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巻頭言  

今日の常識は明日の非常識 

校長 片岡 俊仁 

 

Society 5.0 という言葉を初めて耳にしたのは令和の初め頃だろうか。それから３年も経たぬ間に、

教室での学びの風景はがらりと変わってしまった。文科省はこの頃「新時代の学びを支える先端技術

活用推進方策」を示したのだが、スピード化を後押ししたのは皮肉にもコロナ感染拡大であった。 

本県でも今年度より「ｅ－ＡＫＩＴＡ ＩＣＴ学び推進プラン」事業がスタートし、公立高校では

Google Chromebookが生徒１人に１台配付された。生徒が先生の顔や黒板を見ず、端末をじっと見つ

める姿がもはや教室では日常化している。中には授業と関係ないことをする者もいるが、先生は見え

ないという理由で注意もできない。確認しようと近づこうものなら画面はすぐに切り替わる。 

多少のデメリットには目をつぶることとして、この端末を活用した授業が具体的にどのように行わ

れているのか。今年度、県高教研英語部会が実施したアンケート結果から、Googleの機能の利用法に

限定して簡潔に紹介するので参考にしていただきたい。 

【 Google ドキュメント 】音声入力機能を使って、英語の発音チェック/レポート作成/和

文英訳や自由英作文をスプレッドシートに入力させて、その場で共有 

【 Google ジャムボード 】グループの意見やアイディアを付箋に書いて発表し、全体で共

有/英文読解の際にキーワードやパラグラフの要旨（小見出し）を書いた付箋を共有し、

色分けやペン入れ、グルーピングなどをしながら、本文の全体像を完成 

【 Google スライド 】ピクチャーカードの作成・提示/本時の目標と授業の流れの提示/ス

ライドによる生徒のプレゼン作成・発表（グループ、個人）/スライドによる導入と内容

理解、リテリング 

【 Google フォーム 】パラグラフの内容を英文１文で要約し提出させ、その場で解答をクラ 

 ス全体で共有/英作文の提出及びスプレッドシートでのフィードバック/その日の理解度チ 

ェック/授業の振り返り（文法・語法・感想など）/単語テスト（採点が不要に） 

紙面の都合上ここで止めるが、他にもGoogleクラスルームやカレンダーの活用もある。意外に活用 

が進んでいることに驚いている。もっと詳しく知りたい方は成田桂先生までどうぞ。 

こうした新しいことが教育現場に持ち込まれることに対し、教師は保守的にならざるを得ない。従 

来の方法で成果を上げてきたと自負する教師ならなおさらである。しかしながら、教育の指導法や指 

導技術において「絶対」はないのは確かである。教育は科学ではない。学力テストの成績や偏差値の 

ように指導の成果を測るモノサシはある。しかしながら、成果と指導法や指導技術との関連性は常に 

グレーゾーンにある。だとしたら、私たちは「これまでもこうだから、これからもこうだ」という思 

い込みは捨てて、「このやりかたで果たしていいのか。なにか他のもっと良いやりかたはないのか」 

と疑い、検証する姿勢が必要である。「今日の常識は明日の非常識」である。 

Society 5.0は，Society 4.0で築かれた情報社会を土台としながら、人間中心の豊かな社会をめざ 

すものらしい。先端技術を生かすも生かさぬも私たち人間（教師）ということか。テクノロジーを避 

けることのないように、あるいは逆に任せすぎることのないようにしたい。 

 



Ⅰ 校内授業研修



 
令和３年度 校内授業研修会 

 
 

研 修 部 
１ 指導主事訪問 １ヶ月前課題 
  
 
 
 
 

  ※具体的な取組事項 

     １ 生徒の主体性を引き出す明確な学習目標の提示 

     ２ 生徒に主体的な活動や思考を促す ICT 機器の使用方法の工夫 

 
 
２ 実施日   令和３年１０月２６日（火）  
 
３ 日 程   １校時 ~ ４校時  通常授業（１２：４５終了） 
       【昼休み】  １２：４５～１３：２０ 

【５校時】  １３：２０～１４：１０ 授業参観 
       ※ 終了後、研究授業以外のクラスの生徒は放課 

【６校時】  １４：２０～１５：１０ 研究授業 
【研究協議】 １５：２０～１６：００ 授業研修会 
【全体会】  １６：１０～１６：５０ 全体会（大講義室） 
 

４ 実施教科・科目・クラス・授業者・会場 
 

教科 科目 授業クラス 授業場所 授業者 授業研修会 
会場 

英語 コミュニケー

ション英語Ⅰ 
１年 F 組 １F 教室 石田 園子 ３年 F 組 

理科 生物 ３年 F 組 
理系 生物室 成田  司 ３年 D 組 

土木・建築 建築計画 ３年 C 組 
建築 

建築計画 
実習室 

佐藤諒之介 ３年 B 組 

 
５ 授業参観について 
   授業参観者は、職員室（出席簿置き場付近）から付箋（各 10 枚の束）を持参し、授業中 

に気づいた点や感じた点をメモしておく。（授業研修会で使用。） 
    ブルーの付箋････「良かった点」をメモする。 

      ピンクの付箋････「改善を要する点」などをメモする。 

 

  主体性・思考力を身に付けさせるための授業展開の工夫 

       ～ 桂桜力の育成に向けて ～ 
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６ 授業研修会の流れ 
 各教室にマジックペンとシートを準備しておくので、グループ協議で使用する。 

ペンは研修会終了後に研修部へ返却。 
シートは今後の授業改善へ生かすために、授業者が保管する。 

時  間 内     容 

１５：２０ 
～１５：２５ 

（5 分） 
 

 
全体会Ⅰ 
 
 

各科の進行担当が進行。 
 ①今回の授業研修会の具体的取組事項を確認。 
 ②授業者より、本時の授業のねらいなどの説明。 
 ③質疑応答。 

１５：２５ 
～１５：４０ 

（15 分） 
 
 
 
 

 
 
グループ

協議 
 
 
 
 

グループに分かれて協議。 
グループリーダーが進行。 
① 参加者が、授業中に気づいた 

「良かったと感じた点」をブルーの付箋へ、 
「改善をした方が良いと感じた点」をピンクの付箋へ 
記入した後、シートに貼り付ける。 

② 付箋をマジックペンでグルーピングする。 
③ それぞれのグルーピングに名前（キーワード）を付け、 

シートに書き込む。 

１５：４０ 
～１５：５０ 

（10 分） 

 
全体会Ⅱ 
 

各科の進行担当が進行。 
①各グループ代表がグループ協議の内容を発表。 
（シートを元に、１グループ３分程度） 
②各グループの発表を踏まえ、課題や改善策などについて

の意見交換、及び全体のまとめ。 

１５：５０ 
  ～１６：００ 
    （10 分） 

全体会Ⅲ 指導主事による指導・助言。 
各科の進行担当が進行。 

    
 
７ 授業研修会のグループ割り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教科 会 場 ｸﾞﾙｰﾌﾟ メンバー（◎○印：グループリーダー、◎は各科の進行担当も兼ねる） 
 
英 
 
語 

 
３年 F 組 

 

 Ａ ◎○佐藤孝子、浅利麗子、阿部陽子、山﨑仁志、秋元信泉 

 Ｂ ○成田 桂、大塚陽平、櫻庭由貴子、藤田奈緒子、吉原大介 
 
 
 理 
 
科 

 
 

３年 D 組 
 

 Ａ ◎○佐藤政弘、今川浩子、石木田毅志、庄司佳子、髙橋慶徳、 
  小笠原勝也 

 Ｂ 
○吉成 徹、三森達博、今畠康子、石木田将宗、五代儀一貴、 

 成田めぐみ 

Ｃ 
○村木亮司、嶋田 潤、牧野賢美、櫻庭芳枝、畑山弘視、 

畠山良智 
 
土 
木 
・ 
建 
築 

 

 
 

３年 B 組 
 

 Ａ ◎小林初夫、○馬淵 恵、佐藤真由美、船山 聡、近藤和生、

高谷 勉、京極秋弥 

 Ｂ 
○安保敏明、田山 大、木村朋子、小笠原和寿、高田崇子、

櫻庭大観、佐藤太亮 

Ｃ 
○工藤 崇、佐々木由実子、乳井京介、渡部洋子、加藤 彰、

安岡裕二 
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大館桂桜高等学校 英語科 〔コミュニケーション英語Ⅰ〕学習指導案 
 

実 施 日：令和 3 年 10 月 26 日（火）6 校時 

ク ラ ス：1 年 F 組 

使用教科書：BIG DIPPER 
English CommunicationⅠ：数研出版 

授 業 者：教諭 石田 園子  
場    所：1 年 F 組教室 

 
１  単  元  名  ： Lesson 5 Universal Design: Why Is It Important for You? 
 
２  単元の目標  ：身近にあるユニバーサルデザイン(UD)についての英文を読み、デザインのアイデアを通

して、自分以外の様々な視点をもつことの大切さを学ぶ。加えて、形式主語＜It is ～ to 

do…＞、比較表現を意識しながら、ものごとの機能や特徴を比較・対照することができる

ようにする。 

 

３ 指導にあたって 
（１）単元観 

本単元は、身の回りに増えてきた UD について述べている。そのキーワードや、それを生み出す出

発点となる考え方について理解し、私たちは皆同じではないということに気づかせる。そこから様々

なアイデアが生まれるのだということを考えさせたい。 
 

指導計画（総時間８時間） 
１時間目・・・単元全体の導入・Part 1 語彙・内容把握 
２時間目・・・Part 1 内容把握・書く活動 【本時】 
３時間目・・・Part 2 語彙・内容把握 
４時間目・・・Part 2 内容把握 
５時間目・・・Part 3 語彙・内容把握 
６時間目・・・Part 3 内容把握  
７時間目・・・Part 4 語彙・内容把握 
８時間目・・・Part 4 内容把握・書く活動・Review & Drill（練習問題） 

 
（２）生徒観 
        34 名（男子 9 名、女子 25 名）の普通・生活科学科のクラスである。活発でやる気のある生徒が多く、

意欲的に授業に取り組んでいる。英語を聞いたり話したりすることは概ねできるが、正確に読んだり

書いたりすることにやや困難を抱えている生徒もいる。 

 

（３）指導観 

        完璧ではないが英語を話すことが好きな生徒も多いので、身近なことに関してはなるべく英語で発言

させたい。コロナ禍で心配もあるが、できるだけ生徒どうしで情報の共有ができるよう、ペア／グル

ープ活動も取り入れ、「UD」がなぜ大事なのかを自分たちのこととして考えてもらいたい。 

 
４ 単元の評価規準 
①  関心・意欲・態度 ② 思考・判断・表現 ③  技能 ④  知識・理解 
身近にある UD の製品や設

備について、知っているこ

とを発言しようとする。  
  
  

