
平成 29年度遠野市教育研究発表会全体会資料 

遠野中学校区の取組の総括（概要版） 

学力向上研究員部会 

【今年度の総括】 

１ 遠野中学校区の課題 

（１）児童生徒の実態 

 

 

 

 

（２）授業者の実態 

 

 

 

 

 

２ 授業改善の視点 

 

             

    

                

 

 

３ 具体的実践（授業交流会について） 

（１）授業交流会における授業の概要 

  ① 平成 29年 5月 31日（水） 

   ・遠野市立 遠野中学校 

  1年 国語 「思いを伝える『とべ かもめ』」      指導者 黒渕 大介 
  1年 数学 「正負の数」                指導者 新沼 大隆 
  1年 保体 「陸上 走高跳」              指導者 五枚橋 学 
  2年 英語 「Program3 Charity Walk」             指導者 浅沼 美紀子 

② 平成 29年 11月 9日（木） 

 ・遠野市立 附馬牛小学校 

   3年   音楽「楽器の音色、強弱、音の重なりを工夫して、自分たちのイメージに 

合ったまほうの音をつくろう」        指導者 佐藤 絵里 
   4・5年 国語「くらしの中の和と洋」「和の文化を受けつぐ」 指導者 藤井 恵里子 

     6年   算数「比例と反比例」              指導者 小椋 孝史 

（２）授業交流会を通して明らかになったこと 

 

 

 

 

 

 

・学年、校種が上がるにつれて、学習に対する意欲が低下する傾向がある。 

・課題意識を１単位時間のあいだ持続できない児童生徒がいる。 

・各種学力検査の数値が徐々に上昇してきているが、市の指標に届いていない教科・校種があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・児童生徒と学びのゴールを共有する単元づくり、小中一貫した課題解決型の授業展開がなさ

れるようになってきた。 

・学習課題追究の手立ての精選がし切れていないため時間をかけすぎて、練習問題や振り返り

の時間が十分確保できていない。 

・年度が替わり、教員の異動があると研究の流れを知らずに遠野中学校区の視点に沿った授業

の展開ができない教員が出てきてしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

〈視点１〉｢課題意識の持続｣について 

・単元構想を吟味し、１単位時間の学習内容が精選され、主体的な学びが行われるようになり、 

児童生徒の学習の深まりが感じられる授業展開が図られた。    →【単元づくりの充実】 
 

 

 

（視点１）課題意識の持続 

「学ぶべき課題が明確で、学習意欲が持続する授業」 

（視点２）達成状況の把握 

「授業者が『目指す児童・生徒の姿』を明確にもち、評価の場面と方法が適切な授業」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果と課題（児童生徒及び授業者の変容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・導入の時間をコンパクトにしながらも、必要感や追究意識を高められるように授業者が意図
して授業づくりを行うようになった。課題解決学習の授業のスタイルが小・中ともに同じ流
れで進められているために、児童生徒が安心して主体的・意欲的に授業に臨んでいた。 

                         →【追求意識を高める課題提示の工夫】 

・児童生徒にとって明確な課題が設定されていたので、課題意識が最後まで持続できていた。焦点
化され児童生徒が明確に目標化できる課題設定は主体的な授業展開に欠かせない。          

        →【明確な課題設定】 
・思考過程での学習形態の工夫（個人、ペア、グループ）がどの授業でも行われ、課題追究のため
の主体的な学びに繋がる手立てであった。             →【学習形態の工夫】 

・小学校音楽では、前時までに難しい音の聞き分けや表記をしっかりと学んでおいたので、本時で
は既習事項を使ってどんな演奏にするかを見通させたのでレベルの高い学びにつながっていた。 

                                 →【既習内容の活用】 
・課題意識の持続のために学習活動が盛りだくさんになりがちである。授業時間内に終わらせるよ

うにスリム化することも課題意識の持続になる。          →【授業のスリム化】 
〈視点２〉｢達成状況の把握｣について 
・授業の流れやキーワード等が分かる構造的な板書は、「振り返り」時の一人一人の思考のまとめ

を補助し効果的であった。                     →【構造的な板書】 
・「振り返り」を 4つのポイントを掲示して継続して取り組んだことにより、学習の深まりやメタ

認知の高まりが感じられた。                   →【振り返りの定着】 
・記述式の「振り返り」が練習問題へ意欲付けや次時への意欲付けに繋がっていた。 

→【学ぶ意欲を高める振り返り】 
・教科の特性を生かして工夫された単元を通しての「振り返りシート」が、自分の変容が分かるこ

と、「振り返り」によって何を学んだのか、何が分かったのか、自分はどのように学んだのか分
かるものになっていた。          →【自己の変容が感じられる振り返りの工夫】 

・見取りの場や評価の明確な規準を持って授業を組み立てていたので、こまめに評価の言葉をかけ
てあげることで、どの児童もいきいきと活動できていた。 

                        →【評価のポイントとタイミングの工夫】 
・単元・授業を通して見取りの計画が緻密なので、個に応じた支援や主体的な学習が見事に完成さ

れている。                       →【計画的な達成状況の把握】 
・支援を必要とする児童生徒等、予め本時にみとる児童生徒を決めておき、意図的に机間指導する

