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巻 頭 言

校長 松本 祐子

『「先生」そう呼ばれるのに足りるだけの人に』大村はま氏（国語教育研究家）のこと

ばである。常に我が身を振り返り、初心を忘れないように自問自答の日々である。また、

日頃から心がけていることは、見えないところで最善を尽くすこと、つまり、「水鳥は一

見気持ちよさそうに泳いでいるように見えるが、見えないところで懸命に水をかいている」

ことを忘れてはならない。

教育に携わることができていることに感謝し、未熟さや不完全さを共有し、教育のプロ

としての自覚をもって、評価にたえる力量と他者の批判審判を畏れない教育者でありたい。

現在、国では、次期学習指導要領案が示され、義務教育の内容を踏まえて、本校独自の

教育実践の工夫・改善が求められている。また、本県では今後の教員研修体系が検討され

ているが、これは、平成２４年８月２８日、中央教育審議会から出された『教職生活の全

体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について（答申）』を受けて、これまでの

教員研修の見直しが進められているのである。答申文の中で、これからの教員に求められ

る資質能力として、次のことがあげられている。

①教職に対する責任感、探究力、教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力（使命感

や責任感、教育的愛情）

②専門職としての高度な知識・技能（教科や教職に関する高度な専門的知識、新たな学

びを展開できる実践的指導力）

③総合的な人間力（豊かな人間性や社会性、コミュニケーション力、同僚とチームで対

応する力、地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力）

社会のあらゆる組織には、個性豊かな職員集団の個々の能力を互いに尊重し、チームワ

ーク力を高めることが求められているが、学校組織も同様である。職員個々の「修験者の

行」のような不断の努力と、互いの教育財産を共有し、それぞれの教育活動に活用してい

くことが大切であると考える。個人の力量向上とともに、組織力を高め、全職員で教育活

動の内容や方法を検証し、生徒の心に響く教育実践に成り得ているか再考し、謙虚な姿勢

で研鑽に励むことが期待されている。「清水も動かなければ腐る」ということばがあるが、

学校活性化のためには肝に銘じておくことばである。進学校としての実績を重ね、より一

層の充実のためには、教育課程の工夫・改善等、課題が山積していると考える。

さて、平成２８年度は、創立８０周年の節目の年度であった。学校文化の継承及び一層

の発展のために、限られた時間でいかに効果的な教育を行うか、日々の試行錯誤の積み重

ねが不可欠であり、段取り力が問われている。知恵と汗を出して、個人力とチームワーク

力を高め、次年度に繋げたい。

この「研究紀要」は、平成２８年度の研究及び研修の成果を取りまとめている。研修部

をはじめ関係職員の努力に敬意を表する次第である。職員の教育活動史を綴る記録誌であ

り、本校教育を一層充実させていくために、本研究紀要を活用していくことを期待し、巻

頭の言とする。
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教務部 【学務課】

学務課長 波多野 郁子

本校では今年度、以下の点を目標として生徒の能力を最大限に伸ばす教育活動に取り組んだ。

（１）自主的な学習態度の育成

①出席率の向上

各学年において授業出席率99％、出席皆勤者60％（クラス24人）以上を目指す。

〈12月15日までの出席率〉 １年 99.5％ ２年 98.8％ ３年 98.7％ 全体 99.0％

欠席等に対して担任･学年・保健等の組織的な対応をする。皆勤の意義や授業重視の考

え方を改めて見直すように保護者にも働きかける。

②家庭学習時間の確保

（ア）授業の復習の徹底

通学時間や部活動の状況に応じた効果的な学習習慣を身につけさせる。

（イ）考査に向けての計画・反省の徹底

学習時間量の確保とともに、自主的な取り組みができるようにサポートする。

（２）３年間を見通した年間指導計画の作成と実施

①授業力の向上

言語活動を計画的に導入し、思考力や表現力の伸長を図る。

②問題作成の工夫（定期考査・実力考査）

思考力育成のための問題を出題する。

③教科間の連携と調整

教科横断的に「考える」姿勢や態度を養う工夫をする。

（３）授業及び評価の見直し

①習熟度別授業（少人数）の効果的な実施

教科間で共通認識をもって進める。

②観点別評価の実施

【次年度に向けての課題】

（１）３年間を見通した指導内容・方法の研究と実践

（２）習熟度別授業編成における、効果的な指導方法と評価のあり方

（３）自学時間の質・量の向上

（４）授業アンケートの効果的な運用

（５）教科間の連携
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教務部 【企画図書課】
「言語活動及び探求的な学習の充実のための学校図書館の活性化」

司書教諭 田本桂子

○委員会活動による取り組み

・図書館とクラス生徒とをつなぐ活動

・校内掲示物や広報誌作成などによる広報活動

・読書週間、読書会等の生徒の読書促進イベント活動

読書週間（平成 28年 10月 27日～ 11月 10日）
本年度は、期間中、本を借りた生徒に、抽選で雑誌の付録や図書委員手作りのしおり、図書

券などを進呈し、図書館の利用を促した。読書期間中は、普段は本を借りていない生徒も本を

借りるなど一定の成果があったと考えられる。

・読書会（平成 27年 12月 19日 13時 30分～ 15時 30分）
テーマ図書 西 加奈子 著『おはよう』（「嘘つき」）（メデイアフアクトリー）

図書委員６名が参加し、作品に関する意見、感想を交換することができ、有意義であった。

・戸高歳の於ける古本市の開催、ブックレビューの作成

・貸出ソフト入れ替えに伴うバーコードシールの張り替え補助

○小論文、テーマ学習

・小論文の題材になりそうな本、テーマ学習の参考となる本の意識的購入

・利用促進のため、特別版プリントの作成、配布

・テーマごとに新聞記事のスクラップを作成

などが学校司書によってなされ、特に３年生の 2学期以降の利用にこたえている。

○書籍購入と広報活動

・毎月定期的に選書会議を開き、書籍を購入することで、館内の書籍を新鮮な状態に保つように

心掛けている。

・「新着本案内」を毎月発行し、全校生徒に配布したり校内に掲示したりすることで、幅広い情

報の提供を行っている。

・本年度より、洋書の購入を増やし、生徒の英文多読に応えている。

○配架の工夫

・映画化作品やメディアで話題になった本については、ポスターとともに特集コーナーを設けて

生徒の目にとまりやすいように配架している。

《今後の課題》

・教科指導、総合的な学習の時間等と連携した取り組みの工夫

・生徒同士が本を薦め合うことのできる仕掛け

・生徒がより利用しやすく、興味を持つ館内整備

本年度はさまざまな取り組みの成果が見られず、貸出冊数の伸びが見られなかった。改善策の検

討、実施に取り組み、読書活動の活性化を図りたい。
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教務部・庶務課

（１） 本年度の取組と成果

① ＰＴＡ活動

保護者と教職員が協力して、学校・家庭・地域社会における生徒の健全な成長を図るこ

とを目的とし、以下のような業務を行った。

○ 新役員構成・役員名簿の作成

○ 定期総会の準備・案内と司会進行

○ 役員会・理事会・研修会等の準備・案内

○ 戸高祭バザーの準備・案内

○ 体育大会バザーの準備・案内

○ ８０周年記念式典の準備・案内

○ 早朝訓練後の豚汁会の準備・案内

○ バザー収益金で太宰府合格祈願鉛筆を購入し３年生に配布、２年生には修学旅行でパ

ンやジュースの配布

② 同窓会

戸高祭における「同窓会ルーム」での、展示については多くの方々に楽しんでいただき、

活動の輪が広がったのではないかと考える。同窓会総会を１０月に本校体育館で実施する

とともに、８０周年記念式典も同窓会と連携して成功に導くことが出来た。今後も、今ま

で以上に連携を強化し学校活性化に努めて行きたい。

③ 奨学金

奨学金募集のクラス案内については，掲示ではなくファイルを使用するようにした。教

室内の掲示スペースもとらず、保管もしっかりと出来、担任の先生方には好評であった。

④ 教職員互助会

若戸地区福祉委員会で討議した結果、福祉事業内容は映画鑑賞に決定した。各校で事業

の案内をし、希望調査をした上で１２月に実施した。職員の研修を深め、文化に触れる事

業として、好評を得た。

（２） 次年度への課題

① 戸高祭・体育大会バザーについては、多くの保護者や職員の協力を得て実施することが

できた。しかし、使用教室・駐車場使用の台数・雨天時の対応など、課題が残されている

ので、改善できるように検討する。

② ＰＴＡ役員の選出が例年難航するので、活動内容や役員選出方法の見直しを行うことで、

役員の負担を軽減し、役員を引き受けやすいような条件を整備していく。
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生徒部生徒指導課

生徒指導課長 中山伊織

１ 本年度の取り組みと成果

１）挨拶の励行

生徒会で、挨拶運動の方法について話し合いを持ちながら、自主的に挨拶運動を行

い、多くの生徒がそれに応えていた。

２）頭髪、服装の整備

指導の統一化を図るために、再検査については生徒部で行った。指導の統一化はで

きたが、再検査対象の生徒は大幅には減っていない。

３）規範意識の徹底

特に、交通安全を徹底させるために、夜宮公園横の下り坂は、自転車を降りて登校

させるようにした。自転車乗車のルールが守られておらず、危険な場面を目にするこ

とがあった。

４）学校行事及び生徒会活動の充実

生徒会執行部、各委員会の委員長を中心に積極的に活動した。戸高三大行事に加え

て、創立８０周年記念行事を担当教職員の指導のもと、生徒達が主体となって行事を

成功させることができた。

５）部活動の活性化

１年生への部活動紹介、成績優秀者に対して表彰式・壮行会を行った。部活動の入

部率は昨年度の８２％から８６％へと向上した。また、昨年に続き福岡県総体優秀校

６位に入賞した。

２ 次年度への課題

１）生徒会活動や学校行事、部活動等充実した活動が行われたが、活動状況や部活動の

大会成績等の情報発信ができれば、地域や小中学生に本校の活動を理解してもらえる

と考える。また、生徒達の励みにもなるので、積極的な広報を行いたい。

２）挨拶や身だしなみ、規範意識に関する指導については、日々の指導を大切にしてい

きたい。
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生徒部保健課の取組 
保健主事 久保紀美惠 

 
（１）本年度の取組 
 ①健康教育充実のために保健委員会を通して、健康管理の広報活動を行う。 
 ②健康教育に関する講演会を実施する。 
 ③不登校の予防に努める。 
 ④防火避難訓練を実施する。 
 ⑤保健に関する研修会を実施する。 
 
（２）成果と来年度への課題 
 ①保健委員がそれぞれの個性を発揮した「保健だより」を作成した。保健委員の生徒が意

欲的に広報活動に取り組んだが、ややマンネリ化していることも否定できない。より効果的

な広報活動を模索しなければならない。 
 ②２年生対象に、７月に九州栄養福祉大学の室井由起子助教による講演「熱中症予防のた

めに」を、１年生対象に、１１月に有吉祐睡眠クリニック院長有吉祐先生による講演「より

よい睡眠をとるために」を実施した。どちらも講演をする時期が内容に合致しており、有意

義な講演となった。 
 ③スクールカウンセラーや訪問相談員に臨機応変に対応していただいた。そのおかげで

健康に学校生活を送ることができた生徒もいたが、なかなか解決に至らないことも多かっ

た。生徒が抱える問題が複雑化しているように感じる。 
 ④消防署より、本当の災害時に近い形で、教員の避難指示を含めた指揮系統を確認する必

要があると指摘を受けた。来年度は抜本的に避難訓練の方法を改善したい。 
 ⑤２月に３年生の進路決定者を対象に、福岡県赤十字センター北九州事業所の献血セミ

ナーを実施した。血液が不足している現状を考慮し、来年度は希望者が献血できる機会も検

討したい。また、３月に１年生対象に心肺蘇生法研修、２年生対象に「いのちの教育」とし

て、サンムラタ村田千代子先生の講演を実施した。 
 
（３）その他 
 ①特別な支援が必要な生徒に対しての指導計画を、保護者との相談・同意の上で作成した。

さらによりよい指導や支援ができるように、学期毎に保護者と学年・生徒支援委員会との面

談を計画したが、実施していない学期もあったので、来年度は、定期的にその機会が持てる

ようにしたい。 
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生徒部環境整備課 

「プランター植え替え」報告 

【第 1回】 

日時：平成２８年５月３１日（火）１６：１０～１７：２０ 
文化祭に間に合うように実施した。ＰＴＡのご協力のもと、教育実習生全員と陸上部、野球部の 1 年

生中心に植え替えた。本来ならば美化委員やホームルーム委員を中心に植え替えるべきだが、文化祭準備

と重なって両委員を召集することが困難なので、この時期はこの体制で臨んでいる。 
◇植えた花◇ 
①ベコニア  ②ペチュニア ③ポーチュラカ  ④メランポジューム  ⑤ マリーゴールド 

⑥トレニヤ  ⑦サンパチェンス 

※１．どの花も夏の暑さに強いうえに水遣りさえ欠かさなければ生命力も強く、この時期に植える花と

しては最適である。 
※２．植え替えるときに必ず「ソフトシリカ」を土に混ぜること。これを混ぜることにより、土の再生

につながる他、光合成の促進や干害・冷害の防止にもなる。 
 

【第２回】 

日時：平成２８年１０月１２日（水）１６：１０～１７：２０ 
 １０月２２日の８０周年記念行事に向けて、１・２年生の美化委員、陸上部で植え替えた。土には「ソ

フトシリカ」をしっかり混ぜることが大切である。 
◇植えた花◇ 
①パンジー   ②ベコニヤ  ③なでしこ  ④ユウゼンギク  ⑤百日草  ⑥ペンタス 

⑦なでしこ     

※１．冬を越せる寒さに強い花を選んだ。これらの花は充分に繁茂し、見た目も大変美しく鮮やかであ

る。 
 

【第３回】 

日時：平成２９年２月３日（金）１６：１０～１７：００ 

 卒業式に向け、１・２年生の美化委員・ホームルーム委員、陸上部にもお手伝いいただき植え替えるこ

とができた。 

◇植えた花◇ 

①パンジー   ②ビオラ   

 ※１．寒さに強く育てやすいが、開花時間が長い分、肥料も多く必要となる。 

 ※２．初冬に植え付ければ、冬を越すことができ、春まで楽しめる花である。 

 

〔今後の課題〕 

・プラスチック製のプランターの鉢の老朽化が進み、買い替えが必要になってくる。 
・ＰＴＡの委員会にフラワー委員会（仮称）を新設していただいたので、これからも保護者の協力を得る

ようにするとプランター花壇の永続性が保たれる。 
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進路部【ガイダンス課】  
ガイダンス課 個々の生徒の実態把握と適切な進路指導を実践する。  
 
 
(1) 生徒全員の第一進路の実現  

 
① 生徒の第一希望進路を優先した進路指導を進めていくことを前提とする。  
② 生徒の適性を見定め、自己の能力がいかせる適切な進路選択が出来るようなきめ細

かい進路指導を行う。（安易な進路選択を許さない）  
③ 生徒が希望進路に合格する学力をつけさせるための教科指導（課外・土曜講座等）

の計画を立てて実施する。  

(2) 校外模試の活用及び数値目標（進研 GTZ 評価）    
 
① １年・２年１１月：S ゾーン・２０名、A ゾーン・１１０名、C ゾーン ９名  

３年９・１０月 ：S ゾーン・２０名、A ゾーン・１３０名、C ゾーン３０名  
② 各層の昨年比較  
    Ｓ       Ａ        Ｃ  
１年 ２→４    ７１→９９    １６→６  
２年 ４→４    ６４→５７    ２０→２７  
３年 ９→９    ５５→５８    ３９→６４  
③ ３年間を通した難関大学および学部を目指す生徒のサポート・育成の体制作りが必

要である。  

(3) 第３学年の進学に関する数値目標  
 
①   難関大学・難関学部目標受験数・・・20 名  
②   A レベル大学の目標受験者（国立大学に合格できる学力をつける）  

広島大：１５  熊本大：１５  九工大：２０  

特に上記のレベルの大学について、推薦指導や一般入試における教科指導法を十分

に研究し、対応できる体制を整える。  
③   国公立大学合格率６０％  

類型別クラス国公立合格者数の目標を設定する。  
④   センター試験得点目標・・・100 点科目は全国平均＋5 点、  

200 点科目は全国平均＋10 点  
⑤ 国公立大学推薦・AO 入試への指導方法の確立・・・目標合格率６０％  

AO 入試であっても、安易に出願させずに適正・能力を判断し、周囲への影響も考慮

して、慎重に検討する。  
推薦入試に関しては、人物・成績ともに優秀であることはもとより、合格後も最期

まで学習に対して前向きに取り組む生徒を推薦する。  
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進路部 【キャリア学習課】 

キャリア学習課長 進藤 康貴 
 

（１）キャリア学習課の目標 

 「進路＝大学を選ぶ」というだけではなく、生徒が自らの関心を探求し、広く自分自身の将来や

生き方を考えること、進路を拓く意欲・能力を高めることをめざしている。 

 

（２）目標達成のための施策 

・総合的な学習の時間 Ace Program 

  １年次では、数あるテーマの中から自分が調べてみたいものを選び、グループで協力して調べ、

ＫＰ法(紙芝居プレゼンテーション法)によって課題発表会を行った。この１年次の活動は、今年で

４年目になる。それがAce Programという、戸高独自の、高校３年間を通じた進路・キャリア学習

に発展している。２年次では１年次の活動を受け、個人で課題を設定し、論文を作成した。各個人

が疑問を持ったこと調査したいことを「課題」として設定し、それを解決するためにどのようなア

プローチをするかに重点をおいた。最後にスライドを用いたプレゼンテーションを行い、他者に自

分の考えを伝える力を育成した。３年次では、１・２年次の学習を生かし、個別に希望進路の研

究、進路学習を行った。必要に応じ、集団討議やプレゼンテーションに対応する練習も行った。 

 

・学年の進路学習段階に応じた進路・キャリア教育の充実 

  １年次においては、今年も本校卒業生による社会人講演会を行った。生徒達は、先輩の話を熱心

に聞いており、職業観や進路意識を高めるよい機会になっている。２年次においては、ゆめみらい

ワークに参加した。この企画は、１日で多くの大学や地元企業の説明を受けることができる。混雑

もあるが、生徒達を刺激する内容は好評であった。３年次においては、夏季休業中に、本校での大

学説明会を企画した。今年度の参加大学は、九大、九工大、北九州市立大、福岡県立大、福岡女子

大、山口大。生徒の参加は希望制である。生徒達はよく集中しており、入試や大学についての質問

もできていた。 

 

・進路意識や国際感覚の向上につながる進路部発の行事 

  今年度も８月に「関西研修」「イングリッシュ・キャンプ」を行っている。「関西研修」では、

１，２年生の希望生徒１０名を対象に、京都大および大阪大を訪問した。生徒たちは、現役大学生

による学内案内を受け、具体的に夢を描き、意欲を喚起されていた。彼らにとって貴重な経験とな

った。「イングリッシュ・キャンプ」は、グローバル社会に目を向ける生徒の育成を目指して、１，

２年生の希望生徒１７名を対象に開催した。当日は委託業者の講師を加え、All English の環境のも

と、集中的に国際感覚やコミュニケーション力、課題解決力などを引き出すプログラムを実施した。 

 

