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はじめに

部会長 横 坂 隆 司

中学校総合的な学習部会の研究紀要第１１号が発行の運びとなりました。関係する皆様

のご協力に心より感謝申し上げます。

平成２０年３月の学習指導要領の改訂により、総合的な学習の特質や目指すところが目

標として示され、育てたい資質や能力及び態度が明確になりました。昨年度からの先行実

施にあたり、各学校においては、改訂の趣旨を踏まえ、問題解決的な学習がスパイラルに

繰り返される探究的な学習になることや、体験活動や他者と協同する活動、言語により考

えを深める活動等を積極的に取り入れることを念頭に置いて取り組んでいるところだと推

察いたします。

平成２２年度の「全国学力・学習状況調査」の質問紙調査の結果によると 「総合的な、

学習の時間の勉強が好きである」という生徒の割合は、国語や数学よりも高いにもかかわ

らず 「総合的な学習の時間の授業で学習したことが役立つ」と答えた生徒の割合は、国、

語や数学よりも低くなっています。国全体で見ても、群馬県で見ても同様の傾向が見て取

れます。総合的な学習の時間のねらいが「自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体

的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てる」ことであり、実社会や実生活

、 。で活用できる能力の育成を目指していることを考えると まだまだ課題があるといえます

各学校においても、実践が進むにつれて、成果があがる一方で、指導計画の改善・充実、

探究的な活動での課題といわれる「整理・分析」の充実、学習事項・学習対象を明確にし

た価値ある学習の創造、探究的な活動としての職場体験学習や修学旅行の在り方、小学校

との連携等、様々な課題が見えてきたところだと思います。本研究紀要におきましては、

各地区の代表理事の先生方にお世話になり、実践事例を掲載しました。各学校の今後の実

践の充実や課題解決の参考にしていただければ幸いです。

さて、今年度は、館林市立第二中学校において、１０月に研究大会を開催し、すべての

学年で授業を公開していただきました。１年生は「環境・資源・エネルギー 、２年生は」

「職場体験学習 、３年生は「国際理解」を学習対象としながら、すべての学年が「テー」

マ交流会」や「意見交換会」をとおして、言語によりまとめたり表現したりする学習活動

を行い、他者と共同して問題を解決するものでした。まさに、総合的な学習として現在求

められていることを反映した発表であり、公開授業を参観し、研究協議会に参加された先

生方にとっては、今後の総合的な学習の実践において大変参考になったことと思います。

また、研究協議においては、他校の取組や成果・課題等を情報交換することができ、有意

。 、 、義な研究大会でした 会場を提供いただいた館林市立第二中学校 発表いただいた先生方

指導・助言いただいた指導主事の皆さん、そして、館林市教育委員会のご指導・ご協力に

対し、深く感謝申し上げます。

最後になりますが、本部会の活動にあたり、ご協力いただいた、県中学校長会、群馬県

小学校・中学校教育研究会、中学校総合的な学習部会における県内各ブロック及び各地区

の理事長・理事教諭の皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。
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＜平成２２年度 活動概要＞

○平成２２年５月下旬 資料発送

＜資料内容＞

・平成２１年度 事業報告及び会計報告

・平成２２年度 本部役員の選出及び承認

・平成２２年度 事業計画及び予算案

○平成２２年 １０月１５日（金） 東毛地区： 館林市立第二中学校

「研究大会」

・総合的な学習の時間の公開授業

・授業研究会

・指導助言；群馬県教育委員会 義務教育課 企画係

指導主事 荻 原 孝 英 先生

○平成２２年１１月～平成２３年３月

「Ｗｅｂページ編集」

・Ｗｅｂページの項立て、掲載内容の検討、Ｗｅｂページの掲載

○平成２２年２月 日（水）23

「理事総会」

「本部役員会及び会計監査」

「平成 年度の研究報告（各ブロックより１校ずつの計４校 」22 ）

＜参 考＞

（平成 年６月７日 理事会にて承認）研究大会開催担当について 12

１ 研究大会開催ブロック

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２４ Ｈ２５

西 毛 → 北 毛 → 東 毛 → 中 毛 → 西 毛 → 北 毛 → 東 毛

授業公開・授業研究会・講演会など２ 内 容

各地区の校長（教頭）理事・教諭理事と３ 運 営

本部・事務局が実行委員として運営に当たる。



部会名

役職名 氏　　名 地区等 郡市 勤務校名 勤務所在地 郵便番号 電話番号

部会長 横坂　隆司 北毛 沼田 沼田市立多那中学校 沼田市利根町732 378-0317 0278-53-2698

須永　和行 東毛 館林 館林市立第二中学校 館林市加法師町8-20 374-0022 0276-72-4074

富岡　勇治 西毛 藤岡 藤岡市立小野中学校 藤岡市立石407 375-0002 0274-22-1352

松下　茂 中毛 前橋 前橋市立芳賀中学校 前橋市鳥取町796 371-0131 027-269-5829

岩井　和恵 西毛 多野・甘楽 甘楽町立第二中学校 甘楽郡甘楽町小幡684-1 370-2202 0274-74-2019

田村　直美 北毛 沼田 沼田市立多那中学校 沼田市利根町732 378-0317 0278-53-2698

（事務局
長） 佐藤　和之 群馬大学教育学部附属中学校 前橋市上沖町612 371-0052 027-231-4651

山本　裕美 東毛 館林 館林市立第一中学校 館林市台宿町9-1 374-0068 0276-72-4455

安藤　美紀 群馬大学教育学部附属中学校 前橋市上沖町612 371-0052 027-231-4651

阿由葉恆 太田市立薮塚本町中学校 太田市大原町695 379-2304 0277ｰ78ｰ2838

都丸　喜久雄 北毛 渋川・北群馬 渋川市立伊香保中学校 渋川市伊香保町伊香保544-16 377-0102 0279-72-2132

横田　俊一 中毛 前橋 前橋市立芳賀中学校 前橋市鳥取町796 371-0131 027-269-5829

五十嵐　正登 群馬大学教育学部附属中学校 前橋市上沖町612 371-0052 027-231-4651

横田　俊一 中毛 前橋 前橋市立芳賀中学校 前橋市鳥取町796 371-0131 027-269-5829

岩井　和恵 西毛 多野・甘楽 甘楽町立第二中学校 甘楽郡甘楽町小幡684-1 370-2202 0274-74-2019

山本　裕美 東毛 館林 館林市立第一中学校 館林市台宿町9-1 374-0068 0276-72-4455

田村　直美 北毛 沼田 沼田市立多那中学校 沼田市利根町732 378-0317 0278-53-2698

A-2

附属

附属

・編集委員は書記・会計・Webページ担当者の役職を兼ね、各ブロックの理事名簿の順で割り振られる。
・書記の担当者は、中毛・東毛と西毛・北毛と１年ごとに交代
・会計・Webページ担当の役職は、中毛→北毛→東毛→西毛の順

中学校総合的な学習部会

＜平成２２年度　本部役員＞

部会長選出ブロックについて

書記・会計（編集委員）選出ブロックについて

副部会長

書記

会計

監査
（２名）
（校長）

Ｗｅｂペー
ジ担当者
（2名）

編集委員
（各ブロッ

クから
各１名）

副部会長について（平成21年2月提案）

附属

前部会長

会計監査については、前部会長と現部会長の地区の一つ前の郡市とする。
（尚、前部会長が異動した場合は、前部会長の地区の郡市が担当する）

中毛については、前橋→伊勢崎の順
西毛については、高崎→藤岡→富岡→安中→多野→甘楽の順
東毛については、桐生→太田→館林→みどり→邑楽の順
北毛については、沼田→渋川・北群馬→吾妻→利根の順

H19     H20     H21    H22     H23    H24    H25    H26    H27
西  毛→中  毛→東  毛→北　毛→西  毛→中  毛→東  毛→北  毛→西　毛

会計監査について（平成21年２月理事総会にて承認済）
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研 究 主 題

主題： 確かな学力を身につけさせるための指導の工夫」「

サブテーマ －自主的に学習するための学び方の指導を通してⅡー

前橋市立春日中学校総合部会

Ⅰ ねらい

（１）生徒の実態と主題設定の理由

学校・教師の実態〈課題〉 生徒の実態〈課題〉

・小規模校のため、分掌等教師にかかる負 ・授業に対する心構えや授業に真面目に取り

担は大きいが、学年・学級単位ではなく 組もうという姿勢ができてきた。

生徒一人ひとりを全職員で見守ることが ・生徒数の減少により、競争意識が芽生えに

できるという利点がある。 くい現状があり、学習面における互いに高

・きめ細かな指導の充実と基礎基本の徹底 め合う雰囲気がつくりにくい。

指導。 ・指示された内容は素直に取り組めるが、目

・教育課程の見直しを要する。 的意識をもった主体的な活動ができる生徒

は少ない。

↓

主体的に学ぶ意欲を育成する必要性〈課題〉

↓

主題にせまるために

確かな学力を身につけさせる指導の工夫・改善〉〈

・生徒に学習の必要間と目的意識を明確にとらえさせ、主体的な学びへの転換を図る

・主体的な学びにつながる学習を構築するための評価活動（指導と評価の一体化）

〈基礎・基本定着への取り組み〉

・主体的な学びを支える楽しさ（ できる」という達成感や「わかる」という納得感を実感さ「

せる）

・学習データの分析による個々の変容把握と対策。

〈学習環境整備ー誰もが安心して学べる環境作り〉

・良さを認め、高め合える学年・学級経営を目指す （関連：人権教育の充実）。

・基本的生活習慣の見直し

Ⅱ 実践の概要

①学力向上の対策として

・生徒の実態把握（学力テストの分析・授業の様子等）

・基礎基本を身につけること柱にした各教科における指導の重点の設定。

・ （ → → → ）を短期化し、進捗状況を分析・考察するこPDCA Plan Do Check Action

とにより確実に研究をステップアップさせ、基礎学力の定着を図る。

・研究授業の実践（互いに授業を参観し授業力向上につなげる 。）

・教科別研究会における 「総合的な学習の時間」の取組についての研究。、

・数学科における少人数制指導の導入。
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②学習環境の整備として

・各教科の「学習の手引き」の加除修正。

・学校教育全体を通して人権教育の推進に努め、互いを認め高め合える集団を目

指す （協同で学習にあたるという観点から 「総合的な学習の時間」において。 、

も重要な要素としてとらえる）

・学校・学年・学級通信などを利用し、家庭との連携を深め、家庭における学習

習慣の定着を促す。

（３）効果的な研究を推進するための組織

総合的な学習の時間部会

校長 教頭 研究推進委員会 全体会

学力向上部会

＜実践例＞

総合的な学習の時間指導案

平成２２年１２月１０日（金） ６校時

・１－２・１年総合の部屋・数学教室１年１・２組 場所 １－１

指導者 藤野しのぶ・松永典明・小池秀明・中嶋恵子

授業の視点

本単元の整理・分析の場面において、自分の考えを書き入れた付箋をもとに分類す

る班での話し合い活動を取り入れたことは、地域を支える人々の生き方についての考

えを深める上で有効であったか。

Ⅰ 単元名 「地域に学ぼうー働くこと・生きること」

Ⅱ 単元の考察

（１）単元の価値（設定の理由）

本校の学区は上川淵・朝倉・広瀬と３つの小学校の学区の生徒が在籍している。それぞ

れの小学校が隣接している地域ではあるが、上川淵のように農業が盛んな地域もあれば、

朝倉・広瀬のように、団地が主体の地域もある。

本単元「地域に学ぼう－働くこと・生きること」の学習を通して、それぞれの生徒が住

んでいる地域自慢を行い、地域を支える産業、伝統文化、安全な生活を支える人々に対し

、 。ての理解を深めることによって 郷土を愛する気持ちを育てることができると考えられる

そして、本単元で育てたい資質や能力及び態度として①「課題解決能力の育成」②「 キ（

ャリア教育）自己表現力の育成」③「社会性の育成」の３つがあるが、そのうちの③「社

会性の育成」を地域の人々とのふれあいを通して育成することもできると考えられる。

また、これまで生徒は「郷土の自然環境を守ろう」という単元で赤城山や尾瀬の自然に

親しみ、興味関心をもった内容について、個人で課題設定をし、追究、表現をする学習を

行ってきた。追究場面では文献検索（本・インターネット ・現地でのガイドさんの説明）

が中心となっていた。その中から取捨選択をし、一人ひとりの表現としてまとめを行って

きた。本単元では、実際にテーマ追究のために自ら選んで、施設見学・インタビュー・ア

ンケートを行うことにより、インタビュー・アンケートのスキルを学ぶとともにアポイン

トメントをとるための電話のかけ方等も学び実践していく。さらに、その体験の中で得ら
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れたたくさんの情報を、班活動を通し、地域を知り自慢するために重要なものを取捨選択

をしていくという活動を通して、整理・分析をする。そして、クラス全体での話し合いや

発表会を行い修正を行い、内容をさらに深めていく学習を行っていくその上で育てたい資

質や能力及び態度である①「課題解決能力の育成」についても、再確認する。また、班活

動やクラス全体における話し合い活動を通して、言語活動の充実も期待できるであろう。

②「 キャリア教育）自己表現力の育成」については、実際に地域で働いているいる方（

にインタビューを行うことにより、働くということやその人の生き方・考え方も質問し、

自己の生き方の考えを深められ、さらに２年生で学ぶ、職業観につなげていける価値をも

っている。

、 「 」「 」 、さらに 新学習指導要領の努力点としてあげられている 探究 協同的 をもとにし

教科別研究会の主題を「主体的な学びを創造する探究活動の工夫」と決定した。それを受

け、本校では－言語活動の充実を図る指導の工夫を通して－というサブテーマを設けてい

る。このサブテーマでも謳われているように、課題解決の手段として多くの場面で話し合

い活動をさせたいと考えている。

（２）生徒の実態

これまで、生徒は「郷土の自然環境を守ろう」という単元で赤城山や尾瀬の自然につい

て、個人で課題設定をし、調べ、表現をする学習を行ってきた。課題解決学習の個人での

基礎的な学び方については一通り学習しているが、情報収集の仕方としては文献検索と現

地でのガイドさんの説明であり、テーマ追究のために、自ら調べに出かけていくことはし

ていない。興味のあることをテーマに設定し、調べを行っているが、文献なども見つから

、 。 、 、ないことが多く テーマを変えてしまうことがあった また 興味があることではないが

聞いてきて知ったことだけをただ表現する生徒もいた。さらに、深まりのある追究を行わ

せるために、インタビューや班活動を通して実際に知りたいことを質問し、たくさん得て

きた情報から必要のあるものを選択する話し合い等の言語活動も取り入れていく必要があ

る。授業中、進んで発表を行う生徒もいるが、大半の生徒はあまり積極的に話そうとはし

ない。このような実態からも話し合いの場をつくり、自分の考えを言わせるように環境を

整えていかなければならない。国語でも、テーマ設定をし、課題解決してまとめる内容の

授業を行ってきた。この学習も、本単元の学習を深めていくための、基本となっている。

また住んでいる地域も、高齢者を中心とした農業が盛んな地域と団地などに居住する核

家族世帯の多い地域とがあり、生徒のおとな達への関わり方は多様である。そのような中

でも地域の行事に参加したり、地域を歩き、地域の施設や商店を活用したりすることによ

って、自分たちの住んでいる地域の特色はつかんでいる。しかし、企画された行事に参加

するだけであり、主催されている理由や主催者の考えにふれることはなく、特色の具体的

な内容についてもよく理解していない。

この学習を行うことにより、自分の住んでいる地域のことをさらに深め、地域を支えて

いる人々の生き方のついての考え方を学ばせ、地域自慢をさせていきたい。

（３）単元の系統

第１学年 第２学年 第３学年

「郷土の自然環境を守ろう①」 「地域の違いや特色をつかみ、良さ 「地域の違いや特色をつかみ、良さ

を知ろう①」 を知ろう②」

「郷土の自然環境を守ろう②」

「地域に学ぼう－働くこと・生きるこ 「先輩に学ぶ－働くこと・生きるこ 「人に優しい町づくり－共生社会を
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と」 と②」 めざして」