形式主語＜It is ～ to do

…＞、比較表現を用いて正

しい文を書くことができ

る。各パートの内容を簡潔

にまとめて英語で話した

り、書いたりすることがで

きる。 

UD とそうではないもの

との違い、バリアフリー

との違い、UD の出発点

となる考え方、UD のキ

ーワードについて理解で

きる。  

形式主語＜It is ～ to 

do…＞、比較表現の用法

を理解している。  
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５ 生徒に身に付けさせたい４つの力（桂桜力） 
習 得 力 思 考 力 行 動 力 発 信 力 

知識や技能を身に付ける

力 
①話を聞く力 
②理解する力 
③継続する力 

課題を発見し、根拠をも

って原因と解決策を考え

る力 
①疑問を持つ力 
②発想する力 
③論理的に考える力 
④分析し判断する力 

自らの意志で主体的に行

動する力 
①計画する力 
②話し合う力 
③役割を見つける力 
④実行する力 
⑤良好な人間関係を構築する力 

自分の考えを、わかりや

すく他者に伝える力 
①情報を選択する力 
②発表する力 
③ＩＣＴを活用する力 

 
６ 本時の学習活動 
（１）本時の学習目標 
      Part1 ででてきた It is ~ to do…を使い、各グループで決めた１つの製品がどんな点で UD であるかを分

かりやすく英語で説明できる。 
 
（２）本時の指導にあたって 

前時で「UD」について理解したことを踏まえ、自分たちの身近にある UD の製品を説明できるよう、

協力し合い、行動力・発信力を養う。 
 
（３）指導過程    評価の観点････①関心・意欲・態度  ②思考・判断・表現 

③技能        ④知識・理解 

 学習活動 指導上の留意点 身に付けさせたい力 評価の観点 

導 入 
（5） 

Warm-up 

・p.57 の Let’s talk をペアで行う。 

 

○すばやく行わせる。 

 

 

 

展 開 

（40） 

・本時の目標を確認する。 

 

 

 
 
・自分たちの製品が、どんな点で UD な

のかをグループで話し合い、It is ～to 
do…を使い、英語の原稿を作成し、暗記

する。 （10 分） 
 

・1 つのグループから１名ずつ、他のグ

ループへ行き（6 人×4，5 人×2）、自

分たちの製品についてプレゼンする生徒

（5 人）、製品を見せて回る生徒（1 人 or 

5 人のところは教師）に分かれる。 

・発表を聞いている生徒は、話をしっか

り聞き、必要な情報を正しく書き留める。 

（28 分） 

 

 

 

・最後にどの製品に興味を持ったかなど

を発表する。（2 分） 

 

 

 

 

 

 

 

○グループ内で役割を決

め、協力し合っているか、

各グループを回り様子を

見ながら支援する。 

 

○プレゼンをする生徒は、

行き先のグループ全員に

聞こえるように話させる。 

〇見せて回る生徒は、全員

に見えるように気を付け

させる。（5 人グループの

ところには教師が入る。） 

 

 

 

 

○どの製品に興味を持っ

たか（買ってみたいか）を

全員に挙手で確認し、数名

に理由を聞く。     

 

 

 

 

 

行動力 

 

 

 

 

発信力 

 

 

 

 

 

 

  ② 

 

 

   

整 理 

（5） 

・Chromebook に本時の振り返りを書き、

送信する。 

次回の予告をする。   

 
 
 

本時の目標：It is ~ to do…を使い、自分たちの UD の製品を英語で説明できる。 
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授業研修会の記録

授業実施者 石田 園子 教科名 英語

主題（題材） Lesson 5 Universal Design : Why Is It Important for You?

実施日・クラス 令和３年１０月２６日（火） １年Ｆ組

研修会参加者 大塚陽平、浅利麗子、櫻庭由貴子、阿部陽子、藤田奈緒子、

秋元信泉、吉原大介、佐藤孝子、成田桂、山﨑仁志

１ 授業者の反省

・生徒に発表させる際、どの点がユニバーサルデザイン（ＵＤ）なのかをもっと具体的に

言わせる指導ができればよかった。

・Chromebookを活用し、写真を見せられればよかった。

２ 参観者の感想・意見（○･･･良かった点、●･･･改善点）

○復習も含めた目標提示が明確だった。

○導入がスピーディーだった。

○学習内容が challengingなものだったが、生徒が積極的に発言する場面が多かった。

○４技能がバランス良く含まれていた。

○ＩＣＴが有効に活用されていた（タイマーとして用いたり、振り返りの際の活用）。

● It ～ to･･･構文の不定詞の部分が聞き取れない生徒が多かったので、共有できる工夫

が必要だったと思う。

● I'm interested in～をもう少し多くの生徒に答えさせても良かったのではないか。

●商品のどの点がＵＤなのかを説明したほうが良かったのではないか。

●電子黒板をタイマー表示のみに使うのはもったいなく感じた。

●日本語の使用をもう少し減らしても良いのではないか。

３ 指導助言（教育専門監 伊藤健吾氏）

・生徒たちが元気で明るく、良好な人間関係が築かれている印象を持った。また個々の生徒

の学力も高いと感じた。Chromebook も有効に活用されており、模範的な授業のスタイ

ルだった。

・「教科書にもＵＤが採用されている」という教師の発言が心に残った。加えてWhat is
special?と問いかけたり、「もし自分が家計を支えるためにＵＤ商品を販売しなければい

けないとしたらどのようにＰＲするか」という問いを与えたりしても面白かったのではな

いか。

・授業においては常に「なぜそれをするのか」というニーズを大切にしてほしい。

・生徒たちの学力が高いため、できるだけ英語の使用を増やす工夫をしてほしい。
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生物 学習指導案 
 

実 施 日：令和３年１０月２６日（火）６校時 
ク ラ ス：３年 F 組 
使用教科書：改訂高等学校生物（東京書籍） 
授 業 者：教諭 成 田   司 
場   所：生物室 
 

１ 単元名 第２編 遺伝子のはたらき 
第３章「バイオテクノロジー」 

２ 小単元の目標 
  遺伝子を扱った技術について、その原理と有用性を理解する。 

３ 指導計画 

  「バイオテクノロジー」（４時間） 
   第１時：目的の遺伝子を増やす（遺伝子組み換えの方法と PCR について理解する） 
   第２時：核移植とクローン（核移植の全能性を理解し、クローン技術について考察する） 
   第３時：遺伝子の情報を読む（サンガー法で塩基配列を読み取るしくみを理解する） 
   第４時：バイオテクノロジーの光と闇（バイオテクノロジーについて、良い点、悪い点を倫理的

に考察する） 
 
４ 指導に当たって 
  （単元観） 

生物基礎でゲノムと遺伝子の発現について学習した。 
   この単元では、 

・遺伝情報を担う物質としてのＤＮＡの特徴について理解すること 

・ＤＮＡが複製され分配されることにより、遺伝情報が伝えられることを理解すること 

・ＤＮＡの情報に基づいてタンパク質が合成されることにより、遺伝情報が伝えられることを理解

すること 

を目標としている。 

  
  （生徒観） 
    ３年 F 組は、理系２５人中２０名が選択している。知的好奇心旺盛な生徒もおり、授業中積極

的に質問する生徒が複数いる。一方、物静かで自分の意見をほとんど表現しないような生徒も少

なくない。医療系を希望している生徒が多く、生物に対する関心が全体的に高い。 
   

（指導観） 
     本時の授業では、バイオテクノロジーでクローン生物を創り出すことについて、グループで

討論し、科学技術と倫理について考えることをねらいとする。この単元ではＤＮＡに関わる技

術の説明が中心で、クローン生物には触れていないが、将来的に医療分野などの職業を目指す

生徒が多い中で、是非討論させたい内容である。 
     生徒をグループ分けして、教師が提示するテーマについて Chromebook を用いて生徒が発

表する形式をとって授業を展開する。 
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５ 本時の活動のねらいと評価 
  クローン技術について、様々な視点で話し合い、科学技術と倫理、リテラシーについて考える。 
  自分で考え、他者の意見を聞き、インターネットで調べて自分の考えを掘り下げ、発表する。 
  クローンの有効利用についてポスターで表現する。 
 
６ 単元の評価規準 

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③観察・実験の技能 ④知識・理解 
転写、翻訳のタンパ

ク質合成の過程を科

学的に理解しようと

する。 

グループ討論で、自

分の考えをまとめて

説明することができ

る。他者の考えを理解

し、共感できる。 

 染色体観察の基本

操作を習得できてい

る。実験結果を的確に

把握し、整理考察する

ことができる。 

タンパク質合成の

しくみについて、オペ

ロン説に基づいて基

本的な概念や原理・法

則を説明できる。 
 
７ 指導過程 

 学習内容 学習活動 指導上の注意点 
導入５分 本時の目標確認 

「クローン生物について理解

を深め、有効利用を考える」 
 

 
クローン生物について、

簡単な確認をする 

興味がある生徒

はあらかじめ調

査を指示してお

く 
 

展開Ⅰ 
２０分 
 

 
 
展開Ⅱ 
  ２０分 

クローン生物について 
 ・核の全能性 
 ・ガードンの実験 
 ・iPS 細胞 
 
クローン技術について討論 
① ヒトのクローンについて 
② ペットのクローンについ

て 
③ クローン技術の有効利用 

 

 
説明に従ってプリントに

記入する 
 
 
各項目について以下の指

示を受け、活動する 
「考える時間」 
「討論する時間」 
「調べる時間」 
各班ごとに簡単なまとめ

をする 
 

授業資料を配布

する 
 
 
 
タイマーで時間

を計る 
・必ず全員が発言 
 
 
・ポスターを作ろ

う 

まとめ 
５分 

 
 

科学技術の倫理とリテラシー  
経験と照らし合わせて考

える 

・新型コロナには

お湯が効く 
・水素水 
・マイナスイオン 
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授業研修会の記録

授業実施者 成田 司 教科名 理科（生物）

主題（題材） バイオテクノロジーの光と闇

実施日・クラス 令和３年１０月２６日（火） 生物室

研修会参加者 今川浩子、石木田毅志、庄司佳子、髙橋慶徳、小笠原勝也、

三森達博、今畠康子、石木田将宗、成田めぐみ、

嶋田 潤、牧野賢美、櫻庭芳枝、畑山弘視、畠山良智、

佐藤政弘、吉成 徹、村木亮司、五代儀一貴

１ 授業者から

・生物に興味を持つ生徒の多いクラスなので、議論させたかった。

・ＩＣＴの活用がテーマの一つだったので、ジャムボードを活用させた。

・生徒が自分の意見を自分の言葉で発表していたのがよかった。

２ 参観者の感想・意見 ○成果 ●課題

○導入での発問「クローンとはなにか」に対しての回答へのフォローが生徒への気づきを

与えていて、生徒が回答を修正していたのがよかった。

○難しい内容について、生徒がしっかり考え、発表していたのは、前時からの授業が定着

していたということで、よかった。

○宿題となったポスター制作の発表も是非参観したいと思うような授業だった。

○全員が発表したということが大変よい。

○生徒の学習活動の時間が確保されていることがよかった。

●Chromebookのジャムボードを使っていたのだから、オンラインで意見交換できる内容に

するのがよかったのではないか。

●科学技術の倫理については、扱い方に工夫があった方がよかったのではないか。

●複製・転写・翻訳とクローン技術との関係がわかりにくかったのではないか。

３ 指導助言（山城崇指導主事）

・授業研修会で、よかった点だけでなく改善点があげられるのはよいことである。

・生物という科目は、内容がどんどん新しくなるため、教師は勉強を続ける必要がある。

そのなかで、生徒の活動をとりいれた、とてもよい授業であった。

・ＩＣＴはこれからも利用の仕方を工夫しながら、活用してほしい。

・学習指導案は、読んでどんな授業になるか想像できる内容であるべきであり、今後はもう

少し工夫してもらいたい
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大館桂桜高等学校 工業科（科目名：建築計画） 学習指導案 
実 施 日：令和 3 年 10 月 26 日(火)6 校時 
ク ラ ス：３年Ｃ組 