（３）課題 

Ace Programは本格実施３年が経過した。自らが課題を設定し、それを解決するための方策を模索

し、成果をまとめ、他者に発表するという、今後の進路を考える上でも、また今後の人生において

も必要となる課題解決能力、コミュニケーション能力の育成プログラムとなっている。しかし、総

学のみでは十分な時間を確保できず生徒の負担も大きくなる。今後は、他の研修や授業とのコラボ

レーションも考えていく必要がある。 
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進路部情報広報課

進路部情報広報課長 十時禎久

（１）生徒授業用パソコンの環境を整備

（２）校務パソコンの保守管理

（３）ネットワーク環境の整備

・今年度２月にパソコン教室のリース更新が行われ新しい生徒機４２台が入った。

パソコン教室５年リース最後の年である今年度は，昨年度までの１５台に加えて，さらに１学期か

ら８台の生徒機のマザーボードが壊れて使えなくなり，修理費が１台あたり５万円弱かかるため，

今年度は予算的な面からも修理できず，情報や英語などのパソコン教室を使用する授業に多大なる

迷惑をかけた。

・２月にパソコン教室に入った新しい機器は，８月導入の電子黒板とともに情報や英語，家庭科の

授業で快適に使用できている。問題点はパソコン教室を使う教科科目の授業が増えたため，教室の

利用が重なることが多く時間割変更などで対応している。

・校務パソコンからカラーレーザープリンタに出力できるようになり便利になった。

・平成２８年度 ICT研修会（第１回校内研修会）を平成２８年５月１７日（火）に実施した。

内容 １ 戸畑高校 ICT機器導入の軌跡（＊資料１参照）と ICT教育 十時禎久

２ 先生方より活用方法・ソフト等の紹介

①「miyagi Touch」 荒巻孝文先生

②「USBだけで画像提示」 樋口貴紀先生

③「PCの画面を取り込む Snipping Tool」 入江一晃先生

その他

＊「PDFを JPEG画像化する PDF-XChange Viewerのエクスポート 」

＊「WindowsPCで Androidソフトを使う Nox App Player」

＊「PDFをつくる JUST PDF 3 」

＊「PDFの編集（結合・削除・書き込み等）は JUST PDF 3[編集プラス]」

＊「図や写真の編集は花子フォトレタッチ３」

今後，現在本校で行っている ICT を用いての一斉学習から一歩前進して，今後，個別学習や協

働学習などの新しい学び方を取り入れていく必要がある。これに向けて準備をして取り組んでいく

予定である。そのため，今年度末に生徒が教室で個人毎，班毎に使えるタブレットパソコン（Dell

Inspiron 11 3000 2-in-1 タッチパネル・SSD搭載）を４０台導入する予定である。また，近い将来に

導入される教科書のデジタル化への対応も今後検討していきたい。

（４）中学校における広報活動

・教務部，生徒部などと連携をとり学校全体で計画的に進めることができた。

・来年度は部長や課長ばかりでなく，若手の先生方にも中学校訪問に参加して経験を積んでいただ

く予定である。
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（５）学習塾における広報活動

・昨年度から学習塾における広報活動をはじめた。戸畑高校に通学が不便な小倉南区西部（紫川沿

い）や小倉南区東部（日豊線沿い）を中心に，第２・３学区内の塾を訪問し学校の教育活動につい

て説明した。下のグラフは，門司区，小倉北区，小倉南区，戸畑区の市立中学校と北九州市内の国

県私立中学校からの進学者数の６年間の推移である。今年度，小倉南区と門司区の市立中学校から

の本校進学者が増加したことがわかる。

地域・設置者別中学校進学者数

人

数

(人)

入学年度

・今後，中学校訪問と同様に，各分掌等で分担して，部長・課長と若手の先生のペアで訪問してい

くようにしたい。

（６）特色ある HPや学校案内による広報活動

・ホームページ更新をして，新鮮な学校教育活動を伝えることができた。

・年間ホームページアクセス数の年間目標 10万件を達成できた（今年度 3/6現在 109,790件，

昨年度 116,725件）。今後，来年度に向けてホームページを大幅に刷新する予定である。

（７）学校紹介関係の充実

・戸高通信を６月末に発行できた。

・学校通信「フェニックス」を毎月数号発行して学校の教育活動を保護者に伝えることができた。

・戸高メールをほぼ毎週発信し，行事予定などを保護者に伝えることができた。

・学校案内やポスターもよいものができた。しかし，例年より１週間遅くなった戸高祭の写真を用

いたためその分，完成が遅くなり中学校訪問等のポスターや学校案内の使用に対してぎりぎりにな

ってしまった。
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資料１ 戸畑高校 ICT機器導入の軌跡（平成 22年以降）

平成２２年１月 生徒授業Ａ４ノートパソコンＦ UJITSU FMV-A8295 １８台購入

Ｂ５サイズプロジェクタ ＣＡＳＩＯ ＸＪ－Ｓ６３ ４台購入

カラーレーザープリンタ ＬＰ－９０００Ｓ ２台購入

（ＦｉｌｅＢｏｘを活用して教室へ職員室のロッカーから移動）

平成２４年３月 パソコン室リース更新 ワゴン［ITカート］ １５台リース

白色薄型プロジェクタ EPSON ＥＢ－１７６０Ｗ ７台リース

書画カメラ（実物投影機）ＥＬＰＤＣ０６ ４台リース

（ITカート［ワゴン］ にノートパソコン・プロジェクタ・書画カメラ・

スピーカー等をセットしておいて教室へ各フロアの機材庫から移動）

平成２４～２５年度 パナソニック教育財団 特別研究指定校

「普及型 ICT教材 300の開発・実践及びデータベース化の推進」

プロジェクタ EPSON ＥＨ－ＴＷ４００ ４台購入

平成２６年 電子黒板機能付き壁掛けプロジェクタ EPSON ＥＢ－５９０ＷＴ

８台リース （第３学年用）

（Ａ４ノートパソコンをＵＳＢケーブルで接続し，電子黒板として活用）

平成２７年度 福岡県事業

「プロジェクタを活用したわかりやすい授業実践へ向けた取組について」

プロジェクタ EPSON ＥＢ－Ｗ２８ ４台購入

平成２７年 キーボード脱着式タブレット型ＰＣ Dell Venue10Ｐｒｏ５０５５ ６台購入

電子黒板機能付き壁掛けプロジェクタ EPSON ＥＢ－５９０ＷＴ

１６台購入 （第１・２学年用）

キーボード脱着式タブレット型ＰＣ Asus T100HA ２２台購入

書画カメラ（実物投影機）EPSON ＥＬＰＤＣ０６ ６台購入

（教室・講義室でタブレット型ＰＣ を用いて，電子黒板に画像信号を

無線アドホックモードで送り，机間指導しながらの説明が可能となった）

平成２８年８月 電子黒板 ７０インチ SHARPインフォメーションディスプレイ PN-C703C １台

エルモ書画カメラ（実物投影機）TX-1 １台

（鮮明な画像の提示が可能となった）

平成２９年２月 パソコン教室リース更新 生徒機 旧 45台→新 42台，サーバー 旧 2台→新 1台，

中間モニター 旧 無→新有(22台)，電子黒板 新規１台，

複合機 新規１台 ［県下同一仕様］
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研修部研修課 
 

研修部研修課長   繁木 敦子 
 

○研修部研修課目標 
校内外で幅広く自己研鑽を積む機会を案内・設定し、積極的な研修を促す。 

 
 
○内容と反省  
（１）教科研修を充実させ、授業力の向上に努める。 
 ６月第2･3週に授業参観月間を設定。互いの授業を積極的に参観し、各自の授業のレベルアッ

プ・教科ノウハウの共有化を図った。二週間という限られた中での複数回参観するのは難しいとい

う声もあり、次年度は実施期間にもう少しゆとりを持たせたい。 
また、今年度は公開授業の代わりに研究授業を実施。実施が11月に集中した。研究授業につい

ても実施期間を再検討したい。 
 
（２）考える力を育成する方策の検討 
 9月には、生徒への授業アンケート項目「授業内容を思考する時間が設けられている。」につい

て、教科会議・教科主任会議・職員会議を教務部主催で行い、意見を出し合った。思考する時間を

設定することだけで満足せず、生徒自身が学習したことを活用して自分の考えをまとめたり、根拠

や理由を明らかにして伝えたりする力をはぐくむこと、学びを人生や社会に生かそうとする態度を

育てること等、めざすべき『深い学び』について理解し合った。 
 
（３）難関大合格者数の増加に向けた方策の検討 
 各種、校外研修会に昨年よりもさらに多数参加。 
海外研修視察1名、センター専門研修3名、予備校主催研修プログラム11名、県内学校視察 

延べ20名、予備校授業見学 延べ8名、難関大入試問題研究会4名、県外先進校視察2名等々が

参加。効果的な授業指導方法や生徒への意識付け等を学んだ。 
 特に、海外研修視察・県内学校視察・県外先進校視察ついては、その報告会を実施。教育事情や

授業の様子、生徒の動きなどの報告を全職員で共有した。大変充実した時間であった。 

   
 

○今後の課題と展望 
 次年度以降に向けて公開授業・研究授業の体系をさらに検討し、早めに提案していく。また、難

関大指導についても、今年度と同様、次年度も同窓会等の支援を受けて予備校主催の研修プログラ

ムに参加できるので、多くの参加者を募り、授業改善に取り組んでいきたい。 
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地理歴史科（地理 B）学習指導案 
学 校 名 福岡県立戸畑高等学校 

指 導 者 教諭 鳥巣 奈央 印 

実施日時 平成 28年 11 月 30 日水曜日３時限  

実施学級 第２学年２組（男 20 名，女 18 名） 

実施場所 ２年２組教室 

   

 

 

１ 単元名  世界の農林水産業 

 

２ 単元設定の理由 

○単元（題材）観 

  本単元のねらいは、食料問題について、世界の食料需給の地域的なかたよりを大観し、発展途上国、先進

国、日本についての事例を考察することにある。食料の安定した確保は人間の生活にとって重要な課題であ

る。世界全体でみれば、食料の増産が実現されてきたが、食料の供給と需要には地域的なかたよりが著しい。

発展途上国においては食料生産の面だけではなく食料分配のかたよりという側面が大きいし、先進国におい

ては栄養過多、大量廃棄の問題、日本においては世界一の食料輸入における問題点や自給率を高めるための

取組などの課題がある。これらの問題解決については自然環境、社会、経済、政治、環境など多面的なアプ

ローチが必要となってくる。 

  

○生徒観 

２年２組は学習に意欲的かつ主体的に取り組む生徒もいるが、地理に興味関心がなく基本知識のない生徒

も多い。話し合ったり、作業的な学習を取り入れた時には積極的な姿勢を見せるが、説明板書だけでは反応

が薄いことがある。 

 

○指導観 

  日本が抱える食料問題について特に自給率という点を取り上げ、現状や問題点を知り自分の言葉で説明で

きるようになることを目標とする。そのために、グループで意見交換をしながら身近な食品から自給率につ

いての関心を持たせ、日本は世界的にも食料輸入大国であることを実感させる。そして、自給率を上げる取

り組みについて考え、またこの問題の本質は何かを考察する。 

 

３ 単元指導目標（到達目標） 

 ・食料問題について、発展途上国や先進国、日本の食料問題に対する関心と課題意識を高め、それを意欲的に

追求し、とらえようとしている。                       【関心・意欲・態度】 
・食料問題について、発展途上国や先進国、日本の食料問題の課題の状況とその成因を、系統地理的にとらえ

る視点をもち、その過程や結果を適切に表現できる。              【思考・判断・表現】 
・食料の生産と消費の推移や地域的かたよりに関する統計などの諸資料から、有用な情報を適切に選択し、食

料問題の現状や課題について読み取ることができる。                【資料活用の技能】 
・食料問題について、その要因となりうる自然条件や社会条件などを理解し、それらの対策などに関する知識

を身につけている。                                  【知識・理解】 
 

 

 

４ 指導計画（単元の配当時間13時間） 

第１次 ・・・自然条件、社会条件によって農業形態が異なることを理解させる。（３時間） 

第２次 ・・・農業の基本的分類を理解させるとともに、それぞれの農業が立地・発展した背景を、自然環境 

や歴史的経緯などを踏まえながら考察させる。（５時間） 

第３次 ・・・農業の国際化が各国の農業や人々の生活にどのような影響を与えるのかを考察させる。（１時間） 

第４次 ・・・世界の木材輸出国の変化について考察させる。（１時間） 

第５次 ・・・主要漁場の特徴を理解させる。（1時間） 

第６次 ・・・農作物の自由化が世界的に進む中で、日本の農業が抱える課題、それに対する対応策について考 

察させる。（２時間）本時２／２ 19



 

５ 本時 

(1) 本時の指導目標（到達目標） 

・日本の農業（食料問題）に関心を持ち、概要を理解する。 

・食料問題について自分の意見を述べられるようになる。 

 

(2) 本時の手立て 

・自給率について実感し、今後必要となる取組を考えるため、グループごとに話し合う時間を設ける。 

・自給率は上げるべきか、現状のままで良いか、自分の言葉で述べる。 

 

（3)本時の授業仮説 

本時の学習において、日本の抱える食料問題に関心を持ち、解決策を自分で考えることができる生徒が育

つと考える。 

 

(4)教材 

生徒、教師の教材は同一である。 

①教科書『新編 詳解地理Ｂ』(二宮書店) ②ワークシート ③写真資料           

 

(5)学習の展開（学習指導過程） 

 
学習内容・活動 

教 師 の 支 援  

指導上の留意点 

教 

材 

配 

時 

形

態 
評価 

導

入 

・食に関わる問題にはどのようなも

のがあるか。 

 

 

 

・日本においては「食料自給率」に

関する問題があることを知る。 

・食品の安全性の問題（農薬、

遺伝子組み換え作物、異物混

入など）、発展途上国の食料

不足、先進国の栄養過多など 

 

・「食料自給率」に関する事項を

説明する。 

 ５

分 

一

斉 

日本の抱える食

料問題に関心を

もっているか。 

（関心・意欲） 

展

開 

 

・自給率に関するランキングをつく

る。 
・班ごとに発表する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・自給率が低いと何が問題かを考え

る。 

・グループに分かれてランキン

グをつくる。 

・肉→輸入飼料を使うので、自

給率は低い。醤油などの大豆

製品→和食であるが自給率

低い。油脂→自給率低い。食

生活が欧米化するに伴い、油

脂や肉を摂取することが多

くなったが、大量の菜種や大

豆が必要になる。日本ではそ

れだけの農地がないので、油

脂類の輸入は多くなる。だか

ら、サラダの野菜は国産でも

ドレッシングを使うと自給

率が低くなる。 

 

・「フードマイレージ」「バーチ

ャルウォーター」の説明（環

境に対する負荷）をする。 

・世界の食料事情に影響を与え

ること、日本が抱える農業の

課題を説明する。 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

15

分 

班

別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一

斉 

積極的に参加し、

考えているか（関

心・意欲） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問題点が理解で

きたか。（知識・理

解） 
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展

開

２ 

・どのような取り組みをすれば食

料自給率は上がるか、班ごとに

話し合い、発表する。 

 

 

・ヒントになるよう、写真や資

料を見せる。 

 

 

・食料自給率が上がれば日本の

農家は安定し、食の安全など

も守られるが、値段が高くな

ること、日本が今まで食料を

輸入していた国への影響な

ども想定されることを指摘

する。 

③ 

 

20

分 

班

別 

 

 

一

斉 

自分の意見が出

せているか。（思

考・表現） 

ま

と

め 

・論述問題を解く。 

「食料自給率を上げた方がよいか、

現状のままでよいか、あなたの考

えを述べなさい。」 

 ② 10

分 

個

別 

自分の意見を武

将に表現できる

か。（思考・表現） 
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数学科 数学Ⅲ 学習指導案  
 
                             学 校 名 福岡県立戸畑高等学校  
               指 導 者 教諭 永 島  正 義  
                             実施日時   平成 28年 11月 11日  金曜日  ５限目  
                             実施教室 第 3学年 4組 42名（男子 24名、女子 18名）  
 
１，単元名  
    数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ・Ⅲ  微分・積分法、ベクトル、整数問題を中心  
 
２，単元の設定理由  
 ○単元観・題材観  
   本単元は、九州大学への受験のみならず、国公立大学受験生にとって頻出問題であ 

 るが、生徒が苦手とする単元でもある。数学Ⅲが受験に必要な生徒も、そうでない生  

徒も共通に学べる分野と思い設定した。  
  ○生徒観  
   本クラスは、男子 24人、女子 18人の理系クラスである。定期考査や模試を参考に  

して、理系３クラスから比較的習熟度の高い生徒を集めたクラスである。通常は、数  Ⅲ

が受験に必要な 34人と、必要としない８人に分けて授業をしているが、今回は数学Ⅰ・Ａ・

Ⅱ・Ｂを中心とした内容であるため、 42人全員を対象に授業を行う。  
  ○指導観  
     微分・積分法では、定点を通る直線やグラフの書き方、センター試験でも使える解 

 法を指導する、ベクトルでは、センター試験だけでなく２次試験を意識した解法にも  

触れる。また、整数問題はレベルが高い問題ではあるが九州大学入試頻出の問題である。解

法を教えることよりも、考え方の視点や間違いやすい点を中心に指導をする。  
 
３，単元指導目標  
   本年度の代々木ゼミナール「九大オープン」の解説を中心に、本校生徒の答案や  

 実際にこの模試を受験した受験生の答案を使って、生徒が間違いやすい点の指摘や、  

本校生徒が九州大学を受験するに当たっての教員側の指導内容を洗い出す。    
 
４，単元指導計画  
   １時間目 微分・積分法、ベクトル、整数問題（２時間） (本時 1/5) 
      ２時間目 微分・積分法（数Ⅲ）、確率と漸化式（２時間）  
   ３時間目 複素数平面（１時間）  
 
５，本時  
 （１）本時の指導目標  
    「初見の問題に対して見通しを持って解法を構築できる生徒の育成」  
    ○既習事項の定着を図り、基礎知識の重要性を認識させる【知識・理解】  
      ○問題を解く際に着目すべき点や、解法を構築する手順を論理的に考察する力を育 

   成する。【数学的な見方や考え方】  
   (２ )本日の手立て  
    3学年 4組全員と、５・６組の数学Ⅲ応用講座の生徒には、九大オープンの問題  

 をあらかじめ解かせ、採点をしてある。生徒の答案を、パワーポイントで映し出し、  

 間違いやすい点や考え方のアプローチを指導していく。  
 
 （３）教 材  
        「九大オープン」（代々木ゼミナール）の問題、および解答  
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（４）本時の流れ  
  