①課題解決能力の育成（基礎） ①課題解決能力の育成（発展）

②学ぶことと働くこと、自己の生き方 ②学ぶことと働くこと、自己の生き

についての考えを深める。 方についての考えを深める。

③地域で働く方々とのふれあい活動 ③地域で働く方々とのふれあいを通

して社会貢献についての考えを深め

る

「先輩に学ぶ－働くこと・生きること 「自己の生き方を考える①」 「自己の生き方を考える②」

①」 ①課題解決能力の育成（発展） ①課題解決能力の育成（応用）

①課題解決能力の育成（基礎） ②自己を見つめ直し、自己の生き方 ②自らの進路を開拓する

②自分と向き合い自分自身を知る活動 についての考えを深める。 ③社会的存在としての自覚と、社会

③人間関係形成能力を高める活動 ③地域における諸教育機関の把握 で生き抜いていく資質を身に付ける

①～③の数字は、育てたい資質や能力及び態度 ①「課題解決能力の育成」②「 キャリア教育）自己表現力の育（

成」③「社会性の育成」とリンク ＊特に②や③で関わりの深い単元のものについて資質能力をあげてみた

Ⅲ 単元の目標

○スキルを身につけながら、地域の方々とのふれあいを通して、インタビュー・アンケー

トを行ったり、施設見学をしたりして課題解決を行うとともに、地域を支える人々の考え

や生き方を知り、地域自慢について考える力を育てる。

Ⅳ 評価規準

○本校の総合的な学習の時間では、育てたい資質や能力及び態度として①「課題解決能力

の育成」②「 キャリア教育）自己表現力の育成」③「社会性の育成」の３つを設定し、（

評価と関連づけている。

【学び方を身に付ける】課題解決能力の育成（基礎）

○単元全体を通し、課題設定－見通す－調べる－まとめる－表現するという学び方を身に

つけることができる。

【自己を見つめる （キャリア教育）自己表現力の育成】

○地域の方々の仕事や考えに触れ、学ぶことと働くこと、自己の生き方についての考えを

深めることができる。

【社会を見つめる】社会性の育成

○地域に出かけ、地域で働く方々とのふれあいを行うことができる。

Ⅴ 指導方針

○活動の効率を考え、班編制は同じ小学校区で 。３～５人の人員とする

○小学校区ごとに教室を分け、できるだけテーマが重ならないように支援をおくる。

○地域の方々にテーマに関する質問だけでなく、仕事の内容やそれに対する考え方もイ

ンタビューさせ、考え方についても考えさせる。

○班ごとのまとめがスムーズに進むように、まとめ方のヒントを書いたプリントを提示

する。

○班長を中心に活発な話し合い活動できるように、話し合いのルールを書いたプリント

を提示する。

○まとめ・発表の場で話し合い活動を進めやすいように、ワークシートを用い、書いた

ものを見て、班員全員が意見を出せるようにさせる。
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○考察の整理・分析の際、付箋を用いて分類させ、話し合い活動を行わせる。

○中間発表を受け、分析・修正を行い、よりよい発表が行えるようにさせる。

Ⅵ 指導計画 （全１７時間計画、本時は１０／１７）

学習過程 時数 主な学習活動 評価項目（評価方法）

課題設定 ３ ・オリエンテーション、同じ地域に住んでいる

者同士で班編制をする。

・家や近所の人から聞いてきた、地域自慢をひ ・家や近所の人から聞いて

とり一人班の中で行う。 きた、地域自慢を班の中で

発表できる （発表）。

・発表の中に出てこなかった地域自慢も話し合 ・調べてきたこと以外の地

う。 域自慢についても、話し合

うことができる （話し合。

い）

・地域の中で特色ある・興味関心のある内容を ・テーマを設定することが

選び、テーマ設定を行う。 できる （ワークシート）。

見通す ４ ・テーマ追究を行うための質問を個人で考え ・まとめができるような質

る。 問が考えることができる。

・テーマ追究のための質問を班で話し合う。 （ワークシート）

・テーマ追究を行うために訪問する場所・質問 ・班の中で訪問する場所・

する人を考える。 質問する人を話し合い決定

する （話し合い・観察）。

・アポイントメントをとるためのスキルを学 ・電話で話す内容をまとめ

ぶ。 られる （ワークシート）。

・訪問場所へ電話をかける。 ・日・時間・用件をきちん

と相手に伝える （電話の。

応対・観察）

情報の収 １ ・テーマ追究を行う。 ・地域の方にインタビュー

集 （地域に出かけ、インタビューをする） 等ができる （ワークシー。

ト）

整理・分 ２ ・まとめ方について話を聞く

析 本時 ・話し合いを取り入れながら、ワークシートに ・話し合いを取り入れなが

はそ 書き込む。 らまとめができる （話し。

の２ 合い・観察）

、・考察の部分を話し合いを取り入れながら整理 ・進んで話し合いに参加し

・分析ができる。 整理・分析し考察すること

ができる （観察・付箋貼。

った台紙）

まとめ・ ３ ・模造紙のレイアウトを考える。 ・レイアウトを考え、見や

表現 ・話し合いを取り入れながら、模造紙にまとめ すくわかりやすく模造紙に

る。 まとめができる （ワーク。
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シート・模造紙）

・発表のリハーサルをする。 ・聞く人にわかりやすい説

明ができる工夫ができる 観（

察）

・模造紙を使ってプレゼンテーションをおこな ・活発に発表・質疑応答が

う。 できる （発表・観察）。

・質疑応答を行う

。分析・修 １ ・質問等から内容の不足や発表の仕方の工夫点 ・修正部分を見つけられる

正 を話し合う。 （ワークシート）

情報の収 １ ・質問などが出て、説明するのに不足の内容を ・文献・インタビューなど

。集 調べる。 の方法でさらに付け加える

（ワークシート）

整理・分 １ ・話し合いを取り入れながら、模造紙を修正す ・修正を加え、よりわかり

析 る。 やすく、協力して発表練習

・発表の仕方を修正し、わかりやすく発表練習 ができる （観察）。

をする。

まとめ・ １ ・修正をした模造紙を使ってプレゼンテーショ ・中間発表よりも内容も充

表現 ンをおこなう。 実し、わかりやすい発表が

できる （発表・観察 （ワ。 ）

ークシート）

Ⅶ 本時の学習（本時は１０ １７）/

（１）ねらい

地域を支える人々の考え方や生き方を、自分だけでなく、他の人の意見も取り入れ、

話し合い活動を通して整理・分析し、考察することができる。

（２）準備

話し合いのルールのプリンワークシート（個人・班の話し合い用 ・ファイル・写真・）

ト・課題掲示カード・書き込みを入れた付箋・付箋の台紙

（３）本時の展開

時間 学 習 活 動 指導上の留意点・支援 評価項目

１ 前時の授業を振り返り、本時の活動 ○Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４とも別教室で、３分

について理解をする。 ４～５班を受けもつ。

○インタビューに出かけたとき写してきた（１）テーマ

写真を見せ、配り地域自慢について興味を・養蚕業について・どんど焼きについて

持たせる。・太々神楽について・昔の上川淵小学校につ

○１つの班の例をとって今までやってきたいて・市民体育館（バリアフリー）

（２）動機 ことを確認させる。

○本時の学習につながるように話し合いの・昔から行われている行事について調べたい

仕方を思いださせるようにする。から

・いつも使っている施設について知りたい

（３）調べた方法

・家族に話を聞いた
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・地域に出かけ、施設見学・インタビューを

した

（４）調べた内容

テーマについて調べてきたこと・質問

事項

地域自慢 （今日の学習）

地域の行事・施設を支える人々のインタビューや見学を通し、

その人たちの思い・願いを探ろう

２ 班の話し合い２５分

（５）考察 ○個人で前時に書いたワークシートを参考

にして、話し合いをさせる。話し合いを取り入れながら、調べてき

○話し合いのルールにそって、司会を進めたことを整理・分析を行い、まとめる。

見たり聞いたりしてきたことから、個 させる。

人でまとめた考えを書き込んだ付箋を貼 ○インタビューをしてわかったことも取り

り、整理しながら意見を出し合い、深め 入れさせる。

る。 ○ワークシートに書いてある、インタビュ

ーをして、一人ひとりが感じたことを付箋

ａ「テーマに関わるインタビューに答え に書いておき、台紙に並べさせながら班で

てくれた人の工夫」 話し合わせる。

○付箋を貼るとき、テーマに関わるインタ・昔からの伝統だから、なくさないようにし

ビューに答えてくれた人の工夫・インタビよう。

ューに答えてくれた人の思いに関すること・地域の人たちが楽しみにしているので良い

を軸として考えさせ、貼らせる。行事にしよう。

○縦軸を思い、横軸を工夫とさせ、上・右・誰もが使いやすい（参加しやすい）施設（行

に行くほど思い・工夫が大きく（多く）な事）にしていこう

ｂ「インタビューに答えてくれた人の思 るように考えさせる。

い・願い」 ○付箋を貼る場所がわからない場合は支援

をする。・行事に参加する人が喜ぶ姿を見たい。

○他の人の意見も聞き、考えを深めるさせ・どんな人にも安全に使って欲しい。

る。・仕事にはつらいこともあるが、喜びもある。

○貼った付箋の場所を見ながら、グルーピ

ングし、その中で重要と思われるもの３つ

、 。を話し合わせ 台紙に箇条書きで書かせる

○話し合った工夫・インタビューに答えて

くれた人の思いが地域を支えていることを

理解させる。

評価

進んで話し合いに参加し、整理・分析し

考察することができる。

（観察・付箋を貼った台紙）

１５分 ３ 班の発表
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発表をするとともに、他の班の発表を ○全班、できたところまで発表をさせる。

聞いて、内容を深める。 ○付箋紙を貼った台紙を掲示し、どのよう

、 。・○○さんの思いがよくわかった。 にに分類したかを見せながら 発表させる

○人に伝えるのにわかりやすいかを考えさ・丁寧に説明してわかりやすい。

せる。

○例を聞いて深められる点は深めさせる。

５分 ４（６）反省・感想

反省・感想について、今まで話し合っ ○地域の人の仕事に関する考え方や取り組

てきたことをもとにし 考えを出しあう みを通して感じたことを話しあわせる。、 。

話し合い・発表の自己反省も行う。

○話し合い活動や自分の班の整理・分析に・協力してできた。

ついて、感想を書かせる。・意見がたくさん言えた。

２分 ４ 今回の内容を次回どのようにまとめ ○次回模造紙に話し合いをもとに、見やす

るかを考える。 く、わかりやすく協力して書くように指示

する。

Ⅲ 成果と課題

月 主な研究内容 成果と課題

・研究内容の検討、研究全体計画等の

見直し部会ごとの実践内容の確認４

・生徒の実態把握並びに各教科の「指 ・言語活動の充実など、求められる力

導の重点」設定→教科・学年・学級 をつけるための授業の再構築が図れた５

経営案作成

・各教科全体計画見直し ・ 学習の手引き」作成により教師自身「

・ 学習の手引き」見直し のきめ細かな指導に対する再認識を図「

・各教科「指導の重点」に基づいた授 ることが出来た。６

業実践 ・ 総合的な学習の時間」理論研究を行「

・ 総合的な学習の時間」理論研究（要 ったことで、これまで曖昧だった全体７ 「

請訪問） 計画を見直す方向が明確になった

、８ ・各教科「計画訪問」に向けての教材 ・各教科の授業実践のまとめを見ると

研究並びに指導案作成→授業実践 生徒の学習意欲の高まりや自主的な学９

・教科別研究会に向けての指導案作成 習姿勢が身につきつつある様子がうか１０

並びに検討会 総合的な学習の時間 がえる。「 」

・教科別研究会に向けての指導案作成 ・課題解決学習に向けての手立て、

並びに検討会 総合的な学習の時間 言語活動充実への手立て、協同的な学１１ 「 」

・教科別研究会 総合的な学習の時間 習体系の方向性が明確になってきた。１２ 「 」

１

・今年度の反省と来年度への提言２

３
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研究主題 『命の大切さを意識する学習』
～地域との交流体験活動を通して～