ことで、達成度を評価し、つまずきを把握することができた。  →【意図的な評価の工夫】 
・「振り返り」の時間が授業時間内に確保されつつあるが、今後も授業内容や達成状況の把握の方

法を吟味していくことが課題となる。              →【振り返り内容の吟味】 

 

【成果】 

①中学校の NRT の教科総合の数値が昨年よりも向上し、無答率も下がっている。 

②5 年間の取り組みの最終年度なので「２つの視点」に関して共通理解が図られ、小中学校の教員

が同じ意識で議論できる授業交流会になっている。 

③授業の流れや取組が小中で一貫しているため、児童生徒が安心して授業に臨み、積み重ねが見ら

れ、そのことが成果となって表れている。 

④授業交流会で質の高い授業が見られること、遠中学区の研究と各校の校内研究が連動しているこ

と、この有機的な関わりが教員の授業力の向上につながっている。 

⑤課題意識の持続のために、１単位時間の学習の半ばで課題を意識させる活動が入るようになって

いる。 

⑥ペア学習やグループ学習が当り前のように行われるようになった。これによって支援を要する児

童生徒の達成状況も把握することができる。学習形態と評価方法の工夫は 2 つの視点と関わる大

切な手立てである。 

【課題】 

①課題づくりでは、児童生徒の言葉を生かしつつ、授業者の授業のねらいに沿った課題になるよう
導いていくようにする。 

②児童生徒に十分に発表の機会を与え、話し合いを充実させることやわかるまでしっかりと学習さ
せるための授業改善にとくに力を入れなければならない。 

③授業交流会でも「振り返り」の時間を授業時間内に行うことができなかったことがあった。普段

の授業でも、「振り返り」の時間確保が難しいという声がある。無理・無駄のない「時間内に収

める計画的な授業づくり」はこれからも課題としていきたい。 



【中学校区取組の５年間の総括と今後に向けて】 

１ ＮＲＴ・質問紙をもとにした検証結果から明らかになったこと 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 中学校区の２つの視点での取組の成果と課題 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【NRTの結果から】 

小学校全教科総合の数値は昨年度とほぼ同じである。中学校の教科総合の数値は昨年よりも
上昇し 5年間では一番良い。また、無答率が中学校で改善していること、「授業がよく分かる」
の質問項目が目標値を達成している。このことから、5 年間の積み重ねが表れる上の学年、と
くにも中学校で数値が上昇しているということは、まさにこの 5 年間の研究の成果が表れてい
るといえる。 

【市教委作成質問紙から】 
質問紙の各項目のプラスの回答が 8 割を超えているものが多く、良い傾向と捉えられる。し

かしその中で児童の質問項目「3発表の機会」と「8わかるまで」が 8割を切っている。このこ
とは、児童に十分に発表の機会を与えることやわかるまでしっかりと学習させるための授業改
善にとくに力を入れなければならない点であることが分かる。 
質問紙の回答の 1 のプラス傾向だけのレーダーチャートで市全体と遠中学区で比較すると、

遠中学区の 2つの視点に関わるものに成果と課題が読み取れる。「6振り返り」では、市全体よ
りも評価が高く表れており児童生徒も教師も良い評価をしていることから、今年度は「振り返
り」によく取り組めているところであることが分かる。児童の「1 おもしろいな・考えてみた
いな・できるようになりたいな」は 5 割程度いっているが、それに対する教師の「1 興味関心
を持てる導入」は 3 割程度と低い。また「2 学習課題つくり」についても児童の評価が高いの
に対し、教師は低い。遠中学区はこの傾向が大きい。このことから、教師が思っているほど導
入の工夫については児童の印象は悪くなく、課題づくりにも意欲的に取り組んでいると考えら
れる。 

【NRTと質問紙の相関から】 

   グラフの分布から成績が良い児童生徒は質問紙で良い傾向を示していることが分かる。一方

で成績が振るわない児童生徒は質問紙の悪い傾向の出現率が、良い児童生徒より多い。これは

予想通りである。ところが、成績の悪い児童生徒でも質問紙の良い傾向を示していることが多

い。意識的にはよい学習姿勢が形作られていることが分かる。このことからも、この 5年間の

取り組みは確実に成果になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)「課題意識の持続」 
○成果  
①単元づくりの充実 

単元を通しての課題を児童生徒のものとして捉えさせること、ゴールを意識した単元の
流れ、評価の計画的な位置づけなど、単元構想が工夫され、課題意識の持続の視点が生か
された。 

②児童生徒の追究意識を高める課題提示の工夫 
導入の時間を精選して必要感や追究意識を高められるように授業者が意図して授業づ

くりを行うようになった。課題解決学習の授業のスタイルが小・中ともに同じ流れで進め
られているために、児童生徒が安心して主体的・意欲的に授業に臨んでいる。そのため児
童生徒の言葉で課題設定できるようになってきている。 