                  使用教科書：工業 362『建築計画』：実教出版 
授 業 者：佐藤 諒之介 
場   所：建築計画実習室 

 
１ 単元        第１章 建築と環境／第７節 色彩 
 
２ 単元の目標     ① マンセル表色系の見方・考え方を理解できる。 

② 色の心理的効果を踏まえて、室内空間の色彩に関する特徴について説明できる。 
③ 自分の理想とする室内空間を、色の心理的効果を踏まえた上で計画できる。 

 
３ 単元と生徒観 
  （1）教材観     建築物の印象や、人間が室内空間にいることで感じる心理的効果は、色彩が大きく

関係している。生徒が建築物における色彩の心理的効果について考え、判断する力を
醸成するために、本単元の色彩について学習させたい。そのために、日本工業規格の
マンセル表色系の見方・考え方を理解させ、色の心理的効果はどのようなものがある
のかを実例を通して理解させる必要がある。また、それらの知識を踏まえた上で、色
の心理的効果と室内空間の関係性について学習することが重要である。 

 
（2）生徒観     生徒全員学習意欲があり、真剣に建築を学習しようという姿勢が見られ、授業内に

おいてもよく発言する。話し合う時間と話を聞く時間の切り替えもよくできている。 
 

  （3）指導観     本時は色彩の２時間目の授業である。グループワークを中心に、色の心理的効果と
室内空間の関係性について学習させたい。また、机間指導も積極的に行い、話し合い
がスムーズに進むように指導していきたい。 

 
 
４ 単元の指導と評価の計画 

小単元/時数 
学習内容 

（指導内容） 

評価規準 

知識・理解 思考・判断・表現 技能 関心・意欲・態度 

色 

彩 

１ 
マンセル表色系 

色の心理的効果 

マンセル表色系の

見方・考え方につ

いて理解してい

る。 

  

各色の心理的効果

について、積極的

に意見を発表した

りしている。 

本時 色彩と建築物  

室内空間の印象

と、色の心理的効

果の関係性につい

て説明できる。 

 

グループワークに

おいて、積極的に

意見を聞き、発表

している。 

３ 色彩計画  

ペアでの活動を通

して、他者と考え

を深めながら、室

内空間を表現でき

る。 

自分の理想とする

室内空間を、色の

心理的効果を踏ま

えた上で計画でき

る。 

 

４ 
配色の効果 

面積効果 

配色の効果の種類

と、面積効果につ

いて理解してい

る。 
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５ 本時の目標 
（１）本時のねらい     色の心理的効果が室内空間に及ぼす影響について説明させる。 

【思考・判断・表現】 
                            

 
（２）授業展開計画（３/４時間目） 

段階 
学習活動 

（生徒の活動） 
指導上の留意点 
（教師の支援） 

評価の観点 
（評価方法） 

導入 
（10 分） 

 
１ 前時の振り返りをする。 
 
 
 
 
 
２ 色の心理的効果と室内空間の

関係を理解する。 
 
 
 
 
３ 【本時の目標】を授業資料に記

入する。 

 
・電⼦⿊板を用いて、色の心理的効果の

復習をさせる。 
 
 
 
 
・色の心理的効果と室内空間に密接な関

係があることを理解させる。 
 

展開 
（35 分） 

 
 
 
 
 
４ 個人で【発問】について考え、

発表する。 
 
５ ４〜５人程度のグループを作

る。 
 
 
６ ２枚の室内空間の絵に働いて

いる色の心理的効果につい
て、グループで話し合う。 

 
７ グループごとに話し合った内

容を発表する。 
 
８ 他のグループの意見を踏まえ

た上で、室内空間の印象と色
の心理的効果について、隣の
席の生徒と互いに説明し合
う。 

 

 
 
 
 
 
・２人ほどに当てるようにし、グループ

活動につながるようにする。 
 
・机間指導を行い、話し合いがスムーズ

に進むように助言等をする。 
（１５分程度） 

 
・生徒の意見を否定的に捉えるのではな

く、肯定的に捉えるようにする。 
 
 
・電⼦⿊板を用いて、生徒が発表した内

容について解説する。 
 
・机間指導を行い、うまく説明ができな

い生徒へ助言等をする。 
（１０分程度） 

【発問】について，
興味・関心をもって
意 見 を 出 し 合 っ て
いる。（観察，発表）
→D 
 
 
室内空間の印象と、
色 の 心 理 的 効 果 の
関 係 性 に つ い て 説
明できている。 
（観察、授業資料） 
→B 

まとめ 
（5 分） 

 
９ 本時の振り返りをする。 
 
 
 
10 次回の授業に関わる課題をメ

モする。 

 
・説明した後、授業資料の振り返り欄に、

本時の授業の振り返りとまとめを記
入させる。（５分程度） 

 
・自宅の色彩計画を調べてくるように伝

える。また、室内空間の実例について
電⼦⿊板を用いて見せる。 

 

 

※評価の観点 A：知識・理解 B：思考・判断・表現 C：技能 D：関心・意欲・態度 

【実習】 
２枚の写真を見て、それぞれの印象の違いを話し合おう。 

【本時の目標】 
色の心理的効果が室内空間に及ぼす影響を説明できる。 

【発問】 
2 つの室内空間の絵には、どのような色の心理的効果が働いていますか？ 
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授業研修会の記録

授業実施者 佐藤 諒之介 教科名 建築計画

主題（題材） 色彩と建築物

実施日・クラス 令和３年１０月２６日（火） 建築計画実習室

研修会参加者 小林初夫、佐藤真由美、馬淵 恵、近藤和生、高谷 勉、

安保敏明、田山 大、木村朋子、小笠原和寿、高田崇子、

工藤 崇、佐々木由実子、乳井京介、船山 聡、渡部洋子、

加藤 彰、安岡裕二、櫻庭大観、佐藤太亮、京極秋弥

１ 授業者の反省

・Google Classroomを使い、考えを共有したかった。

・授業時間が足りなかった。

・色彩について、自分で考える力を付けさせたかった。

・人により感じ方は様々であることを踏まえて、基本的印象を確認させた。

２ 参観者の感想・意見 ○良かった点 ●改善点

○目標につながる強調した発言があった。

○デジタルとアナログの併用が良かった。

○生徒が主体性をもって授業に参加できていた。

○振り返りが丁寧であった。

○個々に考えさせることで後のグループ活動につながった。

〇学習目標をしっかりと提示していた。

●導入部が長かった。

●活動の時間を提示するとよかった。

●タイマーを利用した方が良かった。

●電子黒板の文字とアイコンが重なっていた。

●掲示用の用紙の文字が小さい人が多く、見づらかった。

●タイトル等が電子黒板内にあるとよかった。

３ 指導助言

・ICTについて、Googleジャムボードなども活用できるとよかった。

・掲示することで時間を短縮することが出来ていた。

・授業をしっかりと振り返らないとまとめることができない。

・達成感が真の主体性につながる。
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Ⅱ 校外研修



「初任者研修講座」を終えて 

土木・建築科 佐藤諒之介 

 

１ はじめに 

 本研修は、令和３年度に高等学校に新規に採用された教諭を対象とし、実践的指導力と使命感を養うと

共に、本県の教育施策の重点等について理解を深めさせることを目的としている。また本研修は、校内ま

たは秋田県総合教育センターにおいて実施された。この令和３年度初任者研修講座を振り返り、その概要

及び感想を記す。 

 

２ 校内研修について 

①一般研修 

一般研修は、校長先生や教頭先生から本校の教育目標、課題、服務に関する重点事項等について教えて

いただき、教育公務員として自覚と責任を持った行動をすることの大切さを学んだ。また、各分掌主任か

ら分掌業務の内容についての研修も行っていただいた。様々な分掌の先生方が協力し合いながら学校と

いう組織を成り立たせていることを学ぶことができた。 

 

②教科研修 

 教科研修は主に専門教科に関する研修や、学習指導案の作成、考査問題の検討などの研修を指導教員の

先生を中心に行っていただいた。授業実践研修においては、アクティブラーニングの視点から授業を行っ

た。山田直康指導主事を中心に沢山の先生に参観していただき、御指摘をいただいた。また、他の先生方

の授業を参観し、先生によって違う授業の工夫を見ることができた。 

 

３ 校外研修について 

①総合教育センター主催 

 総合教育センターでの研修は、Ⅰ～Ⅸ期までの講座が準備されていたが、新型コロナウイルス感染症の

影響でⅣ期が２日間通いでの実施、Ⅴ期がリモートでの実施に変更、Ⅵ期が自己研修へと変更になった。

Ⅰ～Ⅲ期では、主に教育公務員の服務、授業や教科に関する研修などを行った。「授業で取り組む情報教

育」の講義・演習では、ICT を活用して授業を行うことで得られるメリット、デメリットを学び、「いじ

めや不登校への具体的な対応」の講義・演習では、必ずしも注意をすることが問題行動をしている生徒に

とって正しい対応ではないことを改めて学んだ。Ⅳ～Ⅸ期では、生徒の緊急事態に備えての「安全教育と

応急手当」の方法を学び、「学校における教育相談」では、生徒と教員という立場の違いを再認識し、ノ

ンバーバルスキルについて学んだ。 

 

②授業実践研修 

 Ⅶ期に行われた授業実践研修は、各自の所属校で行われた。授業実践として３年土木・建築科建築コー

スの生徒を対象に建築計画の授業を、参観授業として２年土木・建築科建築コースの生徒を対象に建築構

造の授業を行った。 

授業実践では、「色の心理的効果を踏まえた上で、室内空間の色彩計画ができる」を本時の目標に授業
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を行った。色彩は、外壁に用いることで建築物の印象に大きな影響を与えている。また、室内に用いるこ

とで利用者が感じる心理的効果が変わってくる。この色彩による心理的効果と室内空間の印象の関係性

を前時で生徒が説明し合っており、本時は導入部分にその授業の復習と今回の授業を行う意義を明言し

た。そのことで生徒も興味・関心を持って授業に取り組めたようだ。また生徒がわかる授業を展開するた

めに、実際生徒が考えた色彩計画を電子黒板で表示しながら発表を行うようにしたが、思ったような色合

いが表示できず、事前準備の重要性を感じた。 

今回の授業実践で、生徒が主体的に考え、発言し、説明している様子を見ることができた。これからの

授業も、生徒が主体的に取り組めるようにわかる授業にしていく工夫やアクティブラーニングの視点か

らの教材研究をしていきたい。 

 