甘楽町立第二中学校 岩井 和恵

Ⅰ はじめに

いじめや暴力、自殺などは依然として大きな社会的問題となっているが、その原因とし

ては、心の通い合いが希薄であること、思いやりや自分の感情をコントロールする自己抑

制力が培われていないこと、規範意識が欠如し、自他の生命のかけがえのなさについての

実感が育まれていないことがあげられる。

本校では、各学年のテーマに応じて、地域の人々や団体との交流活動を軸に「命の大切

さを意識する生徒の育成」に取り組んでいる。体験活動を通して他者と大きく関わること

で、自分が多くの人々の支えによってここにあることを学び、また自分が他者の支えにな

ることの喜びを知ることができる。こうした体験を積み重ねることにより、生きる喜びを

実感し、自他の命の大切さを意識することにつながるであろうと考え、このテーマを設定

した。

Ⅱ 実践の概要

１ 各学年の実践

１年 ２年 ３年

ボランティア体験やお年寄 より良い生き方を目指す体 かけがえのない命とのふテーマ

りとの交流を通して 験活動を通して れあいを通して

体験 ・福祉にかかわるボランテ ・職業、就業に関わる体験 ・かけがえのない命との

活動 ィア体験活動 活動 ふれあい体験

・高齢者との交流 ・立志式 ・命の終わりを見つめて

２ 第１学年の実践

○目標：ボランティア体験やお年寄りとの交流を通して、一人ひとりがかけがえのない命を

もっていることに気づき、思いやりの心を育てる。

月 学 習 内 容

５ の基礎知識 ○ボランティアの意味・意義ボランティア

・ボランティアに関する新聞記事の収集

～ 講話 ○町内のボランティア活動について

・ボランティア協会会長による講話

７ ○ボランティア団体の方々の話

・活動の実際

・ボランティア活動の意義ややりがい

○福祉ボランティア体験の準備

・体験参加したいボランティア活動の選択

・ボランティア団体との連絡・打ち合わせ

８ ボランティア体験 ○ボランティア活動への体験参加

・それぞれのボランティア団体の活動に一緒に参加し、

活動を体験
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・ハーモニカ部会 ・給食部会

＜保育園・高齢者の施設で ＜一人暮らしの高齢者のために

ハーモニカ演奏をして交流＞ お弁当を作って届ける活動＞

・入浴部会 ・読み聞か

＜高齢者福祉施 せ部会

設のデイサー

ビスで＞

９ ボランティア体験のまとめ ○学年発表会 ・活動を模造紙にまとめて発表

学習発表会 ○学習したことを劇化して舞台発表10
後 高齢者への理解 ○高齢者疑似体験

期 ○老人クラブとの交流

・グランドゴルフ

・行事食作り

○ボランティア体験の振り返りから。

・一人暮らしの方にお弁当を届けてお話をしたりすることで、ちょっとでも元気になれる

ように、それとお弁当を届けに行くことで、家で倒れていないかを確認できたりできる

ので、とてもいいなと思った。

・私はハーモニカ部会のボランティアをして、シルク(高齢者施設)の皆さんや保育園の子

どもたちが本当に楽しんでいる姿や笑顔を見て、生きているって良いなぁと思った。

・シルクで一番良いなと思ったのは、周りの人たちの「笑顔」だった。介護士さんの「笑

顔」を見るととても安心したし、お年寄りの「笑顔」を見ると本当に元気をもらった。

「笑顔」で話をしてくれるのだ。僕は今日一日周囲の人たちの「笑顔」に囲まれて本当

にしあわせだった。

３ 第２学年の実践

○目標：進路や職業について学び、職場体験を行うことを通して、職業を通して人の役に立

つことの喜びや大切さに気づき、夢や希望をもって力強く生きる心を育てる。

月 学 習 内 容

５ オリエンテーション ○職場体験の意義

職業講話～ 講話 ○「社会人講師派遣事業」を利用した

・働くということ

・学校生活と社会人に成ることとの関わり

事業所見学 ○地域にある事業所訪問

・ 働くこと」を視点にした見学「

・職場で大切なこと
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職場体験学習準備 ○事業所の選択・決定

・選択の理由・体験学習の目標

８ ○事業所との連絡・打ち合わせ

・時間・仕事内容等の確認

９ ○職場体験でのマナー・緊急時の対処

職場体験学習（２日間）

学習発表会 ○学習したことを劇化して舞台発表。10
後 自分史の作成 ○成長を振り返る

期 立志式準備

立志式 ○将来の夢、生き方を発表する

○講話、職場体験学習の感想

・僕は仕事は大変なことだと思っていた。お金はもらえるが、疲れるし面倒くさいことだ

と思っていた。だから「仕事は楽しくしていれば苦ではない 「大変だが面白くて、楽」

しい」という話を聞いて、驚いた。この言葉は働いている人だからこそわかることなの

かな、と思い、仕事に楽しみを感じた。

・就職はずっと先のことだと考えていたが、社会人になるための準備はもう始まっている

のだと知った。本田さん（講師）がおっしゃっていたように、自分でやったことは人の

せいにせず、後悔しないようにしたい。そうできるように目の前のことに全力で取り組

みたいと思った。

・図書館の仕事は本の貸し出し、返却だけだと思っていたが、力仕事が多くて驚いた。ま

た会場準備など、本に関わること以外でも仕事があったことにも驚いた。子どもたちの

前で読み聞かせをしたときは緊張したが、子どもたちが喜んでくれていたようでとても

。 、 、嬉しかった カウンターでの仕事は人と関わることが多くて 戸惑うことも多かったが

利用者の皆さんとふれあえて良かったと思う。一日に何十人もの人が訪れて、何百冊の

本が扱われているこの施設は、町にとってかけがえのない存在なのだと思った。

４ 第３学年の実践

○目標： 生》と《死》を見つめ「生きるということ」について深く考え、多様な生き方へ《

の関心を深める

月 学 習 内 容

５ 課題設定 ○子どもを取り巻く環境

・社会問題から追及課題を設定

講話 ○保育士による講話

・結婚、家族、育児について

７ 幼い命とのふれあい ○保育実習

・地域にある幼稚園での園児達との交流
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９ 命を育む講座 ○助産師による「生命誕生講座」

・生命の誕生

・妊婦体験

学習発表会 ○学習したことを劇化して舞台発表。10
後 課題レポートの作成 ○前期の学習のまとめを個人レポートで作成

期 ○「命」に関わる本を読んで紹介ブックトーク

命の終わりについて ○看護士による講話

○感想

・ 子どもに愛情を注いだ分だけ子育てが楽しくなる」という言葉を聞いて、子育ては大「

変だけではなく、楽しむこともできるんだということに気づかされた。そして、親は愛

情を注いでくれたんだなと思うようになった。いつか僕も父親になるときが来ると思う

が、その時は愛情をたくさん与えられるように、だっこやおんぶをたくさんしたいと思

った。

・妊婦ジャケットを装着したときに、妊婦さんの気持ちを理解することができた。重心が

前に寄ったりして、バランスが取りづらくて大変だということが本当によくわかった。

将来父親になったときは、奥さんが少しでも楽ができるようにしたい。

Ⅲ 成果と課題

、 、各学年の学習にはいる初期の段階で 外部講師による講話を聞く機会を設定したことで

これからの学習のイメージが持て、課題意識を高められ、体験活動でも課題をもって取り

組むことができた。また様々な方々との交流を通し、学校生活や家庭生活とは違う視点か

ら「命」や「生きること」について考えたり、また自分を取り巻く人たちに「感謝する」

。 、 、 、ことができた そして 体験学習での経験を生かし 各自の考えや思いを共有し合ったり

学習発表会で報告したりして 「命の大切さ」を実感した様子であった。、

「生命尊重」ということが常に生徒の心の中に意識づいているようにするためには、継

続した指導をすることが大切である。新学習指導要領の実施により、２４年度からは総合

的な学習の時間が減少することになっているが 「命の大切さ」を学ばせる体験活動や道、

徳、授業の内容を整理し、引き続き自他の生命を尊重する態度を学ばせていきたいと考え

。 、 、 、る そして 道徳や総合的な学習の時間をはじめ すべての学校生活・教育活動において

「命の大切さ」を意識した授業や活動を実践していくようにしたい。
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「自他を認め合い、豊かな心をもつ生徒の育成」研究主題

～体験を生かした総合的な学習の時間の工夫を通して～

館林市立第一中学校 山本 裕美

Ⅰ はじめに

本校の教育目標は 「豊かな心をもち、たくましく、実践力のある生徒」である。その教育目標を、

達成させるために、総合的な学習の時間の目標を「学び方やものの考え方を身につけ、課題解決学習

や体験学習を通して、進んで自分の課題を解決し、自己の生き方を考えることができる力の育成を図

る」としている。

また、本校は今年度より、校内研修の主題を「自他を認め合い、豊かな心をもつ生徒の育成」と設

定し、道徳と各教科や領域を連携させ、さらにその手立てとして、本校の生徒の特徴である体験への

意欲的な取り組みを生かしていくことにした。例えば、道徳の「郷土愛」を扱った３年生の授業で、

総合的な学習の時間で体験した町活性化のために活躍する方々とのふれあいの場面を 「温かい人間、

愛」を扱った２年生の授業で、高齢者福祉施設への訪問の場面を、そして 「自然愛護」を扱った１、

年生の授業で、植樹や城沼サミットでの体験を振り返ることを通して、その価値への理解を深めよう

とした。このように、道徳や各教科と連携させながら、体験を生かした総合的な学習の時間を実施す

るために、今年度前半に年間指導計画を見直し、その計画をもとに実践を重ねた。

Ⅱ 実践の概要

１ 第１学年

(1) 領域：環境

(2) 目標

体験活動と関連させた環境学習することを通して、身の回りの問題点や工夫・配慮に気付くと

、 、 、 「 」ともに 課題追究の方法や調べ方 調査方法及び 活動のまとめ方や発表の方法などの 学び方

の基礎を身に付けることができる。

(3) 地域・家庭・関係機関との連携

○群馬県 地球森林部環境政策課「移動環境学習車エコムーブ号」

○館林市 地球環境課、資源対策課（清掃センター）等 公共団体

○自動車販売店や家電量販店、スーパーなどの企業や店舗の協力

(4) 実践例

①ベース学習（エコムーブ号を通して、身の回りの環境問題を知ろう）

エコムーブ号には３つのブースがあり、それぞれを回りながら、環境に関する問題点を自分の

目でみることができた。１つ目のブースは、地球の模型とそれを覆う球体を使って、メタンガス

を注入したものとそうでないものを電球で温めると、どれだけ温度差ができるかを実験した。２

つ目のブースでは、石油製品を燃やし、どの素材がダイオキシンなどの毒ガスを発生させるかを

実験した。３つ目のブースは、ソーラーバッテリーと天然ガスで走るエコムーブ号の排気ガス、

ガソリン車の排気ガス、人間の呼気をそれぞれ袋に入れて、二酸化窒素量を比べた。また、自動

車の通りの激しい街路樹とそうでないものの細胞を顕微鏡で見て、汚れを見比べた。身近に「環

模型の地球の温度を読む 食品トレーなどを燃やしてみる ３つの袋の中の液体は何色？
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境問題」と言われているものを、実際に見たり触ったり臭いを嗅いだりすることで、より関心を

高めることができた。１学年全員で行った共通体験ではあるが、環境についての様々な問題に触

れることができる、大変よい機会となった。

②調査追究活動（情報を集めよう）

生徒の調べたい内容から 「エコ・リサイクル 「温暖化 「自然、 」 」

破壊・オゾン層 「異常気象・大気汚染 「海面上昇・砂漠化 「酸」 」 」

性雨・水質汚染」の６コースに分かれて、テーマ設定、調査追究

活動を行った。リサイクルやゴミについて調べているグループは、

清掃センターを見学し、ゴミとして出されたものが分別されたり、

燃えるゴミとして燃やされて灰になったりする過程を実際に目に

することができた。また、エコカーを調べているグループは、自

動車販売店に行き、各メーカーのエコカーの種類や仕組みについ

て、店の方から話を聞いた。

③まとめ・発信・提言（自分たちの調べたことを発信しよう）

それぞれのコースで調査追究したものを、模造紙や新聞などに

まとめ、発表し合った。全体的には、自分たちが調べたことを発

表原稿に整理し、それを読むのが精一杯の状態であった。しかし、

館林市で行われている「城沼サミット」に参加し、城沼をきれい

にするための提言を行った生徒もいた 「城沼サミット」では、様々な地域で活動する団体の取。

り組みも聞き、多くの地域の人々の手で自然が守られていることも知ることができた。

２ 第２学年

(1) 領域：福祉・ボランティア

(2) 目標

、 、１年時での環境学習で培ったことを基本に 福祉・ボランティアへと学習領域を広げることで

より個々の興味関心に沿った課題を設定し、より深い追究、解決をすることができる。

(3) 地域・家庭・関係機関との連携

○館林市社会福祉協議会

○館林市 社会福祉課、介護高齢課

○老人ホームやデイサービスなどの高齢者福祉施設

(4) 実践例

①テーマ設定（点字や手話を体験しよう）

福祉学習の基礎として、各教室に福祉協議会やボランティア団

体の方をお呼びして 手話教室 と 点字教室 を体験した 手、「 」 「 」 。「

話教室」では、簡単な挨拶や自分の名前を手話で表現できるよう

にし、お互いに自己紹介をし合った 「点字教室」では、点字プ。

、 。 、レートと点筆を使って 点字表を見ながら文章を作成した また

パソコンを使って、キーワードを検索し、その中から自分の追究

したい内容を選び、テーマ設定を行った。

②調査追究活動（福祉の現状を知ろう）

、「 」「 」「 」生徒の調べたい内容から 介護 介助 盲導犬・視覚障害

「手話・聴覚障害 「点字 「福祉環境・設備」の６コースに分か」 」

、 。 、 、れて 調査追究活動を行った まず 老人ホームやデイサービスなどの高齢者福祉施設に訪問し

高齢者の方とのふれあい体験をもった。その後、コース毎にどんな活動を行っていくかを話し合

清掃センターの分別の様子

城沼サミットで提言中

手話教室で自己紹介

点字ﾌﾟレートで文章作成中
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い、計画を立てた。町に出て点字ブロックのある歩道や点字が付いている自動販売機などを探し

