める ジしやすくする 支点の支持方法か

・仮定した反力を図示させる ら反力をイメージ

・水平反力は生じないことに できる

【 】気づかせる 思考・判断

ワークシート)(
２．練習問題 ・練習問題に取り組む ・例題を参考にするように指 ・釣合条件を用い

示する て反力を求めるこ

・片持梁の反力の求め方 ・反力の仮定、釣合条件を意 とができる

【 】について確認する 識させる 技能・表現

机間指導の中での評価 ワークシート)(

Ｃ－１ 指導案

成果と課題４

(1) 成果

説明用の表示板、簡易模型の活用①

梁の反力を考える上で、梁を図示して説明するよりも、模型を活用し、手に触れさせて

力を体感することで、目には見えない力のイメージを感覚的に理解することがでた。表示

板は板書をすっきりとさせ、ポイントを整理するうえで効果的であった。

練習（計算）問題の工夫②

、 、 。例題で解き方 手順のポイント明確にした結果 練習問題には意欲的に取り組んでいた

問題レベルを２段階に設定したことにより、努力を要する生徒へも達成感を味わわせるこ

とができた。

振り返り自己評価③

生徒の理解度、基礎的知識の定着度を把握する上で参考になり、授業改善につなげるこ

とができた。生徒個人にも目標や課題を意識させるうえで有効な手段となった。

(2) 課題

説明用の表示板、簡易模型の活用①

説明用の簡易模型の種類を増やしたり、個人で模型を作成させたりすることで学習内容

の理解度が深まり、定着するように工夫する。

練習（計算）問題の工夫②

練習問題のレベルを個人差にあわせ３段階程度に設定し、生徒個人の達成感を持たせる

ことと、基礎的知識や計算力を身につけるように工夫することが必要。

振り返り自己評価③

生徒の授業に対する要望、意欲を可能な限り授業に生かすように有効にシートを活用す

る。



事例５４ 単元「原価計算の活用」 

専門知識を活用する力を身につけよう 

  商業 原価計算 総合学科第３学年   

石 川 県 立 七 尾 東 雲 高 等 学 校   

 

１ 事例の概要 

 本校の総合学科では、系列選択により専門的な学習が行える仕組みとなっており、生徒は情報ビ

ジネス系列において商業の専門科目を学ぶこととなる。開講科目は専門高校並みではあるが、総合

学科のため単位数や取り組みで制約がある。少しでも早くビジネスの専門性を高めるために、１年

後期より簿記の学習を行うなど、カリキュラムの改善を図っている。さらに生徒がビジネス社会で

活躍できるように専門性を深める手立てとして資格取得に取り組んでいる。資格取得には、生徒が

自信を持ち、自ら積極的に学ぶようになる効用もある。本校生徒は、期待に応えて資格取得に果敢

にチャレンジしており、自ら学ぶことの楽しさを身につけてきている。一方で、資格取得を優先す

るあまり、科目が持つ学習目標がなおざりにされることがあってはならない。これは指導する教師

が肝に銘じておく課題である。資格取得に対応しつつ、科目本来の学習目標を達成することが大切

であり、指導の工夫や改善が求められる。 

「原価計算」は、簿記実務検定の構成科目であり、商業科目の中でも特に専門性の高い科目である。

単に製造業の簿記というだけではなく、原価管理から利益計画まで企業の経営方針にかかわる重要

な内容を含んでいる。この科目を検定科目としてのみの学習に終始させることなく、具体的に理解

することで，原価計算から得られる会計情報を活用する力が養われると考える。従来の記帳練習を

大切にしつつ、授業内容や授業方法の工夫によって専門知識を活用する力を養いたい。 

 

２ 実践内容 

(1) 単元の目標 

① 標準原価計算と企業経営の関連について知る。  

② 完成品と仕掛品の標準原価による計算方法を知る。 

③ 原価差異の計算とその分析方法を理解する。 

④ 原価管理がなぜ必要なのかを考える。 

(2) 指導上の工夫点 

① プロジェクタというメディアの特性を活かして、時間を効率的に使うことにより知識理解の向

上を図る。原価計算においては、説明は板書が中心となり、板書量も多い。プロジェクタとパ

ソコンを利用して授業を行うことで時間の効率的利用を図ることができる。また黒板と組み合

わせることで、すぐに切り替えるものはスクリーン、常に提示したいものは黒板というふうに

教材の長所のみを引き出すことができる。今回の事例では、黒板上に張るスクリーンを準備し

た。このスクリーンはマーカーで書き込みが可能であり、罫線などはプロジェクタを利用して

表示し、計算結果をマーカーで書き込むように工夫した。 
② 視覚に訴えることで興味を持たせ、原価管理によって入手したデータが経営にどう活用できる

のか理解し，実際に役立てる力をつける。原価計算を学ぶことが，単に簿記の知識技術を学ぶ

ことにとどまらず，経営判断に必要なデータを提供できる力を持つことになるという意義につ

いて強調する。ここでは教科書を読み合わせることでさらに理解を深めることができる。 

③ 記帳演習を行い，知識や技能の定着を図る。これは「書くこと」が簿記の学習にとって基礎基

本の力であり、おろそかにできない部分である。ワークシートの形式をとることで教師による

評価の材料とすることができる。 



Ｂ－１ 標準原価計算ワークシート  Ｂ－２ 標準原価計算スライド 

 