③課題意識の持続のための工夫による授業の充実 
課題意識を持続させるための様々な手立てが、児童生徒に授業に主体的に取り組むもの

となっている。教材の扱い方、ペア学習・グループ学習など、内容や学習形態の工夫が当
り前のように行われるようになった。 

●課題 

 ①授業構成のスリム化 
授業時間がオーバーしないように、学習活動を無駄なく効率よく行う必要がある。今年

度は大分改善されたが、これからも学習内容が盛りだくさんにならないように課題をより
焦点化することが大切である。話合い活動を担保しながら児童生徒が「わかった」「でき
た」となるように、授業構成したい。 

 ②主体的な学び 
課題意識の持続によって授業改善が図られてきたが、質問紙の調査結果からは児童生徒

の学び続けようとする主体的な学習姿勢にはやや欠ける点が見受けられる。小学校から主
体的な学び作りに繋がる学習活動を意識して行い、継続していけるようにする必要があ
る。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ これまでの５年間の総括を踏まえて、次の５年間に向けての方向性 

  中学校区の教員が同じ視点で同じ実践を積んできた意義はとても大きい。とくにもこの 5 年間で積
み上げてきた成果が各校種の授業、とくに中学校の生徒・教師に表れている。遠野中学校区の 2 つの
視点は、授業改善にはとても重要になる視点であり、小中どの校種でも取り組むことができる。また、
県の授業改善の視点とも一致している。そのため、校内研とも連動して取り組むことができる。次年
度からも続けていくことでよいと考える。これまでの 5 年間に築き上げた授業づくりの形を新年度に
しっかりと確認し、今後も授業改善・学力向上に取り組んでいく方向性としたい。 

(2)「達成状況の把握」 

 ○成果 

  ①「振り返り」の定着 
    5年間の小学校からの積み上げの成果で、生徒は迷いなく授業の「振り返り」を行うこ

とができる。小学校では昨年度から振り返りの 4つのポイントを掲示して取り組んできた
ことで、どの児童も「振り返り」が書けるようになっている。 

②計画的な達成状況の把握 
自己評価による単元を通した学習状況の記録シートにより、授業者が児童生徒の学習状

況の把握や学習計画、支援計画を練ることが出来た。また、単位時間内では、見取る場面
や評価対象の児童生徒を設定することで発問・指導の対応が図られた。 

   ③自己肯定感の向上 
    質問紙等からも児童生徒との自己肯定感の向上がうかがえる。評価する場を意図してこ

まめに評価の言葉をかけてあげること、自己評価シートで自分の変容が分かること、「振
り返り」によって何を学んだのか、何が分かったのか、自分はどのように学んだかが分か
ったからである。 

  ●課題 
     ①「振り返り」のあり方 

「振り返り」はできるだけ記述式で行いたいが、教科、題材によっては口頭だったり、代
表が発表したりして効果的に柔軟に行うようにしたい。 

      ②「振り返り」の意識化 
授業の始めに「振り返り」のしかたを意識させるようにすることが課題意識の持続に

も繋がった。ただ、「振り返り」のための授業にならないように本来の授業のねらいとず
れないようにしたい。 

(3)その他(中学校区の取組) 
   ○成果 

 ①示範授業や学習会により遠中学区の研究を推進 
各校で年度初めに校内研で遠中学区の研究の示範授業や学習会をすることで、新しく赴

任した教師も授業の進め方やポイントをつかんで授業を進めることができた。 
②家庭学習強化週間の取組 

家庭学習強化週間を中学校の定期テストに合わせて小学校も設定することにした。この
ことにより、家庭での家庭学習への向き合い方の啓発つながった。 

   ③授業振り返り週間の設定 
     授業者も自分の授業について 2つの視点をポイントに年に 2回振り返り週間を設定して

いる。自分の授業を客観的に振り返ることで授業改善が意識化され改善が図られている。 
   ④遠中スタンダードの共有化 
      中学校への円滑な接続のため、一貫した指導内容で成果を上げるために、中学校の指導

内容「遠中スタンダード」を小学校でも共有化し、授業を中心に指導の統一化を図った。 
   ⑤中学校区の教員の授業改善の研究意識 
      中学校区の教員が共通の視点で研究することにより、9 年間を見通して学習指導するこ

との意義や小中連携が児童生徒の成長に不可欠であることが中学校区内に浸透しつつあ
る。 

   ●課題 
   ①授業振り返り週間の設定時期 

授業振り返り週間は学校によっては 1学期の初めに取り組んでこの研究のスタートにで
きた学校もあったが、昨年度に立てた計画にしたがって 2学期と 3学期に行う学校もある。
取組のねらいからいくと、1 学期から行いたいものである。ただし、複式学級においては
1 学期は授業体制作りが第一なので、必ずしもそうではない。学校の実態に応じて行いた
い。 

   ②家庭学習とメディアの関わり 
      家庭学習とともに、メディアとどうかかわっているかが家庭学習のチェック項目に入っ

ている学校もある。ながら学習の防止だけでなく、学習した内容がメディアの視聴によっ
て低下してしまう研究結果もあるので、メディア視聴の状況についても学力向上とからめ
て無視できないものである。家庭でのメディアとのつきあい方の啓発活動は PTAの取組と
連携して進めていく必要がある。 