たり、車椅子に乗って町中や施設を移動したり、養護学校に行っ

て子どもたちと授業を一緒に受けたり、介助犬をもっと増やすた

めに募金活動を行ったりした。様々な体験を通して気付いたこと

やもっと改善すべきことなどを、書籍やインターネットなどで得

た情報と併せて報告書にまとめた。

③まとめ・発信・提言

自分たちで調査追究した情報や体験で分かったことをまとめ、

発表し合った。１年時に行った発表の仕方に加え、プレゼンテー

ションソフトを使った生徒も増えた。実際にブラインドウォーク

や車椅子での移動などを体験した生徒は 「いつもは安全だと思、

える道が危険であったり、怖くて前に進めないと感じたりしたこ

と、そして、障害のある方を見かけたら、声をかけ、手をさしの

べる」など、思いやりの心をもつことの大切さを発表していた。

３ 第３学年

(1) 領域：地域文化（環境、福祉、国際理解、商業、文化、スポーツ）

(2) 目標

、 、これまでの学習を発展させ 自分たちの住む地域をテーマに課題解決学習に取り組むとともに

地域やそこに住む人々の思いを知り、さらに自分たちの考えを地域に提言したり表現したりする

ことができる。また、これらの活動を通して、これからの自分の生き方を考えることができる。

(3) 地域・家庭・関係機関との連携

○館林市 市民協働課

○下町夜市実行委員会（下町通り商店街振興組合 、まち研など町活性化を考える市民団体）

(4) 実践例

①テーマ設定（地域の方から学ぼう）

中学校の総合的な学習の時間のまとめとして、自分たちの住む

館林市を見つめ、地域の人々の思いを知るために、オリエンテー

ションとして下町夜市実行委員の方の話を聞いた。下町夜市とは、

空き地が目立ってきた下町通り商店街の活性化のため、商店街と

チャレンジ出店者、ボランティアスタッフなどが協力し合い、平

成 年 月から毎月第３土曜日の夜に開催されているもので、現16 10

在では館林市の商店街の恒例行事としてすっかり定着している。

この夜市を考え、どのようにそれを実行し、様々な問題点を解決

しながら現在も継続させているのか、その思いを聞いた。事後の

感想の中には 「町を活性化させるには、誰かがやってくれると思、

っていては何も変わらない。自分たちにできることを考え、実行

していくことが大切だと分かった」と書く生徒もいた。

②調査追究活動（自分たちにできることを考えよう）

生徒の調べたい内容から、１年時に行った「環境」や、２年時

の「福祉」に加えて 「国際理解 「商業 「文化 「スポーツ」に、 」 」 」

領域を広げ、調査追究活動を行った。主な活動としては、自分たちで新たな活動を考えるのでは

なく、自分たちの考えと近い活動を行っている団体や行事を探し、それらの活動に参加する形を

とった。例えば 「環境」コースでは、地域清掃を行うボランティア団体の方と一緒に花を植え、

たり、下町夜市で自作の環境グッズを販売したりした 「商業」コースでは、下町夜市に多くの。

高齢者と一緒に体操の時間

芸術ホール周辺を車椅子で

地域団体と花植え

下町夜市で

「環境グッズはいかかですか」
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お客様が来るように夜市マップを作成したり、町の不便な点や活性化に必要なことを夜市に参加

したお客様に街頭インタビューしたりした 「国際理解」コースでは、毎年館林市で行われる国。

際交流まつりにボランティアとして参加し、各国のブースで料

理や雑貨を販売、ゴミ集めなどを行った 「文化」コースでは、。

お客様に楽しんでもらおうと、下町夜市で自作の作品を展示し

たり、楽器を演奏したりする生徒もいた。

このように、生徒は自分たちにできることを考え、一市民と

してできることを、今ある行事の中で実施していた。

③まとめ・発信・提言

２年間の積み重ねを生かし、まとめ方は様々な形式がとられ

た。模造紙などの紙上にまとめて読むだけでなく、実際に自分

、で作って販売した環境グッズの作り方を熱心に説明する生徒や

下町夜市で演奏したように実演する生徒もおり、表現力が豊か

になったのを感じた。

これらの体験や調査追究活動を通して、生徒たちは地域やそ

こに住む人の思いにふれ、自分たちの活動で誰かが喜んでくれ

るうれしさを味わうことができた。オリエンテーション前のア

ンケートでは、自分たちの住む地域に対し 「あまり好きでは、

ない 「あまり興味がない」と答えている生徒が多かったが、」

まとめや発表後では 「自分たちの住む町を愛し、よりよくし、

ようとする人たちがいることを知った 「町を盛り上げる活動を続けたい」というような感想を」

書く生徒が増えた。また、これらの学習から新たに見えてきた課題や問題点もあり 「一市民と、

して人任せにせず、みんなで考え、行動していくことが大切だ」と提言する生徒もいた。

Ⅲ 成果と課題（○成果：●課題）

○道徳や各教科と総合的な学習の時間の学習内容を互いに生かし連携させることで、より理解を

深めることができた。生徒が調査追究活動を通して分かったことや感じたこと、うまくいった

ことや改善すべきことを、発達段階に応じてより表現力豊かに発表することができた。

○調査追究をしている段階で、体験的活動を自分たちで計画し、実施していくことは、書籍やイ

ンターネットなどによる情報を得るだけでなく、地域の環境やそこに住む人々の思いを知るこ

とができ、本校の研究主題である「自他を認め合い、豊かな心をもつ生徒の育成」に迫ること

ができた。

○生徒が、館林市や地域の行事や活動に参加することが恒例になりつつある。従って、一年の流

れをつかみやすく、引き継ぎもしやすくなり、内容を年々深めることができるようになった。

、 、●学校行事や関係機関の都合で 生徒が計画していた体験的活動が実施できない場合があるので

年間計画を見て早めに先方と連絡を取り合うことが大切である。

●生徒がより充実した学習をしていくために、前年度の担当者との引き継ぎと同時に、同学年の

職員同士の情報交換も密にしていく必要がある。

下町夜市で演奏を披露

国際交流まつりで

「メキシコ料理はおいしいよ」

＜生徒の感想より＞
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研究主題 「社会に自己の力を役立てようとする姿勢を持つ生徒の育成」
沼田市立多那中学校教諭 田村直美

Ⅰ はじめに
昨年度より総合的な学習の時間が先行実施され、問題解決的な学習を発展的に繰り返す探究

。 、「 、 、 、的な学習過程が求められている 本校においても 自ら課題を見付け 自ら学び 自ら考え
主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力」を育成するとともに、自己の生き方を
考えられる生徒を育てていきたいと考えている。そのためには、一昨年度までの学習内容をも
とに、育てたい資質や能力を明らかにし 「探究的 「協同的 「体験的」な総合的な学習の創、 」 」
造に力を入れている。また、本校では、小中学校が一つの校舎の中にあるという特色を活かし
た教育が行われているが、今年度から総合的な学習の時間の流れも、小中７年間を見通したも
のとなってきている。

本学校区は豊かな農業地域であるが、過疎化の問題を抱えている。それは地方の多くの町が
が抱える問題であり、それらの課題を解決できるような社会の後継者を育てることも、教育に
課せられている大きな課題の一つである。

総合的な学習の時間は 教科の学習意義を実感させる時間であると考える 学ぶこと即ち 生、 。 「
きる力」を身に付けることとして、教科で身に付けた知識や技能を活用させ、自己の将来に関
わる「地域と個人の背負う切実な現実の課題」の解決に向かわせたい。それは、中学校だけの
学習として終わるものではなくのではなく、卒業後の生き方につながるものであると確信して
いる。

。 、 。本校の３年間の総合的な学習はおよそ次のとおりである まず １年次は沼田散策をさせる
歴史の町・川越での課題追究に繋がる活動であり、地域社会の問題に気付かせ、課題意識を持
たせる活動である。それは３年生の「千年の歴史の街・京都」での課題追究に繋がり、地域の
活性化を考える問題解決的な学習の入り口となる。２年生においては、東京において、山間部
に対する都会について学ぶと共に、１年次から始まっている職業調べにおいて、利根沼田には
ない職種についての情報を得る機会ともなる。そのような活動を経て２年生において「職場体
験学習」をさせる。３年生では、７年間の総合的な学習の集大成として「地区の活性化に向け
て提言する」という学習が行われる。１．２年次にはそれに向け、学び方を学ぶとともに、各
学年としてふさわしい資質･能力を身に付けさせてゆく。

このように本校の総合的な学習の時間では、地域学習の積み重ねの上に、生き方学習として
の色を濃くしてゆく。本実践では、このような流れを踏まえ、２年生の職場体験学習に焦点を
当てる。職場体験学習では対社会、小学校の収穫祭への手伝いなど対小学生などの体験を意図
的に位置付け、その体験をとおして、自己を見つめさせ、自己のもつ力に気付かせていきたい
と考えている。

そのためには「仕事を成し遂げ、感謝されることにより自己肯定感を感じさせ、人の役に立
つことに喜びを見出させる」体験を繰り返すことが重要である。本実践では、職場体験学習を
追究の場として位置付け、事業所と連携して生徒に意図的な働きかけを行った。

このような体験を通して、現実の社会の課題を把握させ、それを解決していくのは自分たち
であると気付かせることにより「社会に自己の力を役立てようとする姿勢をもつ生徒の育成」
を目指した。

Ⅱ 実践の概要（実践例を含む）

１．単元名「理想の生き方について考えよう」 (２年生)

２．単元の評価規準

①学習方法に関すること
・小学生の役に立った経験と今までの自己に対する認識の違いから自己有用感を意識し、課

題を設定することができる。
・職場体験学習で広く情報収集し、必要とする情報を取捨選択することができる。

②自分自身に関すること
・自分のよさや自己有用感を認識し、自己の将来について考え、希望をもつことができる。
・課題設定、情報収集、整理・分析、まとめ・表現の活動において、前向きな意志をもち自

己決定することができる。
③他者や社会に関すること

・他人の異なる考えや見方に触れ、自分の考えを深めたり広げたりすることができる。
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・それぞれのよさを生かしてよりよい集団にするために行動することができる。
３．指導計画

ねらい おもな学習活動 指導上の留意点及び支援過程 時間
２ ○小学校５・６年生の畑の作 ○小学校の高学年の教師と事前の打ち○小学生との

交流を通し 業を一緒に行い、小学生に 合わせを行い、小学生に喜ばれるこ課

て勤労と自 は難しい作業を受け持つ。 とにより、勤労に対する意識の向上題

己有用感に ○小学生から届いた作業の感 と自己有用感を感得させたいことをの

対する意識 想を聞き、自己有用感につ 知らせる。また、小学生からの感想設

をもつこと いて考える。 文の依頼をする。定

ができる。
○勤労をとお ６ ○学級活動での「自己を知 ○既習事項をもとにしながら、社会の

した自己有 る 、１年生での「職場訪 状況や問題等にも目を向けさせる。」
用感に関し 問 等の既習事項をもとに ○各生徒の長所、各事業所の仕事の特」 、
ての個人課 職場体験学習で自分の長所 徴を踏まえながら、課題の設定につ
題を設定す をどのように発揮するか考 いて細かく助言し、事業所の担当者
ることがで え、個人課題を設定する。 に向けた自己紹介文を書かせる。
きる。 ○「職場体験学習計画書」を ○事前に担当者と会い、指導者として

作成する。 の願いを伝える。
情 ○職場体験学 ○各事業所において、各自の ○事業所を訪問し、本人の様子や課題
報 習をとおし 課題に添った体験活動を行 追究に関する進捗状況を確認すると
の て個人の課 う。 ともに、事業所の担当者とも情報交18
収 題を追究す 換を行う。
集 ることがで ○特に、役に立っている場面を担当者

きる。 から聞き、その後の指導に役立てる
ようにする。

整 ○収集した情 ３ ○自分の日記や感想、事業所 ○個に応じて、整理・分析の仕方につ
理 報を整理・ の担当者のコメント等を手 いて助言する。
・ 分析するこ がかりに 「自己有用感」 ○意図的に他の生徒と交流させる機会、
分 と が で き を中心に、収集した情報を をもち、それぞれが感じた自己有用
析 る。 整理する。 感や課題を情報交換させることによ

り、幅広い視野から整理・分析でき
るようにする。

ま ○自分のテー ６ ○自分のテーマに沿って、プ ○個々の生徒のまとめを見て 「自己、
と マに沿って レゼンテーションソフトを 有用感」が前面に出るよう、表現内
め まとめ、他 使ってまとめる。 容について助言する。
・ 者に伝える ○発表会を開催し、それぞれ ○言語活動の充実を視野に入れ、収集
表 ことができ がまとめたものを発表す した情報と既有の知識とを関連させ
現 る。 る。 て、自分の考えが伝わるよう助言す

○発表会での意見や指摘を受 る。
、 、け、もう一度まとめを見直 ○発表会では 保護者や１年生も招き

す。 幅広く意見や感想が聞けるようにす
る。

４．実践例
①課題設定をするための意図的な働きかけ

総合的な学習の時間においては、生徒自らが課題意識をもつことが重要である 「調べてみた。
い」と思わせることができれば、単元をとおした課題追究のエネルギーが生まれる。しかし、教
師が何もせず、生徒に任せきりでは、学習事項を明確にした真の学びにはならない。中学校学習

「 」 、『 、指導要領解説 総合的な学習の時間編 には 事前に生徒の発達や興味・関心を適切に把握し
これまでの生徒の考えとの「ずれ」や「隔たり」を感じさせたり、対象への「あこがれ」や「可
能性」を感じさせたりする工夫をしなくてはならない』とある。今回は、この部分を手がかりに
「意図的な働きかけ」をして、きっかけとなる事象に出会わせることにした。

本校は、小中併設校であり、同じ敷地内、同じ校舎内に小中学生が生活している。自己有用感
に関して、実際に自分が役立つ経験をさせ、今まで生徒が思っていたこととの「ずれ」を感じさ
せるためには 小学生との共同作業が最適であると考えた そこで 小学校の５・６年の担任(複、 。 、
式学級)に話し、畑の作業を一緒にさせてもらうことにした。ちょうど、その時期は、小学校全
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員でのサツマイモ植えが計画されており、５・６年生は、そのための準備として、畑を耕し、黒
いマルチを張る作業を行うところだった。５・６年生の担任に 「小学生のために役立つ経験を、
させたい」ことを伝え、作業後に小学生から感想文がほしいことを伝えて了解を得た。

、 。当日の作業では もっとも大変な作業である畑を耕すところを４人の中学校２年生が担当した
実は４人全員が、活動前は 「面倒くさい」を口にしていた。しかし、小学校の教師の意図的な、
言葉掛けもあり、活動を始めると、汗をかきながら一生懸命に耕した。それを見守る小学生の目
からは、中学生に対するあこがれの気持ちがうかがえた。その後、小学生から次のような感想文
をもらった。

【小学生の感想】
中学２年生の４人は、私たちのために、わかり

やすく教えてくれました。マルチのしき方や、土
のかけ方を教えてくれました。中学２年生はあん
なふうに、耕せて、すごいなあと思いました。
私たちも、中学２年生になったら教える方になる
ので、今の中学２年生に教わったことを、下の下
級生に教えてあげたいです。

土を分けるのは，たいへんだったから中学生の
男の子二人でやってくれました。かっこいいなあ
とおもいました ・・・。

感想文を中学生に紹介したところ 「自分が役に立てた」ことを実感し、４人ともとても嬉し、
そうな表情を見せた。また、自分や友達の働きへの感想を発表させたところ、クラスの雰囲気が
明るく変化するのを感じた。面倒という言葉は出なくなっていた。このときの経験が、その後の
スムースな課題設定につながるとともに、単元をとおして課題意識を持続する原動力になった。

作業を終えての感想 友達の仕事ぶりに思うこと
・自分の経験をしっかり伝えられたと思う ・ さんは精一杯やっていた。しっかり教え。 K
・先生にほめられたのでよかった。 ていた。
・小学生が嫌がらずにやっていたのですご ・小学生に教えるのは僕にはできないので、

