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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 

本研究は，共生社会の担い手として求められる社会に参画する態度や，自治的能力

を育む生徒会活動又は学校行事における集団活動の指導方法及び評価方法の工夫を目

指す。また，生徒に身に付けさせたい３つの資質・能力の視点（人間関係形成・社会

参画・自己実現）を特別活動の実践の中で育成するものである。本校の教育目標であ

る「確かな自立・志ある貢献」を目指し，地域住民の一員として地域貢献を果たせる

生徒を育成する中で，社会参画の資質・能力を高めていく。 

特に 10 月に行われる「春日丘フェスティバル」（研究主題設定の理由参照）を中心

に，生徒の変容が明らかになる評価方法について研究を行う。更に，これまでは単な

る行事，イベントで終わりがちであった特別活動に「ねらい・目標」を設け，全ての

活動を通して，育てたい資質・能力のどの点を伸ばしたいのかを明らかにする。評価

方法として，事前や事後の振り返り，アンケートをもとにポートフォリオなどで検証

し，ＰＤＣＡサイクルで次の活動，更に次年度以降の活動に繋げていく。 
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研究のキーワード 

□貢献  □地域  □学校文化  □人間関係形成  □集団づくり 

研究結果のポイント 

○ これまで 19 年間継続して取り組んできた春日丘フェスティバルを中心に，特別活動で育てた

い資質・能力を示すことで，単なる行事，イベントで終わることなく，ねらいを明確にするこ

とができた。 

○ 学級活動の話合い活動により「合意形成」や「意思決定」に向かう学習過程が少しずつ形成さ

れ，学校行事や生徒会活動の基盤となり，振り返りに至るＰＤＣＡサイクルの流れが生まれた。 

○ 評価の一つとしてポートフォリオを用い，生徒自身が成長の過程を振り返る個人内評価ができ

た。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「温かな心を持ちながら，地域に貢献できる生徒を育成する特別活動」 

（２）研究主題設定の理由 

平成 29 年度本校の学校教育目標は「確かな自立・志ある貢献」である。開校当初から一貫し

て「地域とともにある学校」を基本に置き，地域住民に支えられてきた。現在の本校の教育課題

として①学習意欲，学力の向上のための授業改善，②長期欠席，不登校生徒の解消，③規範意識

や道徳性の更なる伸長，④家庭教育力の脆弱性など４つがあげられる。 



これら課題のうち①については，学級経営の中で学習と生活集団の機能を統一し，個々の課題

を改善，解消することで，学びに向かう集団づくりを通して学業指導の充実を図りたい。それを

全校体制として，学習規律の向上を目指し，改善に向かっていく方法や取組を研究したいと考え

た。また課題②，③については，特別活動の目標である人間関係形成の視点に立って，集団活動

を通して「個」を鍛え，豊かな人間性を育てることができるのではないかと考える。そのために

は本校が平成 11年度より 19年間文化的な学校行事として取り組んでいる「春日丘フェスティバ

ル」を更に進化させたい。この行事は 10月初旬の 2日間，学校に地域の幼児や小学生，高齢者

等の住民を迎え，クラスごとに教室で趣向をこらして寸劇やゲーム等を行っているものである。

また，応募によって選出されたスタッフが，校内を案内して回るおもてなしの要素も含まれてい

る。これらの活動を通して地域にある学校として地元住民に中学生の姿を披露することで，今後

の社会参画の入口としたい。また事前，当日，事後の取組のために行われる学級活動によって，

よりよい人間関係の形成や集団づくりを通して，生徒一人一人の自己実現に繋げたい。課題④に

ついては体育大会，合唱コンクール，春日丘フェスティバル，ポスター発表，儀式的行事などを

全て保護者，地域に開放し参観することにより，学校の様子や生徒たちが努力をしている様子を

伝え，学校教育目標や生徒会スローガン「人のために」をより深く理解することができると考え

た。特別活動は学級，学年，学校文化を創るものであり，学校教育の基盤的役割を果たすもので

あることを生かして研究を進め，本校の課題改善，解消にあたりたい。 

（３）研究体制 

        

