
平成 29年度研究成果報告書                  【継続:平成 28～29年度指定】 

都道府県・ 

指定都市番号 

１０ 都道府県・ 

指定都市名 

群馬県 研究課題番号・校種名 １ 高等学校 

教科名 家庭 

研究課題 

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関

する実践研究 

○ テーマ別ゼミ形式による探究型学習を導入し，主体的・協働的に学ぶ態度や生活

上の問題を解決する能力を育成するための効果的な指導方法の研究 

○ レポート，ゼミセッション，発表等の多様な活動による多面的な評価方法の研究 
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所在地（電話番号） 群馬県館林市尾曳町６番１号  （0276-72-0139）   

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://kanjo.main.jp/ 

研究のキーワード 

探究型学習  協働的な学び  ゼミセッション  多面的な評価方法  

学びのプロセスを意識した指導方法の工夫   

研究結果のポイント 

○ テーマ別ゼミ形式を導入し，生徒の興味・関心を重視したことで，学習意欲の喚起，向上に 

つなげるとともに，生徒の主体性を育むことができた。 

○ ＩＣＴや図書館の積極的な活用により，生徒の能動的な学びを促すことができた。また，発 

表を通して生徒同士の双方向のやりとりが増えたことで，対話的な学びにつながった。 

○ 年間指導計画と評価計画を工夫し，計画的に評価を行うことで，偏りのない多面的な評価を 

実現することができた。 

○ 学校全体による組織的・計画的な授業改善を推進し，教科間で相互の関連を図ることができ 

た。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

思考力・判断力・表現力の育成を目指したゼミ形式による指導方法の研究 

（２）研究主題設定の理由 

本校の生徒は，何事にも真面目で日々の学習や部活動等に熱心に取り組んでいる。しかしな

がら，自ら課題を発見し，主体的に学習に取り組んだり，自らの意見を積極的に述べたりする

ことは必ずしも得意とはいえないという状況にある。 

    このような実態を踏まえ，本校においては，グローバル化や情報化等，急速な社会の変化と

いったこれからの時代を生き抜くためには，習得した知識や技術を活用し，課題を解決してい

くための思考力・判断力・表現力を育成することが大切であり，教員にとってもそのための指

導方法の工夫が急務であると考える。 

そこで，課題解決型の学習を導入し，授業の過程を質的に改善することで，思考力・判断

力・表現力の育成，ひいては学習意欲の向上につながると考えた。さらに，他教科と連携した

ゼミ形式を導入することにより，教科間の相互の関連を図ることにつながり，単独では生み出

し得ない教育効果が期待できると考え，本研究の主題を設定した。 

http://kanjo.main.jp/


 

（３）研究体制 

 

 

 
 
 
 
 
 