いなと思った。 君はすごい、さすがと思った。R
・機械を動かすのが難しかった。 ・ 君は少しやっただけで、かなり上手に機S

械を使えていた。

②情報の収集における事業所との連携
今回 「自分を見つめさせ、自己有用感・自己肯定感をもたせたい。自分の進路を考える上で、

大切な事を認識させたり、視野を広げさせたりしたい 」という願いをもって職場体験学習を計。
。 、 。 、画した しかし 学校側だけの働きかけだけで有意義な職場体験学習にするのは難しい そこで

事業所の方にその思いを伝えて、教育意義・目標・方法に対して共通理解を得ることにした。職
場体験に向けて生徒が立てた自己課題やその生徒の特徴を事業者に伝えるために、下のような自
己紹介文を作成させた。その際、特に伝えたい箇所に教師がアンダーラインを引くことで、その
生徒の特徴や課題がより明確に伝わるようにした。担当者には 「生徒のよさが発揮されたり、、
自分の課題を克服するような行動が見えたときは、言葉や文で具体的に認めてほしい」というこ
とを伝え、教師と事業所の担当者が連携して、生徒の課題追究のための職場体験学習となるよう
意図した。

【自己紹介文】
自 己 紹 介

はじめまして、私は多那中学校の○○と申します。
この度は職場体験の受け入れをお引き受けくださり、ありがとうございます。私の簡単な自己
紹介をさせていただきます。

私は子供が好きで、面倒をみるのが得意です。初対面のときは少し戸惑いますが、人付き合
いは苦手なほうではありません。私がこの仕事を体験してみたいと思ったきっかけは、このよ
うな私の長所を活かせると思ったからです。そして、私が保育園に通っていたとき、毎日が楽
しかったので、園児のみんなも楽しく来られたらいいと思ったからです。
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私は、保育士になりたいと思っていますが、すべての子に平等にせっすることができるか、
また、これからどのような進路をたどればよいか迷っています。

さらに、今、社会の状況の中で保育環境の問題が気になります。
すべての子供たちが幸せになれるようにするには、どうしたらいいのでしょうか。
私にできることは、何でしょうか。

今回は、体験期間が３日しかありませんが、たくさん学びたいと思います。
笑顔で頑張りたいと思いますので、ご指導よろしくお願いします。

③発表会
「まとめ・表現」の指導過程において発表会を企画した。自分の考えや思いを他者に伝える活

動を行い、違った視点からの意見や考えに触れさせることにより、新たな課題が生じたり、自分
の考えが質的に深まったりすることになるからである。

まとめは、プレゼンテーションソフトを使って作成した。これは、技術・家庭科との関連を強
く意識したためである。また、自分の意図が伝わるための表現方法や発表の仕方については、国
語科の学習と関連させ、各教科で身に付けた知識や技能を活用させることの重要性やよさについ
ても気付かせるようにした。

プレゼンテーションの作成にあたっては 「テーマ設定の理由」や「課題追究としての職場体、
験の内容 「職場体験から得た自己有用感・自己肯定感 「今後の生活に生かすこと」などが現」 」
れるよう指示をした。特に、事前と事後の「自己有用感・自己肯定感」の変化が発表内容に具体
的に現れるよう意図的に働きかけた。
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発表会には、学校の職員や保護者、１年
生も招いた。これは、プレゼンテーション
に向け、まとめの段階で相手意識をもたせ
ることと自分の発表を広く評価してもらう
ためである。このことにより、単なるまと
めにとどまらず、目的意識をもちながら、
自分の思いや考えをしっかり相手に伝える
という学習の場にもなった。担任は見守る
のみで、準備から片付けまで、生徒が協力
して行い、どこで、どのような姿勢で受け
答えをするかということも自分たちで判断
していたことも、印象に残る生徒の変容で
あった。

発表後は、１年生や職員から活発に質問
が出された。細部に切り込む質問もあったが、全員が、よく考えて的確に答えていた。本研究の
ポイントである「よさを認められた言葉掛け」(下の【生徒が自己肯定感・自己有用感を感じた
言葉】参照)などについても質問が出され、意義のある時間となった。

【生徒が自己肯定感・自己有用感を感じた言葉】
生徒 素直ですぐに直せるね。A
生徒 真面目だね。休むのも仕事だよ。お疲れ様。B
生徒 飲み込みが早い。すぐにできるね。いいセンスもってるね。C
生徒 悪いことを注意できる。保育士さんに向いてる。D

「表現方法や発表の仕方を工夫し、学習活動の成果を分かりやすく伝えることができる 」とい。
う「まとめ・表現」の学習過程における重要なポイントを十分に発揮でき、充実した発表会にな
った。また、新たな課題についても、思考や認識の深さに差はあるものの、全員が発表できてお
り、課題追究の深まりを感じた。

さらに、単元全体を通して育てたいと考えていた「社会に自己の力を役立てようとする姿勢」
については、それぞれの生徒が以下のような発表を行った。今回の職場体験学習を中核とした学
習を通して、将来の自分や生き方にまで目が向けられた証であると考える。

【生徒Ａ】 今回の職場体験学習から新たな課題ができました。それは、僕の時代の農業経営
についてです。僕の家でも販売事業を取り入れてみてはどうかと思いました。なぜかというと
今までのように野菜を作っているだけではだめだと思ったからです。そのために僕は、農業系
以外の知識も付け、いろいろな資格を取りたいと思いました。そのために今は基礎力を付けな
ければいけないと思いました。
【生徒Ｂ】 自分にはまた新たな課題ができました。それは、機械に関わる販売業に就くこと
です。そのためには、商業高校に行き、資格を取るための基礎力をつけるようにがんばりたい
と思います。
【生徒Ｃ】 今回の体験をとおして、接客はあまり向いていないと思いました。接客も楽しか
ったけれど、裏で 人で黙って盛りつけなどしているときの方がよかったし、盛りつけの感覚1
を褒められたので、自分の技を使ってサービスする仕事が向いていると思いました。一流のも
の作りを目指すという目標を持ちました。
【生徒Ｄ】 保育士の抱える問題を探す視点からは、保育士さんが子どもを眺めていることが
多いことに気付きました。それは、子どもの個性や家庭環境やその他にも、様々な現代社会が
抱える問題が関係しているからと思いました。これに対するには，様々な知識を身につけるこ
とと、子どもに対する問題に関心を持つことが大切と思いました。

５．まとめ
生徒に自己有用感や自己肯定感をもたせたいと意識して、行事などに取り組ませ始めてから、

少しずつ変容が見え始めたが、職場体験学習を終えた時には、はっきりと行動の変化となって現
れた。音楽の教師からは、歌のテストの時間に、２年生が次々に立候補し、前向きな雰囲気の中

。 「 、 、でテストができたというメモが届いた 他にも１１月末には ２年生の学習の様子や あいさつ
返事の様子から、職場体験学習を一つの境に、ずいぶん成長したように思います 「子どもた。」
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ちが、満足感や自信を感じ、確実な変容が見られるようになりましたね 」というコメントを得。
た。

自己肯定感を確認し、進路を見つめさせ、それに向けて現実的に目標を立てさせたところ、学
習への取組も変化が見え始め、期末テストの点は大幅にアップした。そして、中学校の耐震工事
終了後の新校舎への引っ越し作業のときには、主体的に生き生きと働く姿を見せた。

これから生徒は、自分の将来を見通して「未来予想図」を書くことになる。自らの進路と、社
、 。 、会に対する思いを言語化し 課題を明確にしていく 修学旅行や地域の活性化への取組をとおし

情報収集と行動することを体験し、整理分析し、９年間の学習の総力をあげて、未来への提言を
まとめる。それはこれからの社会を背負いゆく自らの課題を表明することでもある。

〈
３
年
生
の
提
言
が
行
わ
れ

るお年寄りとの交歓会 〉 〈 ３年生を手伝って多那唐辛子を作る作業 〉

Ⅲ 成果と課題
１．成果

本実践を通して次のような成果が見られた。
○「課題の設定」においては、生徒の自己評価と小学生からの評価とのずれを感じさせるような

場面設定をしたことにより、生徒が自己有用感・自己肯定感について目を向け、単元を通して
課題を追究していけるようなエネルギーをもつことができた。

○「情報の収集」においては、事前に事業所の方に意図を十分に伝えたことにより 「自己有用、
感・自己肯定感」を強く意識した活動を行うことができた。

○「まとめ・表現」においては、発表会を実施したことにより、生徒が他教科との関連を意識し
ながらプレゼンテーションづくりを進めるとともに、１年生、保護者、職員等から幅広い意見
をもらったことにより、新たな課題を見出すことができた。

○本単元全体を通して、生徒が「自己の力を役立てよう」という意識をもつことができた。その
、 、 、 。ために その後の学校生活において 自ら行動を起こし 主体的に行動する姿が多く見られた

２．課題
課題は次の通りである。

○「整理・分析」の難しさを痛感した。情報の比較・分類・関連付けを図らせるなど多面的・多
角的な視点から考えさせるためには、情報量を多くすることと、整理･分析をする際の方法を
教師が押さえておく必要がある。

○本単元での学習を３年生での学習にどのように繋げ 「自己の力を社会のために役立てよう」、
とする姿勢や「地域を活性化し、支え創造していこう」という気持ちを育てるためには、小学
校との連携も視野に入れ、３年間の総合的な学習の時間を更に系統的なものにしていく必要が
ある。
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平成２２年度 校内研修計画書

館林市立第二中学校

１ 研修主題・副主題

ともに学び合い、新たな自己の課題を見出そうとする生徒の育成

－ 目的を明確にした体験活動や意見交流活動を取り入れた総合的な学習の実践を通して －

２ 主題設定の理由

＜社会背景から＞

今日の現代社会は、グローバル化が進み、色々なことが目まぐるしく変化する世の中になってきて

いる。このような変化の激しい社会に対応していくためには、その時々の課題を把握し、解決に向け

て努力することが大切である。１つの課題解決に満足することなく、より良い社会の実現に向けた課

。 、 、題把握能力や課題解決能力を身に付ける必要がある そこで本校では これらの力を育ませるために

目的を明確にした体験活動や意見交流活動を取り入れた総合的な学習の時間の実践を行うこととし

た。

＜学校教育目標から＞

本校においては、学校教育目標に「自己を拓く」を掲げ、あらゆる教育活動の中で、生徒が自己実

現を図ろうとする過程を重視し、よさや可能性を伸ばす教育実践に努めてきた。その具体目標として

「進んで学ぶ生徒の育成」があり、目指す生徒像として「基礎的・基本的な事項と学び方を身に付け

た生徒 「自ら学習課題や問題を見いだし、思考力・判断力・表現力・創造力を伸ばす生徒」等が挙」

げられている。それらの教育目標に迫れるような研修を行うこととした。

＜生徒の実態から＞

本校の生徒は、基本的生活習慣が身に付き、授業にしっかりと取り組める生徒が多い。一方で、自

、 。分の考えや意見を相手に分かりやすく表現したり 意見交換したりすることが苦手な生徒が多数いる

そのため、授業の中では意見交流が活発に行われず、新たな発見や気づきの場面が少ないのが現状で

ある。その結果、追究した成果を単に発表するだけにとどまってしまうという課題が残る。

＜新学習指導要領から＞

平成２４年度から完全実施される新学習指導要領では、生徒の生きる力をよりいっそう育むことを

目指し 「確かな学力」においては 「基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、、 、

判断し、表現することにより、さまざまな問題に積極的に対応し、解決する力」の育成が重要視され

ている。これらの力は、現代社会を生き抜いていくために、とても重要なものである。

以上の４つの観点から、本研修主題を「ともに学び合い、新たな自己の課題を見出そうとする生徒

の育成」とした。なお本年度は研修の１年次として、目的を明確にした体験活動や意見交流活動を取

り入れた総合的な学習の時間の充実に取り組むものである。

３ 研修期間

平成２２年度～平成２３年度（本年度は第１年次）

４ 研修のねらい

ともに学び合い、新たな自己の課題を見出そうとする生徒を育成するために、目的を明確にした体

験活動や意見交流活動を取り入れた総合的な学習を行うことの有効性を実践を通して明らかにする。
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５ 仮説（研修の見通し）

総合的な学習の時間において、次のような指導の工夫を行えば、ともに学び合い、新たな自己の課

題を見出そうとする生徒を育成することができるであろう。

（１）総合的な学習の時間において、次のような指導の工夫を行う。

○総合的な学習の時間に、目的を明確にした体験活動を取り入れ、自ら進んで自己の課題を設定で

きるような指導の工夫を行う。

○総合的な学習の時間に、意見交流活動を盛り込み、学び合いの中で自己の新たな課題に気づける

ような指導の工夫を行う。

○意見交流活動のマニュアルを作成し、円滑に意見交流活動が行えるようにする。

（２）総合的な学習の時間の単元計画づくりにおいて、次のことを行う。

○生徒の実態に応じて、目的を明確にした体験活動を単元計画に位置付ける。

○単元計画の構成では、追及活動に重きを置いた時数配分にしていく。

６ 基本的な考え方

（１）ともに学び合い、新たな自己の課題を見出そうとする生徒

研修主題に掲げた目指す生徒像「ともに学び合い、新たな自己の課題を見出そうとする生徒」を

次のように設定した。

ともに学び合う生徒とは

○意見交流会の中で、自分の考えをしっかりと伝えるとともに、発表者の考えと自分の考えを比

較・検討することができる生徒

○発表者の考えをきちん理解し、それらの良さを自分の考えに取り入れることができる生徒

新たな自己の課題を見出そうとする生徒とは

○意見交流活動で気づいたことや感じたことを踏まえて、自己の課題に足りないことを認識し、

見直し・修正することができる生徒

（２）目的を明確にした体験活動や意見交流活動を取り入れた総合的な学習

研修副主題に掲げた「目的を明確にした体験活動や意見交流活動を取り入れた総合的な学習」を

次のように定義した。

目的を明確にした体験活動

○自己課題を設定する上で、体験活動が重要な役割を果たすように、単元の内容・生徒の実態に

沿った目的ある体験活動を単元の導入段階で取り入れていく。

意見交流活動

○お互いに助言し合うことで、新たな自己の課題を見つけ出せるような場を設定するために、意

見交流活動を学習の中に位置づける。
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（３）構想図

総合的な学習の時間に （１）横断的・総合的な学習や探究的な学習を

特有な学習のあり方 通すこと。

（２）自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、

主体的に判断し、より良く問題を解決する

資質や能力を育成すること。

資質や能力及び態度

（３）学び方やものの考え方を身に付けること。

（４）問題の解決や探究活動に主体的、創造的、

協同的に取り組む態度を育てること。

総合的な学習の時間を （５）ともに学び合い、自己の生き方を考える

通して育成したい姿 ことができるようにすること。

＜目指す生徒像を育成するための手立て＞

手立て① 手立て②

総合的な学習の時間の中に 総合的な学習の時間の中で

目的を明確にした体験活動 意見交流の場を工夫をする

を取り入れる

＜目指す生徒像＞

ともに学び合い、

新たな自己の課題を

見出すことができる生徒

７ 研修の内容

次のものを研修の内容とする。

今までの総合的な学習の時間に、目的を明確にした体験活動や意見交流活動を取り入れて、指導内

容の明確化と指導方法の工夫を行う。具体的には、以下の３点を実践研究する。

（１）目的を明確にした体験活動を取り入れた総合的な学習の時間の指導の工夫

○自ら進んで課題設定に取り組めるように、生徒の実態や単元の内容に合わせて体験活動を精選し

ていく。
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○追及活動の場面において、生徒が目的意識をしっかり持って調べられるように、目的を明確にし