  ○   学習内容  
  ●   学習活動  

   教師の支援  
 指導上の留意点  

   教材  
  配  
  当  
  時  
  間  

  学  
  習  
  形  
  態  

  評価  

 導  
 入  

○九大プレの総括  
●自分の答案と比  
 べて評価  

・総括として、目標の  
点数の確認をさせる  

ICT教材  
(power point) 

  2分   一斉  自分の現  
状を認識  
する【関  
心・意欲】  

 
 

 展  
 
 
 
 
 開  
 
 
 
 
 
 
 展  
 
 
 
 
 
 
 
 
 開  

○絶対値のグラフ、  
定点を通る直線の  
確認。面積を求め  
る。  
●自分の採点され  
た答案を見て、気  
づかなくてはなら  
ない所を知る。  

・詳しい解答を指導する  
ことよりも、生徒にとっ  
て知るべき点を総合的に  
指導する。また、他人が  
行った気をつけるべき点  
を理解し、自分の答案作  
成の一助とする。  

ICT教材  
(power point) 

 18分   一斉  説明を聞  
き自分の  
考え方の  
間違いに  
気づくか  
【知識・  
理解】  

○空間ベクトルで  
の平面と直線の交  
点、台形ができる  
条件を知る。  
●自分の採点され  
た答案を見て、気  
づかなくてはなら  
ない所を知る。  

・詳しい解答を指導する  
ことよりも、生徒にとっ  
て知るべき点を総合的に  
指導する。また、他人が  
行った気をつけるべき点  
を理解し、自分の答案作  
成の一助とする。  

ICT教材  
(power point) 

 13分   一斉  説明を聞  
き自分の  
考え方の  
間違いに  
気づくか  
【知識・  
理解】  

○二項定理の確認  
●  
 
 
について理解する。  
 
○整数問題、数学  
的帰納法、ｐで割  
った余りの解き方  
を知る。  
●自分の採点され  
た答案を見て、気  
づかなくてはなら  
ない所を知る。  

 
 
 
 
 

・詳しい解答を指導する  
ことよりも、生徒にとっ  
て知るべき点を総合的に  
指導する。また、他人が  
行った気をつけるべき点  
を理解し、自分の答案作  
成の一助とする。  

ICT教材  
(power point) 

 13分   一斉  説明を聞  
き自分の  
考え方の  
間違いに  
気づくか  
【知識・  
 理解・  
 態度】  

 ま  
 と  
 め  

○過去 5年間の九  
州大学の出題及び  
難易度。本年度出  
題の傾向について  
指導する  

・解答を渡すが、数日の  
うちにもう一度解いて提  
出させる。  

ICT教材  
(power point) 

 4分   一斉  答案の書  
き方や間  
違いやす  
い点に気  
づくか【表  
現・処理】  
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理科（化学）学習指導案

学 校 名 福岡県立戸畑高等学校

指 導 者 主幹教諭 加 藤 和 久

実施日時 平成 28年 12月 2日金曜日 1限目

実施学級 第 3学年 4組 42名（男 24名、女 18 名）

実施場所 ３年４組教室

１ 単元名 有機化合物

２ 単元設定の理由

○ 単元（題材）観

・単元（題材）のねらい

日常生活や社会とかかわりのある代表的な有機化合物について観察，実験を行い、その構

造，性質及び反応を理解させることが主たるねらいである。

・単元（題材）の指導内容

有機化合物の性質や反応を観察，実験などを通して探究し、有機化合物の分類と特徴を理

解させるとともに、それらを日常生活や社会と関連付けて考察できるようにする。

・教材の価値

本教材は、医薬品，染料，洗剤，糖類など有機化合物がその特徴を生かしてわれわれの生

活の中で利用されていることを理解する上で有効である。

・指導内容の学年系統

本題材の指導内容に関しては、２年時の化学基礎において「身のまわりの分子からなる有

機化合物」の項目で、代表的な化合物の名称とその用途については学習している。

○ 生徒観

２年時の化学基礎において、代表的な有機化合物については学習しており、化学式や構造

式等については、ある程度理解ができている。進路先に物質工学や薬学方面を考えている生

徒が多く、本教材が進路先に直結していることもあって、内容に対する興味・関心は高い。

○ 指導観

・単元（題材）のねらう内容、目指す生徒の姿

本単元（題材）の指導に当たっては、有機化合物の性質と利用に関する学習活動を通して、

有機化合物がわれわれの生活の中で利用されていることが理解できるようになるととも

に、化学的な思考力・判断力・表現力を習得することをねらっている。

・ねらいを達成するための単元（題材）全体を通す活動

観察・実験及び問題演習を通して、情報の収集，仮説の設定，実験計画，検証，データ分

析，考察など化学的に探究する方法を課題の特質に応じて適切に取り上げる。また、観察

・実験が困難な場合は、視聴覚教材を利用したりＩＣＴを活用する。
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３ 単元指導目標（到達目標）

・有機化合物の性質や反応に関する事物・現象に関心をもち、その構造と性質や反応性の関係に

ついて意欲的に探究しようとする。【関心・意欲・態度】

・炭化水素，官能基をもつ有機化合物の性質や反応性が構造に特徴づけられることを見出し、構

造異性体・鏡像異性体などを論理的に考察し、説明することができる。【思考・判断・表現】

・構造式によって，その化合物の性質や反応性について推論することができる。

【思考・判断・表現】

・有機化合物の性質や反応について，観察，実験の基本的操作や記録の仕方を習得するとともに，

実験器具の選定や扱い方が身についている。 【技能】

・炭化水素の分類とその反応性の関係や構造異性体の関係を理解し，知識として身につけている。

【知識・理解】

・有機化合物の性質が官能基により特徴づけられることを具体的な物質で理解し，さらに有機化

合物相互の関連性について知識として身につけている。 【知識・理解】

・有機化合物の性質や反応性について，日常生活に関連させて理解している｡ 【知識・理解】

４ 指導計画（単元の配当時間）

(1) 有機化合物の特徴について ・・・・・・・・・・ １時間

(2) 脂肪族化合物の性質や反応について・・・・・・・・・・１２時間

（ア）炭化水素 （４時間）

（イ）官能基をもつ脂肪族化合物 （８時間）

(3) 芳香族化合物の性質や反応について・・・・・・・・・・ ８時間

（ア）芳香族炭化水素 （２時間）

（イ）官能基をもつ芳香族化合物 （６時間）

(4) 有機化合物の分析と構造決定の方法について・・・・・・ ６時間 本時（５／６）

(5) 有機化合物の日常生活の中での利用について・・・・・・ ３時間

５ 本時

(1) 本時の指導目標（到達目標）

官能基をもつ有機化合物の性質や反応性が構造に特徴づけられることを見出し、与えられ

た分子式から構造異性体・鏡像異性体などを論理的に考察し、構造を決定することができる。

【思考・判断・表現】

(2) 本時の手立て

・ 基礎的・基本的な知識の確認と定着を図る。

・ 個人では解決困難な課題について、集団で意見を出し合いながら解決を図らせる。

(3) 本時の授業仮説

有機化合物の構造決定を通して、論理的に考察し、課題を解決することができる生徒が育

つであろう。
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(4) 教 材

教師：教科書（啓林館）

資料集（サイエンスビュー化学総合資料(実教出版)）

問題集（エクセル化学総合版（実教出版））

プリント，タブレット

生徒：教科書（啓林館）

資料集（サイエンスビュー化学総合資料(実教出版)）

問題集（エクセル化学総合版（実教出版））

プリント

(5) 学習の展開（学習指導過程）

学習内容・活動
教 師 の 支 援

教材
時間 学習

評 価
指導上の留意点 配当 形態

○既習の基本事項 ○基本事項をプロジェ ﾀﾌﾞﾚｯﾄ 10 全体 ○基本事項について説

導 を確認する クターから投影しな 分 明できる。

入 がら出題する。 【知識・理解】

【表現】

○事前課題につい ○各グループを観察し 教科書 10 ｸﾞﾙｰ ○論理的に考察しなが

て、グループで ながら、生徒の論理 資料集 分 ﾌﾟ ら、正解を導くこと

確認し、解答を 的考察を促すため、 ﾌﾟﾘﾝﾄ 個別 ができたか。

板書する 指導・助言を行う。 【思考・判断・表現】

展 ○課題１について ○正解を導くことがで 教科書 13 全体

グループの代表 きない場合は、基本 資料集 分

者が説明する 事項を確認しながら、ﾌﾟﾘﾝﾄ

開 再度考察させる。

○課題２について ○他の考え方ができな 13 全体

グループの代表 いか、他のグループ 分

者が説明する に発言を促す。

ま ○構造決定の方法 ○本時で学んだことを 4 全体

と について 定着させるために、 分

め 新たな課題に取り組

ませる。
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外国語（英語）科 コミュニケーション英語Ⅱ 学習指導案

学校名 福岡県立戸畑高校

指導者 真方 信孝 印

実施日時 平成２８年１１月１０日（木）３限目

実施場所 ２年４組教室

１．単元名 Why Biomimicry? （『CROWN English Communication Ⅱ』三省堂）

２．単元設定の理由

○単元観・題材観

本課は、自然と我々人間の共存をテーマとしている。各パート、段落毎に内容が明

確になっているので、内容把握、 retelling などのアクティブラーニングに適切な教材であ

ると考えられる。２学期以降に今回行う活動を授業で導入してきており、スピーキング活

動の充実を図りたい。

○生徒観

英語が得意な生徒から不得意な生徒、また、進路希望も多岐にわたっている生徒が

いるクラスである。全体的には落ち着いた態度で授業に臨んでいる。説明を重視した授業

を行うと授業になかなか集中できない生徒がいるので、生徒主体の活動を多く取り入れる

ことで授業内容の定着を図るようにしている。

○指導観

英語においては、学習した内容をいかに実社会で実践できるかが問われている。以

前のような訳読中心の授業から、アクティブラーニングを多く取り入れることで、生徒自

ら考え､学んだことをいかに表現できるかが問われている。特に、ライティング、スピー

キングの力を養成することが重要である。センター試験や国公立大学の問題でも、表現力

や発想力、まとめる力が重視される度合いが高まっているからである。

ICT を活用しながら、日々の授業の中でこのような力をいかに生徒に身につけさせ

るのかを目標とした。

３．単元指導目標（到達目標）

・積極的にペアワークやグループワークを行い、英語で内容を伝えることができる。

〔コミュニケーションへの意欲・態度〕

・キーワードを使って、本文の内容を簡潔に retellingすることができる。

〔外国語理解の能力〕

・文法内容を決められた状況で使うことができる。

・覚えた表現や単語を使い、読み、書くことができる。

〔外国語表現の能力〕

４．単元指導計画（９時間）

・第１、２時：Part 1

内容確認 アクティブラーニング（本時）
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・第３，４時：Part 2

内容確認 アクティブラーニング

・第５，６時：Part 3

内容確認 アクティブラーニング

・第７，８時：Part 4

内容確認 アクティブラーニング

・第９時 ：Comprehenshion Grammar Exercises

５．本時

（１）本時の指導目標（到達目標）

・本文で出てきた重要語句を使い、書くことができる。

・本文の文法事項を適切に使い表現することができる。

・本文の内容を簡潔に retellingすることができる。

（２）本時の手立て

・ICTを使って､生徒への指示等を適切に行う。

・ペア、グループで協力して行う。

（３）本時の授業仮説

・ICTを使うことで生徒への説明等が明確に伝わるであろう。

・日頃から指示等を英語で行っており、また、活動内容もこれまでに繰り返し行

っているので、効果的に活動を行うことができるであろう。

（４）授業の展開（学習指導過程）

学習内容・活動 教師の支援 教材 配当時間 学習形態

指導上の留意点

○重要な語句・文の復 ○ ICT の画面に映ってい ICT

導 習 る文等に集中させる。 ９分 一斉

生徒に留意する点を プリント

答えさせながら、確認 ○生徒か主体的に参加で

入 する。 きるようにする。

○内容確認 ○本文の内容を確認しな

Part 1 の内容を、語 がら読むように指示す

句や表現を日本語にし る。 ４分 一斉

たプリントを使って確

認する。 ○ペアで重要語句等を確 プリント

展 １．音読 認させながら音読させ

２．筆記 る。 ５分 ペア

○重要語句と等を生徒に

書かせることで、覚えさ
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せるようにする。 ３分 個人

○ Retelling ○７回目なので、できる ICT

Part 1 の内容を、３ だけ簡単な文を作って、

開 つ以上の key word を 内容を retell するように プリント １２分 グループ

選んで、できるだけ自 指示する。

分で考えた文を作るよ ○机間巡視を行って、適

うにする。 宜指導・助言を行う。

ペアで確認し合う。 ６分 ペア

○重要文法事項 ○注意する内容を ICT を

（仮定法） 使って提示する。 ICT ５分 個人

仮定法を使って状況

に合う内容を空所に書 ○机間巡視をして、必要 プリント

かせる。 であれば、助言等を行う。 ４分 ペア

ペアで確認する。

ま

○次時の授業の確認 ２分 一斉

と

○挨拶

め
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外国語（英語）科 コミュニケーション英語Ⅰ 学習指導案  
 

                      学  校  名   福岡県立戸畑高等学校  
                                指  導  者   教諭  久  保 紀  美  惠     印  

実施日時   平成２８年１１月１５日（火）第１限  
実施学級   第１学年３組４０名  

（男子１８名、女子２２名） 
実施場所   １年３組教室  

 
１ 単元名  
   Lesson 6   Old but New ( PRO-VISION English Communication Ⅰ) 

 

２ 単元設定の理由 

 〇単元（題材）観 

 今日、エネルギーを初め「持続可能な開発」が叫ばれ、世界中で環境を保護するためのさまざ

まな取り組みがなされている。本単元では、日本特有の「もったいない」という言葉に表れてい

る「ものを大切にする」精神に焦点を当て、その例としてのふろしきの歴史や使い方などを紹介

しながら、現代的な活用をすることで日本の伝統を見直すことを伝えている。言語材料としては、

関係代名詞の that、同格の that などのよく使われる表現が含まれている。 

 

 〇生徒観 

 本クラスは全体的には落ち着いているが、やや発言についてはおとなしい。英語の基本的なこ

とがまだ定着しておらず、理系科目に比べ英語を苦手とする生徒も多いが、互いの発言を尊重し

ようとする雰囲気がある。全体的には音読活動やペアワーク・グループワークなどのさまざまな

活動にも積極的に取り組もうとする態度が見られる。 

 

 〇指導観 

 本単元においては、難しい文法事項はないため、音読活動を重視して、内容に関する英問英答

や英語による要約にも取り組ませている。ふろしきの現代的な利用方法を実践してみることで、

日本の伝統を見直すと同時に、「ものを大切にする」心を育てたい。 

 

３ 単元指導目標 

（１）ペアワークやグループワーク活動に積極的に取り組みながら、内容に関する質問に英語で

答えることができる。 

 （外国語理解の能力）（コミュニケーションの関心・態度） 

（２）キーワードを使って、ふろしきの歴史について時代毎に簡潔にまとめることができる。 

 （外国語表現の能力） 

（３）ふろしきの現代的な活用方法について英語で理解し、実践することができる。 

 （外国語理解の能力）（コミュニケーションへの意欲） 
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４ 単元指導計画（単元の配当時間）計６時間 

 第１次 Introduction, Part 1 内容確認     １時間 

 第２次  Part 1 言語活動・Part 2 内容確認  １時間 

 第３次 Part 2 言語活動・Part 3 内容確認  １時間 

  第４次  Part 3 言語活動・Part 4 内容確認  １時間 

 第５次 Part 4 言語活動・Writing 活動    １時間 

  第６次 まとめ・Extra activity        １時間（本時） 

 

５ 本時 

（１）本時の指導目標 

 ・この課の内容を深く理解し、英語で表現することができる。【外国語理解・表現の能力】 

 ・グループワークにおいて、英語を聞き、それを行動に移すことができる。【コミュニケーシ

ョンへの意欲】 

（２）本時の手立て 

 ・重要文を暗唱することで、それに含まれる表現を用いて、ふろしきの良さを理解できる。 

 ・実演をすることで、意欲的に英語を使う態度を養うことができる。 

（３）本時の授業仮説 

 ・重要文を暗記すれば、教科書の内容を英語でまとめることができるであろう。 

 ・楽しい活動を取り入れることで、英語でのコミュニケーション活動に積極的に参加するであ

ろう。 

（４）教材 

  ①ノート（プリント添付）・②パワーポイント・③プリント・ふろしき・ふろしきで包む物 

 

（５）学習の展開（学習指導過程） 

 学習活動・内容 教師の支援・指導上の留意点 教

材 

時間 

配当 

学習 

形態 

評価 

 

導   

 

 

入 

〇挨拶 

〇本時の目標・流れの確

認 

 

〇重要文の暗唱 

 

 

 

〇画面に目標と流れを示す。 

 

〇S+V で切りながら、音読する。 

 

② 

 

① 

② 

１分 

１分 

 

８分 

 

全体 

 

各文のポイントが

理解できた上で 

暗唱できているか 

 

 

展 

 

開 

 

〇Part 4 の音読活動 

 

 

〇ふろしきの役割につ

いてまとめさせる 

 ①ペアでの話し合い 

〇遅くても最後まで音読を続

けるよう促す。 

 

〇グループで協力しながら S+V

で答えるように指導する。 

〇多くの答えが出るように励

① 

 

 

② 

 

 

２分 

 

 

10

分 

 

ペア 

 

 

ペア 

全体 

正しく音読ができ

ているか。 

【外国語表現の能

力】 

 

内容が正しく把握
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①  ②代表者による発表 

 

 

 

ます。 

〇自発的に発表者が出るよう

に促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でき、それを英語で

表現することがで

きているか 

【外国語理解の能

力】 

 

 

 

展 

 

開 

 

② 

〇ふろしきを使って、実

演する。 

① 英 語 で の 指 示 に 必

要な語句を練習する。 

 ②グループ内で英語

で指示する生徒と、それ

を聞いて実演する生徒

を決定する 

 ③それぞれの役割に

従って、ふろしきで物を

包んでみる。 

 

A:プリントを読みなが

ら、英語による指示を行

う。 

B:英語による指示に従

って、ふろしきで物を包

む。 

C/D:A が読む英語を聞き

ながら、B を手助けする。 

 

〇実際にふろしきを使

ってみての感想を英語

で発表する。 

 

〇英語で活動の指示をするが、

生徒の様子を見て、必要に応じ

て日本語で説明を加える。 

〇実演者はプリントを見ずに、

聞いた英語を理解するように

注意する。 

 

〇グループ内で協力するよう

指導する。 

〇机間指導を行い、適宜質問に

答える。 

 

 

 

② 

③ 

25

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５分 

グル

ープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 

積極的に活動に参

加し、グループ活動

を成功させるよう

努力しているか。 

【コミュニケーシ

ョンへの意欲・態

度】 

 

英語での説明を理

解し、行動に移そう

としているか。 

【外国語理解の能

力】 

 

 

 

 

 

 

 

感じたことを英語

で積極的に表現し

ようとしているか。 

【外国語表現の能

力】 

ま 

と 

め 

〇講評 

〇次回の授業の確認 

 

