
児童生徒の学習意欲を向上させるための工夫①

目指す授業像を生徒と共有する取り組み

○ 年度は， 学期に生徒と目指す授業を共有する場を持った。全校生徒に「なぜ学習すH28 3
るのか 「今の時代に求められることは何か」ということと合わせて生徒に提示した。」

竹田市立直入中学校2017 1 31年 月 日(火)

【授業で，みなさんと先生たちでめざしたいこと】

○みなさんが生きていく未来は，変化がとても激しい時代です。人工知能の発達などで，今は存在

しない職業がたくさん生まれてくると予想されています。そんな時代を生きていくみなさんに「必

要な力」は何か。学校生活で多く時間を過ごしている，日々の授業にしぼって考えてみます。

○第一に，今各教科の授業で学んでいることは，絶対に必要なことです。テストのためだけでなく，

「生きていくために必要な力の基盤となる」からです。その力をつけるために，準備をしてテストを

受け，間違えたところをやり直していると考えて下さい。高校入試は，その延長にあります。

○第二に大事なことは，「 」，「 」，「 」の３つを自分の中に育てるこ考える力 判断する力 表現する力

とです。実はこれこそ，現代社会を生き抜くのに必要な３つの力だと言われています。(この３つ

の力は，ばらばらでなく，３つで一つ，セットだと思って下さい。)ワークなどでも，この見出しがつ

いている問題が必ずありますよね。

ではこの３つの力は，どういう授業であれば身についていくのでしょうか。

○直入中の先生たちは，この力は「 」と考えています。人と真剣に対話することで育っていく

ここにみなさんと先生たちでめざしたい授業のヒントがあります。それは，

【「課題」や「めあて」を大切にする授業】 【発言がより多くある授業】

【話し合いで深まる授業】 【分かる授業】

です。この４つをみなさんと先生たちとで目指すことで，みなさんに必要な力が育っていくと考え

ています。

○もちろん，先生の話や説明をじっくり聞いたり，先生の模範演技等をしっかり見たりすることは，

絶対に必要です。それは，小学校でも高校でも，社会人になってからも変わることはありません。

それをふまえた上で，また二学期の反省に立って考えれば，みなさんと先生たちとでめざしたい

授業は，この４つと考えています。

○しかしそのような授業は，先生たちだけ頑張ってもできるものではありません。みなさんと先生た

ちがいっしょになってめざしてこそ，できる授業です。

みなさん一人ひとりの力を伸ばすために，いっしょに頑張っていきましょう。

※朝会で校長が全校生徒に講話。同じ内容をプリントで配布。担任が学級通信で同内容を扱う。

効果のある取組事例



○ 生徒との授業像の共有が昨年度は 学期になってしまったため， 年度は 学期の授業3 H29 1
改善の総括(おもに｢生徒授業評価アンケート｣から見えること)と大分県学力定着状況調査の

結果をもとに校内研で目指す授業像を設定し， 月の夕会で生徒に説明した。9
○ その際， 学期末に取った｢生徒授業評価アンケート｣の結果を生徒に示しながら，できる1
だけ多くの教師が説明･提案にかかわることとした。全員がいる場で生徒も教師ともに理想

の授業像を目指す雰囲気を醸成することに留意した。

2017/09/12生徒とともに目指す授業像を共有する会について

(1) 日 時

○ 月 日(水)放課後(多目的ホール 分程度)9 13 :10
(2) 会の流れ

① A先生が①学期末の授業評価の結果 をパワポで示す。(※ 下記資料)

② B先生とC先生が，｢全校生徒と先生方で創っていく授業像について示す｣

③ D先生が，2学期末の｢授業アンケート｣で，全校生徒と先生方で振り返りをすること

を告げる。

(3) 生徒とともに目指す授業

【ともに目指す授業像】

【① 発言がより多くある授業】(B先生)

【② 話し合いで深まる授業】(C先生)

【③ 得た情報から，根拠を持って考える授業】(BC先生)

1学期末結果〔生徒に示す根拠資料｢生徒授業アンケートの集約結果｣〕

① 人( )「授業は分かる。」 (総合) [目標値] 80%以上 43 90%

② 人( )「友達と意見や考えを交流する時間があった。」 (対話的) [目標値] 80%以上 40 84%

人( )③ 「自分の意見や考えを他の人に伝えられた。」 (対話的) [目標値] 80%以上 36 75%

④ 人( )「[課題]や[めあて]に真剣に取り組めた。」 (深い学び) [目標値] 80%以上 41 86%

人( )⑤ 「発表するときは理由もあわせて発表できた。 」 (深い学び) [目標値] 80%以上 29 61%

人( )⑥ 」「授業後，もっと知りたくなることがあった。 (主体的) [目標値] 80%以上 32 67%

⑦ 人( )「直入中の授業は，将来の自分のためになる。」 (主体的) [目標値] 80%以上 42 88%



 