（４）２年間の主な取組 

平

成

28

年

度 

①実態調査，生徒への質問調査の実施 

②年間計画及びシラバスの作成 

 ・全ての授業における年間評価計画，リフレクションシート作成 

 ・ＨＥ（Ｈome Ｅconomics）探究ゼミにおけるルーブリック評価表作成 

③校内の研究体制・共通理解の構築：学期ごとに職員会議で伝達 

④指導の実践 

 ・１学期 ＨＥ探究ゼミガイダンス 及び ＨＥ探究ゼミⅠ 

 ・２学期 ＨＥ探究ゼミⅡ 

 ・３学期 ＨＥ探究ゼミⅢ 及び 総合発表会（１年間のまとめ） 

⑤学校訪問による先進校の実践調査・授業観察（２校） 

⑥公開授業・研究授業の実施 

・１～３学期 各クラス１～２回 校内職員向け公開授業実施  

・２学期 群馬県内家庭科教員向け授業研究会実施 

⑦校内研修会 「『アクティブ・ラーニング』の視点からの授業改善」講演会 

         講師 濱田 秀行氏  群馬大学教育学部准教授 

⑧成果の検証，１年間の評価・まとめ 

平

成

29

年

度 

①平成 28年度の成果の検証 

②実態調査，生徒への質問調査の実施 

・全ての授業における年間評価計画，リフレクションシート作成 

 ・ＨＥ探究ゼミにおけるルーブリック評価表作成 

③年間計画及びシラバスの作成 

④校内の研究体制・共通理解の構築 

⑤指導の実践 

 ・１学期 ＨＥ探究ゼミガイダンス 及び ＨＥ探究ゼミⅠ  

 ・２学期 ＨＥ探究ゼミⅡ 及び クラス発表会 

 ・３学期 ＨＥ探究ゼミⅢ 及び 総合発表会（１年間のまとめ） 

⑥学校訪問による先進校の実践調査・授業観察（２校） 

⑦公開授業・研究授業の実施 

 ・１学期 校内職員向け公開授業実施 

 ・２学期 群馬県内家庭科教員及び教育関係者向け公開授業実施 

⑧成果の検証，１年間の評価・まとめ 
 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
①テーマ別ゼミ形式による探究型学習の導入 

②主体的・協働的な学びの研究と実践 

③多面的な評価方法による観点別学習状況評価の導入 

校 長   教 頭 

家庭科主任 

教務主任  学年主任 

２学年担当教諭 

(総合的な学習) 

〔２学年〕 

１学年担当教諭 

(ゼミ学習) 

〔１学年〕 

３学年担当教諭 

(総合的な学習) 

〔３学年〕 

家庭科教諭 

(家庭基礎) 

〔１学年〕 

(学校 ) 