〇良かった点、改善点を伝え、

次回の授業に生かせるように

する。 

 ２分 全体  
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情報科 社会と情報 学習指導案 

 

学 校 名 福岡県立戸畑高等学校     

指 導 者 常勤講師  渡邊 綾香   印 

実施日時 平成 28年 11月 14日 月曜日 １時限 

実施学級 第１学年 １組 40名 

実施場所 パソコン教室 

 

 

１ 単元名  

   情報のディジタル表現 

 

２ 単元設定の理由 

 ○単元（題材）観 

   私たちの身の周りに存在する量や現象はほとんどがアナログ量であり，私たちは無意識のうちにアナログ

量をディジタル化して，記録・伝達している。近年では多くの情報のディジタル化が進み，日常生活でディ

ジタル情報に触れることが多くなった。本単元では，アナログ情報をディジタル化する仕組み，利点や問題

点を理解した上で，実際に簡単なディジタル化を行うことで興味を深めることをねらっている。 

 

 ○生徒観 

   本クラスは，１学年の中でも元気で活発な生徒が多いクラスであり，授業中は積極的な意見交換や教え合

いが行われている。作業的な活動に真剣に取り組むが，そこからある事実を読み取ることや表現すること，

具体的なイメージにつなげることに難しさを感じているようである。 

 

 ○指導観 

  前時までに，音と画像のディジタル化の仕組みを学習しており，本時の実習を通してアナログ情報のディ

ジタル化をイメージしやすくさせる。また，本単元の指導に当たっては，単に作業を行うだけでなく，最終

的にディジタル化の利点や問題点の発見に結びつけることをねらっている。 

 

３ 単元指導目標（到達目標） 

  （１）身の周りのアナログ情報はどのようにディジタル化されているのか，なぜディジタル化が進んでいる

のかを考えようとする。                         【関心・意欲・態度】  

（２）情報をディジタル化することの利点や問題点について考え，適切な処理の方法を判断できる。 

                               【思考・判断・表現】 

（３）進数変換や文字・音・画像のディジタル化を行うことができる。            【技能】 

（４）アナログとディジタルの違い，ディジタル化の利点や問題点を理解できる。    【知識・理解】 

 

４ 指導計画（単元の配当時間） 

  第２編 第３章 情報のディジタル表現・・・６時間 

１ 情報のディジタル表現 （１時間） 

２ 数のディジタル表現 （１時間） 

   ３ 文字のディジタル表現 （１時間） 

   ４ 音のディジタル表現 （１時間） 

５ 画像のディジタル表現 （２時間） 本時（２／２） 

 

５ 本時 

（１）本時の指導目標（到達目標） 

   音や画像のディジタル化の作業を行うことで仕組みを理解し，それを通して気付いたディジタル化の利

点や問題点を説明できるようになる。                【技能】【思考・判断・表現】 

 

33



（２）本時の手立て 

実際に音と画像のサンプリング・量子化・符号化を行い，ディジタル化によって失われる情報や加えら

れる情報があることに気付かせる。また，その過程や結果を踏まえてディジタル化の仕組みや利点・問題

点について理解できるようにする。 

 

（３）本時の授業仮説 

    連続した値からとびとびの値を取り出すディジタル化の作業を実際に行うことで，アナログとディジタ

ルの違い，ディジタル化の仕組みや利点・問題点が理解しやすくなるだろう。 

 

（４）教材 

   教科書 「高等学校 社会と情報（数研出版）」，補助プリント2枚（音のディジタル表現，画像の 

ディジタル表現実習プリント），電子黒板 

  

（５）学習の展開（学習指導過程） 

 学習内容・活動 
教師の支援 

指導上の留意点 
教材 

時間 

配当 

学習 

形態 
評価 

導

入 

 
前時までの復習を行う。 
・アナログとディジタルの違

い 
・音や画像のディジタル化の

作業手順 
 

 
身の周りにはディジタル情報

が多く存在することを認識す

るために，ディジタル化され

たものの具体例を示す。 

電子黒板 
 

５分 
 

一斉 
 

 

展

開 

 
プリント No.14 大問２（音

の量子化・符号化）を解く。 
 

 

 

大問４（音のD/A変換）を解

く。 
 
 
 
 
プリント「画像のディジタル

表現」を解く。 
 ①，②… 

サンプリング・量子化 

 ③…符号化（２進数） 

 ④…２進数→16進数 

 
ディジタル化により細かいデ

ータが失われていることに気

付くために，実際に量子化・

符号化を行う場を設定する。  
 

生徒が描いた波形がそれぞれ

異なることより，D/A 変換に

おいて，もとの波形を完全に

再現することは出来ないこと

を認識させる。 
 
どの作業がサンプリング・量

子化・符号化にあたるのか生

徒に発問することで確認す

る。 
 
２進数４桁が 16 進数の１桁

にあたることを補足する。 
 

 
プリント 

↓ 
電子黒板 
 

 

プリント 
↓ 

電子黒板 
 

 

 
プリント 

↓ 
電子黒板 

 
 

 
８分 

 

 

 

 

10分 
 
 
 
 
 
17分 

 

 
個別 
↓ 

一斉 

 

 

個別 

↓ 

一斉 

 

 

 
個別 
 ↓ 
一斉 

 
音をディジタル

化することがで

きる。【技能】 
 
 

 

 

 

 

 
 
画像をディジタ

ル化することが

できる。【技能】 
 
 

ま

と

め 

 
ディジタル化の利点や問題点

について確認する。 
 

 
利点や問題点に気付くため

に，ディジタル化の作業を振

り返る。 

 
電子黒板 

 
10分 

 
一斉 

 
ディジタル化の

利点・問題点に

ついて説明でき

る。【思考・判

断・表現】 
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平成２８年度課題研修指導者海外研修派遣プログラム研究成果の活用レポート 

教諭 神  宗德 
Ⅰ 高等学校数学科１年生における実践 
 
（１）実践のねらい 
現在高校１年の数学を担当しているが、生徒の思考力、表現力に課題がある。数学の授業では発問

しても、分からないと簡単にあきらめたり、なぜその解答になったのかと生徒に説明させても、単

語で答えようとする生徒が多く、何がどうなったのかを論理的な文章で相手に分かるように説明で

きていない。ドイツで学んだ生徒の活動や表現力を重視した授業を参考にして、グループ学習や生

徒による説明、ＩＣＴ教材を用いて、生徒の思考力、理解力向上を重視した授業を行う。 

 

（２）実践 

①本時のねらい 

公式の証明をグループで証明し、２通りの解き方を理解することによって論理的思考力が向上し、

言語活動によって表現する力を育成する。 
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【知識・理解・思考】 
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（３）授業の考察 
私は中学校及び高等学校の生徒の数学力は年々低下していると感じており、思考力、表現力に課題

があると考える。授業においても問題文を読み込めば手がかりを得られるような問題もよく考えず

簡単にあきらめたり、生徒に説明させても解法の筋道を論理的に説明することができない場面も多

い。生徒からどの公式に当てはめればよいのかという質問を受けることもあるが、用いる公式を学

んでも、なぜその公式を用いるのかを論理的に考えるには至っていない生徒が多い。今回の授業で

は前時までの復習の確認ではなぜそうなるのか全て生徒に説明させた。公式の証明は教員が説明し

て、生徒が受け身になる場合が多いので、グループ学習を通して生徒同士で話し合いながら、苦手

意識を持たずに楽しんで取り組み生徒の姿が多く見られた。また、理解した生徒が説明することで

表現力、論理的思考力の向上につながると感じた。最後の練習問題の正答率が高く、多くの生徒が

理解をしていた。今後も思考力・表現力の向上を目指した授業を実践していきたいと考えている。 
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36



第 403回教職員等中央研修（第１回中堅教員研修）報告

研修成果の活用について

福岡県立戸畑高等学校 教諭 波多野郁子

はじめに

この研修を受講させていただくにあたり、福岡県全体の方向性、本校の現状と展望、そして自分

の使命について考えた。本県は、経済のグローバル化や少子高齢化の進展、人口減少社会の到来な

ど、大きな変化を迎えるこれからの時代において、若者が社会の一員としての役割と責任を果たし、

自分らしい生き方を実現するために必要な力や、その力をどのように育成していくのかについての

基本的な方向を示した「ふくおか未来人財（国際的な視野を持って、地域で活躍をする若者）育成

ビジョン」を県の教育大綱として位置づけている。また、学校教育の目標として、(1)社会的自立
の基盤となる、学力、体力、豊かな心を培うこと、(2)社会の変化に対応し、社会を支え、その発
展に寄与する力を育てることと定め、共有する指導方法として「鍛えて、ほめて、子どもの可能性

を伸ばす！」（鍛ほめ福岡メソッド）を広く展開している。

その中で「文武両道」「質実剛健」を校是とする本校は、開校以来 80 年間、地域に信頼される学
校を目標とし、「ワンランク上の学校づくり」を実現するべく現在に至っている。特に、平成 22 年
度からは ICTの活用を全面的に進め、今年度はアクティブ・ラーニングと連動して進めているが、
それぞれ独善的な感があるようにも見受けられる。本校がさらに発展していくためには、各自のよ

さを活かしながらも、新しい教育について学び合う必要があるのではないだろうか。今回、研修で

学んだことを還元し、少しでも学校や地域に貢献するためにはどうすればよいかを、次の３点の方

向で具体策をあげながらまとめた。

１ 県教育委員会主催の「中央研修報告会」において研修成果を報告する。

①中央研修報告会の実施

期 日 平成 28年 10月 3日（月）15:00～ 17:00
場 所 県庁

②研修報告書の作成と配布・公表

10 月 3 日の県の報告会に向け、研修報告書の作成を計画的に進めた。校内においては、
7月に校内報告会を実施し、年度末には研究紀要に報告書を掲載した。

２ ミドルリーダーとしてのスキルアップを図る。

①積極的生徒指導の在り方

これまでの問題解決的なアプローチではなく、今必要なのは予防的・開発的アプローチで

ある。普段「～してはいけない」という視点で考えてしまいがちだが、「～しよう」とする

ことで生徒との関係が変わってくる。まずは率先して、この考え方を広めるように努めたい。
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②道徳教育のねらいと効果的な指導方法

各教科・科目や総合的な学習の時間、特別活動において、道徳教育の内容を含む適切な指

導が行われているか振り返り、計画的かつ継続的に取り組むようにしたいと考えている。取

り組みに関する工夫として定期的な自己チェック等を実施したい。

③リスクマネジメントの基礎知識と危険の未然防止策

災害が予想外に起きる昨今、校内の防災訓練の方法も従来とは異なり、地震対応に関する

内容も加わった。いつ何があっても迅速かつ冷静に行動するためには、定期的な点検が必要

であり、その視点を全職員が共有しておくことも大切である。理論を学び演習を行うことで、

少しずつ何をどうすればよいかが見えてくる。さらに、できるだけ臨場感のある演習を行う

ことで、行動を可視化して考えることで何をすべきかが明確になり、実際の非常時に役立つ

と考える。リスクを未然に防ぐためには、事前の対応を考える組織を作っておくようにした

い。

④国際理解教育及び特別支援教育のねらい

現在の日本の混迷する時代状況、未来への不安について、グローバリズムという観点で

考える必要がある。国際理解教育を一つの学問領域と考えるのではなく、世界とリアルに

繋がっている、次の時代を作り出すための「持続可能な開発のための教育」（ESD）という
見方で日々の授業実践や教材研究を考えなければならない。具体的には、他者と関わり「深

い学び」を通して対話力を磨いていくことも大切なことの一つである。生徒にとって何が最

も必要かを考え実践していく手法は、特別支援教育においても同様であると考える。

３ 学校運営等の基礎・基本を身に付け、教育活動の活性化につなげる。

①教育改革の動向と教育法規

今まで当たり前のように受けとめていた教育再生について、「なぜ必要か」ということを

改めて意識して考えてみると、50 年後の日本を想像した、教育提言の一つ一つが必然的な
ものとして意味をなしていることがわかった。社会の中での営みとして教育を考え、広い視

野をもって考えなければならない。また、教育法規については教育的発想と法的発想に分け

て考えることを学んだので、これをふまえ、わかりやすい事例を伝えて考えるようにしたい。

例えば、保護者とのトラブルにおいても、この発想を用いると解決に向かいやすい。事実

調査・情報とともに、組織で動くことの必要性について周知し円滑に教育活動を進めていけ

るようにしたい。

②教育活動を充実させるための学校組織マネジメント

大きく変化する世界の中で、私たち教師が考え方を柔軟に変えていかなければならない部

分が多くある。「生徒にどのような力をつけたいか」を常に念頭に置くことを忘れないよう

にする発想もその一つである。多忙感や生徒との価値観の相違を嘆いてあきらめるのではな

く、工夫次第でどのようにでも生徒を伸ばすことができると考える。それを実現するために
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は教師の意識改革と学校組織をマネジメントすることが不可欠であると考える。

定期的に授業改善のワークショップや授業参観週間を設け実施することで、必然的に授業

力が向上し、生徒が意欲的に学習するようになり学校の評価にもつながる手法も、マネジメ

ントの効果である。年間を通して、教科間のつながりを意識した指導計画をつくり、全職員

で共有して教育活動を充実させたい。

具体的には、演習形式で学んだ「ＳＷＯＴ分析」を用いて、校内研修を実施したい。日常

的に学校教育目標を意識して教育活動に取り組んでいるかというと、なかなか難しいのが現

状である。この方法では、マトリックスに内部・外部環境分析として学校の強みと弱みをま

とめ、潜在的な力を見つけていくものである。個々の力では変わりにくいことも数名ずつの

意見を取りまとめることで、学校の特色を新しく創る姿勢で行うと組織の活性化にもつなが

る。最終的には、学校評価を高めることにもなる。学校の環境や条件を勘案し、自校に合っ

た組織を創っていきたいと考える。以下の表は、研修を行う際の一例である。

〔校内研修会（案）〕２日間 教職員対象

説 明 ＳＷＯＴ分析・クロス分析の説明 個 人 15 分 ＊１日目は説明のみ。

演習１ 内外環境分析（ＳＷＯＴ分析の活用） グループ （60 分） 課題は事前に考え

てくる。

２ 分析結果についての意見交換 個 人 40 分 ＊２日目は課題を基

３ クロス分析 個 人 60 分 に、３～４人のグ

４ 重点課題の明確化→実行策の検討 個 人 ループで話し合う。

５ 実行策検討結果の意見交換 グループ （休憩 10 分）

発 表 実行策の発表 全 体 15 分
まとめ ＳＷＯＴ分析のまとめ 全 体

③自己実現を図るキャリア教育

キャリア教育というと、進路指導の部分を考えてしまいがちであるが、講義を受け社会と

の関係性の中で自分の役割を見出し実現させることとわかった。社会人講演会や職場体験の

意義を考え、より効果的な時期・場所で実施するよう工夫する。進路部と連携し、地域社会

で活躍する卒業生に協力を依頼、年２回できるだけ幅広い年齢との関わる機会を設け、利他

の精神や自己肯定感をもって生きる人を育てることを目標として実施していきたい。

④特別支援教育及び国際理解教育推進のための体制づくり

支援の必要な生徒はもちろん、すべての生徒を対象として活用できる手法が多くあり、見

方や考え方を広げて取り組むべきであると学んだ。さらに、教師がチームとして関わり、組

織的なものにしていくことの必要性を改めて感じている。まずは生徒一人一人との日常的な

関わりを見直し、生徒の成長を第一に置いた実践を目指すための体制づくりを行いたい。

⑤学校、地域、家庭と連携した生徒指導

映画『みんなの学校』を鑑賞することで、どのように生徒と向き合い連携していけばよい

かがよくわかり、特別支援教育のあり方についても多くを学ぶことができたように思う。校
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内の研修会で、この映画を鑑賞し、生徒指導の根本的な考え方を問い直し学び合う機会を設

けたい。まずは、日ごろの自分自身の実践を振り返り、気づいた点について意見交換をする。

話しやすいよう年齢の近いグループを作り、活発に意見を出せる環境を整えた後、全体的に

意見を出し合える場の設定をする。地域や家庭との連携も、教職員同士の連携があればより

強固なものになると考えるので、一人の生徒に全員で関わるというスタンスを取り入れてい

けるよう工夫したい。

終わりに

この度の研修を受講させていただいたことで、これまでとは違う視点で教育について考え始め

た。例えば日常的にも、福岡県が推進している施策等を意識して過ごすようになった。その柱は

以下の通りである。(1)学力の向上、(2)体力の向上、(3)豊かな心の育成、(4)いじめや不登校等へ
の対応、(5)特別支援教育の推進、(6)キャリア教育・職業教育の推進、(7)グローバル化等に対応
した教育の推進、(8)ICT を活用した教育活動の推進、(9)学校・家庭・地域の連携強化、(10)多様
な教育ニーズへの対応と特別支援、(11)教員の指導力・学校の組織力の向上、以上 11 項目及びそ
れぞれの施策として 30項目がある。
研修期間中、著名な講師の方々の高度な講義や演習、また、全国から集まった先生方との交流

の中で、自分自身を見つめ直すと共に、学校の適切な運営、特色ある教育活動の推進のための専

門的な知識等を習得するために、頭をフル回転させて過ごした。

中でも印象に残っているのは、研修第５日目の講演、島根県にある隠岐島前高等学校の学校組織
どうぜん

マネジメントである。島の生活では不可能と思われることをすべて可能としていく過程が、かなり

衝撃的で、これからの学校を考えるヒントを多く見つけられたように思った。すべてが、「危機を

好機に、盲点を拠点に」という発想の転換から始まっており、誰かが変えてくれると待つのではな

く、自分たちがどう変えていくか、皆で考え組織として実現していく仕組みづくりが出来上がって

いるところがすばらしく感動を覚えた。このような事例報告や理論的な事柄を通して、「発想の転

換」と「行動力」は、自分に課していきたいことの一つとして心に刻まれている。これからは地

域の中核として教育に取り組み、どのように貢献していくべきかを常に考えて過ごしたい。

さらに今後は、学んだことを限られた時間の中でどう活かすかが重要となってくる。学習したこ

とをアウトプットし、校内のみならず福岡県の役に立てるよう積極的に取り組んでいくことを使命

として努力したいと思う。特に、「学校組織マネジメント」と「アクティブ・ラーニングの推進」

について、この研修で得た成果をもとに、さらに学習を深め、先生方と協働してよりよいものを創

り上げていきたいと考えている。教育活動の中で、常に生徒にとって何が重要かを考え、創意工夫

を重ねて実践することができる教師であり続けるよう精進していきたいと思う。

最後になりましたが、このように貴重な研修の機会を与えてくださった県教育委員会の皆様、

校長先生をはじめ職員の皆様、教員研修センターの皆様に心から感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。
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平成28年度長期派遣研修産業・理科教育教員派遣研修報告 
教諭 田吹由美 

 
 