③高校教育課主催 

 高校教育課の研修は、「教職基礎」「PA 研修」「授業研修」の３つに大別されているが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により「PA 研修」が中止、「授業研修」が自己研修となった。教職基礎では、教育公務

員としての心構えや、どんなときも教育に携わる自覚を持った行動をすることの大切さを学んだ。授業研

修の自己研修では、生活体験発表会の発表原稿を読ませていただいたが、私の想像を超えるような苦悩や

不安、葛藤を抱いた生徒が学校で生活している中で、気持ちの変化が起こるきっかけづくりを提供するこ

とが教員としての役割ではないかと考えることができた。日々の生活の中で生徒とたくさんコミュニケ

ーションを図り、きっかけを提供してあげられるようにしていきたい。 

 

④特別支援学校訪問 

 秋田県立比内支援学校かづの校で行われた研修では、特別支援学校に在籍している生徒についての講

義や、授業見学などを行った。個々の生徒の特性を理解・把握した上で生徒とコミュニケーションを図り

ながら授業の工夫をしている教員の姿を拝見し、日頃の生徒への接し方を省みる良い機会になった。生徒

ができないのが悪いと決めつけるのではなく、できない原因はどこなのか、それを改善するためにどのよ

うな支援が必要なのかという目線で考えることが大切になるということを学んだ。 

 

４ おわりに 

 一年間の初任者研修を通して、教育公務員としての自覚と責任や基礎的な知識を身につけることがで

きたと同時に、これからの課題がたくさん見えた。授業に関する課題は、「わかる授業」を行うことだ。

生徒がわかる授業を行うことで達成感や充実感を得ることができ、自己肯定感の醸成につながる。この課

題を達成するために教材研究を充実させることはもちろんだが、ICT 機器を十分に活用できる知識を身に

つける必要があると思う。まだ Chromebook を活用しきれていないので、これからさらに勉強し、活用し

ていきたい。生徒指導関係については、生徒の観察やコミュニケーションを日頃から行い、生徒の行動や

言動の本質を判断できるようになることが大切だと学んだ。 

 めまぐるしく変わる社会の変動に、これからの生徒はたくさんのことを感じ取り、学び、行動していか

なければならない。そのような生徒の育成をしていくために、教員である私自身が社会の変動に敏感にな

り、学び続ける教員でありたいと強く思った初任者研修であった。この初心を忘れることなく、これから

の教員生活を送っていきたいと思う。 
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大館桂桜高等学校 工業科（科目名：建築計画） 学習指導案 

実 施 日：令和 3年 11 月 4 日(木)3 校時 

ク ラ ス：３年Ｃ組 

                  使用教科書：工業 362『建築計画』：実教出版 

授 業 者：佐藤 諒之介 

場   所：3C 教室 

 

１ 単元        第１章 建築と環境／第７節 色彩 

 

２ 単元の目標     ① マンセル表色系の見方・考え方を理解できる。 

② 色の心理的効果を踏まえて、室内空間の色彩に関する特徴について説明できる。 

③ 自分の理想とする室内空間を、色の心理的効果を踏まえた上で計画できる。 

 

３ 単元と生徒観 

  （1）教材観     建築物の印象や、人間が室内空間にいることで感じる心理的効果は、色彩が大きく関

係している。生徒が建築物における色彩の心理的効果について考え、判断する力を醸成

するために、本単元の色彩について学習させたい。そのために、日本工業規格のマンセ

ル表色系の見方・考え方を理解させ、色の心理的効果はどのようなものがあるのかを実

例を通して理解させる必要がある。また、それらの知識を踏まえた上で、色の心理的効

果と室内空間の関係性について学習することが重要である。 

 

（2）生徒観     生徒全員学習意欲があり、真剣に建築を学習しようという姿勢が見られ、授業内にお

いてもよく発言する。話し合う時間と話を聞く時間の切り替えもよくできている。 

 

  （3）指導観     本時は色彩の３時間目の授業である。グループワークを中心に、色の心理的効果と室

内空間の関係性について学習させたい。また、机間指導も積極的に行い、話し合いがス

ムーズに進むように指導していきたい。 

 

４ 単元の指導と評価の計画 

小単元/時数 
学習内容 

（指導内容） 

評価規準 

知識・理解 
思考・判断・表

現 
技能 

関心・意欲・態

度 

色 

彩 

１ 
マンセル表色系 

色の心理的効果 

マンセル表色系

の見方・考え方に

ついて理解して

いる。 

  

各色の心理的効

果について、積極

的に意見を発表

したりしている。 

２ 色彩と建築物  

室内空間の印象

と、色の心理的効

果の関係性につ

いて説明できる。 

 

グループワーク

において、積極的

に意見を聞き、発

表している。 

本時 色彩計画  

ペアでの活動を

通して、他者と考

えを深めながら、

室内空間を表現

できる。 

自分の理想とす

る室内空間を、色

の心理的効果を

踏まえた上で計

画できる。 

 

４ 
配色の効果 

面積効果 

配色の効果の種

類と、面積効果に

ついて理解して

いる。 
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５ 本時の目標 
（１）本時のねらい    ①ペアでの活動を通して、他者との考えを深めながら室内空間を表現できる。 

【思考・判断・表現】 
②色の心理的効果を踏まえた上で、室内空間の色彩計画ができる。  【技能】 

                            
 

（２）授業展開計画（３/４時間目） 

段階 
学習活動 

（生徒の活動） 

指導上の留意点 

（教師の支援） 

評価の観点 

（評価方法） 

導入 
（10 分） 

 
１ 前時の振り返りをする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 授業資料に【本時の目標】を

記入する。 
 

 
・電子黒板を用いて、前時の振り返り

をさせる。また、前時の時間で課題
として出した、自分の住んでいる建
物の色彩計画についても聞くように
する。 

 
 
 
 
 
 
・本時の授業が、社会に出てからどの

ように活用されるのかを説明する。 

 

展開 
（35 分） 

 
 
 
 
 
 
３ 説明を聞く。 
 
４ 隣の人とペアを組む。 
 
５ Chromebook で参考になる室

内空間を調べながら、色彩計
画をしていく。 

 
６ 話し合った色彩計画について

発表する。 
 

 
 
 
 
 
 

・【演習】の説明をする。 
 
 
 
・机間指導を行い、話し合いがスムー

ズに進むように助言等をする。 
（２０分程度） 

 
・生徒が発表した色彩計画を、電子黒

板に写して実際どのような室内空間
になるのかを見せる。 

 
【演習】について，

他者の意見を踏ま

えながら色彩計画

を行っている。 
（観察）→B 

まとめ 
（5 分） 

 
７ 本時の振り返りをする。 
 
 
 
８ 次回の授業の予告を聞く。 

 
・説明した後、授業資料の振り返り欄に

本時の授業の振り返りとまとめを記
入させる。（５分程度） 

 
・次回の授業の予告を、今日の授業内容

を踏まえた上で話す。 
 

色の心理的効果を
踏まえた上で、室内
空間の色彩計画が
出来る。（授業資料） 
→C 

※評価の観点 A：知識・理解 B：思考・判断・表現 C：技能 D：関心・意欲・態度 

【本時の目標】 
色の心理的効果を踏まえた上で、室内空間の色彩計画ができる。 

【演習】 
３つの図の色彩を、色見本の中から選んで選択してみよう。 
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授業研修会の記録 

授業実施者 佐藤 諒之介 科目名 建築計画 

主題（題材） 工業 362『建築計画』：実教出版 第一章建築と環境 第 7節色彩 

実施日・クラス 令和 3 年 11 月 4 日（木） ３年 C 組 

指導者 総合教育センター指導主事 山田直康 

参加者 佐藤貴文 安保敏明 工藤崇 馬淵恵 加藤彰 大塚陽平 牧野賢美 小林初夫 

１ 授業者の反省 

・生徒が興味・関心を持ち、わかる授業になるように心がけた。導入部分では、前時の授業の復習を十

分に行い、なぜ今回の授業を行う必要があるのか、この授業は実際どのような場面で使われている

のかを提示するようにした。 

・電子黒板を用いて、生徒が決めた室内空間の色彩を実際に塗ってみると、どのように印象が変化す

るのかを実際に見せるようにした。しかし、PC 内で表示される色と電子黒板で表示される色が異な

り、生徒が発表してくれた室内空間を表すことができなかった。授業前に実際に色を塗るなど、事前

準備の大切さを体感することができた。 

 

２ 授業者の感想・意見 

・生徒が意欲的に取り組んでいた。 

・テンポが良く、勢いがあり、対話がある授業だった。 

・学ぶ意味を理解しながら学習に取り組む姿勢が見られた。 

・導入からの流れが丁寧で、生徒が理解し、納得して授業に取りかかれている。 

・ICT を有効活用し、色合いがわかりやすくなっている。 

・考える時間をタイマー等を利用して可視化すると、生徒も時間を意識して考えるのではないか。 

・桂桜力を掲示しながら授業を行った方が良い。 

・ICT 機器の活用で、PC と電子黒板の発色の違いがあった。事前準備の段階で確認しておく必要があ

ったと思う。 

・生徒への指示がもう少し具体的に行われるべきである。 

・生徒の発表に対する感想や意見を発表させると、より対話的な授業になる。 

 

３ 指導・助言 

・生徒がワクワクし、興味関心を持つような授業展開だった。特に、導入部分の今回の授業を行う意義

が明確化されており、生徒も興味・関心を持って授業に取り組めたと思う。 

・ICT 機器を有効活用していた。生徒が発表した内容をその場で実際に見せるという新しい発想は、こ

れからも継続してほしいし、そのような新しい発想をどんどん授業で使ってほしい。 

・PC と電子黒板で映し出される色が違ったことについては、事前準備をより入念に行っていく必要が

あると同時に、この問題をどのように改善していくのかを他の教員と検討していく必要がある。 

・これからも教材研究をしっかり行い、生徒が興味関心を持って授業を受けられるような工夫をして

行ってほしい。 
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実践的指導力習得研修講座（高等学校２年目）Ⅱ

国語科 佐藤 真由美

１ 期 日 令和３年５月２０日（木）、９月２２日（水）

２ 研修の概要

□対 象 高等学校の教諭として採用されて２年目で、今年度高等学校に所属する教諭

□目 的 学校教育目標に基づいた教育活動への意識を高め、学習指導やホームルーム経営、生徒

指導等についての実践的指導力を身に付ける。

□進め方 Ⅰ期では、同じ教科の研修者と「主体的・対話的で深い学び」の趣旨を再確認し、それ

を実現するための授業構想を練る。Ⅱ期では他教科の受講者が生徒役となって参加し、

模擬授業及び協議を行う。

３ 日程・内容

□５月２０日（木）

１０：００～保護者対応と連携

１２：４０～学校組織の一員として－学校教育目標とホームルーム経営－

１４：１０～「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業構想と実践①

□９月２２日（水）Ⅱ期は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、集合型研修から所属校での課題設