３ 指導の実際 

学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点 評価規準【観点】（評価方法） 

生産データ

の整理方法 

 

月初，月末，完成数量よ

り当月投入量の導き方を

理解する。 

プロジェクタにより，計算方

法を解説する。発問により計

算結果を確認する。 

 

 

 

記帳演習 

 

 

プリントの設問で生産デ

ータの整理と計算を行

う。結果を発表する。 

プリントの記入状況を机間

指導しながら確認する。また

発問により解答を確認する。 

生産データの整理方法につ

いて理解している 

【知識・理解】（発問） 

直接材料費

差異の計算

と分析 

 

数量差異，価格差異の計

算と分析を理解する。同

時にプリントの記入を行

う。 

図を利用した計算および分

析を提示し，解説を行う。発

問により計算結果を確認す

る。 

計算が正確に行えているか

プリントへの記入状況から

判断する。 

【意欲・関心・態度】（観察） 

 

Ｃ－１指導案 

 

４ 成果と課題 

 標準原価計算、直接原価計算という単元は、原価管理によって入手した原価情報を経営にどう役

立てるのかを学ぶことができる。検定資格に合格するためだけの分析手法の解説に終始させては、

本来の意義を矮小化することになる。授業内容と展開に工夫を加えることにより、検定試験への対

応のみならず、単元目標が持つ「原価管理がなぜ必要なのか」を生徒に問いかけ、生徒自身が考え

る授業となった。 

(1) 効率化 

   本授業では、教室に常設されているスクリーンを用いるのではなく黒板にマグネットを利用し

て取り付けるスクリーンを使用した。スクリーンはマーカーの書き込みに対応しており、模造紙

を用いる場合より使い勝手が良い。黒板では、線を描いたり所与の金額を書き込む時に時間を費

やしてしまう。また一度記入すると再利用が難しい。こうした弱点を補うツールとしてプロジェ

クタとスクリーンを用いることができた。 

(2) 生徒の声を聞く 

   プロジェクタによって投影された情報に書き込みができることから、生徒への問いかけを細か

く設定することができ、所々で発問し、生徒の声を聞きながら解説をすすめることができた。 

(3) 教科書を読む 

   教科書にはすべての事柄がていねいに記述されている。教科書をじっくりと読むことで様々な

情報を得ることができる。しかしながらこのじっくりと読むということが難しい。今回の授業で

は教科書の図解を用いて、この単元で訴えたい強調点を読み合わせてみた。説明の視覚化と効率

化を図るなかで教科書を読みあわせる余裕ができ、経営情報の活用という視点を具体化できた。 

(4) 課題 

   専門知識の活用力を養えたのかどうか、生徒の意識面での変容を事後のアンケートで確認すべ

きであったと考える。またこの単元にとどまらず他の単元においても教材作りに励み、データを

蓄積していけばさらなる授業改善のサイクルを確立できる。そのための地道な努力の積み重ねが

大切である。 

 



 
１ 事例の概要 

  本校健康福祉科は、３年間で介護福祉士の養成を目指す学科である。入学生徒は全員、介護福 

祉士の国家資格取得を目指している。就職希望者の大半が地域の社会福祉施設への就職を希望して 
いる。そのため、介護福祉士に必要な専門知識・技術の習得に努め、将来必要とされる知識の活用 
力と問題解決能力を養う必要がある。 
そこで、在宅における事例や現場実習で得られた事例を取り上げ、サービス利用者の将来の自立 

に向けた生活課題の解決及び目標設定のあり方、サービス利用者のよりよい人生のあり方について

グループで話し合い、その内容を全体に発表する場面を設けた。この活動により、他の科目で得ら

れた知識や技術を統合し、生徒が思考を深め、自らの力で適切な援助方法の判断ができる能力の育

成に繋がると考え実践した。 
 
２ 実践内容 

 (1) 単元の目標 

① サービス利用者の自立生活支援について関心をもち、その改善・向上を目指して意欲的に取り

組む態度を身に付ける。                               
② サービス利用者の生活課題の解決及び目標設定のあり方について思考を深め、基礎的・基本的

な知識と技術を活用して適切に判断し、創意工夫する能力を身に付ける。          
③ サービス利用者の理解を図りながら、必要な情報収集を行い、その情報の分析・解釈した結果