１ 研修場所及び所在地 
       九州大学大学院理学研究院生物学部門動物生理学研究室 
       福岡市西区元岡744  Tel（０９２）８０２－４２６１ 
                           FAX（０９２）８０２－４３３０ 

 
２ 研究主題及び副題 
  主題  行動を制御する神経回路の分子生物学的研究 

   副題１ 食行動が睡眠とサーカディアンリズムに及ぼす神経機構の解明 
   副題２ 高大接続を意識したアクティブラーニングへの応用 
 
３ 研究内容の概要 
副題１食行動が睡眠とサーカディアンリズムに及ぼす神経機構の解明 
副題１−１：ショウジョウバエにおけるアミノ酸摂食行動と概日リズムの関連性 

 動物は体内の恒常性や行動、生殖等を維持するため、必要なときに適切な栄養素を摂取しなけれ

ばならない。近年の研究から、キイロショウジョウバエでは、重要な栄養素の一つであるアミノ酸

の欠乏により、アミノ酸に対する嗜好性が高まることが明らかとなっている。 

 一方で、生物は、生理・代謝・行動に概日リズムといわれる、ほぼ24時間を周期とする活動を示

す。本研究ではショウジョウバエを用い、アミノ酸摂食行動と概日リズムにどのような関連性があ

るのか調べた。 

 

副題１−２：ショウジョウバエの時計遺伝子の発現機構 

 概日リズムを制御する遺伝子は時計遺伝子とよばれ、様々な組織中の時計細胞とよばれる細胞で

発現し、他の因子と協働して細胞や組織の働きの調節をおこなっていると考えられている。その協

働がどのような機構で行なわれるのかを解明するために、ショウジョウバエと同じ時計遺伝子をも

つミバエや、時計遺伝子に関しての変異体（時計遺伝子が働かなくなったもの）を用いて、その交

雑個体の行動周期を測定した。 

 

副題１−３：ショウジョウバエを用いたALS（筋委縮性側索硬化症）遺伝子の発現機構 

 筋萎縮性側索硬化症（ALS）は、運動ニューロンが侵される神経疾患であり、国の指定難病であ

る。この疾患に関する遺伝子はショウジョウバエにも存在し、その遺伝子に異常があれば、ヒトと

同じように体の動きに異常が見られる個体となる。ALSの原因には、遺伝子の異常やニューロンの

細胞死など、いくつかの仮説が考えられているが、本研究では、「RNA調節機構の異常仮説」に注

目し、ALSの症状が、単独の遺伝子異常で引き起こされているのか、他の遺伝子に影響を与えて引

き起こされているのか、遺伝子レベルでの解明を行った。 

 

 

41



 
 

副題２−１：高大連携・大学からのアプローチ 

 研修期間中に、生物学科の先生と月に1回程度ディスカッションする機会を持たせていただき、

生物学科の教員向けのFD(ファカルティ・ディベロプメント「大学教員の教育能力を高めるための

実践的方法」)を担当させていただくこととなった。内容は、近年の生徒を取り巻く教育、進路、

家庭状況の変化の紹介である。生徒の現状を知っていただくことで、大学教育へのスムーズな移行

に活かしていただきたいと考えた。 

 また、高校と大学の継続的な連携によって、高校生のキャリア形成にどのような影響が見られる

のか、研究を行なう計画を立てている。 

 

副題２−２：高大接続を意識した教材開発 

 動物の行動の中には、複数の刺激を関連させる「連合記憶」があり、その一例が学習である。開

発した教材では、ショウジョウバエを用いて匂いと味の学習について調べることで、動物の行動に

ついて理解を深めることだけではなく、未知の事象に対する探究心が持てる授業パターンを紹介し

たい。 

 

４ 研究の成果と課題 
副題１−１：ショウジョウバエにおけるアミノ酸摂食行動と概日リズムの関連性 

 野生型（CS）のショウジョウバエを、異なる明暗周期のもとで一定の時間アミノ酸欠乏の状態で

飼育し、その後アミノ酸とグルコースを与えたとき、どちらを好んで摂食するのか実験を行った。

結果は、明暗条件が12時間明期12時間暗期条件、恒明条件、恒暗条件下でのいずれの条件下でも、

アミノ酸およびグルコースのどちら

を好んで摂食するのか、周期性は見

られなかった（図１）。つまり、

「アミノ酸を選択して摂食する時

間」が見られなかったので、アミノ

酸を摂食する時間は、概日リズム

（時計遺伝子）によって制御されて

いないことが示唆された。一方で、

明期と暗期12時間周期における、ア

ミノ酸とグルコースの摂食量をそれ

ぞれ調べた結果、メスは暗期により

多くのアミノ酸を摂食していること

が明らかになった。そこで、明期と 

暗期でのアミノ酸の摂食量の違いに 

概日リズム、時計遺伝子が関与して 

いるのか調べるために、時計遺伝子 

の突然変異体を用いて明期と暗期の 

アミノ酸の摂食量を調べた。その結 

果、突然変異体のハエではアミノ酸 
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    図１ アミノ酸とグルコースの二者択一実験 

  LDは12時間明期、12時間暗期の周期中で摂食、DD：恒 

 暗条件下で摂食、LL：恒明条件下で摂食。グラフの横軸ZT 

 は、12時間明期、12時間暗期の周期に同調、CTはショウジ 

 ョウバエ本来の概日リズムに同調させたショウジョウバエで 

 の実験。0-2、6-8、12-14、18-20は。ZT、CTのそれぞれの 

 周期の何時間目に背色実験を行ったのか、を示している。 
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の摂食量に明期と暗期で差がなかったため、メスのハエにおけるアミノ酸摂食量の変化には時計遺

伝子が関わっていることが示唆された。メスは産卵のためにアミノ酸を必要とし、アミノ酸を欠乏

させると産卵しなくなることが知られている。このことから、野生型と時計遺伝子の突然変異体の

ハエで活動周期、産卵行動を調べた。活動周期は、野生型だけでなく突然変異体のハエでも明期と

暗期で差があることがわかった。一方、野生型のメス１匹あたりの産卵数には明期と暗期で差があ

るが、突然変異体のメス１匹あたりの産卵数には明期と暗期で差がなかった。これらの結果から、

メスのハエのアミノ酸摂食量の変化と産卵行動の変化には概日リズムにより調節され、相互に関わ

りがあることが示唆された。なお、この研究は共著で論文投稿されている（Mated drosophila 

melanogaster females consume more amino acids during 

The dark phase）。 

 掲載冊子：PLOS（Public Library of Science）,USA 

   http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0172886 

 

副題１−２：ショウジョウバエの時計遺伝子の発現機構 

 概日リズムを支配している時計遺伝子は複数知られている。その時計遺伝子の一つであるper遺

伝子（period,通称per）に異常がある変異体に、ショウジョウバエの近縁種であるミバエの時計

遺伝子（同じくper）を導入した。導入した個体が、失われていた概日リズムを回復すれば、時計

遺伝子の異常は時計遺伝子と協働する因子に影響しないということが証明され、回復しない場合は

時計遺伝子の異常は協働する因子にも大きな影響を及ぼしている可能性がある。 

ショウジョウバエとミバエの時計遺伝子（per）は、塩基配列は異なるが、アミノ酸配列は同じ

ものである。導入された遺伝子から翻訳されるタンパク質が、概日リズム形成のどの段階（一つの

生命現象が現れるには、連続する何段階かの調節が必要）で関わっているのか、実験の設定温度を

変化させることによってタンパク質（この場合酵素）の働きを変化させ、リズムの測定をおこなっ

た。今回の測定結果からは、時計遺伝子の変異個体や時計遺伝子を導入した個体に、行動周期のは

っきりとした違いが見られず、per遺伝子がリズム発現のどの段階を調節しているのか示唆するこ

とはできなかった。しかし、実験の方向性は確立することができたので、用いる個体の個体差をど

う考えるか、別の変異体を用いるなどの工夫をすることで、明らかにできると考える。 

交雑 

パターン 
実験温度 周期（時間） 平均値 

標準誤差 
全個体数 計測個体 

（％） 
活動量 
  －有意差 

平均値 
標準誤差 

BL5905♀ 
× 

BL5905♂ 

18℃ 23.82 0.04 42 100.00 95.56 5.88 
25℃ 27.17 0.22 28 96.43 63.76 6.53 
28℃ 24.68 0.14 27 70.37 39.47 7.67 

per0♀ × 
mfper-1♂ 

18℃ 25.53 0.31 23 86.96 37.45 5.46 
25℃ 24.00 0.13 16 62.50 37.03 11.26 

図2 ショウジョウバエの概日リズム測定の統計処理（抜粋） 

ショウジョウバエを特殊なチューブの中に一匹ずつ入れ、2週間行動のリズムを、装置を用いて測定する。測定開始3日間は12時間

の明暗周期、次の10日間は恒暗条件で測定を行う。時計遺伝子の働きを解析するので、この10日間に現れる活動と休息の記録が重

要になる。測定に用いるハエは、野生型と時計遺伝子の変異種、それらの交雑種などである。 
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副題１−３：ショウジョウバエを用いたALS（筋委縮性側索硬化症）遺伝子の発現機構 

 ALSの原因遺伝子からつくられるタンパク質（RNA結合タンパク質）は、特定のRNAに結合し、

転写の異常を引き起こしていると考えられている。そのRNA結合タンパク質が、どの遺伝子から転

写されたRNAに結合しているのか、それとも、何等かの物質に結合することで、働きを示している

のかを特定するために、RNA結合タンパク質のDNAのみ働きを失わせた個体（転写開始領域を欠如

した変異体、（図３#11））、そのDNAの上流のDNAの働きまで失わせた個体(図３#12)、それらの

異常のない個体（図３CS,BL,#15）、変異個体に正常なDNAを導入して、DNAの働きを回復させた

個体などを用いた。多くの変異体種を用いる理由は、個体の形質の発現は複数の段階にわたる機構

が存在するからである。 

 この実験においては、遺伝的性質が異なる13種類のショウジョウバエを用い、その生存日数を

測定し、生存曲線を作成することで、変異とALSの発症、さらには寿命の解析を行った（13種類

中、９種類の解析終了）。明らかになったことは、RNA結合タンパク質のDNAのみ働きを失わせた

個体とそのDNAの上流にあるDNAの働き 

まで失わせた個体、それらの変異を併せ 

持つ個体は、羽化初期の死亡率が高く、 

寿命も短い。 

それらの異常のない個体は低く、寿命も    #11 

長いという逆の性質を示すということで   #11#12 

ある。変異個体に正常なDNAを導入して、   #15#11 

DNAの働きを回復させた個体4系統の測      

定は継続中である。それぞれ導入したDNA 

の位置が異なるため、これらの個体の測定

結果を解析すれば、ALS発症に至る過程の

どの部分にRNA結合タンパク質が関わって

いるか特定に近づくものと考える。残りの

データー収集を高校において実施できない

か、この研究の指導教員と計画中である。なお。本実験は共同研究であるため、解剖的側面や行

動、活動周期に関する研究も行われた。  

 

副題２：高大連携と高大接続 

副題２−１：高大連携・大学からのアプローチ 

 「高大連携・大学からのアプローチ～理学部って何をしているの？に答えるために～」というテ

ーマで理学部生物学科のFD（ファカルティ ディペロプメント）の１時間を担当した。FDとは、「教

員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称」で、大学設置基準において義務化さ

れている、いわゆる「研修会」である。内容は主に「生徒の進路選択の変化〜この15年間で大きく変

化したこと」「進路指導と理学部生物学科〜生徒側より〜」「進路指導と理学部生物学科〜教員側よ

り〜」の３つを中心に、質疑応答も含めて約60分間で行った。詳しい内容は省略する。 

FDを終えて、数人の先生方の意見や感想を伺ったが、共通するのは学生の「学力と意識」につい

てであった。具体的には、入学する学生の中に大学の講義についていけない者が増えているという

ことと、大学で学ぶことについて意識が低いということであった。このような意見をいただいてす

図3 野生型およびALS遺伝子変異型個体の生存曲線 

図中#11、#12がALS遺伝子の変異型である。CS、BL 

は野生種である。変異型遺伝子を持つ個体の死亡率（縦軸）は羽

化からの日数が早い若い個体において高いことがわかる。 

44



 
 

ぐは、受け入れる側の大学に高校の指導を踏まえた要望ばかりを伝えていたが、送り出す側の高校

教育にも一因があると反省した。まさに「キャリア教育」の在り方であると考える。大学進学に限

って言うと、偏差値や点数、興味関心だけで受験校を決定するのではなく、大学のアドミッション

ポリシーやディプロマポリシーまで踏み込んだ受験校決定が必要ではないか。そこまで読み込み、

生徒の興味関心とすり合わせをして進路指導を行っていただろうか、と反省した。 

また、学生の講義評価アンケートの結果（集計データーを見せていただいた）からも、大学側が

求めている学生の態度と実際の学生の態度に開きが見られる。特に、アクティブラーニングの導入

によって「話す力」は向上したのかもしれないが「聞く力」が不足していると考える。「アクティブ」

の意味を取り違えてはいないか。聞く力は話す力の基礎である。来年度は、このことを踏まえ、九

州大学基幹教育院の助教の先生と、試験的にではあるが、高大連携授業に取り組みたいと計画して

いる。初年度はどこまで取り組めるかわからないが、内容としては次の2点を検討中である。 

 
・高校の授業における大学教員とのティームティーチング 

・大学での継続的研究の一部高校実施と論文投稿 

 

従来の出張講義や大学見学といった単発的なものだけでなく、継続的な連携によって高校側、大学

側の相互理解を深め、生徒がキャリア形成をサポートし、どう変容していくのか研究していきたい。

研究協力（予定）：九州大学基幹教育院 助教 伊藤太一 

 
副題２−２：高大接続を意識した教材開発 

 一年間を通して扱ったショウジョウバエを用い、高校で実施することができる実験を開発した。授業 
者の予備実験は当然必要であるが、生徒実験から課題研究、部活動での研究活動に応用できるものであ 
る。詳細な内容と方法などは別紙に実験テキストとして添付している。 
 実験の中心はショウジョウバエの学習であり、匂い刺激と味覚の連合学習である。糖という、ハエに 
とっての「報酬」を与えられた匂いで覚えることができるかということである。生徒にとっては、ハエ 
に学習能力があるという点がまず驚きである。また、異なる刺激が結び付くということで、そのメカニ 
ズムについて考えることができる。他にも、実験操作を通じて実験器具の操作や試薬の調整など、テク 
ニカルな面の指導もできる。もちろん、レポートの作成についても、授業でよく用いる実験書レベルか 
ら本格的なレポートまで、どのような取り組みをさせるのか、指導に役立てることができる。 

 
問題点を挙げるとすれば、 
・基本の実験が50分授業では窮屈であるので、2時間連続の時間が必要である 
・2時間連続の授業が不可能であれば、50分で終わる準備をしておかなければならない 
・マイクロピペットやボルテックスなどの機器、薬品など購入が必要である 

 
などである。しかし、本音を言うと、理科の単位数が、実験を行えるだけ確保されているかということ 
である。本校は、2年次理系生物の単位数は2単位である。新課程に移行し、「生物は青天井」と言われ

るほど高度で盛りだくさんになった内容を2単位でどこまで進められるのか。なかなか実験実習を行な 
えないのが現状である。教員に「やる気」と「工夫」の能力があっても、時間と勝勝負の新課程であ

る。 
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５ 研修を終了しての感想 
（１）長期研修を受けるにあたって 
 一年間の長期の研修を受ける決断の大きなきっかけは、教育課程の改編で、高校理科、特に生物 
の内容がこれまでになく大きく変わったことだ。自然免疫など新しい分野が付け加えられ、既存の 
分野も内容がさらに深く、最新の研究で用いられるような内容が教科書本文に掲載されている。こ 
れまで通りどうにか独学で克服することができるであろうか。そういう思いを持っていた。幸いな 
ことに、前任校でSSHを担当していたこともあり、大学との連携をとおして研究の分野には触れ 
る機会は多かったが、それでも今回の改定は私自身に大きな不安を与えた。このような状況でいた 
だいた機会である。研修先に大学を選ぶことで、少しでも最新の研究に触れ、自分を高めたいとい 
う目標を持った。 
 もう一つのきっかけは、ここ数年の自分の進路指導が単調になっていないだろうかという疑問で 
ある。もちろん生徒との面談、保護者との共通理解をもって進路指導には当たっている。私が疑問 
に思っていたのは、希望を胸に進学した生徒が、果たして大学のアドミッションポリシーやディプ 
ロマポリシーにそぐった人物として受け入れられているであろうか、ということである。つまり 
「生徒」から「学生」となるレディネスを持たせることができているか。私自身だけでなく大学教 
員、学生担当の事務職の方、学生本人たちの話を聞くことによって、高校段階でどのようなキャリ 
アデザインが必要かこの目で見て考えたかった。卒業させてそれで終わりの進路指導をしたくない 
という思いはずっと持っていた。 
 
（２）研修活動を通して 
 一点目の教科の問題点については、やはり、研究により多くの知識や理論が発見され、内容に追 
いつくのが大変であった。それだけでなく実験器具、薬品、テクニカルな面もトレーニングが必要 
であった。しかし、教科書の内容の一端ではあったが、このような研究が行われているから、高校 
段階でここまで教えなければならないことが身をもって理解できた。最新の研究だけではなく、学 
生担当のゼミにも参加させていただき、世界の生化学の研究に触れることができた。これらを糧に 
より深みのある授業を展開したい。 
 一方で大学教員からは「○○は教えなくなったの？」「学生が××を知らなかった」という声を 
聞いた。いずれも新課程移行時に教科書の本文から外れた部分である。特に、遺伝の分野では、学 
生は、遺伝子はよく知っているが遺伝のしくみ、染色体レベルでの動きがわからないといった意見 
が多かった。明らかに教科書では薄くなった内容である。このことについては、教科書が今までよ 
り大きく変わったことをお話しさせていただき、「教科書内容検討会」を開くきっかけにつながっ 
た（検討結果も見せていただいた）。これも一つの高大連携か、と、感じることができた。私が勉 
強させていただくだけでなく、大学側にもお役に立つことができ、ささやかであるが、恩返しと考 
えている。 
 二点目の生徒の進路指導については、副題２−１に挙げさせていただいているように学生の生活 
面や単位習得などのサポートをされている先生と、数回にわたって懇談させていただく機会があっ 
た。 
そこでは、学生の学力の低下、学習意欲の低下と人間関係の構築について、大学側から問題提起さ 
れた。大きくは次の二点である。 
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・高校生は大学受験をするにあたって、興味関心を高め、学部学科の内容をきちん 
 と理解した上で受験しているのか。 
・近頃の高校生はどのように人間関係のバランスをとっているのか。 

 
この懇談での問題提起を踏まえて、8月にはFDを担当させていただいたことになる。 
ここ数年、大学での学習レベルについていけず退学する学生や、講義や研究内容に興味が持てず 