定型の自己研修に変更された。そこで、８月２６日の模擬授業研修に向けて作成した学習指導案に

ついて、３年Ｆ組（理系）で研究授業を行った。その際、参観していただいた先生方から講評をい

ただいた。また、参考資料をもとに「主体的・対話的で深い学びを実現するために適切な授業計

画であるか」を考察し、今後の教育実践で取り組んでいきたいことなどをまとめた。

４ 所感・反省など

主体的・対話的で深い学びを実現するための手立てとして、類似主題の別の文章の読み比べ、個

人、ペアワーク、グループワークと段階を経た意見交換の場を設定した。適切な教材選定が必要と

なるが、進学課外で扱った文章のなかで目的に合ったものを見つけることができた。日頃からこう

した活用も視野に入れ、アンテナを張っておくことが大事だと思った。

「主体的・対話的で深い学びを実現するために適切な授業計画であるか」の考察では、教科書で

の学習内容を踏まえて、コミュニケーションがもつ二つのはたらきを、二つの文章に出てきたそれ

ぞれの具体例をもとに理解させることができた点で適切であったと講評いただいた。また、二つの

コミュニケーションを自らの生活に落とし込んで考えさせることで、相手や場によってふさわしい

コミュニケーションのあり方があることや心がけるべきことを気づかせることができた。まとめと

して生徒に書かせた文章は、小論文に発展させることも可能となる構成をとった。結果的に、生徒

が自らの考えを整理しやすくなり、すらすらと書き上げることができて満足げな様子だった。

今後の教育実践では、生徒の気づきや疑問を更に吸い上げられるような工夫をすること（ＩＣ

Ｔの効果的な活用）や自己変容の手応えを感じさせられるような場面を数多く設定することに取り

組んでいきたい。少しでも受け身の姿勢を減らし、「ともに楽しむ」場となるような授業を目指し

精進していきたい。最後にお忙しい中研究授業を参観してくださった先生方に感謝申し上げます。
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国語科学習指導案
日 時：令和３年９月２２日１校時

対象クラス：３年 F組（理系）

指 導 者：佐藤 真由美

使用教科書：新編 現代文 B（教育出版）

１単元名 設定した題材に関連する複数の文章を読み比べ、自分の考え方を広げたり深めたりする。

（『ゲラダヒヒの平和社会』 大井玄）

２単元の目標

・具体例をあげ、それを根拠に展開される筆者の主張を理解できる。 〔知識及び技能〕（２）ア

・文章を読み比べてコミュニケーションについて新たにわかったことや考えたことを短い文章にまとめ

ることができる。【学習課題】 〔思考力，判断力，表現力等〕A（１）エ

・本文の読解・理解をとおして、コミニュケーションのあり方を再考し、他を尊重しようとしている。

〔学びに向かう力，人間性等〕

３単元と生徒

（１）生徒観 男子１１名、女子１４名 計２５名 普通科文理コースの理系クラス

ほとんどが四大、短大への進学を希望している。評論の単元では、一学期に『「間」の感覚』『「であ

る」ことと「する」こと』を学習した。素直で真面目に取り組む生徒が多いが、国語を苦手とする傾向

があるため、文脈を丁寧に追い、文と文の関係や根拠を確認をしながら学習させることを心がけている。

（２）教材観 本教材では、コミュニケーションとは「情報伝達することである」という一般的な認

識に対して「情報伝達を行っていない」コミュニケーションの事例を考察し、それを行う目的と、隠さ

れた「はたらき」についての見解が述べられている。具体的な事例への考察をとおしてコミュニケーシ

ョンの本質を読み取らせたい。

（３）指導観 本単元では、具体例と考察の関係に注目して読ませることで、コミュニケーションに

は私たちが自明のものとして認識しているはたらきのほかにもう一つのはたらきがあることに気がつか

せたい。同時に、筆者が具体例からどのように考察して見解を導くに至ったかを本文の叙述に従い、要

旨をまとめさせることで確認していきたい。さらに、本単元の末尾では、発展として類似主題の他の文

章と読み比べを行うことで、本文を理解させるとともに、自分自身のコミュニケーションのありようを

振り返らせ、望ましいコミュニケーションのありかたを考えさせたい。

４単元の指導計画と評価計画

時 評価規準

学習活動 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

１～ 段落構成の把握 語句の意味や文章の組 論点を明確にしながら

３ 第一段落の読解 み立て方や接続の仕方 要旨をまとめることが

を理解している。 できる。

４ 第二段落の読解 具体例との関連を把握

５ 第三段落の読解 し要旨をまとめること

６ ができる。

７ 発展 二つの文章から自分の 二つの文章を読み比

８ 考えを見直し、根拠を べ、それらを比較して

付してその見解をまと 自らの考察を深めよう

めることができる。 としている。
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５本時の計画（７／８時間）

（１）本時のねらい 二作品の共通点からコミュニケーションの要件を見出す。

（２）展開

段階 学習活動 指導上の留意点 評価

導入 ・学習プリントで授業の目標、 ・本時の目標、流れを説明する。

流れを確認する。

本時の目標 二作品の共通点からコミュニケーションの要件を見出す。

展開 ・本文（全文）をペアで音読す

る。（10分）

・先に学習した文章と共通する ・先に学習した文章と共通する内容 ・本文の該当箇所に

内容に線引をする。（5分） に線引をさせる。 線引している。

（観察）

・ペアで先の文章と比べ、対応

箇所を確認する。（5分）

・先の文章との対応箇所を発表 ・先の内容と対応させながら板書 ・先の文章内容と対

する。（15分） し、双方の筆者の主張が重複してい 応させることができ

ることを確認させる。 る。（発問への応答）

・コミュニケーション A,B につ ・互いの身体が接しないように注意

いて考え、グループで意見交換 しながら意見交換させる。

する。 ・日常のコミュニケーションを振り ・グループ内で活発

返り、相手や場に応じたコミュニケ なやりとりがあるか。

ーションのしかたがあることに気づ （観察）

かせる。

・考えたことや話したことはメモを ・次回発表ができる

とっておくように指示する。 ようにメモがとれて

いるか。（観察）

まとめ ・振り返りをつける ・次時の予告

６目指す生徒の姿

筆者の主張を理解し、コミュニケーションの根本にあるはたらきをとらえることができる。

７本研修のテーマ：「主体的・対話的で深い学びを実現するために適切な授業計画であるか」
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Ａ―１４ 教職５年目研修講座（養護教諭）について 

養護教諭 畑山 弘視 

 

１ 期日・場所   令和３年 ５月１８日（火） 総合教育センター 

           令和３年１１月３０日（火） 秋田赤十字病院 

 

２ 研修の概要 

□対象 

（１）秋田県小・中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に採用されて５年目 

   の養護教諭 

（２）過年度の該当者で未受講の養護教諭 

 

□目的 

 教育に関し相当の経験を有する小・中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校の

養護教諭に対し、「秋田県教員育成指標（養護教諭）」（現「秋田県教職キャリア指標（養護

教諭）」という）と「秋田県教職員研修体系」に基づき、学校組織マネジメントの意識を高

め、保健教育や健康管理、健康相談等についての実践的指導力の向上を図ることを目的とす

る。 

 

□研修内容 

総合教育センター担当研修（５月） 

〈講義・演習〉教師が使えるカウンセリングの技法 

・教育相談の際大切にしたい考え方 

・話を聴く（傾聴する）ときの留意点 

・カウンセリングの技法について 

・ロールプレイ 

 

〈講義・演習〉発達障害のある児童生徒の理解と支援 

・特別支援教育の現状 

・発達障害のある児童生徒の理解 

・発達障害のある児童生徒の支援 

・校内支援体制と養護教諭の役割 

 

〈講義・演習〉学校組織の一員として －マネジメントの視点－ 

・あきたキャリアアップシートの作成 

・多様なマネジメント 

・学校プレゼンテーションシートの作成 
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保健体育課担当研修（１１月） 

〈講義・演習〉感染症の予防と対策について  

・標準予防策について 

・手洗い、手指消毒、個人防護具（手袋、ガウン、エプロン、ゴーグル、マスク）、 

咳エチケット 

・感染経路別予防策 

・インフルエンザと新型コロナウイルスについて 

・Ｑ＆Ａ（消毒薬、環境整備、換気、マスク、ゾーニング、学校で注意すること、家庭 

内で注意すること、避難） 

・吐物処理について吐物の飛散範囲や処理方法等の講話を聞いた。また、各校の吐物処

理セットの内容や保管場所、悩み等について情報交換を行った。その後、エプロンや

手袋を装着して吐物処理の実践を行った。 

 

〈講義・演習〉学校における緊急時の対応について  

・成人のＢＬＳとＣＰＲの質、小児のＢＬＳとＣＰＲの質（胸骨圧迫と人工呼吸） 

・アナフィラキシーとエピペン、痙攣、後天性てんかん、外傷（頭部外傷、骨折・脱臼、

体表外傷）、熱中症、ＣＯＶＩＤ－１９、過換気症候群 

・心肺蘇生とＡＥＤの使用についての説明後、グループに分かれて一時救命処置の実技

を行った。 

 

 

３ 所感・反省など 

今回の研修は２回にわたって行われた。１回目の研修は主に生徒指導力とマネジメント

能力について、２回目の研修は専門的指導力について学んだ。生徒指導力では、特にカウン

セリングの技法が印象に残っている。ロールプレイを通して、教師の言い方一つで生徒の話

す内容が違ってくることを改めて実感することができ、また自分の生徒の話を聞く姿勢に

ついて振り返るきっかけとなった。養護教諭として生徒から相談される機会が多くあるた

め、今回学んだ技法を活用していきたい。２回目は感染予防対策と緊急時の対応についての

研修であった。感染症予防対策での講義では新型コロナウイルスに関する情報や病院での

予防対策を知ることができ、大変有意義な時間であった。 

今回の研修を活用し、生徒一人一人に寄り添った支援や緊急時に迅速な対応ができるよ

う、日々の業務に取り組んでいきたい。 
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Ａ－１７ 実践的指導力向上研修講座（高等学校８年目） 
機械科  櫻庭 大観 

 
１ 期 日  令和３年６月３０日（水）、８月１７日（火） 
 
２ 研修の概要 
 □ 目 標 自己理解に基づき，個々の個性・適性，分掌等に応じた資質能力の向上を図る。 
 □ 対 象 高等学校の教諭として採用されて８年目で今年度高等学校に所属する教諭。 

 
□ 研修内容 

Ⅰ期（６月） 
○ 不登校の未然防止と対応（講義・演習） 
○ 学校組織の一員として－自己理解に基づく目標設定－（講義・演習） 
○ カリキュラム・マネジメント（講義・演習） 