〔全学年〕 



④学校全体による組織的・計画的な授業改善の推進 

（２）具体的な研究活動 
①テーマ別ゼミ形式による探究型学習の導入 

「家庭基礎」２単位の授業において，全員の生徒が衣生活，食生活，住生活，ライフデザイ

ン，共生・保育・高齢者，消費経済・環境のテーマ別ゼミに分かれて，探究型学習に取り組む，

ＨＥ（Ｈome Ｅconomics）探究ゼミを実施した。１学期はガイダンスとＨＥ探究ゼミⅠ，２学

期はＨＥ探究ゼミⅡ，３学期はＨＥ探究ゼミⅢに加え１年間のまとめとして総合発表会の時間

を設定した。また，１クラス 40～41 名であるため，個人テーマは，通常の授業と関連のある

123 種類のテーマを教員が準備した。生徒は自分が興味・関心のあるゼミを選択し，探究活動

を行った。通常の授業は，衣生活，食生活，住生活，ライフデザイン，共生・保育・高齢者，

消費経済・環境，ホームプロジェクトに分けて，学習内容を精選し，実習も含め全ての分野を

計画的に実施した。 

〈概要〉 

ア 生徒は，年度初めのガイダンスでテーマ別ゼミの探究分野について知り，自分の所属す

るゼミを決める。 

イ ゼミの中で割り当てられた個人テーマについて，教科書，資料集，新聞，専門書，イン

ターネット，質問調査等により探究を進め，その結果を各自でレポートにまとめる。 

ウ ゼミセッションを行い，各自の探究内容について協議する。 

エ ゼミでの協議を踏まえ，探究のまとめ及び発表を行う。 

オ 他教科の教員は必要に応じて，各自が担当する教科と関連性が高い分野や，興味を持つ 

分野等のテーマを研究する生徒に対して助言を行う。 

②主体的・協働的な学びの研究と実践 

一方向の講義型の授業ではなく，生徒が主体的かつ協働的に取り組む授業を実践するために，

ＩＣＴや学校図書館を活用した授業について研究・実践した。これらの活用により，基礎的・

基本的な知識・技術の習得はもとより，生徒の学びへの積極的関与と，深い学びにつながる指

導及び学習環境を設定することができ，ＨＥ探究ゼミにおいて基盤となる素養を身に付けさせ

ることができた。ゼミセッションを取り入れることで，教員と生徒や，生徒同士の対話から多

様な表現を通じて，これまで得られた知識・技術を活用し，テーマに関わる問題を見い出すな

ど，思考力・判断力・表現力を効果的に育むことができた｡また，生徒が主体的に探究活動に取

り組めるようなワークシートの教材の開発を行った。 

③多面的な評価方法による観点別学習状況評価の導入 

ＨＥ探究ゼミにおけるレポート，発表，ゼミセッション等の評価方法の研究を行い，ペーパ

ーテストにとどまらない多面的な評価を実践した。 

・年間指導計画と評価計画の作成と改善 

・指導と評価の一体化を図るための「教師用リフレクションシート」の活用と工夫 

・多面的な評価を実践するための「評価シート」の研究開発 

・思考力・判断力・表現力を評価する効果的なペーパーテストの工夫 

④学校全体による組織的・計画的な授業改善推進 

ＨＥ探究ゼミにおける教科間の関連を図る取組により，教科横断的な教育活動の体制づくり

を推進した。担当教員は，各分野において生徒に習得させたい知識を意識してテーマを設定し，

一人一人の生徒に個人テーマとして課した。生徒の探究が単なる調べ学習ではなく，学びのプ

ロセスを重視した学習とするために，教員間の共通理解を図り指導の方向性を明確にした上で，



担当する教科との関連性が高い分野やテーマを探究する生徒に対して適切な助言を行った。 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ ゼミ形式の探究型学習を導入したことにより，生徒の主体性や思考の深まりを重視した学習

を実現することができた。クラスで自発的にアンケートを実施し，問題点を見付ける過程や他

教科で学んだことを探究に活用する過程，生徒自身で収集した情報や体験を分析したりまとめ

たりするまでの過程は，探究的な学習活動に対する満足感や達成感を高めることにつながり，

ゼミセッションは，インタラクティブな活動として, 更に学習内容を深める結果となった。定

期テストの記述式問題の解答の中でも，自らの考えをまとめるための思考力・判断力や，探究

の過程や結果を表現する力の育成につながっていることが確認できた。 

○ 主体的・協動的な学びの実践では，ゼミセッションで自分の考えを表現する力を養い，他者

と協働して課題を解決する学習活動を展開することができた。生徒の能動的な学びを促す手段

として，これまで教室で行っていた知識伝達型講義の授業ではなく，ＩＣＴを活用したり図書

館を利用したりすることによって，主体的な学習態度が形成されることとなった。生徒個々の

活動を基に，お互いを高め合い，より良い考えを導き出すなど，対話によるインタラクティブ

な交流が実現し，それぞれのテーマに対する理解が深まったと言える。また，授業内容と実社

会・実生活を結び付けて考えられるようになった。 

○ 探究型学習導入に伴い，ワークシート開発を行った。家庭基礎２単位の限られた時間の中

で，生徒に課題発見，解決に向けてどう取り組めば良いかを意識させ，学習活動が進むに従い

思考のプロセスを理解できるように工夫したところ，効率よく探究活動を行うことができるよ

うになった。また，教員が生徒のつまずきを把握しやすく，評価する部分を明確にすることが

できた。同様の取組をホームプロジェクトでも行い，生徒が在学する３年間で計７回のホーム

プロジェクトを行う本校独自の取組につなげたところ，完成したポートフォリオを進路実現の

ために活用した生徒もいた。 

○ 多面的な評価方法については，探究ゼミ年間評価計画（観点別評価計画，ルーブリック評価

計画）に基づき評価を行った。評価規準については教員用リフレクションシートを活用し，授

業の振り返りと生徒の変容を確認することができた。また，定期テストにおいて探究型学習で

得られた知識の活用を問う試験を実施するなど，多様な評価方法を実施することで学習状況が

的確に把握でき，情報収集力，活用力，自己表現力，及び他者と学び合う力を育成することが

できた。 

○ 学校全体による組織的・計画的な授業改善推進については，校内体制づくりにおいて，教員

それぞれの担当する教科との関連性や興味を持つ分野を積極的に生かすことや，柔軟な実施

のための弾力的な運用に力を入れ，負担感なく協力してもらえるように配慮した。 

● 学習内容の深い理解につなげるために，基礎的・基本的な知識・技能と，自ら学び自ら考え

る探究型学習の両面を総合的に習得させることが必要である。 

● 育成すべき資質・能力を踏まえた，観点別学習状況評価，ルーブリック評価の充実向上を図

る。 

 

４ 今後の取組 

○ 探究型学習の内容の深まりと授業及びホームプロジェクトや学校家庭クラブ活動との関連性

を明確にして，探究ゼミで生徒に付けたい力に重点をおいて課題を設定し，主体的・協働的に学

ぶ実践態度や生活上の課題解決に生かす指導方法の研究を進める。 

○ 探究型学習の年間評価計画やルーブリック評価の見直し，ポートフォリオによる評価の研究を



行い，観点別学習状況の評価について工夫，改善を図る。 