た体験活動を盛り込む位置を工夫する。

（２）意見交流活動を取り入れた総合的な学習の時間の指導の工夫

○新たな自己の課題を見出せるように、追及活動の中間部分で意見交流活動を取り入れていく。

（３）総合的な学習の時間における単元計画の構成を抜本的に見直す。

○単元計画の中に、目的を明確にした体験活動と意見交流活動を取り入れていく。

○単元計画の中に、目指す生徒像に近づけるような指導の留意等や手立て等を盛り込んでいく。

８ 研修の方法

（１）研修組織

校長・教頭

研修推進委員会

研 修 部

全 体 会

総合部会

○全体計画や単元計画の見直し

（目的を明確にした体験活動や意見交流活動

を考え、単元計画に盛り込む ）。

学 年 部 会

１学年部会 ２学年部会 ３学年部会

○総合部会：単元計画の中に目的を明確にした体験活動や意見交流活動を効率よく盛り込んで、指導

内容の明確化と指導方法の工夫を行う。

（ 、 、 ）○学年部会：中期指導主事訪問での研究授業 指導案検討 他クラスでの実践 訪問日の授業研究会

を行う。

（２）研修計画

期 日 研 修 内 容 備 考

４月６日 ・研修計画の検討 研修推進委員会

（校内研修の主題・副主題について）

４月１９日 ・総合的な学習の時間の単元計画の見直し 総合部会

（体験活動と意見交流活動の位置づけについて）

４月２６日 ・研修副主題の検討と研修の方向性の決定 全体

５月１０日 ・研修全体計画の検討 研修推進委員会

（主題、ねらい、仮説、組織等の検討）

５月２４日 ・研修全体計画の確認 全体

（研修全体計画の共通理解を図る）
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６月２２日 ・研修主題に沿った授業実践（全員） 全体

７月 ・総合的な学習の時間の指導内容の明確化と指導方法 学年部会

の工夫（後期指導主事訪問に向けて）

７月１２日 ・研修課題・研修計画の確認 全体

７月２０日 ・１学期の成果と課題の確認 全体

９月１３日 ・今後の実践計画の検討や授業実践に向けての共通理 全体

解

９月 ・総合的な学習の時間の授業公開 学年部会

（後期指導主事訪問に向けて）

９月１３日 ・指導案検討会 学年部会

９月２７日 ・指導案検討会 学年部会

１０月１５日 ・中期指導主事訪問（研修主題に沿った授業実践） 学年部会

１０月１８日 ・授業実践のまとめと共通理解 学年部会

１１月２２日 ・授業実践の報告と紀要作成の分担 全体

１２月１３日 ・総合的な学習の時間の単元計画の見直し 総合部会

と作成の分担

１月１７日 ・紀要原稿の検討 全体

２月１４日 ・本年度の成果と課題の確認 全体・学年部会

３月１４日 ・課題をもとに次年度の方向性確認 全体

※その他、研修に関して次の部会を必要に応じて開催する。

・研修部会 ・道徳部会 ・学年部会

※一人一授業実践（研修に沿った内容）を中期指導訪問までに行うようにする。

（３）検証計画

次の検証において、生徒の変容を見取る。

検 証 方 法

観 点 事 前 授 業 中 事 後

学習過程の各段階において ○テーマに関する生 ○学習活動の観察 ○学習カードの内容の

①オリエンテーション（導 徒の状況を観察・ア ○学習カードの内容分 変化を見とることで、

入）の工夫 ンケート・学習カー 析 新たな自己の課題を見

②意見交流会の場の工夫 ド等から把握する。 ○まとめのレポートの 出し、学習に意欲的に

③話し合い・表現方法のス 内容分析 取り組んでいたかを検

キルアップ 証する。

④目的を明確にした体験活

動の充実等
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第１学年 総合的な学習の時間 学習活動案

日時 平成２２年１０月１５日（金）

場所 ４Ｆ多目的室

指導者 森戸麻子（Ｔ１) 笠井智郁（Ｔ２）

【単元名】テーマ総合「環境・資源・エネルギー」

【学習段階】情報収集の段階

【活動名】テーマ交流会をしよう

１．単元の考察

（１）教育課程の位置づけ

本校は授業数確保のため、Ａ、Ｂ、Ｃの３つの時間表をローテーションさせてい

る。新教育課程の移行期である本年度、１学年ではＡ週、Ｂ週の木曜日５、６校時

の２時間、Ｃ週は６校時のみの１時間、総合的な学習の時間を充て年間６５時間実

施している。

本校では、総合的な学習の時間を「未来総合」と呼び、１学年では年間６５時間

をテーマ総合「環境・資源・エネルギー （５０時間）とライフ総合「働く意義と」

職業理解 （１５時間）の２つの単元で構成している。」

（２）単元の考察

テーマ総合「環境・資源・エネルギー」は家庭・学校、地域、国・地球という領

域に視点を当て、人間生活の抱える様々な問題を学ぶ。その際、自己と各領域のと

のかかわりの中で、自ら課題を見つけ、追求、問題を解決していく活動を取り入れ

て いくことをねらいとしている。

そこで単元を「課題設定 「情報収集 「整理分析 「まとめ・表現」の つの学」 」 」 4

習段階にわけさらに次の３点に重点を置く単元構成を行った。

①探究的な学習とするために

新指導要領で重視されている探究的な学習の充実を図るため、目的を明確にした

体験活動の充実をはかり、探究的な学習の場を設けるように努める。また他の教科

との連携を図り、同じような学習過程を積極的にいろいろな教科でも行う。

②他者と協同して取り組む学習とするために

互いの意見を出し合い、見通しや計画を検討し合い、他者の意見を受け入れなが

ら、問題の解決や探究活動を他者と協同して取り組むことが大切である。そこでひ

とつの体験学習が終了して感想や疑問をまとめる際、できるだけ生徒同士の発表の

場を設定するよう努める。また「テーマ交流会」を行いテーマや計画についての意

見交流活動を行う。

③言語活動を重視する学習として

まとめの段階では単なるレポートではなく、伝えたいことを発表する場を設ける

ことにより、言語活動の充実へとつなげていけるよう努める。他の教科とも連携を

図り自分の考えをいかに相手に伝えるかまたは友達の発表を意図をいかにつかむか

などを考えながら発表等を聞けるような習慣づけをする。

本時の活動は 「情報収集」段階の１時間目で全段階で設定したテーマ、追求、
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計画、発信方法を発表し、友達と意見を交換することによって、これからの情報収

集活動をより効果的に効率的に行えるようにすることをねらうものである。

（３）生徒の実態

男子２０名女子１９名計３９名の１年２組は、落ちついたクラスである。やや自

己表現が苦手で、授業中の発言などがもう少し活発であることが望まれる。

４月から始まったテーマ総合「環境・資源・エネルギー」の学習への取り組みは

活動計画と記録表の感想反省や活動のワークシートから次のようなことが分かる。

○城沼学習では、身近な自然環境に興味を持ちそれらを守っていこうという気持

ちが強い生徒が多かった。

○ソーラーパネルの学習では、地球温暖化に対して、自分たちにできることを考

えたいと問題意識を持てた生徒が半数ぐらいいた。

、 、○赤城サンデン工場の見学をして 企業の環境への配慮を初め知った生徒が多く

他の工場についても調べてみたいという生徒も数名いた。

○パソコンや図書室での調べ学習では、短時間に調べたいものを手際よく調べる

習慣が身についている生徒は少ない。

○活動の後の意見交流では、自己表現が苦手な生徒、あまり積極的でない生徒が

多い。

２．単元の目標

身近な環境問題に対する認識を深めるとともに、資源やエネルギーの有効活用の方法を

検討することを通して、環境に関わる様々な問題を解決していこうとする態度を養う。
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４．校内研修とのかかわり

本単元においては、今までの体験活動や外部講師の講話をもとにそれぞれの生徒が自分

の課題を設定し、その内容について生徒同士がお互いに提案やアドバイスを中心とした意

、 。見交流を行うことにより より深く確実な追究活動を行っていけることを目標としている

この活動を通して 「ともに学びあい、新たな自己の課題を見出すことのできる生徒」に、

迫ろうとするものである。

５．指導方針及び支援・留意点

○本時のめあてと学習内容を黒板に提示し、活動計画表に毎回の活動の振り返りを記入

することで先の見通しを持たせる （常時）。

○友達の前で自分の考えをしっかりと発表できるようにするため、事前の準備における

発表用の調査計画書の作成を丁寧に行わせる （事前）。

○各教科との連携を図り、グループでの話し合い活動の場面を意図的に作る （常時）。

○発表を聞いてメモを取ったりまとめたりする経験があまり豊富ではないため、付箋紙

を活用して意見交流がスムーズに行えるようにする （本時）。

○ＴＴ指導をはじめ、複数の教員が活動に関わることにより、きめ細やかな個別指

導ができるようにする （常時）。

６．本時の学習活動

（１）ねらい

互いのテーマ、設定の理由、追求の方法を発表し合い、それに対する意見を持ち、

伝え合おうという態度を育てる。

（２）準備

教師：提示用の調査計画書 意見交流用のワークシート 付箋紙

生徒：調査計画書

（３）人権教育上の配慮

互いを認め合い、自分の発表は相手にしっかりと伝えられるように、他人の発表は真

剣に聞けるような雰囲気作りに努める。

（４）展開

学習活動 時間 ○活動の支援 【】観点 ◎項目 （）方法

１本時の学習のめあてと意 ○Ｔ１が本時のめあてと調査計画書の例を黒板に提

見交流会の進めかたを聞 示し、本時の活動の流れを説明する。

く。 １０

２提示された調査計画書を 分 ○生徒から考えがあまり出ないようであれば、どん

見て「さらに追加した な提案、アドバイスができるかあらかじめ用意し

方がよいであろう事項」 た具体例を示す。

を考える。



- G-5 -

３グループ内で、調査計画 １０ 【表現する力】◎自分が調べようとする課題につい

書を一人ずつ発表する。 分 て 調べようと思った理由や追究方法をわかりやす

聞き手は提案やアドバイ く説明しようとしている （観察）。

スを付箋紙にメモをし、 ○ １、 ２は机間支援をし、個別に励ましたりアT T

意見交流シートに貼る。 ドバイスをしてつまずきをサポートする。

・ 付箋紙に書く内容が思いつかない、まとまらな「

い」←発表された調査書の内容について質問をし

たりして考えを明確にさせる。また、例に挙げた

付箋紙の内容を参考にさせる。

４意見交流シートをもとに 【表現する力】◎友だちの発表に対し、自分の考え

グループで話し合い、新 ２５ と比較しながら意見を述べようとしている (観察)。

たな課題やさらに深く追 分 ○Ｔ１が話し合いの進め方を説明した後、Ｔ１、Ｔ

究すべきことを明らかに ２で机間支援をし、明らかにすべきことに視点を

する。 絞って話し合いができるよう助言をする。

・ 話し合いの視点がはっきりしない 」←付箋紙「 。

に書かれた提案・アドバイスが本当に必要かどう

か、またその理由を発表し合うことからいろんな

人の考え方に触れさせる。

○参考になることが書かれた付箋紙を自分の調査計

画書に貼らせる。

５グループで話し合ったこ ○調査計画書に赤ペンで追加・修正をさせる。

とをもとに、調査計画書 ・ どのように追加・修正をしたら良いかわからな「

を見直す。 い」←教師が個別に生徒に寄り添い一緒に追加・

修正を行う。また、友達の修正作業を参考にさせ

る。

６本時の活動の自己評価と ５ ○Ｔ１は本時の活動の成果について、具体例をあげ

まとめをする。 分 て評価し、次時への意欲を高める。

○Ｔ２は自己評価用紙を回収をする。
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第２学年 未来総合 学習活動案

日 時 平成２２年１０月１５日（金）

場 所 ２年１組教室

指導者 永井秋菜（Ｔ１） 小貫孝泰（Ｔ２）

【単元名】ライフ総合「働くことの意義・立志」

【学習段階】情報収集の段階

【活動名】職場体験学習計画書を発表し意見交換会をしよう

１．単元の考察

（１）教育課程の位置づけ

、 、 、 。本校では授業時数確保のため Ａ Ｂ Ｃの３つの時間表をローテーションさせている

第２学年では、Ａ週は火曜日の第６校時と水曜日の５，６校時に３時間を、Ｂ及びＣ週は

， 、 。水曜日の５ ６校時に２時間を総合的な学習の時間に充てて 年間８５時間実施している

本校では、総合的な学習の時間を「未来総合」と呼び、第２学年では、年間８５時間を

テーマ総合「福祉・人権 （４５時間）とライフ総合「働くことの意義・立志 （４０時」 」

間）の２つの単元で構成している。

本校の総合的な学習の時間の目標は 「知の総合化」に向けて、自ら課題を見つけ、自、

ら考え判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てるとともに、自己と社会とのか

かわりを考え、社会に対して主体的、創造的に働きかけていこうとする態度の育成を図る

ことである。

（２）単元の考察

ライフ総合「働くことの意義・立志」は、総合的な学習の時間の目標に明記された「自

己の生き方を考えることができるようにする」ことをねらいとした横断的・総合的な学習

である。

そこで、自己を見つめ、自己の生き方を追究していけるような体験学習と意見交換の場

を取り入れ、発達段階に応じて学習内容を深化していくようにするために 「課題設定 、、 」

「情報収集 「整理・分析 「まとめ・表現」の４つの学習段階を設定するとともに、」、 」、

次の３点を重点として単元構成を行った。

①探究的な学習とするために

総合的な学習の時間は 「生きる力」を育成するために、既存の教科等の枠を超えた横、

断的・総合的な学習として行われてきた。これに加えて新学習指導要領では、探究的な学

習となることを目指していることから、学習過程を探究的にするために、新たな課題を見

付け、さらなる問題の解決に向かうように努める。

②他者と協同して取り組む学習とするために

互いの意見を出し合い、見通しや計画を検討し合い、他者の意見を受け入れながら、問

題の解決や探究活動を他者と協同して取り組むことが大切であることから、単元において

必ず「テーマ交流会」を行い、テーマや計画についての意見交流活動を行う。
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③言語活動と体験活動を重視する学習とするために