Ⅱ期（８月） 
○ 授業評価による継続的な授業改善（協議･演習） 

※事前に指導案に基づいた授業をＤＶＤへ収録し提出。 
それを基に前半は他教科の教諭と、後半は同科の教諭とグループによる協議を行った。 

 
３ 所感・反省など 
 Ⅱ期に行われた授業改善の協議では、普段の授業を事前に撮影し、それを基に他教科の先生方と

グループ協議を行うものであった。先生方の授業は段取りがよく、本時の目標に沿って、授業の流

れを生かしてまとめへ導いており、生徒もこのような授業であれば引き込まれ、楽しくその授業を

取り組むことができると思い、これがわかる授業なのだと感じさせられた。私自身 ICT が各校へ導

入されたこともあり、授業内で探究活動を行わせるために ICT を使用し授業を行ったのだが、探究

ということでただ生徒にやらせっぱなしのようになっており、ICT を使用させたのであればもっと

生徒に意味のある有意義な時間とし、探究させることで何かを感じてもらう工夫や仕掛けが必要で

あったと強く思った。 
 今回の研修では、「授業において指導方法を見直し、今のままで満足せず、生徒が主体的に活動を

行い、生徒にどう伝え、何を分からせる。」といったことを私自身肝に銘じ、今まで以上に授業力向

上の為に意識していかなければならないと感じた。 
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大館桂桜高等学校 機械科 機械工作学習指導案

実 施 日：令和３年６月２５日（金）
ク ラ ス：３年 A組
使用教科書：機械工作 実教出版
授 業 者：櫻庭 大観
場 所：３年 A組教室

１ 単 元 名 曲げ 教科書第５章 塑性加工 第２節 成形加工 ２ 曲げ

２ 単元の目標 板材の各種曲げ加工法を理解させ、板材を曲げる際の力について理解させる。

３ 指導にあたって
（１）単元観

ここでは、代表的な塑性加工である圧延・せん断・鍛造など、身の回りに多くの塑性加工で作られ
た製品があることを理解させる。また、興味や関心・学習意欲を喚起させながら指導する。

単元計画 （総時間５時間）
１時間・・・せん断
２時間・・・曲げ【本時】
３時間・・・深絞り
４時間・・・鍛造
５時間・・・射出成形

（２）生徒観
機械科３年 A組は男子３２名、女子３名のクラスである。活発で物事に熱心に取り組む生徒が多く、

生徒は卒業後の進路を見据え、機械工作の学習に意欲的に取り組んでいる。

（３）指導観
Chromebook を使用して映像を見て視覚的に訴え、また、体験してもらうことで感覚的にも理解をし

てもらいたいと思っている。しかし、興味関心を持てない生徒も中にはいるため、可能な限り多くの
生徒が理解できるような配慮を行い指導していきたい。

４ 単元の評価規準

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解

材料の機械的性質に対 塑性加工が生産効率の 材料を曲げた時、元に 機械や構造物の構成
して関心を持ち意欲的に 高い加工方法であること 戻ろうとする力を取り除 部材を曲げたときに生
取り組んでいる。 を理解している。 くためにどうすればいい じる力について理解し

か考察することができ ている。
る。

５ 生徒に身に付けさせたい４つの力（桂桜力）

習 得 力 思 考 力 行 動 力 発 信 力

知識や技能を身に付け 課題を発見し、根拠を 自らの意志で主体的に 自分の考えを、わか
る力 もって原因と解決策を考 行動する力 りやすく他者に伝える
①話を聞く力 える力 ①計画する力 力
②理解する力 ①疑問を持つ力 ②話し合う力 ①情報を選択する力
③継続する力 ②発想する力 ③役割を見つける力 ②発表する力

③論理的に考える力 ④実行する力 ③ＩＣＴを活用する力
④分析し判断する力 ⑤良好な人間関係を構築する力
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６ 本時の学習活動
（１）本時の学習目標

曲げ加工の種類と材料に作用する力について理解する。

（２）本時の指導にあたって
Chromebook を使用し映像を見て、材料の曲げを体験してもらい、材料に加わる力についての特徴を理
解してもらう。

（３）指導過程 「評価の観点････①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解」

学習活動 指導上の留意点 身に付けさ 評価の観点
せたい力

・前時の復習。 ・動画を見ながら確認を行う。
・クリアランスの確認。 ・クリアランスの大小で断面の違い

導 入 を確認する。
（５）

・本時の目標の提示

・曲げ加工とは何か知る。 ・映像を見ながら曲げ加工を知って
もらう。

・略図で確認。
・再度映像で確認。

展 開 ・曲げ加工の種類を各種確 ・各種特徴を板書、映像で説明・確
（３５ ） 認。 認する。

・実際に曲げを体験する。 ・プラスチック板を直角に曲げても 思考力
板を直角に曲げてもら らい、その際材料が力の方向と反 発信力
う。 対に戻っていることを実感しても

らう。
・どうしたら直角に曲げ ・直角にどうしたら曲げることがで

ることができるか きるか Classroomに入力する。
Classroomに入力する。

・体験から引張り荷重、圧 ・材料に引張り荷重、圧縮荷重をあ
縮荷重、中立軸の確認。 ることを確認し、変形がみられな

い中立軸があることを確認する。

・Chromebook を使用し、 ・スプリングバックについて調べ、 思考力 材料を曲げた
スプリングバックについ どうしたらその力を減らすことが 発信力 時、元に戻ろう
て調べる。 できるか、また、どのような材料 とする力を取り

がその力が大きくなるのかまとめ 除くためにどう
る。 すればいいか考

・ノートを書画カメラで映し出し全 察することがで
員で確認。 きる。③

・本時の学習内容をまと ・本時の学習内容を確認し、学習へ
め、次時の学習の内容を の取り組みを自己評価させる。

整 理 確認する。 Chromebookへ入力。
（１０） ・次時の学習内容を予告する。

曲げ加工の種類と材料に作用する力について理解する。
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「中堅教諭等資質向上研修」を終えて
英語科 石田園子

１．はじめに

本研修は教育に関し相当の経験を有する高等学校の教諭等に対し、教育公務員特例

法第 24 条の規定に基づき、現職研修の一環として研修を実施する。また教育活動そ

の他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において、中核的な役割を果たすことが期待

される中堅教諭としての職務を遂行する上で、必要とされる資質の向上を図ることを

目的としている。また本研修は、校内または校外（県総合教育センター等）において

実施された。この中堅教諭等資質向上研修を振り返り、その概要及び所感を記す。

２．校内研修について

校内研修は、一般研修と授業研修という２つの観点から行われた。一般研修は、校

長先生や教頭先生をはじめ分掌主任の先生方から、主に事例研究として諸問題への対

応の仕方や、学校経営という視点での研修を行っていただいた。本校で抱えている諸

問題を把握することもでき、それに今後どう改善策を提示できるかが中堅教諭に求め

られる使命であると思った。

また授業研修では、指導者としての授業力向上のためだけではなく、自分より若い

教員への指導の仕方について英語科主任を中心に研修を行っていただいた。私の場合

は教育実習生に対し、学習指導案の作成や授業の仕方等を指導し、改めて「人を育て

る」ことの難しさを実感した。

３．校外研修について

①総合教育センター主催（I ～ V）
総合教育センターでは、当初 I ～ V 期までの講座が準備されていたが、未だコロナ

禍にありⅢ期が中止となった。Ⅰ期では、「質の高い授業研究を継続的に進めていく

ための方略」、「学校の危機管理」、「学校組織の一員として（リーダーシップ）」につ

いて、講義・演習が行われた。職務に関する深い専門知識と幅広い教養を身に付ける

大切さを学んだ。Ⅱ期の「高い専門性に基づく教科指導の充実と推進」では、私を含

めた４名がビデオ撮影してきた自校の授業を、互いに自分が授業者だったらどうする

かという視点から指導助言をし、とても有意義な協議ができた。また、これからの評

価の仕方について、中学校籍の指導主事の先生からも貴重なアドバイスをいただいた。

Ⅳ期ではⅢ期で行うはずであった「いじめの理解と対応」の講義・演習が加わり、「人

間としての在り方生き方を考える道徳教育」、「学校全体で取り組む情報教育」、「教

育活動全体を通じたキャリア教育」について、講義・協議・演習が行われ、生徒指導

力、教育課題への対応力等について学ぶことができた。Ⅴ期ではオンラインで研修が

行われ、「教育公務員の服務」、「学校組織の一員として②（キャリアデザイン）」、「こ

れからの学校教育」ということについて講義・演習・発表が行われた。絶えず教員と
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しての質の向上を目指すこと、わくわく感を持ち、日々の仕事を楽しむこと、そして