学校運営協議会       教頭 

 自治町内会・体育振興会・少年補導委員会 

 保育所・児童館・地域生徒指導連絡協議会 

 高齢者福祉施設など 

校長    ブロック内小学校（小中校長会） 

             学級担任・副担任・学年担当教員 

生徒会主任 教務主任（小中連携主任） 研究主任 特別活動主任 道徳推進教師    

生徒会本部・委員会指導              道徳主任 小学校児童会指導 

（４）１年目の主な取組 

平

成

29

年
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4月 特別活動，各教科領域，各分掌において方針，全体計画等の作成 

4月 体育大会実施要項発表，学級で選手，役割を話合い活動で決定 

5月 体育大会本番，生徒・教職員振り返り及びアンケート実施（個人，学級，学校全体） 

6月 合唱コンクール実施要項発表，各クラスで曲名，指揮者，伴奏者，パートリーダー等，

学級討議で決定，準備開始 

7月 春日丘フェスティバル実施要項発表，クラスイベントに向けての学級討議開始 

9月 合唱コンクール本番，生徒・教職員振り返り及びアンケート実施（個人，学級，学校

全体），保護者アンケート実施 

10 月 第 19 回春日丘フェスティバル，生徒への事前アンケート実施，フェスティバル本番 



10 月 第 19回春日丘フェスティバルの生徒・教職員振り返り及びアンケート実施 

11 月 第 19回春日丘フェスティバルのまとめ，伸ばせた資質・能力の整理と課題 

11月 修学旅行事後発表会，英語によるポスターセッション 

12月 スクールガイダンス（小 6生入学体験）での生徒会活動紹介，部活動紹介 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
（１）研究内容 
  （ア）特別活動の計画段階で，育てたい資質・能力を具体化する。 
  （イ）活動のねらいや目標を生徒に明確に示す。 
    （ウ）今年度は，特別活動の中心である「春日丘フェスティバル」に焦点をあて，事前・事後

のアンケートや作文により，育てたい資質・能力にどのように返ったのかを検証する。 

   （エ）活動の評価方法として，1年生より生徒自らが記録し，蓄積するポートフォリオを用い，

卒業までの 3年間，自らの学びを見通し，振り返り，卒業後の新たなステップに前向きに

臨むことができる態度を育む。 

（２）具体的な研究活動 

  （ア）特別活動の計画段階で，育てたい資質・能力を具体化する。 
  （イ）活動のねらいや目標を生徒に明確に示す。 
          運営委員会・職員会議等で計画の提案があるときは【望ましい上級生としての人間関