 

 

 

   
竹田市立直入中学校 学力向上プラン 

2017 年 8 月 8 日 

    

  学力状況について 学習状況について 

児童 

生徒 

の 

課題 

1．各種学力調査の分析結果から明らかになった課題 

  ○ 主題や題意，条件をふまえて文を書くことに課題がある。 

 ○ 読んだ分野や情報の意味を，吟味して判断したり，文の 

構成や内容を的確に読み解くこと(読解力)に課題がある。 

 

2．授業改善の検証指標に照らし合わせて評価した状況 

  ･発表など，理由もあわせてできた。        (1 学期 61%) 

  ･授業の「課題｣｢まとめ」に真剣に取り組めた  (1 学期 87%) 

1．各種学力調査の分析結果から明らかになった課題 

 ○ 出された課題はこなすものの，それ以上に自分からすすん 

   で課題を克服するような学習に取り組む姿勢が弱い。 

 

2．授業改善の検証指標に照らし合わせて評価した状況 

  ･「1 学期に分からないところを 3 回以上質問した｣  (1 学期 61%)  

  ･「自学ノート(家庭学習)は見返した時に内容が分かる｣ (1 学期 67%) 

   

指導 

の 

状況 

１ 組織的な授業改善の取組状況   

○前年度 3 学期の学校評価のまとめをふまえ，H29 年度 1 学期の授業改善の重点として 

  [Ⅰ.意見や考えを出し合う学習活動の工夫] [Ⅱ.生徒の学習意欲を喚起する｢課題｣｢ねらい｣の工夫]を設定した。 

  Ⅰ，Ⅱを実現するために， 

  [① 学期 2 回の｢生徒による授業評価｣ ] [② 学期 2 回の｢互見授業｣] 

  に取り組んだ。 

２ その他の学力向上に向けた指導の取組状況 

 ○1 年生にとって初めてのテストとなる中間テスト 2 週間前に，全校縦割り班でテスト勉強の仕方を紹介し合い，班ごとに発表した上 

   で，班ごとに｢効果的なテスト勉強｣という模造紙を作成し，掲示した。 

○定期テスト 1 週間前から，おもに朝読書の時間を利用しクラス内で予想問題を出し合ったりグループ学習をしている。(学習タイム) 

今後の 

具体的な取

組 

【授業改善】     【家庭・地域との協働】   

  （授業改善の重点） 

     「生徒が主体的に学ぶための指導法の工夫･改善」 

           ～ アクティブラーニングの視点から ～ 

  （達成指標） 

○子どもに忘れ物がないか週に 1 度 

  確認した保護者(目標値 80%以上) 

･1 学期 80％ ･2 学期( )％ ･3 学期( )％ 

 

     

     

                                                         

                                                         

  （取組内容）   （取組内容）   （家庭・地域の取組内容）  

  ①「意見や考えを出し合う学習活 

動の工夫」 

②「テキスト(文,資料,グラフなど)か 

  ら必要な情報を取り出し，それ 

  を表現する活動の工夫」 

  ○「生徒の学習意欲を喚起 

  する「課題」や「めあて」の 

  設定」 

  ○「家庭学習の習慣化」  
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  （取組指標）   （取組指標）   （家庭・地域の取組指標）  

  ① 各授業者が，授業の中で生徒 

が意見や考えを出し合い，発 

表する場を必ず持つ。 

② 各授業者が，単元の 1/3 以上で 

｢必要な情報を取り出し，発表や

書かせたりする活動｣をさせる。 

  ○ 各教員が,毎時間その授業の 

ねらいにそった「課題」や 

「めあて」を工夫し，提示する。 

○ 各教員が，校内研で実際の 

授業で設定した｢課題｣｢ねら 

い｣を交流する。 

  ① 保護者が子どもに宿題の忘れ 

  物はないか，週に一度確認す 

  る。 

② 学期に１度「家庭学習強化週 

  間」を設定し、保護者にチェッ 

  クシートに記入してもらう。 

 

       

       

       

       

       

       

                                                          

  【その他の学力向上の取組】 

 ○ 学力向上を支える基盤づくりとして，「自力登校」に加え，今年度から「自力下校」に取り組んでいる。生徒へ 

  の指導と併せて，PTA や通信等，機会をとらえて保護者への啓発をすすめる。 

 ○ 昨年度に引き続いて，学びに向かう集団づくりに取り組む。具体的には Q-U 検査を 2 度実施する PDCA 

  サイクル化した集団づくりをすすめる。 

 

   

   

   

   

   

                                                          