研究活動に身が入らない学生が増えたそうだ。大学側はサポート体制をとっているが、「高校段階

で、志望大学や学部学科を適切に決定しているのか」ということを複数の先生から繰り返し強く聞

かれた。また、生物学科事務の方からも、最近の高校生の学力や学習意欲、人間関係の取り方など

同じような質問をいただいた。大学が今まで経験したことのない学生の変容を感じていることを実

感した。 
以上のことから、改めて高校におけるキャリア教育の方向性をきちんと見直さなければならない 

と考えた。興味関心にとどまらず、そこに至る経緯、これからの展望など、「生き方の方向性」

を、生徒の発達段階に合わせて「選択できる能力」を身につけさせる進路学習が「キャリア教育」

だと考える。「青雲の志」を持ってもらいたい。 
 また、教員との懇談だけではなく、4年生、博士課程前期後期の学生たちと研究を行なうことも 
でき、「就活」の様子もリアルタイムで知ることができたことも大変勉強になった。さらに、前任 
校と勤務校の、生物学科に進学した卒業生が訪ねてきてくれ、学生側の意識にも、より踏み込んだ 
話をすることができた。これらの実体験を踏まえ、勤務校の生徒にそったキャリア教育が、1年生 
から3年生まで段階的、連続的に行うシステムを高大連携を含めて構築したい。 
 
（３）おわりに 
 研修が始まったころは、現場を離れることと、レベルの高い研究等々に1年間ついていけるで

あろうかという不安が大きかった。また、学生実験の邪魔をしてはいけないという遠慮もしてしま

い、この点は反省しなければならない。ただ、毎日触れる事象やゼミで紹介される最新の生命科

学、先生方との一歩踏み込んだ教育の話など、高校にいては知ることのできなかったものを得たこ

とは私にとって財産である。また、卒業生の成長した姿を見ることができたことは教師にとって喜

びとこれまでの指導への自信につながった。ある学校の大学見学の橋渡しができたこと、FDやオ

ープンキャンパスの手伝いができたことなど、自分の得意な分野で大学に貢献することもできたと

思う。今後この経験をどう還元していくか、取り組み一つ一つをしっかり検証して、取り組んでい

きたい。 
 最後に、このような研修に快く送り出してくださった、県教育委員会の先生方、校長先生をはじ

め職員の方々に改めて感謝申し上げます。また、研修の申請時からご指導いただいた九州大学教授

谷村貞一先生、多くの実験を指導していただいた助教の伊藤太一先生、その他動物生理学研究室の

学生の方々、生物学科の多くの先生方や事務の方に厚く御礼申し上げます。 
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社会人講演会について 
1 年進路部  是石 尚美 

 
１ 目  的 
 
   社会で活躍されている本校卒業生の講演を通して、実際の社会に目を向けさせ、進路意識の

高揚や職業観の育成を図る。また、進路目標の実現に向けての取り組みをより明確にさせるこ
とを目的とする。 

 
２ 実施日時    

平成２８年１１月７日（月）５，６限  ※７限事後学習 
 
３ 会  場   

１年各ＨＲ教室および５１・５２・５３講義室  
 
４ 対   象      

１年生 生徒全員（２４０名） 
 
５ 日   程   

※ ５限終了時と６限開始時のチャイムは停止 

 

６ 活動日程 
（１） 希望調査について（１０月３日（月）７限） 

講座（職種）と講師の勤務先を紹介し、生徒の興味・関心や進路希望に合わせて希望調査
を実施し受講講座を決定する。 
 

（２） 事前学習について（１０月１７日（水）７限） 
担当の講師の職種や仕事内容について生徒同士で意見交換をさせ、具体的に聞きたい内容
をまとめさせる。まとめたものを講師に送付。 

 
（３） 事後学習について（１１月７日（月）７限） 

講義レポート、講演の感想やお礼状を作成。 
 

（４）講師に生徒の感想文（全員分）とお礼状を配付。 
 
 
 
 

通常授業 ８：５０～１２：４５ １～４限                 

昼 休 み １２：４５～１３：３０  

着席完了 １３：２５ 環境整備を行う。 

会場準備 １３：３０ 出席点呼および会場の最終点検を行う。 

講師移動 １３：３５～１３：４０( ５) 係生徒は、担当講師を控室から会場へ案内する。 

講  演 １３：４０～１４：４０(６０)  

※ 休憩時間は、講演の状況に応じて各担当者が指

示 

をする。 

休  憩 １４：４０～１４：５０(１０) 

質疑応答 １４：５０～１５：１０(２０) 

諸 連 絡 １５：１０～１５：２０（１０） 係生徒は、講師を控室へ案内する。会場片付け。 
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 ７ 社会人講演会 講座一覧 
番号 系統 職業 備考（勤務先等） 生徒人数 

1 文系・理系 会社役員 北九州市内企業 ３２名 

2 理系 薬剤師 北九州市内薬局 ３３名 

3 理系 一級建築士 北九州市内建築設計事務所 ３１名 

4 文系 司法書士 北九州市内司法書士事務所 ２５名 

5 理系 救急看護認定看護師 北九州市内総合病院 ２７名 

6 文系・理系 地方公務員 北九州市役所 ３３名 

7 文系・理系 銀行員 北九州市内信用金庫 ２５名 

8 文系・理系 小学校教諭 北九州市内小学校 ３４名 

 
８ 反省及び次年度への課題 
 今回の社会人講演会は生徒にとって具体的に自分の進路を考えるきっかけとなった。戸畑高校に

入学し、学校にも慣れた頃にこの講演会を聞くことで将来の仕事を具体的に考えることができるよ

うになり、高校生の今、何をするべきかというヒントを得たのではないかと思う。 
 事前アンケートを実施し、講師に送付することで生徒の聞きたい内容を絞ることができた。ただ、

講師との連絡が遅くなり、講師の方々にご迷惑をかけた。来年度は早めの取りかかりが必要。 
 生徒の希望通りの講演を全員が選択できたわけではないので、可能であれば、生徒の希望を取っ

た後に講演者をお願いすることができると生徒の意欲も高くなると思う。また、聞くことができる

講演は１つなので別の講演内容を共有できるようなシステムができるといろいろな進路について考

えることができ、よりいっそう選択の幅が広がると思う。 
 戸畑高校の生徒のために講演をして戴いた講師の先生方、ご足労戴いた戸畑高校同窓会職員の皆

様にお礼申し上げます。 
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平成 28 年度修学旅行（スキー教室）報告 
報告者：２学年主任 坂井 道孝 

 
１ 目 的 
（１） 校訓である「自主・調和」の精神を、集団生活の中で実施させる。 
（２） 自然環境の異なる地域での生活を体験し、大自然の雄大さに触れることで、見聞を

広め、豊かな心を育む。 
（３） 人と人との交流を通して、より一層の相互理解を深め、協調の精神を養う。また、

高校生活のよき思い出を作り、今後の学校生活の糧とさせる。 
 
２ 対 象 2 年生 235 名（男子 109 名 女子 126 名） 
 
３ 期 間 平成 29 年 1 月 16 日（月）～1 月 20 日（金）4 泊 5 日 
 
４ 場 所 長野県下高井郡山ノ内町北志賀竜王高原  
      宿泊場所 竜王プリンスホテル TEL 0269-33-6011 
 
５ 行程 
 
第１日目 
8：30 小倉駅集合 大雪の影響で新幹線が徐行運転したため、全行程が約 30 分遅れたが、

日程表の 30 分繰り下げで予定通りの行動がとれた。新幹線で体調不良（発熱）の生徒がで

たものの、夜には体調も回復した。荷物を前もって送っていたが 2 名の生徒がキャリーバ

ッグの鍵をもってくるのを忘れたため、次の日に業者を呼び解錠してもらった。費用もかか

るので次年度以降への申し送りをしたい。『キャリーバッグの鍵は忘れるな』 
 
第２日目 
スキー教室 1 日目 
スキー教室開校式を、ホテルの駐車場で行った。応援団による演武が披露されたあと、代表

生徒より挨拶を行った。前の晩からの大雪でかなりの積雪があり、ゲレンデの圧雪も十分で

はなかったが、生徒たちはインストラクターの指示に従い、基本をしっかり学んでいた。 
夜は、教頭先生の講話「感謝する心」の後、生徒による H 教諭への結婚お祝いサプライズ

があり、家族の大切さを学ぶよい場となった。その後、秘密裏に進めていた「家庭からの手

紙」を生徒一人ひとりに渡し、読ませ、絵葉書で返事を書かせた。保護者の愛情や激励の言

葉に多くの生徒が感動していた。『サプライズは突然やってくる』 
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第３日目 
スキー教室 2 日目 
快晴の中、スキー実習を行うことができた。少しずつスキーに慣れ、グループによってはよ

り難易度の高いコースに挑戦するものが出てきた。1 回目のナイタースキーも行われ、ゲレ

ンデがほぼ貸し切りの状態で、生徒はスキーを満喫することができた。他の学校の企画で打

ち上げ花火が上がり、冬の夜のゲレンデで見る花火は幻想的であった。また、夕食時には誕

生日の生徒のバースデイサプライズを行った。さらに、ナイタースキー後には PTA からの

パンとジュースの差し入れをいただき生徒たちは大喜びしていた。『若さそれは食欲』 
 
第４日目 
スキー教室 3 日目 
曇り空の中、最終日の実習を行った。インストラクターの指示によく従い生徒のスキー技術

も格段に上達した。夕方、スキー閉校式が行われ、参加者全員が修了証書を受け取ることが

できた。夜は最後のナイタースキーでゲレンデ状況もよく、生徒たちはインストラクターと

スキーを楽しみ、よい思い出作りをすることができた。負傷者が３名出たことに悔いが残る。 
怪我の原因が滑走中ではなく、止まっている所に、止まりきれない者がぶつかるというもの

であったので、次年度へ申し送りをしたい。『不運は突然やってくる』 
 
第５日目 
スキー教室の間は発熱が数名出たが、大きな怪我もなく、参加者全員無事に 5 日間の行程

を終えることができた。途中、お土産屋によったがレジが混雑し時間を大幅に喰ってしまい

新幹線の時間ぎりぎりで名古屋駅に到着した。バスから新幹線ホームまで小走りに急ぎ何

とか間に合うことができた。『1 年次の早朝訓練はいつか役に立つ』 
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平成 28 年度 福岡県立戸畑高等学校関西研修 

 
 
１ 目  的   

関西の難関大学を巡り、キャンパス内を見学し、現役大学生や大学院生、本校の卒業生の話を聞 

くことで、自らの進路を切り開く一助とし、「学ぶ」ことに対する高い志をもたせる。 

また、これからの社会を支える一員として自覚をさせ、ひたむきに努力する姿勢をはぐくむ。 

 

２ 実 施 日  
平成 28 年 8 月 3 日（水）～4 日（木） １泊２日 
 

３ 研修場所 
   京都大学、京都大学総合博物館、京都国立博物館、京都水族館 

大阪大学、（株）三井化学大阪工場 大阪市立科学館、大阪城 

  
４ 引率教員    

教諭 入江 一晃   教諭 羽根 稔 

 

５ 参 加 者   
2 年生 8 名（男子 2 名 女子 6 名） １年生 2 名（女子 2 名）  計 10 名 
 

６ 宿 泊 先 

      ギオン福住 
     （京都府京都市東山区新橋通大和大路東入３丁目林下町 437） 
 
７ 結 団 式 
（１）日 時  平成 28 年 7 月 22 日（金）13 時 00 分 

 （２）式次第  
          １．開式のことば 
          ２．天籟同窓会 会長あいさつ 
       ３．校長あいさつ 
          ４．代表生徒あいさつ 
          ５．閉式のことば 
 （３）出席者 
     天籟同窓会会長、天籟同窓会副会長 
     校長、教頭、進路主幹教諭、引率教諭（2 名） 

参加生徒（10 名） 
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８ 研修日程 
 時 刻 主な日程 備 考 memo 

第
１
日
目
・
８
月
３
日
（
水
） 

 

７：２０ 
 

 
７：４９ 

  
 
 
１０：１６ 
 
 

小倉駅集合（点呼・諸注意） 

※２階新幹線改札口前 
 
小倉駅発  
山陽新幹線のぞみ８号 
 
 
京都駅着 ※八条口へ移動 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
大きな荷物をホテルの

方に預ける 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０：３０ 
 
 
 
１２：００ 
 
 
１２：１０ 
 
１２：３０ 
 
 
 
１４：００ 
 
 
１５：００ 
 
 

京都駅発 
  
 
 
京都大学着 
 ※正門（大きなクスノキ） 
 
京都大学キャンパス見学 
  
附属図書館見学 
 
大学生協で昼食 
 
京都大学総合博物館見学 
 ※常設展示を見学する 
 
見学終了 
 
 

班毎に行動する 
●理系グループ（６名） 
●文系グループ（４名） 
 
 
 
 
案内係の京大生を紹介 
※班毎に挨拶等行う 

 

 

 

 

 

 

 

案内係の京大生に挨拶

（お礼） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１５：００ 
 
 
 

京都大学発 
 Ａ班：京都国立博物館 
 Ｂ班：京都水族館 
 

Ａ班、Ｂ班に分かれ移

動する 

 

 

 
 
 
 

１８：００ 
 
 
 
 
２０：００ 
 
 
 
２２：００ 
 
２３：００ 

ホテルロビー集合  
チェックイン 
 休息 
 夕飯 
 
帰着点呼 ※ホテルロビー  
 本日の研修の感想反省記入 
 明日の日程確認 
 入浴 
就寝準備 
 
就寝 

ホテルへ挨拶 

 

各自で夕食 
（ホテルは夕食なし） 
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 時 刻 主な日程 備 考 memo 

第
２
日
目
・
８
月
４
日
（
木
） 

 

６：００ 

 

 

７：００ 

 

７：４５ 

 

起床  
出発準備  ※制服着用  
 
ホテルで朝食 
 
ホテル出発 
（三井化学見学グループ） 

 
 
 
 
 
 
 

 

８：００ 

 

 

９：３０ 

 

１０：００ 

 

 

 

 

 

 

１２：３０ 

 

 

 

 

 

ホテル出発 
（大阪大学見学グループ） 
 
大阪大学吹田キャンパス着 
 
大阪大学人間科学部オープン

キャンパスに参加 
 
 
 
 
 
昼食（学生食堂） 
学内散策 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

１４：００ 

 

 

 

 

 

大阪大学発 
 
 Ａ班：大阪市立科学館 
 Ｂ班：大阪城 
 
 
 

  

１７：００ 

 

 

１８：０９ 

 

 

 

 

２０：２２ 

新大阪駅集合・点呼 
 ※３階新幹線中央口改札 
 
新大阪発 
 山陽新幹線のぞみ 45 号 
 
 
 
小倉駅着 
 ※改札内で集合・諸連絡 

 

解散 

  

9:55 工場到着 
10:00 会社・工場概要説明 
10:30 工場見学 
    ※特定プラント見学含む 

11:15 質疑応答 

11:25 昼食 

12:00 終了     

三井化学見学グループ日程表 
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生徒の「まとめ」 

 

● 関西研修では、多くのものを吸収できたり、自分の進路目標も設定することができたりした大変良い 

研修だった。 

目的地までを時間内に到着するように行動する事は、決して簡単なことでは無かったけれど、1 年生

も2年生も全員が協力してそれぞれが役割分担しあって出来た。研修前まで、面識がなかった友達や後

輩とも、研修を通して仲を深められたので嬉しかった。  

京都大学はテレビなどで見たことはあったが、現地に行くことでそこにある学風を肌で感じることが

出来たり、現役生の話を聞く事が出来たり、とモチベーションアップにつながった。 

京都国立博物館では、曼荼羅や土器などをじっくり見る時間があり、京都ならではの空気感を味わえ

た。また、観光に来ていた外国人と話すことも出来たので嬉しかった。 

大阪大学は、名前だけ聞いた事があったぐらいで、レベルも全く知らなかった。だが、そこで人間科

学という分野の学問に出会い、自分の進路目標の設定ができた。人間科学の分野は関西研修に行かなけ

れば、気づかなかったであろう自分の学びたい学問だと思う。ボランティアワークから掘り進めていく

勉強は大学にしかないものであると思ったし、体験授業を受けることで明確なやる気にもつながった。 

たくさんの今の自分をかたちづくるものが、この研修で得られたと思う。大阪大学人間科学部を目指

して勉強に励みたい。                                 （２年） 

 

● 研修に参加したことのある先輩が参加したほうがいいよと言っていたのですが、私自身も参加してよ 
かったと思います。 
京都大学は志望校ではない大学でしたが、学生や大学の雰囲気を感じることのできたいい機会になり

ました。化学工場での工場見学も理系の自分にとって大学やその先の具体的な進路目標を立てるうえで

参考になると思いました。また、様々な研修場所で普段体験することのできないことを体験できました。 
目的地への交通手段をすべて自分達で調べて行動するのは大変でした。でも、このことは入試のとき

などで必要なことなので経験できてよかったです。 
研修に参加した人は初めて話す人が多く、仲良くなるきっかけにもなりました。 
研修は進路達成へのモチベーションアップにもなりこれからもっと頑張ろうと思いました。 

関西研修を通して学んだことは近い目標や先の目標の達成に役に立つことばかりで参加してよかったで   
  す。                                         （２年） 
 

● 今回の研修で学んだことは大きく二つあります。一つ目は、英語が日本国内で重要になってきているこ 

とです。京都市内を歩いていると、いたるところで外国人を見ました。店員さんも、英語が上手でバスで

も英単語帳を持って勉強している30代の方がいたことがとても印象的で英語の必要性を感じました。 

二つ目は、今過ごしている高校生活を大事にしていくべきだということです。三井化学工場など私た

ちが見学したところの人たちは、少なからず高校で自分のやりたいことを見つけ熱心に努力していたそ

うです。よって私はこれからの高校生活を悔いのないように過ごし、素晴らしい高校生活にしたいと思

いました。                                     （２年） 
 

55



● 私はこの研修で関西に行きたいという夢が明確になりました。その夢をもたせていただいたのもこの 
研修のおかげです。もっと勉強を頑張って関西の大学に受かります。そして、私たちを引率してくださ 
った先生方、親に感謝して今後もこの研修で学んだことをもとに頑張って行きます。とてもよいものに

なってよかったです。                                （２年） 
                                    

● 関西研修を通して、大学は勉強も専門的になり大変だということは感じたが、充実した大学生活を送

っている先輩方に会って、お話を聞かせていただいたことで自分が知らなかった魅力的なものを知り大

学生活にあこがれを持つようになった今回訪問した大学は自分の進路に直接関係のない分野ではあった

が、数年後に自分もこのようになっていたいという希望を持つようになれたので、この経験を無駄にし

ないようこれからは一層志望校を目指して努力していきたいと思う。           （２年） 

 

● 私がまず京都について驚いたのは外国人の多さです。京都には中学のころ修学旅行に行きましたが、 
そのころとは比べものにならないくらい、周りは外国の人だらけでした。北九州にいれば、あまり感じ 
ることはないけれど、京都に行って日本がグローバル化していることを肌で感じました。先生が英語は 
必要なツールになるといっていることが納得できました。 
次に大学についてです。私は研修に行くまでは大学に実際に行かなくてもパンフレットなどで大体の 