係形成（小 6生対象のスクールガイダンス】，【なりたい自分になる自己実現（京都市春

季総合体育大会激励会）】，【地域の一員として行う社会参画（春日丘フェスティバル）】 等，

より具体的に資質・能力を表現し，生徒に対してねらい・目標を明らかにしたうえで，

それらの定着を図った。 
目指す資質 

能力 
より具体的な資質・能力 

（29年度） 
特に重点を置く資質・能力 

【今後の改善例（来年度以降）】 
特別活動の内容（例） 

人間関係 
形成 

よりよい人間関係形成 1年・・性別，考え方や関心，意見の

違いを認め合うことができる。 

春日丘フェスティバル 

体育大会・合唱コンクール 

人間関係 
形成 

望ましい上級生としての 
人間関係形成 

2，3年・・個性や特性，意見の違いを

認め合い，上級生として良きリーダー

シップを発揮することができる。 

修学旅行ポスター発表 

スクールガイダンス 

社会参画 地域の一員として行う 
社会参画 

1・2・3年・・フェスティバルにおけ

るすべての来訪者におもてなしの心

を持ち，持続可能な社会の担い手とし

ての自覚を持つことができる。 

春日丘フェスティバル 

社会参画 地域行事に貢献する 
社会参画 

2・3年・・社会・地域の一員として自

覚や責任を持ち，実践的な貢献ができ

る。 

学区民運動会・地域清掃 

自己実現 なりたい自分になる 
自己実現 

1年・・自分らしさや特長を把握し，

社会のしくみについて理解できる。 

2・3年・・職業体験の経験を通して，

働くことや社会貢献について，自己の

将来像を描くことができる。 

京都市春季総合体育大会激

励会 

生き方探究チャレンジ体験

（職業体験）及び講演会 

1年生校外学習（大学訪問） 

    



（ウ）今年度は，本校特別活動の中心である「春日丘フェスティバル」に焦点をあて，事前・ 
事後のアンケートにより，ねらいや目標（目的）が上昇し（①），自己肯定感も上昇して 
いることがわかる（④）。（①・④も含めてアンケート詳細は別途提示） 

 
 4 あてはまる  3 どちらかといえばあてはまる  2 どちらかというとあてはまらない  1 あてはまらない 

 項目①  1年 2年 3年 全校 

事前 
今年の春日丘フェスティバルのねら

いや目的を理解している 

4・3 92.1 85.8 92.6 89.7 

2・1 7.9 14.2 7.4 10.3 

事後 
春日丘フェスティバルのねらいや目

的を理解し，それを達成できた 

4・3 96.4 95.1 96.3 95.6 

2・1 3.6 4.9 3.7 4.4 

 項目④  1年 2年 3年 全校 

事前 
春日丘フェスティバルの取組を通し

て，自分自身が成長できると思う 

4・3 92.1 86.0 91.9 88.9 

2・1 7.9 14.0 8.1 11.1 

事後 
春日丘フェスティバルの取組を通し

て，自分自身が成長できたと思う 

4・3 90.5 89.3 91.9 90.4 

2・1 9.5 10.7 8.1 9.6 

（エ）活動の成果と課題評価方法として，卒業までの３年間を生徒自身が自らの成長を振り返り， 

新たなステップに臨むことが出来るよう、1 年生次よりポートフォリオを用る。 
３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 春日丘フェスティバルの重要性を生徒，教職員，保護者，地域に理解してもうことができた。 
○ 生徒がフェスティバルの場面で，自己有用感を味わっていることがよくわかった。 
○ 学校教育目標を踏まえた教科横断的な取組実践が行われている。 
○ 不十分ではあったが，生徒たちの姿や地域の現状等に関する各種調査やデータ等に基づき，

教育課程を編成し，実施，評価して改善を図る姿があったこと。一連のＰＤＣＡサイクルを

回そうとしたこと。 
● 学級活動で意思決定したり，合意形成したことがどのようなプロセスを経て，春日丘フェス

ティバルにつながっているのかがまだ見えてこない。 
● 生徒に身に付けさせたい資質・能力がまだ具体的示すに至っていない。来年度はこれを再度

確認することが必要である。 
● 生徒たちが自己評価を行うことを，学習活動の一つとしてさらにきちんと位置付けていく。 
● 係ごとや学年ごと，行事ごとで目標をさらに焦点化していく必要性がある。 
● 特別活動で身に付けたことが教科の学習に生きていて，教科の学習で身に付けたことが，ま

た特別活動に返ってくる，いわゆる特別活動と教科が往還的関係にあることを，来年度は生

徒の活動の具体的な例で示し，エビデンスをもって立証することが求められる。 

 

４ 今後の取組 

（１）学級活動における話合い活動が，どのようなプロセスを経て意思決定し，集団の合意形成を

図るのかを具体的な活動例をあげて立証する。 
（２）評価の方法としてポートフォリオを行い，１年間のＰＤＣＡサイクルとともに，次年度，さ

らに次年度へとつなぐキャリアパスポートの役割を果たせるものを作り上げる。それを具体物

として発表していく。 

 


