
学校教育目標   「 信愛協調 ・ 合理創造 」 

○信愛協調 他人の人格とその立場を認め合い，互いに信頼し，いつくしみ，相互の問題を協力して解決し

ていこうとする精神を培いたいという願い。 

 ○合理創造 開校当時，校地が葦原一帯だったことから，パスカルの「人間は一本の弱い葦にすぎない。し

かしそれは考える葦である。」という言葉を引用しながら，考える生徒，考えて行動する人間

を育てたいという願い。 

重点教育目標  やる気がひかる生徒の育成 

学習指導 
 

やる気がひかる生徒の育成（教科学力向上を目指して） 
～わかる喜びやできた感動を共有できる授業の実践～ 

函館市立深堀中学校 
学 級 数  １３ 
(校長  阿部 憲司) 

Ⅰ 主題設定の理由 
 ＜昨年度の生徒の実態と学校評価・保護者アンケートから＞ 

 本校生徒は，素朴で素直な生徒が多く，落ち着いた態度で生活することができる。学習面に関しては，学

力向上への意欲は見られるが，家庭学習習慣の未定着や基礎学力の不足の面で個人差が大きく，学力の二極

化が目立ち，学力が低位の生徒は受動的に授業に参加しているのが現状である。また人間関係の構築が不得

手で，そのことが能力の伸び悩みにつながっているケースも少なくない。 

 このような現状をふまえ，仲間や教師と良い関係を築きながら，信頼関係の中で，低学力の生徒を巻き込

みながら主体的に学ぼうとする授業のあり方を探ることが必要と考える。また，本校生徒の保護者は，懇談

会や学校行事に積極的に参加・観覧するなど，教育に対する関心が高く，子どもの学力向上に関しても強い

希望をもっているのが現状である。また昨年度の学校評価からも，生徒本人が自らの意志で学習する状況を

生み出す環境を整えることが必要だとの見解が出されていた。 

 ＜教育の流れから＞ 

新学習指導要領が告示され，今年度は，その移行期間 終年であるが，本校の校内研究の中にもそれらの

内容をとらえていく必要があると考える。昨年度は第１章第４の２（１）にある「生徒の言語環境の整備と

言語活動の充実」の取り組みとして各教科における「学び合い活動を取り入れた授業」の実践が始まった。

この取り組みの下地として「生徒が集団の中で安心して話ができるような教師と生徒，生徒相互の好ましい

人間関係を築くこと」が必要とされているが，本校生徒の実態から浮かび上がる課題と重なる部分も多い。 

 ＜昨年度の研究を踏まえて＞ 

   昨年度まで，「『やる気がひかり，思いやりのある生徒』の育成」という研究主題で２年間の継続研究を

行った。規律ある生活をおくる中，お互いの良さを認め合う優しさをもった生徒の育成や学習に真面目に取

り組む生徒の育成に関しては一定の成果を上げることができた。その上で，「良好な人間関係を土台とした

中で，個々人が進んで学習しようとする姿勢をもてる土壌を作り出すこと」が必要であり，さらには，「学

力の向上に対して意欲的に取り組む環境」の整備が課題になると考えられる。昨年度から始まった，「学び

合い活動」を取り入れた授業の実践は，生徒が主体的に学ぼうとする授業づくりのあり方を探る一つの方法

である。目指すところは，学び合い活動を通して，学習することの楽しさを実感できたり，成就感を味わわ

せ，意欲的に学習に取り組もうとする気持ちを育むことにある。これは，今年度から始まる研究の大切な視

点の一つであると考えられる。また，昨年度の反省から，家庭での学習習慣を身に付けさせる取り組みを通

して，学習する環境を整え，ひいては基礎学力定着の一助になることを目指す取り組みも，生徒の実態から

考えて必要なことと考える。 

これらのことを勘案し，上記の研究主題を設定するに至った。 

 

Ⅱ 研究の全体構造 

 

 

 

 

 

 

 

 