から、ケアプランを作成することができる。                       
④ ケアプランに関する基礎的・基本的知識を身に付け、サービス利用者の自立生活支援の意義や

役割を理解する。                                       
 
(2) 指導上の工夫点（視点） 

 ① 事例を活用し、サービス利用者のよりよい人生のあり方について考察できる工夫 

  ・在宅におけるモデルケースや、現場実習で得られた事例を活用することで、生徒が興味・関

心を持ち、思考を深め、適切な援助方法の判断ができるようにする。    【学ぶ意欲】 
  ・モデルケースの事例では、情報の分析・解釈の容易なものを提示し、既習事項の知識の活用

を促す。                              【知識・技能】 
② 思考過程が分かるワークシートの工夫 
 ・身体機能状況、精神・心理状況、社会環境状況の３点から現状把握をし、生活課題の発見

がしやすいようにする。                       【課題発見能力】 
 ・主目標から、その実現に必要な支援目標が設定されることを説明する。思考過程を図示し、

生活課題を解決するための根拠ある支援目標が設定できるよう促す。  【問題解決能力】 
③ グループワークと全体発表の活用 
 ・グループワークで自分の意見を発表し、他者の考えを聞くことで、多面的な視点が得られ 

適切に判断できる力を身に付ける。                【思考力】【判断力】 
 ・発表方法が適切であるか評価し、疑問、気づきをその場で取り上げ、補足説明する。 
                                 【表現力】【学ぶ意欲】 

事例５５ 単元「ケアプラン」 

       ケアプラン作成の思考過程 

                       福祉 社会福祉演習 健康福祉科・第３学年                        

石 川 県 立 田 鶴 浜 高 等 学 校 



④ 知識の定着と学ぶ意欲の向上を促す工夫 
 ・本時の気づきをワークシートにまとめ知識の定着を図る。また、次時の内容に関して自分

の考えをまとめておく家庭学習課題を提示し、学ぶ意欲を促す。 【学ぶ意欲】【学び方】 
 

   

 

  

３ 指導の実際 

 学習内容 生徒の学習活動 教師の指導・留意点 

１

時 

事例の読み取り 

【Ｂ－１】 

【Ｂ－２】 

・「身体機能状況」「精神・心

理状況」「社会環境状況」の

視点で現状把握する。 

・３つの視点の具体例を示

し、事例の内容が理解し

やすいようにする。 

２

時 

主目標の設定 

【Ｂ－２】 

・現状把握から生活課題を発

見し主目標を設定する。 

・利用者の真のニーズが読

み取れるようにする。 

３

時 

支援目標の設定 

【Ｂ－３】【Ｂ－４】 

【Ｃ―１】 

・主目標達成のための支援目

標を考える。 

・主目標に基づいて、根拠

ある支援目標が考えられ

るように促す。 

 

４

時 

社会資源の検討 

【Ｂ－４】 

・支援目標達成のための社会

資源を考える。 

・社会資源には、フォーマ

ル、インフォーマルがあ

り、利用者に適したもの

を選択し活用できるよう

理解を促す。 

５ 

・ 

６ 

時 

ケアプランの発表と

まとめ 

 

・ケアプランの内容を発表し、

社会福祉実習での受け持ち

利用者のケアプラン作成に

向けての視点を理解する。 

・利用者に適した自立生活

支援の過程を考えたケア

プランの作成を目指すこ

とを理解させる。 

 
 
 
４ 成果と課題 

 (1) 成果 

  ① グループワーク、全体発表を通して、支援目標や援助方法の多様性を感じることができた。こ

の事は、ケアプランの個別性の理解に繋がった。また、根拠があって支援目標が設定されるこ

とを知り、ケアプランは知識・技術を統合し作成されることを実感した生徒が多かった。 

  ② 思考過程を示すことで、主目標から支援目標が設定されることを理解することができた。 

 

(2) 課題 

  グループワーク中の生徒の気づきを捉え、その場で取り上げ生徒全体に広げる工夫が必要であ

る。自分の考えを言語化し、相手に分かるように説明することに戸惑う生徒が見られた。思考過

程を文章にすることや、図示することで生徒に深く考えさせたい。また、発表場面で発表方法の

指導をしたい。受け持ち利用者のケアプラン作成時に、ケアプラン作成の思考過程を想起させ、

自立生活支援に向けたものが作成できるよう個別指導をしたい。 

 

 

Ｂ―１ 事例 Ｂ－２ ワークシート（１・２時） 

Ｂ―３ ワークシート（３時） Ｂ－４ 家庭学習課題（３時） 

Ｃ－１ 指導案（３時） 

Ｄ－１ 生徒の気づき（３時） 

社会福祉実習での受け持ち利用者のケアプラン作成 