ことがわかるだろうと思っていました。しかし、実際に行くと、学校や学生の雰囲気が全く異なること 
がわかりました。京都大学はオープンキャンパスではありませんでしたが、学生の日常の様子を見るこ 
とができました。大学生になったらこんな風になるんだなあというように、ふわふわしていたイメージ 
が具体的になったと思います。大学に行くことでパンフレットではわからない普段の様子や雰囲気など 
がわかり、また、自覚が生まれると思いました。 
今回の関西研修で普段では経験できないような楽しくて貴重な体験がたくさんでき、またとても勉強 

になりました。自分のこれからの進路に生かせていけたらと思います。           （２年） 
 

● 京都大学吉田キャンパスの訪問を通じて感じたのは、１００年以上の歴史を持つ学校ならではの、古

きものを大切にし、伝統を受け継ぐ精神だ。その歴史の古さから建物全てが国の重要文化財に指定され

ているものがいくつかあり、しかも、それらのほとんどが現在でも、研究等で学生や教授らに利用され

ていることは驚きだ。 
京都大学総合博物館では、大きく分けて生物ゾーンと歴史ゾーンの二つに分かれており、生物ゾーン

では主に昆虫を扱っており、ナウマンゾウの名前を生物学者のナウマンから京都大学の教授がつけたこ

とや、本物のシロアリの巣の様子を観察できる展示、歴史ゾーンでは本物の古墳や巻物、銅銭と興味深

いものが多く展示されており、大変多くのことを学ぶことができた。 
   翌日、大阪に移動し、三井化学工場を訪問した。職員の方に質問をしてみた。「今後需要のある分野」

を。意外にも、福祉や医療という分野と、「環境」の分野と言われた。一見すると企業の売り上げに無関

係に感じる分野であるが、今では多くの企業が意識している分野らしい。この事実を聞けたことは自分

にとって大きな収穫となった。あまりにも想像にもしていない意見だったからだ。 
   今回の研修を通じて、自分の人生に多大な影響を与えた有意義なものになった。この経験を、今後の

進路や、学校生活に生かしていきたい。                         （２年） 
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● 今回の研修では、自分から行くことがなかなかない場所に行くことができてよかったです。また、大 
学や進路について考える良い機会になりました。 

   一番印象的だったのは、三井化学の大阪工場の見学です。ここでは、すべての身の回りのものが化学 
で成り立っていることを再認識できました。化学の勉強をもっと頑張ろうと思いました。 

   大阪や京都で移動することがありましたが、初めてのことだらけで大変でした。京都ではバス利用者

の数の多さに驚き、大阪では複雑な路線の乗換に戸惑いました。時間に余裕があり色々と融通がきく家

族旅行などのプライベートな旅とは違い、予定を遅らすようなことがあれば他の人に迷惑をかけてしま

うので、団体行動や予定や時間を守って動くことの大切さが分かりました。 
今後も自分のためになるような機会があればぜひ積極的に参加し経験値を増やしていきたいです。 
                                         （２年） 

  

● 私は関西研修に参加して大学について様々なことを学ぶことが出来ました。例えば、京都大学では現役 
の京大生の方に学生寮を案内していただいたり、ここのキャンパスではこういうことを学んでいると教え 
ていただいたり、附属図書館の説明をしていただいたり、写真や文章などの資料だけではわからないこと 
を多く学ぶことが出来ました。大阪大学でも模擬授業を受けたり、大学の先生のお話しを聞いたり、現役 
の阪大生の普段の一日についての話しを聞いたり、大学ではどのようにたくさんのことを学んでいるかよ 
くわかりました。 
この経験はこれからの進路について考えるときにものすごく役に立つことだと思います。だから、この 

関西研修に参加させてもらったことを無駄にしないように、これから一日一日を大切に過ごしていきたい 
と思いました。                                     （１年） 

 
● 私は、自分が将来就きたい仕事や、これからの進路が全く決まっていなっかたので、今回の研修が良い

ヒントになるのではないかと思い、研修を希望しました。 
  私が一番印象に残っていることは、京都大学の学生の方々に直接お話を聞けたことです。話を聞いてい

ると英語についての話をよくして下さいました。私が進む理系でも英語は頻繁に出てきて、ついていけな

いと、とても苦労するそうです。また、英語ができることは普通で最近では英語以外の多国語も必要にな

ってくる事を知りました。私は英語が一番苦手なのでもっと日頃から勉強していかなければならないと思

いました。 
  そして、私は自分が行きたい大学や、進みたい進路がしっかり決まっていなかったのですが、今回の関 
西研修でもっと積極的に大学や進路などについて詳しく調べ目標を立てたうえで、それに向かって、時間 
を大切に勉強していこうと思いました。私が大学生になる時も、研修で見た大学生の方々の様に、自分自 
身が楽しいと思える大学や学部選びをしたいと思いました。 
 今回の貴重な経験を生かして、これからの生活を変えていきたいと思います。       （１年） 
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北九州ゆめみらいワーク参加について

教 諭 山下 望

１ 目的 大学受験年度を目前に控えた時期に、大学研究や学問研究のための合同進

学相談会に参加することで、学びたい学問や進学したい大学の検討の機会

を与え、学習意欲を高める。

２ 日程 平成２８年８月２７日（土） ９時３０分 あさの汐風公園集合

１２時３０分 会場解散

３ 会場 西日本総合展示場 新館

４ 対象 第２学年生徒

５ 当日の流れ（概要）

①生徒は９時３０分点呼完了、諸注意の後、会場内へ

②入場手続きが終了した者から、各自のスケジュールで行動

※各ブースやコンテンツに参加

※指定の時間まで、会場外には出られない

③１２時３０分、各自会場から外へ移動してそのまま解散（教員は適宜誘導）

６ 北九州ゆめみらいワークの詳細

（１）企業ブース 地元企業を中心に、７７企業が参加。

個別の質問にも対応してもらえた。

（２）大学・短期大学ブース ２６校（３０ブース）が参加。

体験や実験コーナー等も設けられていた。

（３）専門学校・職種ブース １７校

（４）みらい教室体験ブース 大学教授による授業

【例】早稲田大学大学院情報生産システム研究科

「Introduction to Robotics and Mechatronics」
（５）ゆめみらいビジネスワークショップ 若手起業家による講演会やグループワーク

（６）講演会 【例】北九州の社長列伝

（１）～（６）について、生徒は事前学習の計画にもとづき自由に参加。
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７ 事前・事後指導

（１）８月２３日（火） 冊子配布・当日の日程説明 ※学年終礼

（２）８月２４日（水） 事前学習シートの提出

（３）８月２６日（金） 受付票の記入・提出

（４）９月 ２日（金） 「夏休み進路振り返りシート」の記入・提出

８ 当日の生徒の状況

入場時は多くの学校が集中したため少し待機したが、それ以後は各ブースにスムーズに

参加できていた。大学や企業による講演会は、十分なスペースが準備されており、希望者

が自由に参加できる雰囲気が見られた。企業ブースについては地元企業が多く参加してい

たため、生徒が今まで知らなかった地元企業の魅力を理解することにつながっていた。大

学・専門学校等のブースは企業に比べると参加数が少なく、物足りなさを感じている生徒

もいるようだっった。

９ 成果と課題

様々な職業や学問分野について学ぶことができ、生徒が自身の興味・関心について理解

を深めることにつながっていた。会場が北九州市であり、参加者も適当な人数であること

から、希望するブースに自由に参加しやすく、ゆっくりと話を聞けている点もよかった。

さらに地元企業が数多く参加していたことから、今まで生徒が知らなかった企業の魅力を

知り、学問と社会とのつながりを意識できた点は大きな成果であったと考えられる。

ただし文理選択を終え、具体的な大学や学部を検討しつつある本校２学年の生徒にとっ

ては、大学等の情報が多少、少ないように感じられた。教員の感想としても、１学年での

参加の方が良いのではないか、という意見が多く見られた。参加する時期については、今

後検討の余地があると考えられる。
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平成２８年度 生徒会宿泊研修 

１ 目   的    １）１日の研修を通して普段の学校生活では気づかなかった生徒会役員の一面を知

ることで理解を深め、団結を強める。 
           ２）生徒会運営の在り方・諸問題等を議論する。 
           ３）生徒会役員で互いの生徒会活動をより良いものにする。 
 
２ 日  時  平成２８年１２月２３日（金） ９：００～１７：００ 
 
３ 場  所  本校 ２階会議室・調理室 
 
４ 日  程     
 

９：００           集合・点呼完了 
９：１０ ～         オリエンテーション 
９：２０ ～  ９：４０   自己紹介 
９：５０ ～ １１：２０   戸高祭企画について 

１１：３０ ～ １３：００   調理実習 
１３：１０ ～ １３：４０   平成２９年度前期学校行事について 

１３：５０ ～ １４：５０   あいさつ運動について 
１５：００ ～ １５：２０   反省 
１５：２０ ～ １５：３０   清掃 

 
５ 参 加 者   生徒会役員 ３１名（男子１０名 女子２１名） 
 
 
昨年度までは山口県立下関西高等学校の生徒会生徒と生徒会研修合宿を行っていたが、今年度は戸畑高

校の生徒会執行部と生徒会役員で行った。生徒会は毎年９月に発足するが、お互いをよく知らないまま学

校行事のサポートにあたることから、お互いの絆を高めるための活動も取り入れ、横だけでなく、学年を

越えた縦の関係も形成することができた。生徒はこの研修で得た考えをもとに、生徒会活動に取り組んで

いく予定である。 
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県内高等学校研究視察 
 
 

教諭 樋口 貴紀 
 

１．訪問校  福岡県立小倉高等学校 
 
２．研修内容 授業見学 
 
３．授業者  松本 英教諭 
 
４．授業内容 
   3 年 地理Ｂ（３単位） 

   ラテンアメリカの地誌 
       ・ラテンアメリカの国々（中央アメリカ・西インド諸島、南アメリカ） 
 
５．感想  

     受験指導の大変お忙しい時期に、授業を拝見したいというこちらの願いを快

く受け入れて下さった松本先生に、心より感謝しました。授業の前に、松本先

生とお話をする中で、先生の温和な雰囲気と落ち着いた口調から松本先生の真

摯は人柄が伝わってきました。12 月７日に３年生の授業見学をさせて頂いた

が、授業内容は地誌分野のラテンアメリカを取り扱っており、教科書の内容は

終了していなかった。演習（センター試験対策）は、朝課外で実施していると

いう。授業のスタイルは啓隆社の研究ノートを活用して講義を進めていた。授

業内容においては、アカデミックな印象を受けた。一つの事象の要因を、その

地域の歴史や経済から関連させていた。また、生徒への質問において｢なぜ、

そうなるのか｣と生徒自身に考えさせる質問であった。生徒の様子も、緊張感

を持って集中していながらも、授業を楽しんでいるように感じた。 
限られた授業時間の中で、地理という教科のおもしろさを伝え受験に対応で

きる力を身に付けさせるには、どのようにしたらよいかずいぶん悩まれたそう

だ。今は、地理の単元を、歴史的背景、国の位置、国際関係などを関連させる

ことによって深く印象付けているとのことだった。私も、限られた時間の中で

どのような力を身に付けさせたらよいのか。どのような授業を行ったらよいの

か試行錯誤しながら行っているのが現状だ。今回の授業見学は、私にはないス

タイルであったので大変参考になった。松本先生の授業を見学して私もアカデ

ミックな要素を充実させたいと思った。そのためにも、当たり前であるが教材

研究を積み重ねていく必要があると思った。 
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県内高等学校研究視察 
 
 

教諭 繁木 敦子 
 

１．訪問校  福岡県立八幡高等学校 
２．研修内容 授業見学 
３．授業者  上掛 靖良 教諭 
 
４．授業内容 
   3 年 古典Ｂ（4 単位） 

平成 26 年度センター試験追試漢文『陋軒詩』（呉嘉紀）の演習 
①詩文の味読 

    ②思考活動促進 
    ③受験力養成 
 
５．感想  

     受験生指導の大変お忙しい中、授業を拝見したいというこちらの願いを快く

受け入れて下さった上掛先生には、本当に心より感謝申し上げたい。 
授業等を拝見し、またお話しする中で、先生は大変気さくな方であり生徒に

対して深く優しい心で向き合う方だと確信した。近づくセンター試験に向けて

語法や句法確認重視の授業の中にも、先生の様々な思いがひしひしと伝わって

くる。たとえば、先生ご自身の 
・漢詩の作者の悲しみに寄り添う気持ち 
・漢詩に登場する、つがいの燕への思い 

などを織り交ぜながら、味わい深いお話（読解）をされていた。また、生徒が

仲間とともに朗読し、解答の吟味や根拠の確認をすることを重んじ、一人ひと

りの理解、授業 1 時間 1 時間を大切にするご指導であった。センター演習とい

えば、形式的な無味乾燥な授業に陥りがちの私だが、何か違うあたたかさを感

じた。 
 授業後の質疑応答でも、われわれ 4 名（波多野・藤島・村田・繁木）の質問

「教育とは」「日々生徒に伝えたいと思われていることは」など、一つひとつに

言葉を惜しまず答えて下さった。中でも先生がおっしゃっていた次の言葉が私

は忘れられない。 
「教師人生 30 年余り、文化祭などさまざまな学校行事を生徒とともに取り組

み、日々活動してきたことが今の私を作っている。生徒は本当にすばらしい。

生徒からいろいろなことを学ばせてもらった。本当に楽しかった。そして多く

の同僚の先生方に、今も支えていただいている。」 
11 月の小春日和、先生の生徒を心から愛する姿、穏やかな笑顔が今も心に焼き

付いている。 
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予備校夏期講座受講報告（国語） 
 
 

教諭 繁木 敦子 
 

１．会場   北九州予備校 
２．講座名  夏期講習会 難関大現代文の神域～設問形式別解法講義～ 
３．講師   長谷 先生 
 
４．講義内容 
   ①東大Ｈ26 年度入試問題、藤山 直樹『落語の国の精神分析』を、読解。 
   ②記述法・解答の根拠・要素の洗い出し法等を解説。 
   ③問題演習、阿部 潔『彷徨えるナショナリズム』読解、解答解説。 
 
５．感想  

     「先生はどのような手順で解説するのだろうか」。今回私が受講するに当た

って注目したのがこの点である。私は日々の授業において、設問を追いつつも

筆者の主張の全体像が見えることを意識している。しかし、実際は時間の制約

上、本文の上っ面をなでる程度の語句確認にしかなっていないこともある。さ

て、長谷先生は・・。 
先生は、本文ほぼ全文をきちんと読みあげて解説されていたのだ。（当然か

なりのスピードで読むことにはなるが。）さらに並行して『「～は」「～も」（＝

助詞）に“ぐるんぐるん”、「～である」に“ぐるんぐるん”』とリズミカルに

いいながら、主語をしっかり押さえさせたり、前文の言い換えとして文末断定

表現に注目させたりして内容理解につなげていった。私自身、先生の指示に合

わせて印をつけ線を引くことで集中読めた。また、時折本文の具体例として、

先生の姪っ子さんや旦那さんの楽しいお話が披露され、抽象的な筆者の主張も

ずいぶんわかりやすいものとなった。「これは、自然と長谷ワールドにはまっ

ていってるな」と思われるほどであった。 
予備校生が板書した解答の添削についても先生は大変丁寧で、芯から解答者

にわからせたい、できるようになってほしいという先生の思いが伝わってきた。

一方私は、良い点は指摘するが、悪いところは曖昧にしか伝えておらず、どこ

か逃げた添削指導なのだと思えた。各解答に、この後どんなキーワードをどこ

に補えば良いのか、そこまで一緒に考えてやるのが長谷先生であった。決して

すべてを整えてやるわけではないが、少なくとも生徒が自分の解答を見きわめ、

さらに深く考え直せるよう、私もアドバイスする必要があると思った。 
私の日々の演習時間は、解説できるのがほんの 20 分たらず、やはり時間が

ない。しかし、まだまだ工夫次第で生徒の理解が深まるはずだ。本文理解と記

述解答の流れをもっと分析して、解説に活かしていきたい。長谷先生に様々な

ヒントをいただいた一日であった。感謝申し上げたい。 
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駿台教育研究所 教育研究セミナー受講報告 
 
 

教諭 繁木 敦子 
 

１．会  場  大阪医科大学 
２，日  時  平成 29 年 2 月 5 日（日）9：50～16：30 
３．研修講座  記述説明問題の解法と評価‐指導と採点‐ 
４．講  師  松本 孝子 先生 
５．講義内容 
   ①解法（アプローチとカタチ） 

②解答例 
③採点基準の作成 
④実際の答案の採点・評価 
⑤指導のポイント 
 

６．感想  
     講義の前半では、「記述説明の基本事項」を確認した。特に、傍線部の『内容説

明』は、【ア、パーツに分けて各パーツを換言し、イ、指示語の指示内容を押さ

え、ウ、パーツに補足内容を加えること】を確認した。また、【辞書的意味を示し

つつ言い換えをしていくこと、多義的な表現を文脈に即して限定していくこと、助

詞や副詞の使用有無を意識し言い換えること、比喩表現を一般表現に直すこと】な

ども指摘された。いずれも具体例を交えつつ、簡潔に説明されていて、こちらも改

めてその手順を押さえることができた。 
また、小説の『理由説明』では、【ア、「点」で答える方法（きっかけを限定し、

人物の表情・動作・様子・目線・台詞などから心情を定め、理由を述べる）と、

イ、「線」で答える方法（先行する出来事とその際の心情を経緯として押さえ、さ

らにアのセットを持ってきて気持ちの高まりや変化を対比させて書く）】という二

つの方法を提示された。特に「Ａは～だが、Ｂは・・・だ」といった対比を用いた

説明は記述問題では必須事項なので、問いに従い使用場面を見きわめて、適切に活

用しなければならないと再認識した。 
講義後半では、実践問題にあたりながら記述の要領や解法時の注意事項を述べら

れた。なかでも、配点の高い最終問題は生徒も解答時間がなかなかとれず悩ましい

ところがある。その悩みを解消するにはどうすればよいのか。先生は「優先順位を

つける」と言うことを強調されていた。すなわち、読解の際、本文をすべて丁寧に

読むのではなく、具体例や補足説明はざっと読み流し、その前後に必ず書かれてい

る論を重点的に読むということである。これは全体論旨、部分論旨をつかむのに特

に有効である。よって、解答時にまず設問すべてに目を通し、課題文を通じて何を

答えなければならないかの把握を確実にすることが要求される。 
その他、大変参考になる講義であった。ぜひ今後の指導に役立てて行きたい。 
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冬季教育研究セミナー受講報告（世界史） 
 
 

教諭 鳥巣 奈央 
 

１．主催   駿台教育研究所 
２．会場   大正大学 7 号館（東京都豊島区西巣鴨 3－20－1） 
３．講座名  通史テーマでおさえる中国史の要点 
４．講師   天谷 進先生 
 