【研究主題】   やる気がひかる生徒の育成（教科学力向上を目指して） 
～わかる喜びやできた感動を共有できる授業の実践～ 

【研究仮説】 （平成２３年度） 
 生徒のやる気を喚起するために教科の特性に応じた学び合い活動を教師側が意図的に

取り入れた授業を展開することで，学習意欲の高まりが期待できる。 

【研究内容２】 学

び合い活動を取り入

れた授業の実践 
①教科の特性に応じた

授業形態の工夫や学び合

い学習の実施 
②学習意欲を喚起させ

る教材の開発・授業の構

築 

【研究内容１】 土台となる人間

関係づくり 
①「他を認める風土」が培われるような、

生徒同士、生徒と教師の人間関係づく

り 
②Ｑ―Ｕの実施を通しての、学級の状態

把握 
③学年内での生徒・学級の実態について

情報共有・計画的組織的な働きかけ 

【研究内容４】 

個に応じた評価

方法 
①「ほめる」を基本

にした、個に応じた

評価、個にかえす評

価 

【研究内容３】 家

庭学習の習慣化に向

けた取り組み 
①家庭学習に対する共

通認識と課題の洗い

出し 
②家庭学習の実態把握

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ⅲ 研究の概要 
 １ 土台となる人間関係づくり（研究内容１） 
  研究主題にある学力向上を目指す上で，学習環境の整備，特に良好な人間関係を土台とした中で，個々人 
が進んで学習しようとする姿勢をもてる土壌を作り出すことが極めて重要であると考えた。これらのことか 
ら，次のような取り組みを行った。 

 （１）「他を認める風土」が培われるような，生徒同士，生徒と教師の人間関係づくり 
   ・学級活動，当番活動，集会活動，学校行事，日々の授業等様々な場面で，本人や集団の頑張りを賞賛す

る雰囲気を育む声がけや働きかけを行った。 
 （２）Ｑ－Ｕの実施 

・Ｑ－Ｕを実施し，生徒の傾向や学級組織の状態を把握し，様々な情報を共有することに努めた。 
 （３）学年内での生徒・学級の実態について情報共有・計画的組織的な働きかけ 
   ・生徒指導交流会や教科部会，学年部会を通して，多角的に生徒の様子を把握できるように努めた。 
 
 ２ 学び合い活動を取り入れた授業の実践（研究内容２） 
  学力の向上を目指す上で，生徒が主体的に学ぼうとする姿勢をもつことが肝要であり，そのためには生徒が

そのように実感できる授業の構築，実践が重要になる。良好な人間関係を土台とした上で，学び合い活動を取

り入れた授業を実践することで生徒同士が，関わり合いをもち，学習することの楽しさや達成感・成就感を実

感でき，更には意欲的に学習に取り組もうとする気持ちを育む上での効果が高いと考えられる。そこで次のよ

うな実践を行った。 
 （１）教科の特性に応じた授業形態の工夫や学び合い学習の実施 
    実践例１ 運動における協同の経験を通して，互いの技量を高め合う授業 （第３学年 保健体育科） 
    教材名 「マット運動 模擬シンクロ発表会 ペア演技のシンクロ技をより高めよう。」 

学 習 活 動（形態） 教師のかかわり 
・模擬シンクロ発表会を開催する。 
 グループ内で実施(演技・評価の役割を交替して) 
 評価結果を交流し，アドバイスを出し合う。 
 ・意見交流を通して，シンクロ技をよりよくする。 
・修正練習を行う。 
・本時のまとめ，次回の目標を立てる。 

・模擬発表会の運営方法を指導する。 
・生徒同士の関わり状況を確かめる。 
・学び合いの観点を指導する。 
・達成状況の確認と新たな視点や今

後の課題を伝える。 



 
    実践例２ 近代短歌の鑑賞を，交流を通してより深める授業（第２学年 国語科） 
    教材名 「 近代の短歌より ～短歌の鑑賞文を書こう～ 」 

 

 
（２）学習意欲を喚起させる教材の開発・授業の構築 
    実践例３ 身近にある素材を生かした授業の工夫（第２学年 理科） 
    教材名 「無セキツイ動物 イカのからだのつくりを調べよう。」 

学 習 課 題（形態） 教師のかかわり 
◎本時の学習目標 
 
◎スルメイカの解剖・観察 
 ・各班の課題（解剖部位と観察する内容） 
  の確認 
 ・解剖を行いながら，班の課題を追求する。 
 ・班ごとの課題についての発表と交流 
 

 
 
 
・課題や着目点を確認 
 させる。 
・解剖の手順の説明と 
 安全に配慮する。 

 
    実践例４ 実践的，体験的な学習活動を取り入れた授業の工夫（第２学年 技術家庭科） 
    教材名 「ブリッジコンテスト 構造を丈夫にする工夫をしよう。」 

 

 
３ 家庭学習の習慣化に向けた取り組み（研究内容３） 

（１）家庭学習に対する共通認識と課題の洗い出し 
  ・家庭学習に対する押さえ方や捉え方を洗い出し，共通理解を図った。 
  ・どのような方法で家庭学習を実施するのか，本校生徒の実態に即した方向性を提示した。 

 学 習 活 動（形態） 教師のかかわり 
課

題

把

握 

◎本時の学習目標 
 

 