体験したことや収集した情報を分析し、言語にまとめたり表現したりする活動や、生徒

が身体全体で対象に働きかけ実感をもってかかわっていく体験活動が重視されていること

から、学び合いの中で自己の新たな課題に気づくような意見交流活動や目的を明確にした

体験活動の工夫に努める。

本時の活動は 「情報収集」段階の大きな体験活動である職場体験学習を前に、職場体、

験学習を通して何を学ぶのかを明確にした自己課題と職場体験学習計画書を発表し合い、

有意義な体験となるかどうかを検討し合うことを通して、新たな自己の課題を見出すこと

をねらうものである。

（３）生徒の実態

２年１組は男子１５名、女子１６名、計３１名で構成されている。基本的生活習慣及び

学習習慣が身に付いた生徒が多く、落ち着いた学校生活を送っている。

生徒は４～８月までの前期に、テーマ総合「福祉・人権」において次のような活動をし

てきた。まずオリエンテーションでは、テーマ総合のねらいや概要を確認した。次に課題

（テーマ）設定のためのベース学習として「福祉・人権」に関する３つの体験活動、救急

救命体験、介護体験、車椅子・ブラインドウォーク体験を行った。体験活動で学んだこと

をベースに課題（テーマ）設定を行い、情報収集と資料分析をしてきた。生徒は体験活動

においては、講師のお話をよく聞き、積極的に体験活動に取り組んでいた。また、図書室

の文献やインターネットで熱心に情報収集をしていた。

、 、 。本授業においては 職場体験学習を行う職場を基に 次のようなグループ編成を行った

教育・保育グループ ５名 公共施設グループ ３名

○公立幼稚園 女子２名 ○消防署 男子１名

○公立小学校 女子１名 ○税務署 女子１名

○公立保育園 女子２名 ○美術館 女子１名

医療・福祉グループ ３名 小売専門店グループ ５名

○病院（看護師） 女子１名 ○書店 男子２名

○接骨院 男子１名 ○スポーツ用品店 男子２名

○老人ホーム 女子１名 ○楽器販売店 女子１名

飲食・農業グループ ３名 美容グループ ３名

○ハンバーガー店 男子１名 ○美容室 女子３名

○アイスクリーム店 女子１名

○酪農 女子１名

製造・建設グループ ４名 設計・工務グループ ４名

○製造工場 男子１名 ○設計事務所 男子２名

○建設会社 男子３名 ○工務店 男子２名

２．単元の目標

働くことの意義を理解し、夢と希望をもってよりよく生きるために問題を解決する資質

や能力を育てるとともに、自己の生き方について考えていこうとする態度の育成を図る。
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４．校内研修とのかかわり

本校の校内研修においては、目指す生徒像「ともに学び合い、新たな自己の課題を見出

すことのできる生徒」に迫るため、①総合的な学習の時間に目的を明確にした体験活動を

取り入れる、②総合的な学習の時間の中で意見交流の場を工夫するの２つの手立てを行う

ものである。

本単元においては、目的を明確にした職場体験学習を中核に位置づけ、職場体験学習を

通して何を学ぶのかを明確にした自己課題と職場体験学習計画書を発表し合い、検討し合

う意見交流の場を設定し、目指す生徒像に迫ろうとするものである。

５．指導方針及び支援・留意点

（１）めあてと見通しをもって学習活動に取り組めるようにするために

○本時のめあてと学習内容を黒板に書いて提示する。

（ ） （ ）２ 活発な意見交換ができるようにするために 言語活動を重視する学習とするために

○職場体験学習計画書をグループ内で発表するための発表及び意見交換の進め方を示し

たディジタル画像を大型テレビで提示する。

○友達の発表に対して意見をもちやすくするために、次の３つの観点を黒板に書いて示

すとともに、色別の付箋紙に書かせる。

・肯定（発表の良い点、参考になった点）青の付箋紙にメモさせる。

（ 、 ） 。・質問 発表を聞いて分からなかった点 もっと聞きたい点 黄の付箋紙にメモさせる

・助言（アドバイス）赤の付箋紙にメモさせる。

○意見交換が単なる付箋紙の渡し合いにならないように、付箋紙に書いたメモをもとに

肯定意見、質問、助言を音声言語で相手に伝えた後に付箋紙を渡すようにさせる。

○教師は意見交換時に机間支援をし、生徒の活動を見取り、つまづきをサポートする。

（３）探究的な学習とするために

○友達の発表や意見を聞いて気づいたことを参考に、職場体験学習計画書の修正をする

場面において、ライフ総合のテーマや職場体験学習の自己テーマ自体を修正することは

新たな課題を自ら見付けたすばらしいことであることを生徒に伝える。

（４）他者と協同して取り組む学習とするために

○職場体験学習を行う職場が同じ、もしくは職種的に近い分類でグループ編成をするこ

とにより、友達の発表に対して親近感をもたせる。

６．本時の学習活動

（１）ねらい

友達の発表を聞いて意見をもち、それを伝え合おうとする態度を育てる。

（２）準備

教師：３色の付箋紙 大型テレビ及び画面データ

生徒：筆記用具 職場体験学習計画書 自己評価カード

（３）人権教育上の配慮

、 、学級経営で培った生徒同士の信頼関係を基盤とし 友達の発表を真剣に聞くとともに

意見を恥ずかしがらず臆することもなく言えるような雰囲気作りに努める。
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（４）展開

生徒の学習活動（時間） ○活動の支援 ・予想される反応と手立て

①本時の学習のめあて（職場体験学 ○Ｔ１が黒板に書いて提示しながら説明する。

習計画書の検討）と進め方（グルー ・ 職場体験学習計画書を忘れてしまった」←「

プでの意見交換会 を聞く ２分 Ｔ２が思い出して発表するように話す。） 。（ ）

②グループでの意見交換会の進め方 ○Ｔ２が発表及び意見交換の仕方を大型テレビ

を聞く ３分 で提示し、Ｔ１が説明する。。 （ ）

③４～５人のグループ（希望職業が ・ 話し合いの進め方がわからない」←教師が「

同じ・近いで事前に設定）で次の意 机間支援をし、大型テレビの意見交換の仕方の

見交換会を行う。 画像を指し示して詳しく説明する。

・まず、一人ずつ、自分の「職場体 【課題を追究する力】◎友達の発表を聞いて、

験学習計画書」を発表する。聞き手 意見（肯定、質問、助言）をもち、それをわか

は、発表を聞いて自分の計画書検討 りやすく伝えようとしている。また、友達の質

に参考になるものをメモする。 問や助言に対してその場で意見を言おうとして

・聞き手は、次の３つの観点で意見 いる （観察）。

をもち、３色の付箋紙にメモする。 ○友達の発表に対して意見をもちやすくするた

めに、Ｔ１が３つの観点を黒板に書いて示すと

○肯定：良い点・参考になった点 ともに、Ｔ２が各グループに色別の付箋紙を配

＝青の付箋紙にメモ。 って書かせる。

○質問：発表を聞いて分からなか ○意見交換が単なる付箋紙の渡し合いにならな

った点、もっと聞きたい点 いように、付箋紙に書いたメモをもとに肯定意

＝黄の付箋紙にメモ。 見、質問、助言を音声言語で相手に伝えた後に

○助言：アドバイス 付箋紙を渡すようにさせる。

＝赤の付箋紙にメモ。 ○Ｔ１、Ｔ２は意見交換時に机間支援をし、生

徒の活動を見取り、励まし、つまづきをサポー

・付箋紙にメモした意見を発表者に トする。

伝えるとともに、付箋紙を渡す。 ○意見交換が終わったグループから、職場体験

（３０分） 学習計画書の修正作業に入らせる。

④発表を聞いて自分の計画書検討に ・ どのように修正作業を進めてよいかわから「

参考になったメモや、グループの友 ない」←教師が机間支援をし、個別に支援した

達からもらった付箋をもとに、職場 り、友だちの修正作業を参考にさせたりする。

ライフ総合のテーマや職場体験学習の自己テーマ自体験学習計画書に赤ペンで修正を加 ○

体を修正することは 新たな課題を自ら見付けたすばえる。 （１０分）

らしいことであることを生徒に伝える。

⑤本時の活動の自己評価をする。 ○Ｔ２が自己評価用紙を配布及び回収する。

・ 自己評価の仕方がわからない」←教師が机「

間支援をし、個別に支援する。

⑥教師のまとめの話を聞く。 ○Ｔ１が生徒の活動の様子を肯定的に評価し、

（５分） 次回の活動への意欲付けをする。
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第３学年 未来総合 学習活動案

日時 平成２２年１０月１５日（金）

場 所 ３年４組教室

（ ）、 （ ）指導者 住岡秀裕 Ｔ１ 山本 暁 Ｔ２

【単元名】テーマ総合「国際理解」

【学習段階】情報収集の段階

【活動名】テーマ交流会をしよう

１ 単元の考察.

（１）教育課程の位置づけ

本校は授業時数確保のため、Ａ、Ｂ、Ｃの３つの時間表をローテーションさせている。

新教育課程の移行期である本年度は、週３時間（３学年では、火曜日第５ ６校時と木曜,

日６校時）を割り当てている。内容を大きく二つに分け、テーマ総合「国際理解 （７５」

時間）とライフ総合「適性を生かす進路計画 （３０時間）としている。本単元は、テー」

マ総合「国際理解 （７５時間）の中で、自国理解（２０時間）を踏まえて、生徒の興味」

や関心に基づく学習課題の設定･追究・発表という流れで進めている。

（２）単元の考察

生徒を取り巻く現代社会は、国際化、価値観の多様化が進展している。このような社会

の中で、 が求められている。自分が生ま異文化に対して寛容な心をもって対応できること

れ育った郷土や自国の伝統や文化に愛情と誇りをもち、互いの異なる文化や価値観を理解

し、認め合い、共生し合える国際感覚の豊かな人間、また、自分に自信をもち自己を失う

ことなく、周囲との協調の中で自己を主張でき、地域社会や国際社会に貢献できる人間が

求められている。

生徒はこれまでに奈良・京都への修学旅行を軸に「日本のよさを考えよう…奈良・京都

の伝統文化を知る」というテーマで学習を進めてきた。生徒は実際に奈良・京都という日

本の伝統文化が今も息づく場所に行き、実際に日本の伝統文化と接することによって、自

国の美しさやすばらしさに心から感動し、自国を尊重する気持ちに気づくことができた。

その気持ちを自分の生まれ育った館林の中で考える機会を持たせ、自分と館林との関わり

方を深く考えることは大切なことである。中学生の時期は、他に対する関心が高まるとと

もに、感受性豊かに育つ時期でもある。

本学年では、国際理解をテーマとして「国際理解の視点から館林の環境・福祉・人権を

考よう」をあげ、生徒が主体的に関わる学習の方途を探ることとした。

これらの学習主題に取り組む中から、日本や館林のよさや問題点を主体的に考えさせ、

生き方を自覚させるとともに、各国の文化の生まれた背景やその文化を継承していことす

る地域社会の様子を環境や国際理解の視点から考え、国際化に関する問題に対して実践的
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な態度と自国の伝統や文化を尊重し、郷土や国を愛する心を育てたいと考えている。