５．講義内容・感想 

     中国史は生徒が興味を持ちにくい分野であり、説明が難しいところもあるの

で、この講座を受講することにしました。今回の講座では、中国史を王朝（時

代）ごとではなく、３つのテーマに沿って殷から中華人民共和国までを概観す

るという、斬新なスタイルでした。以下に内容をまとめます。          
第１テーマ「中華的世界と冊封体制の史的展開」 

中華思想の世界観（陰陽五行説、東西南北に配置される「色」「季節」「象徴

的動物」）、中華的世界の形成（春秋戦国時代に形成されたといえる。「華・

夷」の世界の区分）、王朝政治と冊封のプロトタイプ（夏～春秋戦国）、皇帝政

治と冊封体制（秦～南北朝）、冊封体制の確立（隋～唐）、冊封体制の動揺（唐

後期～元）、冊封体制の再建（明～清）、冊封体制の崩壊（清末～）、近代中国

の動向（中華民国、中華人民共和国） 
  第２テーマ「ユーラシアの遊牧世界と中国王朝」 
    遊牧世界の基本的理解、匈奴ウルスと中国王朝（戦国～後漢）、五胡と中国王

朝（西晋～南北朝）、鮮卑系「拓跋国家」と突厥・ウイグル（北魏～唐）、遊牧

系諸国家と中国王朝（ウイグル、キタイ、タングート、女真）、モンゴルウルス

と中華世界（元）、ポストモンゴルと時代と中国（元～清）、近代以降の遊牧世

界 
  第３テーマ「大土地所有と王朝政治」 
    豪族・貴族の生成（殷～南北朝）、貴族の全盛から没落（隋～唐末五代）、新

興地主の成長と拡大（宋～清）、近代以降大土地所有制の解体（太平天国、中華

民国、中間人民共和国） 
天谷先生は図を交えながら分かりやすく解説してくださり、イメージしやす

く大変勉強になりました。また、略地図の書き方についても、細かいですが世

界史上重要になるところをきちんと書くなど、取り入れたいテクニックが多く

ありました。今回学んだことが授業で実践できるよう、自分なりに再構成して

いきたいと思います。 
このような研修の機会をくださり、ありがとうございました。 
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予備校講座受講報告 
                               教諭 樋口 貴紀 

(1) 講座名 

  駿台研究所 冬期教育研究セミナー 

   センター試験の過去問を活用した授業展開 ―気候・産業・都市― 

                       駿台予備校講師 高崎 弥晶 先生  

 

(2) 期日、会場 

 平成２９年２月 19 日（日） 大阪南校 

 

(3) 講義内容 

    この講座の特徴は、センター試験の過去問を活用して、生徒達にどのような手順と思考で解

答を導くのかを講師の授業例を踏まえて全受講者で考えていくという内容であった。この講

座では、問題を解答するにあたって必要な知識（系統地理分野）を如何に関連させるのかを柱

にした授業づくりを講師の指導の下、受講者全員で考えていった。受講者が自分の授業方法

（演習方法）を紹介する時間がとられていた。また、取り扱った分野は、気候・産業・都市で

ある。これは、センターで頻繁に出される分野である。 

    

(4) 感想 

 高崎先生は、演習で取り扱う問題の構成を工夫していた。第一問目は、基本的な問題だが、 

その分野において核となる考え方が必要な問題を選択していた。第二問目からは、前問題の考

え方を踏まえた上で解答が必要な問題を選択していた。問題構成にストーリーがあり、問題が

進む度に深く思考できる構成は参考にしたいと思った。また、解答までの思考方法（手順）が

統一されていたことに驚いた。私だったら、知識に頼りすぐに解答してしまうが、問題の本質

を見抜き新しい知識ではなく、前の分野で取り扱った内容を基に関連させる考え方を示して

いた。遠回りの思考になったとしても、系統地理分野を関連させながら、解答することによっ

て、問題の本質（作成者の意図）が見えてくるような気がした。板書も無駄がなかった。私は、

ハイサーグラフの見方について、毎回丁寧に解説していたので時間がかかっていたが、高崎先

生はハイサーグラフに斜線や矢印を入れるだけの簡単な作業を行うことによって短時間で分

かりやすい説明になっていた。私は資源、産業においても知識に頼ってきたが、高崎先生は国

土面積や人口から解答を導いていたので、資源、産業分野の本質を改めて考えさせられた。 

 センター試験の問題であっても教え方によって、大学の二次対策になるのだと思いました。 

最近のセンター問題は、知識に頼ってしまえば細かいことまで知らないと解答ができないと

思い込んでいた。また、知識の関連方法も難しく説明していた。今回の研修を受講したことに

よって、既存の基本的知識を活用して如何に関連させるかという方法についてのヒントを頂

いた。演習や毎回の授業構成や、地理分野の本質について改めて考えなおしていきたい。 
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平成２９年２月６日 
 
「闘う３０題“１６入試数学ベストセレクション（その２）”」   
          平成28年12月28日（水）9:30～16:30 場所 大阪医科大学 

             講 師   駿台予備校 数学講師 小 島 敏 久 
             参加者   教諭  永島 正義 

 
 『毎年の新しい入試問題の中から極めて質の高い良問を題材に採りながら、渾身の力を込めた

講義をお届けする』といったコンセプトで行われている教員向けの講義に参加をした。小島先

生に習うのは２度目であり、難関大で出題された入試問題の中から、良問であって、今後他大

学にその内容が波及していくと思われる問題についての考え方や解説を６時間に渡り聴くこと

ができた。 
  この良問とは、１，テーマ性がある。２，教育的配慮がある。３，数学的背景がある。４，

複数分野の融合がある。５，新傾向で興味深い部分を持つ。といった問題である。 
  今回の１０問（年に３回実施されており、各10問）を記す。 
 
   １，10進法表示の小数  ・・・・・・・・・・・東京大・理科 
   ２，無理数と自然数の集合   ・・・・・・・・・京都府立大 
   ３，確率の漸化式   ・・・・・・・・・・・・・慶應義塾大・理工 
   ４，三角関数と整数   ・・・・・・・・・・・・大阪大・理（挑戦枠） 
   ５，平面ベクトルの内積   ・・・・・・・・・・一橋大 
   ６，微分法の応用・不等式の証明   ・・・・・・神戸大・理系 / 文系 
   ７，不定方程式の自然数解と無限級数    ・・・東京慈恵医大・医 
   ８，回転体の体積   ・・・・・・・・・・・・・東京大・理系 
   ９，複素数平面上の円   ・・・・・・・・・・・東北大・理 / 後期 
   10, 複素数平面で定義された関数   ・・・・・・奈良県立医大 
 
  10問全てを生徒に還元することは、難易度の点から考えて不可能であるが、センター試験後   
 の特偏授業において、難関大対策の問題として利用し、単に解くだけでなく、考え方や派生し   
 て種々の類題を与えて指導している。 
 
 
 

「数える（調べる）問題」トレーニング   
          平成28年８月12日（斤）13:30～16:30 場所 北九州予備校 

             講 師   北九州予備校講師  
             参加者   教諭  永島 正義 
  
難関大受験希望の生徒と一緒に、授業を 90 分×２コマ受講した。北九州予備校作成の工夫さ

れたテキストについても勉強させていただいた。 
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予備校講座受講報告 
                               教諭 入江 一晃 

(1) 講座名 

  駿台研究所 冬期教育研究セミナー 

   ハイレベルな授業が展開できるように Part ６ ―教員のための高校数学― 

                       駿台予備校講師 清 史弘 先生  

 

(2) 期日、会場 

 平成２９年１月９日（祝） 東京都豊島区 大正大学 

 

(3) 講義内容 

    この講座の特徴は、教科書では結論が「・・・となることが知られている」と天下り的に与

えられている内容にもスポットを当て、高校生にとっては必ずしも必修の知識ではないが、指

導する立場としては知っておきたい内容を取り扱うことである。比較的多い「○○○について

は・・・・・の様に指導している」といった内容はこの講座では少なめである。したがって、

タイトルの一部になっている「ハイレベルな・・」は「難関大の指導」の意味ではなく、「教

師がしっかりしたバックボーンを持って」の意味である。 

    今回の講座で取り扱われた数学の分野は「指数対数」「統計」である。特に「統計」に関し

ては今まで「教科書に掲載されているものの入試には出題されない」分野であったが、現在の

教育課程で数学Ⅰと数学 B での取り扱いになり「センター試験の出題範囲」という分野に変

化した。（学問的に変化したという意味ではない。入試での位置づけが変化したという意味で

ある。）他の予備校の講座では全くといっていいほど取り扱われていない内容で、講師の人気

もあり評判のよい講座である。 

 

(4) 感想 

 これまで「統計」の指導に関しては、漠然とではあるが何かすっきりしない感じを持ってい

た。それは２つの原因が考えられる。 

① 旧カリキュラムでは全く指導しない内容であったこと 

② 数Ｂの教科書ではかなりの部分が「・・・となることが知られている」というまとめ

方がされていること 

①に関しては新カリキュラムでの指導も何度か回数を重ねることができ、違和感を解消で

きた。今回の講座を受講して②について考えるきっかけをいただいたことになり、大変有意義

であった。久しぶりに簡単な大学数学にも触れることもできたし、センター試験過去問の解法

についても講義があり、自分の解法・方針と照らし合わせることもできた。 

今後は今回の講座で取り扱われた問題の復習・解き直しをし、高校数学の分野では生徒への

指導方法の研究に役立てていきたい。 
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予備校講座受講報告 
                               教諭 藤島 七月 

 

１．主催   駿台教育研究所 
２．会場   大正大学 7 号館（東京都豊島区西巣鴨 3－20－1） 
３．講座名  高校数学のかんどころ① 
４．講師   雲 幸一郎 先生 
５．期日    平成２９年１２月１８日（日）  

 

６．講義内容 

    『高校数学のかんどころ』という大きなテーマの講義であった。今回の講義は、駿台予備校

の数学科を代表する雲先生の授業を見学したいという動機で受講した。雲先生は、駿台予備校

で難関大の数学講座を担当されているだけでなく、『大学への数学』の講師としてもご活躍さ

れている先生である。 

    講座の内容としては、高校数学を教える際に急所となる部分に関して生徒にどのように教

えるのがよいのか、具体的な問題の解説を通してお話を伺う形式であった。前半の３時間で、

関数の値域、軌跡、写像による図形の像などを求める際にポイントとなる『存在条件に帰着さ

せる考え方』について、後半の３時間で『複素数平面』の授業では何に重きをおいて教えるべ

きかについての講義が行なわれた。 

 

    『存在条件に帰着させる考え方』においては、さまざまな入試問題を、ｎ次方程式の解の存

在条件に帰着させて考えるという主題で、演習問題の解説がなされた。 

また、雲先生は説明の中で、「a >0 , b >0」のようなカンマ記号を用いた記述は、授業の中

では避けるようにしていると話されていた。たしかに、上のような書き方では、「a > 0 また

は b >0 」なのか「a > 0 かつ b >0 」なのか、生徒は分かりにくいことがあると思われる。

私も早速翌日の授業から、「かつ、または」と板書に残すようにしている。 

 

７．感想 

雲先生が講義の中で何度も口にされていた「数学的良心から言うと・・・」という言葉が強

く印象に残っている。代表的な問題に対して、「分かりやすくて安全に解ける解法」をそれぞ

れの問題で教えていくのではなく、根底に流れる核心部分が生徒に伝わるような講義を 1 年

間通してされていることが窺われた。難関大を目指している生徒や、数学を学問として学ぶ志

のある生徒にとっては、目の前の問題が手っ取り早く解けるようになるような解説よりも、一

見遠回りに見えて納得するまでに時間はかかるものの、数学の本質に触れる機会が得られる

ような講義を受ける必要があるということを思い出させていただいた。戸畑高校においても、

そういった側面を授業に取り入れられればと思う。また、難関大を目指す生徒の個人指導を行

なう際の指導方針として、今回の講座で得たことを胸に刻んでおきたい。 
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予備校夏期講座受講報告（英語） 
 
 

教諭 土谷 武司  
 

１．会場   北九州予備校 
２．講座名  夏期講習会 ～東大・京大・阪大英語の対策～ 宮原先生 
             ～特性をつかむ熊大英語～ 吉田先生 
３．講師    宮原先生、吉田先生 
 
４．講義内容 
   ①京大Ｈ26 年度入試問題、当日は英作文（なお、前日は下線部和訳だった。） 
    記述法・解答の進め方、今回の問題だけでなく他の問題にも対応できる方法

を解説。 
   ②熊大Ｈ26 年度入試問題、入試問題を一気に解く。 
 
５．感想  
①～東大・京大・阪大英語の対策～ 
10:35 には受講生は板書（英作）を始め、授業開始 10:45 には書き終えていた。これ

は指名したのではなく、受講生が自主的に板書したようだった。９０分間生徒は集中

を切らすことなく、素晴らしい授業態度であった。 
問題は典型的な構文 It is not until ～that・・・を用いる英作。 

「彼女が死んでみてはじめて、やはりいい人だったと気がついた。もう少し親切にし

てあげるのだった、と私は心から思った」受講生はスラスラと書いていたし、日本語

的には出来ていたが、“何かがおかしい”と気づきました。おそらく京大でなければ許

容範囲なのでしょうが。 
受講生の板書  

 It was not until she was dead that I realized that she was a good person after all. 
I regletted that I should have been kind to her from the bottom of my heart. 

regretted が、スペルミスをしていたので“それかな”と思いましたが、実は regret
は現実に「したこと」を後悔するのであって、「しなかったこと」を後悔する場合には

使えない！との解説。鋭い！ちなみに realize の部分に find や notice は使えない！こ

れらは達成した場合や実感した場合に「気づく」からです。うーん、目からウロコが

落ちるとはこのことです。さらに after all は逆説の場合に使うので今回は in fact が妥

当！冗談まじりに from the bottom of my heart.はまるで演歌の世界、心の～♪底から

～♬と歌い、受講生の笑いを取るのはさすがプロ。 
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先生の模範解答 
It was not until she died that I realized that she was, in fact, a good person. I 

sincerely thought that I should have been a little kinder to her.  
意外に簡単でしょ！というのも納得できるような、できないような実際にはかなりの

難問。よく分かってはいることですが、構文や単語だけを覚えていてもその使い方を

知らなければ役立ちません。 
 
②～特性をつかむ熊大英語～ 
 熊大の英語問題はまずセンター試験がうまくいってボーダーを超えた時点からの勝

負という話から始まりました。 
論説文を読み、英問英答という問題。それを読み解くにはいくつかの“決まり”があ

る。主要なアイディアは抽象的である！具体例があるものは抽象的ではない文であ

る。また論は並べない。並べるのは（具体）例だけ！というのもうなずける。 
次に内容要約 
ボール遊びをしていた少年が他人の家の窓を割ってしまったが、彼のボールが家の

中に入ってしまった。その少年は悪知恵を使ってそのボールを取り戻すのだが、その

方法は？という内容。日本語では分かるのだが英語でどう表現するか！ 
答は、 
He wanted his ball back for nothing. So, he asked a repairman to come to the 

house and told him that the woman was his mother and that she would pay for the 
broken window. On the other hand, he told the woman that his father would fix the 
window for free.  

 
２つの講座を受講し、とても参考になりました。今後の授業展開に生かして行きた

いと思います。 
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予備校夏期講座受講報告（英語） 
 
 

教諭 村田諭子 
 
 
１．会場   北九州予備校 
 
２．講座名  夏期講習会 ①センター英文法語法マスター 

             ②センター読解 

             ③自由英作文 

 

３．講師   吉田先生・三沼先生 

 

４．講義内容 

  ①文法演習、単語、アクセント問題を解説。 

  ②センター試験「情報検索、設問選択肢読み技術」を解説。 

  ③接続副詞、英作文構造の解説。 

 

５．感想 

   ①、②のセンター試験に関する授業では、頻出の文法事項や語法、時間を短縮し読み

解く方法を中心に指導が行われていた。文法においては、生徒の持っているワークが特

徴的で問題に加え、同じ形の表現や動詞の不規則変化などが既に記載されており、さら

に書き込みを加えて自分の参考書を作成していく授業形態であった。授業の進度は高

校の授業に比べ、ゆっくりで復習中心であった。センター試験第３問の図表問題に関し

ては、「図表の前までの長文を読み、その次は最後のパラグラフを読み解答を行う」と

いう指導をされており、驚いた。 

   ③の自由英作文の授業では、その場で添削するようなことはなく、様々なトピックに

対しての生徒のアイディアや考えを引き出すような工夫がされていて勉強になった。

特に、生徒自身がどのように考えるかを肯定的な立場や否定的な立場の両方から模範

解答を作成されていた。その模範解答を中心に授業解説がなされ、つなぎ言葉も自然と

学習できていたように思う。 

   吉田先生と三沼先生に様々なヒントをいただき、入試研究や生徒からの解答を引き

出す工夫を研究しようと改めて感じた。授業見学をさせていただく機会をいただき、感

謝申し上げます。 
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予備校講座受講報告 
                               教諭 村田 諭子 

 

１．主催   駿台教育研究所 
２．会場   駿台 トラベル＆ホテル専門学校（東京都豊島区巣鴨 1－15－2） 
３．講座名  英作文の指導―2016 年の入試問題を解く！― 
４．講師   竹岡 広信 先生 
５．期日    平成２９年１月２９日（日）  

 

６．講義内容 

    今回、授業を担当して下さった竹岡先生は、英作文に関する参考書を数多く出版されてい

る。また、駿台予備校においても難関大学から中堅大学志望の生徒まで幅広くご担当されてお

り、高校でも英作文の授業をもたれるなどご活躍されている先生である。 

    講座の内容としては、「2016 年の入試問題を解く！」というサブタイトルにあるように、駿

台予備校の予備校生や現役高校生が解答した全国の国公立・私立大学の過去問を扱って、授業

が行われた。午前中は受験生が気をつけておかなければならない英作文を書く際のルール確

認と和文英作を中心に、午後からは自由英作文を中心に授業が展開された。 

    特に、竹岡先生は説明の中で、「意味で教えるのではなく、場面で考える」と話されていた。

英作文を書き始める際、生徒は知っている語や熟語に意識を取られることが多い。一つの意味

だけを教えるだけでは十分ではなく、日頃から場面に合った語を教師側も選択する必要があ

る。単語帳で単語テストを行っているだけでは生徒の本当の英語運用能力を高めることはで

きない。今後は単語を導入する際には、具体例の提示や場面設定を行っていきたい。 

 

７．感想 

３学年を指導するにあたり、英作文の重要性を改めて感じ、この講座を受講することにし

た。英作文に関しては、英語力が問われるだけではなく、生徒自身の書く内容や経験、文章構

成力が重要になってくる。グラフから読み取ったことを英文にしたり、イラストを見て次のコ

マの吹き出しに会話を入れたりなど、問題は多岐に渡っている。その中で、日頃から生徒が思

考する場面を設けておかなければ、対応できない。このことから、授業では英語力の向上を意

識するだけではなく、生徒が自身のこととして英語読解を行うことができる授業を展開して

いかなければならない。このような貴重な場を頂き、感謝申し上げます。 
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