組織のカンフル剤になるミドルリーダーになることが、中堅教諭の私たちに求められ

ているのだということを学んだ。

②高校教育課主催

本来なら令和３年９月２日、秋田中央高校で授業研修が行われるはずであったが、

コロナ禍のため急遽中止となった。そのため、準備していた学習指導案を担当指導主

事の先生に送り、それについて電話にて指導助言をいただき、そこを修正し再度提出

した。

③選択研修

令和３年７月 27 日～７月 29 日までの３日間、大館市立栗盛記念図書館で選択研修

を行った。まず開館前の準備や、市内の他の図書館（花矢、田代、比内）での本の回

収と整理作業、利用者からの問い合わせに対するリクエスト本処理、そして「山の日」

をテーマにしたミニ展示も任され、分類表ごとに山に関する本を選び、利用者の目に

とまるようレイアウトなども考えた。また、移動図書館車へ乗車させていただき、山

間部の児童館や福祉作業所にも行った。

この公共図書館での研修を通し、図書（館）に関する多くのことを学んだだけでな

く、図書館でできることは何でもやろう、という姿勢に感銘を受けた。正直、図書館

と言えば、本の貸し出し、書架整理というイメージしか持っていなかったが、実際は

それだけではなく、工作や様々な読み聞かせイベントの開催など、趣向をこらしたた

くさんの活動を行っており、公共図書館の在り方も変わってきていると感じた。これ

は学校にも通ずることで、今後、時代の変化とともに私たち教職員も教育活動におい

て生徒、地域のためにやれることを模索し、様々なことにチャレンジしていかなくて

はならないと思った。

４．おわりに

１年間の校内外での研修を終え、中堅教諭として、学校のミドルリーダーしての自

覚を高めることができた。教科指導はもちろんのこと、組織の一員としてのマネジメ

ント能力や、学校現場以外での就業研修等々を通して得たことを今後の教育活動の中

で生かしていきたい。また、本研修で法定研修は実質最後になる。そのことを心に留

め、今後はより一層自己研鑽を積んでいく所存である。

最後に、校長先生をはじめ、多くの先生方にお忙しい中時間を割いて御指導いた

だいたことに深く感謝申し上げます。

― 26 ―



 実施日時： 令和３年９月２日（木）３校時　１０：４５～１１：３５（５０分）

場所： 秋田中央高校　

対象： 秋田中央高校　２年A組

授業者： 大館桂桜高校　教諭　石田　園子　

教科書： PRO-VISION English Communication Ⅱ

１　単元名 Lesson４　Handwriting in the Digital Age　Part 4

２　単元の目標

身に付け真理を求める意義を学ぶ。

３　単元とCAN-DO形式での学習到達目標との関連

説明文や論説文を読んで、各段落のトピックセンテンスを把握しながらその内容を

理解することができる。【読むこと】

４　単元観

ューセッツ大学の学生新聞に掲載された、学生記者による記事を通して手書きの役

割について考えさせている。

５　生徒観

体性の涵養が今後の課題である。

６　単元計画（総時間　9時間）

１時間目・・・Part 1（新出単・熟語の確認、内容把握）

２時間目・・・Part 1（内容把握、本文の音読、Summary）

３時間目・・・Part ２（新出単・熟語の確認、内容把握）

４時間目・・・Part ２（内容把握、本文の音読、Summary）

５時間目・・・Part ３（新出単・熟語の確認、内容把握）

６時間目・・・Part ３（内容把握、本文の音読、Summary）

７時間目・・・Part ４（新出単・熟語の確認、内容把握）【本時７／９】

８時間目・・・Part ４（内容把握、本文の音読、Summary）

９時間目・・・Workshop, Grammar for Communication, Language Resources

デジタル化社会がもたらす利点や弱点を考えることによって、幅広い知識と教養を

英語科「コミュニケーション英語Ⅱ」学習指導案

コンピューターやスマートフォン、タブレットなどのデジタル機器が当たり前とな

った現在、物を手書きする機会はますます少なくなっている。本単元では、マサチ

36名（男子13名、女子23名）のクラスである。授業に真面目に臨み、ペアワークな

どクラスメイトとのコミュニケーション活動に積極的に取り組む生徒が多い。反面、

英語の学力を伸ばす姿勢としてはまだ受け身な面が多く見られるので、自主性・主
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７　単元の評価規準

８　本時の学習
（１）目標
　　　　　パラグラフの構成を理解し、効率的な英文読解ができる。
（２）指導計画

まとめ 3分

B　外国語表現の能力 C　外国語理解の能力
D　言語や文化について

の知識・理解

・どんな時に手書きをするか、ペア
で考える。

○Part1～３の復習も兼ね、自分のこ
ととして考えさせ、生徒からでてき
たものは板書し、最後まで残してお
く。

・教師が提示した事柄について、手
書きが良いかタイピングがよいかペ
アで考える。

○【study for the exam】【love
letter】【business letter】を提示
にして、その理由（利点）も含め、
手書きかタイピングのどちらが良い
かを考えさせ、できれば英語で答え
てもらう。

過程 学習活動 指導上の留意点 評価

デジタル化がもたらす利点
と弱点を理解しようとして
いる。

どんなときに手書きを
するかについて説明す
ることができる。

手書きとパソコンの
両方の利点と弱点を
理解することができ
る。

形容詞の叙述用法ネット
ワーク、倒置、前置詞＋
関係代名詞を理解してい
る。

A コミュニケーションへの
関心・意欲・態度

導入 5分

Warm-up
・教師の自己紹介を聞く。 ○【大館桂桜】、【石田園子】と毛

筆で書いたものを見せ、掲示する。
→タイトルがHandwriting～なの
で。

展開　42 分

・本時の目標を提示する。

パラグラフ構成の理解

・（導入文）、主題文、支持文、結
論文というパラグラフの構成を理解
する。

○黒板に（導入文）、主題文、支持
文、結論文というマグネットを貼
り、板書しながら、パラグラフの構
成を理解させる。

語彙確認
・ワークシート①の新出語句の発音
を教師の後にリピートする。
・各自で一度確認した後、ペアで
シートを交換し、ランダムに語句を
それぞれ5個選び、英語→日本語、日
本語→英語をシートを見ないで相手
に答えさせる。

・全体で答え合わせをし、Part4の内
容とパラグラフの構成を理解する。

○加えて、主題文の中にある代名
詞っぽい名詞（今回は、後方照応名
詞）にも着目させ、第１パラグラフ
では、(a lot of) truth (to that),
第２パラグラフでは(its own) place
がその後の内容を示唆していること
にも注目させる。

　
○ペアで確認の前に、教師と生徒で
やり方を一度デモンストレーション
する。

内容理解
・ワークシート②を受け取り、パラ
グラフの構成を理解しながら、ペア
で空欄を埋める。

　
○パラグラフの構成を意識させなが
ら、プリントの与えられた日本語や
英語をヒントに、空所を埋めさせ
る。
○教室を回り、様子を見ながら支援
する。

C

○全体で答え合わせをしながら、
Part4の内容理解とパラグラフの構成
を再度確認させる。

・本時の目標は達成できたか振り返
る。
・次回やることを確認する。

○振り返りシートは提出してもら
う。
○次回、本時に学んだパラグラフ構
成を用いて、【紙の辞書の利点】に
ついて簡単なパラグラフライティン
グすることを伝える。

・それぞれのパラグラフの主題文の
中にある、その後の内容を示唆して
いる代名詞っぽい名詞を見つける。

本時の目標：パラグラフの構成を理解し、効率的な英文読解ができる。
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県北地区高等学校特別支援隊研修会を終えて 
 

教育相談部 今川浩子 
 

今年度の県北地区高等学校特別支援隊研修会は大館桂桜高校を会場に行われた。当日 
は７７名の参加があり、短い時間ではあったが実りある研修会となった。当番校として、 
高校の参加者のとりまとめや会場の設営、受付、来賓の接待等の役割を担った。 
日程・内容等は次のとおりである。 

 
１ 日 時  令和３年１１月２６日（金） １４：５０～１６：４５ 
２ 場 所  秋田県立大館桂桜高等学校 大講義室  
３ 内 容   
（１）実践発表 

【発表テーマ】高等学校における特別な支援を必要とする生徒への支援の実際 
   【 発表者 】小坂高等学校 特別支援教育コーディネーター 富樫さつき 氏 
          大館桂桜高等学校 特別支援教育コーディネーター 今川浩子  
 （２）講 演 
   【 演 題 】発達障害のある生徒に対する合理的配慮の在り方 
   【 講 師 】医療法人光智会 大館ひかり苑 髙橋義博 氏 

 
実践発表では、小坂高校の富樫さつき先生がユニバーサルデザインの視点からみんなが

楽しく分かる！できる！を実感できる授業を目指していること、そのために SEN チェック

リストや ASSESS を実施する、個別対応マニュアルや「声の物さし」を作成するなど、と

にかく生徒の実態把握に努めており、授業時の生徒に対するルール決めは徹底していた。

大館桂桜高校の今川は学習障害の生徒に対する学校生活における具体的な手立てとして、

順を追って細かく区切りながら説明することや黒板の字が見えやすい位置に着席させるこ

と、SST の機会を設定し、周囲との関わり方を指導する必要があることを述べた。これら

は「すぐにまねできること」、「まずはできるところからできる範囲でやっていくこと」

を示した支援の事例紹介であり、自校に戻って活かすことができる資料となる。事務局の

比内支援学校でまとめた事後アンケートで「発達障害についての専門的な立場・医療の立

場からの講演が参考になり、理解が深まった。」「クラスにも似たような症状の生徒がい

る。今日学んだことを生かしていきたい。」などの感想が寄せられた。 
講演では、発達障害の特徴や発達障害の気付きのきっかけとなるサイン、具体的な接し

方のコツ、治療や服薬についてなど、医学的な見地からお話をしていただいた。 
 
子どもの特性に合わせた合理的配慮の例として、 

 ・読み書きに困難がある生徒の場合、拡大教科書やタブレット、音声読み上げソフトを

利用する。 
 ・周りの刺激に敏感で集中し続けることができない生徒の場合、仕切りのある机を用意

したり、別室でテストを受けられるようにする。 
 ・指示の理解に困難がある生徒の場合、指示を１つずつ出すようにしたり、見通しが立

つようにその時間の予定をカードや板書で提示する、などがある。 
 
以上述べたことは、障害の有無に関わらず、有効な支援なのでぜひ参考にしてほしい。 
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令和３年度「性に関する指導」指導者研修会に参加して 
保健部  今畠 康子 

日 時：令和３年７月２日（金） 
場 所：秋田県総合教育センター 
講義１ 「性について考えよう」 
    医療法人康晴会 生和堂医院 院長 伊藤晴通氏 

 講義２ 「学校におけるマイノリティの配慮を考える」 
     秋田こどもの心と発達クリニック  市立秋田総合病院小児科 LGBT 虹外来 
     秋田大学医学部附属病院緩和ケアセンター  臨床発達心理士 成田 まい氏 
 
 LGBT など「性的マイノリティ」の児童生徒について、文部科学省の 2016 年４月１日発行教職

員向けパンフレットによると、１１人に１人、１クラスに３人くらい在籍。この数値は左利き、AB
型と同じくらいである。見た目だけではわからない、行動面に表れにくい、カミングアウトのハー

ドルが高い、人に言ってはいけないと当事者が必死に隠していることが多い、などから「存在の見

えにくさ」につながっている。LGBT のうち、「T」トランスジェンダーで困り感が強いようだ。

会ったことがないから「知らない」ではなく、ごく身近にいるということ。 
  
学校における２段階のアプローチ LGBT 児への支援と配慮 

＊直接的アプローチ（支援）  

・最後までじっくり話を聞く。困っていること、望むことがあるか、他に誰か（家族、友人、SNS）

に話したか、自分の他に話をしてもよい人がいるか、など。チームで対応し、情報を共有する

必要があるが、情報を共有する意図を当事者や保護者に説明する。自分が意図しない第三者へ

のカミングアウトにならないように注意。 

・１回きりではなく長期的なフォロー。カミングアウトや相談を受けてからが肝心。依存関係で 

はなく、長期的に寄り添う。１人ではなく、最低３人。本人がどうしてほしいか聞く。「話し

てくれてありがとう」は大切。学校外の情報リソース（LGBT 書籍、電話相談、ぴあサポート

団体等）を提供する。中学校→高校連携。 
   専門機関 市立秋田総合病院 小児科 LGBT のための外来：虹（にじ）外来 
   性別に違和感を持つ患者の診察。診断というより２次障害を防ぐ。県内での研修の相談。 
   1026niji@akita-city-hospital.jp 
＊間接的アプローチ（配慮） 
・日常生活の中で肯定的な情報の発信。  ・LGBT ワードに良い意味で敏感でいる。 

  
 LGBT について学んだ教職員が少なく、教員養成課程でも教育に不十分さがある。実際は接し

たことのない教職員が多数であり、嫌いな食べ物があるように、感じ方はそれぞれである。しかし、

例えば、制服はユニバーサルデザインで対応したり、健康診断の順番を変えたり、カミングアウト

していない児童生徒に困り感を作らないように配慮するなど、常に教育的ニーズを考え、LGBT を

通して教育を見つめなおす機会になったらと感じた研修だった。 
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令和３年度秋田県高等学校高度加工技術研修会に参加して 
機械科  櫻庭 大観 