課

題

解

決 

◎鑑賞文の交流 
 （互いの鑑賞文に付箋でアドバイス 

などを書く。） 
・活動班での交流 
・同じテーマの短歌での交流 

・アドバイスや褒める場 
 合は具体的になるよう 
 に指示する。 

学 習 課 題（形態） 教師のかかわり 
◎本時の学習目標 
 
 
◎話し合い 
・課題からより丈夫な構造にするには，どの

ような点を工夫すればよいか，グループで

話し合う。 
 ・工夫を取り入れた橋のデザインを考え，設

計する。 
◎発表 
 ・グループの２次設計プランを発表する。 
 ・２次設計プランを次の製作へつなげる。 

 
 
 
 
・他のグループとの比較や

実験結果（おもりを吊り

下げ，強度を確かめる。）

をもとに課題を見つけ

るよう促す。 
・改善点を取り入れた橋を

設計させる。  

互いの鑑賞文を交流して推敲

し，良い作品に仕上げる。 

◎全く鑑賞文が書けない生徒が，

他の人の鑑賞文を参考にして書

けるように課題を設定した。 
【振り返って】 
・二度の交流で，作文を書けない生徒も真似 
をしながら仕上げることができた。 
・付箋のアドバイスを参考に，既習事項を生

かしながら鑑賞文を推敲し，良いものに仕上

げることができた。 

付箋を使うことで，普段 

発言ができない生徒も積極

的に参加できた。 

イカのからだのつくりについて調べよう。 

函館市の魚として親しまれている

イカのからだのつくりや生態への

関心を高めることで，学習意欲の

喚起を図った。 

各グループで自分たちの作った橋の模型の課題

を考える。 

観察結果から各班がそれぞれの課題につ

いて，自分たちの考えを全体で話し合うこ

とで，思考の再確認や発見がうまれ，分析，

解釈にいかすことができた。 

自由な発想や他との比較，おもりを吊り

下げる実験を通して，限られた条件の中

で，より丈夫な構造の橋をつくることに

意欲をもって取り組むことができた。 
 



（２）家庭学習の実態把握と実態をもとにした手立て 
  ・学期ごとの「家庭学習記録週間」を設け，全校的に取り組む。同時に，生活実態調査も兼ねて実施し，食

事や睡眠，学習時間などの改善が図られた。 
    実践例  生活・学習記録表 
日 曜 家庭学習した内容 生活の様子 

点検欄  学習 就寝 起床 朝ご飯 ＴＶ 他 
 
 

 
月 

 
 

家 分  
  時 

 
 時 

 
 

 
分 

 
 塾 分 

 
 
 

 
火 
 

・英語の単語練習(P4~P5) 
・漢字小テストの勉強 
・数学の宿題プリント 

家  
  分 

 
 
  時 

 
 
  時 

 
 

 
 
分 

 
 

塾 分 

          
 
 

日 
 

 
 

       
  

＜１週間を振り返って＞ 

＜家庭から＞ 

＜先生から＞ 
 ４ 個に応じた評価方法（研究内容４） 
（１）「ほめる」を基本にした，個に応じた評価，個にかえす評価 
  ・授業における目標を明確にした上で，生徒一人一人の頑張りを肯定的に受け止め評価し，それが次の活動

への意欲につながることを意図した働きかけを行った。 
  ・学習目標に対して，自分がどの程度到達できたのか，どの部分が足りていなかったのか，具体的に示唆し

次の活動への新たな目標（課題）とした。 
（２）学習意欲の向上につながる評価のあり方 
  ・自分の学習活動を評価することで，良い点や改善点を振り返り，次の目標をもつことができた。 
  ・「できる，わかる。」を実感できる授業と，授業評価を通して授業改善や指導方法の工夫を行った。 
 
Ⅳ 成果と課題 
 ○成果 
  ・生徒指導交流やＱ－Ｕによる学級集団の傾向を共通認識することで，人間関係の把握や指導のポイントの

共通を図ることができた。 
  ・各教科で学び合い活動を取り入れた授業を展開することで，生徒が相互にコミュニケーションをとろうと

する意欲が向上した。 
  ・全教員による授業発表（交流）を通して，様々な視点からの意見感想をもとに，授業改善に努める姿勢が

よりでてきた。 
  ・家庭学習記録簿の記録を行うことで，生徒自身が自分の生活を振り返るとともに，家庭での学習の実態把

握が図られた。 
 ○課題 
  ・学び合い活動を取り入れた授業をより効果的に行うために，教科部会で成果と課題について分析し，学年

間の系統も考慮した教科指導計画の工夫が必要である。 
  ・家庭学習記録簿をより有効に機能させ，学校と家庭との連携を深めながら，家庭学習の習慣化を目指す 
   取り組みを図る必要がある。 
 
 

教科名だけでなく，

具体的に書く。 

１週間の反省だけでなく，次へつながる 
目標なども書いてみる。 

テレビ・ゲーム・携帯電話・ 
メール・ネットなどの使用時

間の合計を記入する。 

サイン・印・一言など 
必ず記入してもらう。 