①探究的な学習として

総合的な時間は 「生きる力」を育成するために、既存の教科等の枠を超えた横断的・、

総合的な学習として行われてきた。これに加えて新指導要領では、探究的な学習が重視さ

れている。３年生のテーマ総合においては特に目的を明確にした事前体験活動の工夫と充

実をはかり、新たな課題を見つけ、さらなる問題解決を図っていけるような探究的な学習

の場を設けることに努める。

②他者と協同して取り組む学習として

互いの意見を出し合い、見通しや計画を検討し合い、他者の意見を受け入れながら、問

題の解決や探究活動を他者と協同して取り組むことが大切である。本校では、単元におい

て必ず「テーマ交流会」を行いテーマや計画についての意見交流活動を行う。

③言語活動を重視する学習として

単なる情報収集とまとめ活動に終わることのないように、テーマ交流会、意見発表会な

どの場を意図的に設ける。学び合いの中で自分の意見をまとめ発表することで考えの整理

ができるとともに、体験を通してよりよい自己表現力を身につけさせる。また、他者との

意見交流を通して自己の新たな課題に気付かせ、話し合い活動が必要な場面を意図的に設

けることで、言語活動の充実へとつなげていけるよう努める。

（３）生徒の実態

年 組は男子 名、女子 名、計 名で構成されている。授業中の発言に対して3 4 19 17 36

活発な生徒も多く、授業に対して積極的に参加している。

生徒は 月のオリエンテーションでねらいとする国際理解について、ねらいや今後の流4

れ等を確認した。そして 月の修学旅行では、国際理解のベース学習として自国文化に触6

、 、 。 、れ 体験学習や寺社見学 食文化を味わうなどの活動をすることができた 修学旅行後は

まとめとして自国文化についての新聞を作成した。 月には、国際理解講演会として外部7

講師を招き、館林の ついての講和を聞いた。そし国際理解に参考となる地域性や国民性に

て、夏休み等を活用して、館林市で取り組んでいる国際交流活動に参加し、事前体験を通

して自分たちが今後、国際社会の一員として具体的にどのようなことをしていくべきかと

いう自己課題をもって追究活動をしていくことに役立てていきたいと考えた。

２．単元の目標

国際社会に対する認識を深めるとともに、国際交流事前体験を通して見つけた課題を自

ら解決しようとする資質・能力を育て、社会に対して主体的に働きかけていこうとする態

度を養う。
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４．校内研修とのかかわり

本校の校内研修においては、目指す生徒像「ともに学び合い、新たな自己の課題を見出

すことのできる生徒」に迫るために、①総合的な学習の時間に、目的を明確にした体験活

動を取り入れる。②総合的な学習の時間の中で意見交流の場を工夫する。この２つの手立

てを行うものである。

本単元においては、目的を明確にした事前交流活動と追究活動を中核に位置づけ、事前

交流活動を通して何を学び、感じたか。それをもとにどんな自己課題を設定し、追究活動

計画を立てたかを発表し合い、検討し合う意見交流の場を設定し、目指す生徒像に迫ろう

とするものである。

５．指導方針及び支援・留意点

（１）めあてと見通しをもって学習活動に取り組めるようにするために

○本時のめあてを明確にし、目的を持って活動にあたらせ、自己評価に生かす。

○見通しをもった活動にするために具体的な追究計画を作成し、検討修正をしながら活

動にあたらせる。

（ ） （ ）２ 活発な意見交換ができるようにするために 言語活動を重視する学習とするために

○交流活動（クラス内発表・グループ・少人数）の場面を意図的に設定し、意見交換や

話し合い活動を通して言語活動を充実させる。

○友達の発表に対して意見をもちやすくするために、次の４つの観点を意識させる。そ

の際、色付きの付箋紙を用いて自分の立場を明確にさせて意見交流をさせる。

・質問（発表を聞いて分からなかった点、もっと聞きたい点）

・意見（発表を聞いて感じたことや考えたこと）

・助言、アドバイス（発表を聞いてよりよい活動のために改善できる点）

・共通点（同じように共感できた点など）

○意見交換が単なる付箋紙の渡し合いにならないように、付箋紙に書いたメモをもとに

肯定意見、質問、助言、共通点を音声言語で相手に伝えさせる場面を設定する。

○教師は意見交換時に机間支援をし、生徒の活動を見取り、励まし、つまづきをサポー

トする。

（３）探究的な学習とするために

、 、 、○課題設定場面において 具体的な事前体験活動をさせることで ねらいを明確にさせ

追究活動の意欲と具体性の高い追究計画を立てさせる。

○課題設定、追究中間報告等の各段階において意見交流会や検討会の場面設定し友達の

追究活動の意欲と具体性の高い追究計画、追究計画書の修正をする。その活動を通して

新たな課題を自ら見付けられるよう支援する。

（４）他者と協同して取り組む学習とするために

○事前体験学習が同じもしくは、自分の課題テーマが類似するグループ編成をすること

により、友達の考えや方法を参考に交流を深めさせる。



- I-5 -

６．本時の学習活動

（１）ねらい

・テーマ設定における発表や意見交流を行うことによって、今後の課題追究についての見

【 】通しをもつことができる。 課題を追究する力

（２）準備

、 、 （ ）、 、 、 、発表原稿 評価カード 付箋紙 ４色 ライフ総合活動計画 パソコン 発表用データ

スクリーン、ワークシート（発表聞き取りメモ・交流活動シート）

（３）人権教育上の配慮事項

発表に対して、生徒同士が互いに尊重して共感したことや質問などの意見交流ができるよ

うに支援する。

（４）展開

生徒の学習活動（時間） ○活動の支援 ※予想される反応と手立て

①テーマ設定交流会の流れを把握し ○本時の流れ〈発表→個人のまとめ→グループ交、

本時のねらいを理解する （３分） 流→全体交流→活動のまとめ〉を確認する。。

○代表グループの発表や意見交流を通して、新た

な課題を見付け意欲をもって具体的な追究活動に

生かしていく。

②２つのグループによる体験発表 ○聞く側のそれぞれの視点をＴ が説明する。1

聞く側は４つの視点からワークシー ・発表の２グループのうち自分のテーマとの関連

トに発表メモをする （ 分） が深いグループに絞らせて考えを整理させる。。 10

・発表を聞きながらワークシート 発 ・Ｔ２が つの視点とはどのようなことなのかを（ 4

表聞き取りメモ）に４つの視点から 具体的に説明して、意識を高めながら意欲をもっ

感じたことや考えたことをメモする て取り組ませる。。

・質問（疑問点 、意見（異なる考えなど 、ア） ）

、 （ 、 ）ドバイス 共通点 共感したこと よかったこと

③個人の考えの整理をする ○Ｔ１が自分の考えがまとめやすくするために色

発表終了後、メモをもとに発表を聞 分けした付箋紙を活用することを説明する。

・質問→赤、意見→黄、アドバイス→緑、共通点→青いて考えたことを付箋紙を使って整

理する （７分） ※Ｔ２が個人の考えを書きだせない生徒にはワー。

（ ） 。クシート 発表聞き取りメモ を使って支援する

④グループ交流（ ５分） ○Ｔ１がワークシート（交流活動補助シート）を1

４～５人のグループを作り、個人で もとに活動内容を説明し、グループ編成や司会等

考えたことをグループ内で交流し、 の役割分担を指示する。

班の意見として内容をまとめる。 ・Ｔ１は発表側グループを中心に予想される意見

・４つの視点から付箋紙を用紙に分 や質問に対してどう応答するかをアドバイスす

類する。 る。
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・Ｔ２は聞く側グループを机間巡視をし、活動の

支援をする。

※活動が滞っている場合、交流活動シートをもと

に視点を絞らせアドバイスを行う。

・班で出された意見を整理して一言 ・Ｔ２は机間巡視をし、一言にまとめられないグ

にまとめて紙に書き出す。 ループには つの視点の話し合いの中で特に中心4

的だった内容のキーワードを引き出させてまとめ

させるよう支援する。

⑤全体交流（ 分） ○Ｔ１が進行し、質疑応答の様子を見取り、内容10

・班でまとめた内容を発表する。 の補足説明や追加質問を促す。

・他の班の発表を聞きながら参考に 【課題を追究する力】

なるとこがあったらメモを取らせる ◎テーマ設定における発表や意見交流を行うこと。

により、今後の課題追究の見通しをもとうとして

いる （観察）。

⑥活動のまとめ（５分） ○意見交換をもとにこれからのテーマについての

・未来総合活動計画＆記録表をもと 方向性を確認させる。

に本時の交流活動を振り返り、今後

の追究活動の見通しをたてる。



- J-1 -

中学校総合的な学習部会会則

第一条【名 称】

本部会は、群馬県小学校中学校教育研究会中学校総合的な学習部会と称する。

第二条【目 的】

本部会は、次のことを目的とする。

１ 群馬県内中学校における総合的な学習の時間の振興と充実を図る。

２ 研修諸活動を積極的に行い、会員個々の資質・指導力の向上を図り、自ら学

び自ら考える力をもった生徒の育成に資する。

３ 県内の教育研究団体との連携・協力を図り、総合的な学習の時間の進展に寄

与する。

第三条【事 業】

本部会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

１ 全県規模による研究大会の開催

２ 総合的な学習の時間に関する調査研究活動

３ 研修諸活動への援助・協力

４ 研究紀要・研究資料等の刊行

５ 小学校総合的な学習部会との連携・協力

第四条【組織】

本部会は、群馬県小学校中学校教育研究会中学校総合的な学習部会の会員をもっ

て組織する。

第五条【役員・参与】

本部会に次の役員を置く。

１ 部 会 長 １ 名

２ 副部会長 ３ 名

３ 理 事 若干名 各郡市代表２名（校長理事、教諭理事）

４ 監 査 若干名

５ 事務局員 若干名

６ 参 与

第六条【役員・参与の任務】

１ 部会長は、本部会を代表して会務を統括する。

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長不在の場合はこれに代わり会務を統括

する。

３ 理事は、各郡市を代表し、会務の運営・処理に当たる。

４ 監査は、本部会の事業、会計を監査する。

、 、 。５ 事務局員は 部会長・副部会長を補佐し 本部会の事業の円滑な運営を図る

６ 参与は、本部会の指導助言に当たる。

第七条【役員・参与の選出】

１ 部会長・副部会長は、県内４地区（中毛、西毛、北毛、東毛）の校長理事か

ら互選により選出する。

２ 理事は、各郡市の世話係校長１名並びに教諭１名をもって充てる。

３ 監査は、理事会において推薦し、部会長が委嘱する。

４ 事務局員は、部会長が理事会の承認を得て、委嘱する。

５ 参与は、部会長が委嘱する。
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第八条【事務局】

本部会の事務局を部会長所属の学校または、部会長が定めた学校に置く。

第九条【事務局の構成・任務】

１ 事務局の構成

○ 事務局長 １名

○ 書 記 ２名

○ 会 計 ２名

２ 事務局員の任務

○ 事務局長は、事務局を統括し、本部会の円滑な運営に努める。

○ 書記・会計は、事務局長を補佐して本部会の書記・会計・編集の任に当た

る。

第十条【役員・参与の任期】

役員・参与・事務局員の任期は１年間とするが再任を妨げない。

第十一条【本部役員会の設置・構成】

本部会は、本部役員会を設置し、必要に応じて部会長が招集するものとする。

本部役員会は、次の役員をもって構成するものとする。

○ 部 会 長 １名

○ 副部会長 ３名

○ 事務局長 １名

○ 事務局員 ４名

第十二条【定例会議】

本部会の定期会議を次のように定める。

１ 総 会 全理事をもって構成し、年１回の開催を原則とするが必要に応

じて部会長が招集できるものとする。

２ 本部役員会 部会長が招集し、年１回以上開催することを原則とする。

第十三条【運営費】

本部会の運営費は、群馬県小学校中学校教育研究会中学校総合的な学習部会の予

算（県費補助金と会費）をもって充てる。

第十四条【会員改正】

本会則の改正は、本部役員会の決議と総会の承認を必要とする。

第十五条【細 則】

、 、 。本会則の施行の細則については 本部役員会の決議を定め 総会の承認を求める

附 則 本会則は平成１２年６月７日より実施する。

（平成 年６月７日 理事会にて承認）研究大会開催担当について 12

１ 研究大会開催ブロック

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６Ｈ２２

西 毛 → 北 毛 → → 中 毛 → 西 毛 → 北 毛 → 東 毛東 毛

授業公開・授業研究会・講演会など２ 内 容

各地区の校長（教頭）理事・教諭理事と本部・事務局が実行委員と３ 運 営

して運営に当たる。



ブロック 地　区 理　事　名 学　　校　　名 〒 学　校　所　在　地 電　話　番　号 ＦＡＸ番号 備考

松下　茂 前橋市立芳賀中学校 371-0131 前橋市鳥取町796 027-269-5829 027-269-5819

横田　俊一 前橋市立芳賀中学校 371-0131 前橋市鳥取町796 027-269-5829 027-269-5819

布施　和男 伊勢崎市立境北中学校 370-0103 伊勢崎市境下渕名2011-1 0270-76-0003 0270-76-0099

河田　幸男 伊勢崎市立境北中学校 370-0103 伊勢崎市境下渕名2011-1 0270-76-0003 0270-76-0099

速水　裕行 群馬中央中学校 370-3511 高崎市金古町352-1 027-373-2231 027-373-2232

長井　泰輔 高崎市立高南中学校 370-0027 高崎市上滝町1032-2 027-352-2927 027-353-1657

富岡　勇治 藤岡市立小野中学校 375-0002 藤岡市立石407 0274-22-1352 0274-24-0149

田村　和美 藤岡市立西中学校 375-0054 藤岡市上大塚639 0274-22-0704 0274-22-0458

小林　肇 富岡市立富岡中学校 370-2316 富岡市富岡864 0274-62-3511 0274-62-3512

飯塚　真琴 富岡市立富岡中学校 370-2316 富岡市富岡864 0274-62-3511 0274-62-3512

池内　君雄 安中市立松井田南中学校 379-0225 安中市松井田町八城481 027-393-1320 027-393-5853

瀧野　修司 安中市立松井田南中学校 379-0225 安中市松井田町八城481 027-393-1320 027-393-5853

井上　優 甘楽町立第三中学校 370-2204 甘楽郡甘楽町秋畑2438-1 0274-74-9503 0274-74-9548

岩井　和恵 甘楽町立第二中学校 370-2202 甘楽郡甘楽町小幡684-1 0274-74-2019 0274-74-2299

関口　治彦 桐生市立梅田中学校 376-0601 桐生市梅田町2-甲382 0277-32-1018 0277-32-1039

生形　茂紀 桐生市立桜木中学校 376-0601 桐生市広沢町1-2874 0277-52-7200 0277-52-7220

阿由葉恆 太田市立薮塚本町中学校 379-2304 太田市大原町695 0277ｰ78ｰ2838 0277-78-2082

関根　一美 太田市立生品中学校 370-0314 太田市新田市野井町121 0276-57-1075 0276-57-1539

須永　和行 館林市立第二中学校 374-0022 館林市加法師町8-20 0276-72-4074 0276-72-4084

山本　裕美 館林市立第一中学校 374-0068 館林市台宿町9-1 0276-72-4455 0276-72-4456

丹羽　好行 みどり市立大間々東中学校 376-0101 みどり市大間々町大間々1829ｰ1 0277-73-0516 0277-70-1255

大佐古　倫徳 みどり市立笠懸中学校 379-2313 みどり市笠懸町鹿362-1 0277-76-2011 0277-76-2806

小林　茂 大泉町立西中学校 370-0535 邑楽郡大泉町寄木戸533 0276-63-8505 0276-63-8644

毛塚　芳夫 板倉町立板倉中学校 374-0132 邑楽郡板倉町板倉2770 0276-82-1148 0276-80-4021

横坂　隆司 沼田市立多那中学校 378-0317 沼田市利根町732 0278-53-2698 0278-53-3199

田村　直美 沼田市立多那中学校 378-0317 沼田市利根町732 0278-53-2698 0278-53-3199

都丸　喜久雄 渋川市立伊香保中学校 377-0102 渋川市伊香保町伊香保544-16 0279-72-2132 0279-72-2677

荒木　剛 渋川市立北橘中学校 377-0062 渋川市北橘町真壁46 0279-52-2400 0279-52-3648

田村　巧一 東吾妻町立太田中学校 377-0805 吾妻郡東吾妻町植栗1174-1 0279-68-2369 0279-68-5496

小海　義明 東吾妻町立太田中学校 377-0805 吾妻郡東吾妻町植栗1174-1 0279-68-2369 0279-68-5496

田村　正紀 みなかみ町立水上中学校 379-1617 利根郡みなかみ町湯原222 0278-71-2124 0278-72-2158

栗原　秀夫 みなかみ町立藤原中学校 379-1721 利根郡みなかみ町藤原3491 0278-75-2103 0278-75-2472

佐藤　和之 群馬大学教育学部附属中学校 371-0052 前橋市上沖町612 027-231-4651 027-231-3164

安藤　美紀 群馬大学教育学部附属中学校 371-0052 前橋市上沖町612 027-231-4651 027-231-3164

五十嵐　正登 群馬大学教育学部附属中学校 371-0052 前橋市上沖町612 027-231-4651 027-231-3164

K-1

事務局

西毛

吾妻

多野・甘楽

桐生

沼田

東毛

北毛

前橋

伊勢崎

中毛

みどり

利根

安中

渋川・北群馬

高崎

藤岡

太田

館林

〈平成２２年度　「中学校総合的な学習部会」理事名簿〉上段；理事校長、下段；理事教諭

邑楽

富岡
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