日 時：令和３年１２月２７日 
場 所：秋田県立由利工業高等学校 
 
 由利工業高校では設置科目として航空機コースを採用している。その教科の一つである

先端加工技術という授業では演習を中心に行われている。その指導内容は多岐にわたるが

本研修は下記の内容を行った。 
★Verisurf＆Master３DGAGE 
★実際の測定と Reverse 演習 
  

Master3DGAGE 
人間工学的で使いやすいリスト（wrist）とマルチコントロールボタンが搭載されており、

高度な多関節型測定アームのリスト（wrist）により、パーツの周囲やパーツ下部にも到達

させることができるため、アクセスしにくい計測面でも測定が可能であり、6 軸タイプの

CMM アームは、迅速な起動と超高精度測定が可能なアブソリュートエンコーダを搭載して

いる。また、複雑な形状のスキャニングから小さなフィーチャのプローピングまで対応し、

ほんの数秒で簡単に付け替えができる。 
 
Verisurf（ソフトウェア） 
航空宇宙産業から自動車や重機など、それぞれの分野で日々使用され、効率の良さ、品質

アプリケーションに差を生みだし、多種多様な CAD モデルと計測機器を、リアルタイムで

インターフェイスをさせることができる。 
 
Reverse 

 点群やメッシュを取込み、計測への利用やカーブ・サーフェイスを作成することができ、

メッシュ編集機能により、壊れているデータを素早く編集ができる。ノイズを含んだメッシ

ュでも加工に適した滑らかなサーフェイスを作成できる。 
 
 本研修は秋田を創る！産業人材育成事業 航空機産業人材育成事業の研修会ということ

で大変素晴らしい高度な測定方法を学ぶことができたと思う。もし、本校にあったならば、

生徒に実習で加工した製品を自ら評価までできる大変素晴らしい体験をさせることができ

ると思った。最新機器を使用させていただき、普段の学校生活では感じることができない刺

激を受けることとなった。この設備の中で授業を受けることができれば、学びに誇りを持ち、

ものづくりに対して貪欲に探求し続けることができる生徒の育成につながるのではないか

と感じた。 

― 31 ―



Ⅲ 専門学科における取り組み



【令和３年度機械科課題研究発表会】

１ 日 時 令和４年１月１９日（水）２～３校時

２ 会 場 大講義室

３ 司 会 安藤 拓巳、佐藤 勝希

４ 発表順と研究テーマ

番号 研 究 テ ー マ 、メンバー 指導者

ドリラジをつくろう

１ 菊地慶輝、北田國光、小林瑞季、佐藤慧大 安岡

佐藤勝希、渡部 星

一斗缶、ペール缶を利用しての作品製作

２ 安藤拓巳、太田優夢、金沢夏樹、菅原大碁 庄司

仲澤凌汰、吉原拓海

アルミニウムオブジェの制作

３ 白根七海、武田知歩、長井鈴世 近藤

自動アルコール手指消毒器

４ 虻川峻哉、伊藤悠真、工藤涼太、兎澤大河 櫻庭

藤沢貫太、松田陽樹

桂桜除菌ミストの改良＋技能士３級マシニ

ングセンタ作業受検

５ 自作ドローンの製作 乳井

桜庭優人、佐藤慶治、羽沢建太、畠山洸明

藤原零允、松崎陽大、村谷日向

黒田 嵐

明日への翼 ～羽ばたけモペット～

６ 小畑海翔、佐々木夏泉、布谷陵真 小笠原

畠山龍汰郎、福士瑛嵯、米沢郁哉
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研究合同発表会（秋田職業能力短期大学） 機械科発表作品  
 

明日への翼 ～羽ばたけモペット～ 
 

                         秋田県立大館桂桜高等学校 
                         機械科   小畑 海翔、佐々木 夏泉、布谷 陵真、  

畠山 龍汰朗、福士 瑛嵯、米沢 郁哉 

                         指導教員 小笠原 勝也  
 

１．研究目的 

    ３年間機械科で培った知識と技術を生か 
  し、実際に自分達で考え、取り組み、問題 

解決能力を高める。 

２．テーマ決めの流れ 

   自転車をこぐのに疲れた時に、エンジン 
  をつければ楽だと思っていたところ、エン 

ジンと人力の両方で走行できる「モペット」 
という乗り物があることがわかった。かつ 
て日本でも流行った「バタバタ」と呼ばれ 
た乗り物を製作することにした。 

３．製作スケジュール 

 １）テーマ決めと部品の発注      ５月 
 ２）参考動画で流れの確認       ６月 

エンジンキットの解析 
 ３）自転車から不要な部品の取り外し  ７月 
 ４）各部品の取り付け、調整  ８月～１０月 
 ５）試運転、課題の改善            １１月 
６）完成、まとめ                  １２月 

４．製作工程 

①テーマ決めと部品の発注 
   かつて日本でも流行ったエンジンと人力の 
  両方で走行できる「バタバタ」と呼ばれた乗 

り物「モペット」を製作することにした。 
 
②動画で流れの確認・エンジンキットの解析 
  動画を参考にして、エンジンキットの解析 
と製作の流れを確認。   

 
 

   
③自転車から不要な部品の取り外し 
  提供していただいた、使われなくなった自転

車を利用。不要な部品の取り外しとパンク修理。 
 
④各部品の取り付け、調整 
  必要部品の取り付けと各部調整。 
 ・クラッチレバーの引き代とスロットルワイヤ 
  ーの調整 
 ・エンジンに燃料が流れるように燃料タンクの 
  取り付け位置の変更 
・燃料チューブの長さの変更。 

 
⑤試運転、課題の改善 
  試運転と不具合箇所の修正。 

 ・フレームにチェーンが当たるところがあった 

  のでフレームを加工して修正した。 

 

⑥完成 

 

 

 

５．まとめ 

 実際に自分達で考え、ものづくりに取り組む 
ことでモペットの技術的な仕組みを学ぶだけで 
はなく、問題解決や製品が製造されるまでには 
様々な工程や苦労があることを体験することが 
できた。また、部品が組み上がって、動いた時 
の喜びを感じることにより、工業科の集大成で 
ある課題研究を楽しいものにすることができた。 
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【令和３年度 電気科 課題研究発表会】

１ 日 時 令和４年１月２１日（金）５～６校時

２ 会 場 大講義室

３ 司 会 丸屋 悠奈

４ 発表順と研究テーマ

番号 研 究 テ ー マ 指導者

電話システムの研究

１ 工藤 竜斗、古家 結萌、佐井 陽太

嶋田

佐藤 拓紀、高橋 祐哉、浪岡 佑成

畠山 大空、渡辺 勝栄

センサを用いた自動化の研究

２ 石川 雅音、 伊藤 幸輝、岸 侑斗 船山

工藤 智也、佐々木 健介、渡辺 陽輝

安心安全！ミランダ・カー

３ 石戸谷 元樹、伊藤 翔馬、熊谷 皇矢 髙橋

佐藤 直樹、武田 拓真、堀内 璃来

テスラコイルの研究 (職短発表)

４ 小畑 海翔、工藤 義宗、下舘 茉宙

虻川

千葉 晃、橋本 勇人、福本 翔

本間 惟吹

校章とイライラ棒

５ 青柳 和、金森 柊、新澤 慶人 秋元

滝内 藍人、渕岡 諒、丸屋 悠奈
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研究合同発表会（秋田職業能力短期大学） 電気科発表作品 
 

 
 
 

 
 

１ 研究目的 

テスラコイルは、ニコラ・テスラによって発明

された。テスラは、19 世紀末に活躍したユーゴス

ラヴィア生まれの発明家で、「発明の天才」、「電気

の天才」、「電気の魔術師」、「交流の父」などと賛

辞されている。                                
テスラは現在世界で使われている交流式電力シ

ステムを発明した。さらに、無線による電力送電シ

ステムと情報の伝達システムの技術を合わせた「世

界システム」と命名したシステムの開発に取り組ん

だ。 
 テスラコイルは、テスラが発明した共振型空芯変

圧器で高周波・高電圧を発生させる。テスラコイル

は電波によって世界中に情報とエネルギーを供給

するために開発した高周波・蛍光管発生装置である。 
応用例は、教材としてコロナ放電の観察や、火花

放電に近づけることにより放電管の点灯を起こし、

蛍光管の検査装置として使用される。また、放電音

を利用して、楽曲を演奏する試みも行われている。 
そこで、私たちはテスラコイルを自分たちで製作

し、音に反応して放電が変化する現象を再現しその

原理や用途について調べることにした。 
 

２ 使用機器  

・テスラコイルキット 
 電源入力電圧：24V/DC 電流電源：2A-3A 
 二次コイルサイズ：直径 4 ㎝，高さ約 10 ㎝ 
 コイルの巻き数：370 巻 
 
・自作したテスラコイル 
 電源入力電圧：24V/DC 直流電源：1A 
 二次コイルサイズ：直径７.５㎝，高さ 14.5 ㎝ 
 コイルの巻き数：550 巻 
 
 
 

 
 
 

３ 研究過程 

１ テスラコイルのキットを使って原理を知る。 
２ インターネットなどを用いて回路や材料な 
ど調べる。 

３ 購入した材料を用いて回路作成。 
４ 作成したテスラコイルの動作確認。 
 

５ 研究結果 

キットの製作はうまくでき、実際に放電するこ

とができた。また、自作コイルも製作できた。し

かし、共振回路の製作に失敗した。 
自作テスラコイル初号機は、残念ながら失敗と 

いう結果で終わってしまった。理由は、自     

作回路の結線があっているかわからず失敗の原 
因自体がわからなかった。次に二号機は、初号    
機での失敗を活かして回路を簡略化して製作し

た。しかし、電源の出力不足により放電させるこ

とができなかった。そして、三号機は回路の自作

を諦めキットの基盤を使用した。結果、自分たち

のテスラコイルでも放電させることができた。 

６ 感想 

最後にテスラコイルは、ニコラ・テスラが考え

たように世界に電力を供給するシステムにはな

らなかった。しかし、放電現象を応用した鑑賞な

どの使い方で人々を楽しませるということを知

ることができ有意義な研究ができたと思う。 
 
参考文献等 ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｱ DIY ミニテスラコイルキット 

自作コイルの放電の様子自作したコイルと共振回路 

テスラコイルの研究 

秋田県立大館桂桜高等学校 
電気科  小畑海翔、工藤義宗、下舘茉宙、千葉 晃 

  橋本勇人、福本 翔、本間惟吹 
指導教員 虻川 史文 
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土木・建築科

１　期　　日　　令和４年１月１９日（水）５～６校時

２　会　　場　　大講義室

３　発表内容

 建築木工班

　　「技能検定３級建築大工取得に向けて」

川　田　妃　華 ・ 近　藤　陽　輝 ・ 佐々木　優　人

関　　　　　駆

 大館市測量大会(水準測量)班 ※コロナのため大会中止

    「環境整備」

近　藤　　　駿 ・ 澤　田　一　冴 ・ 杉　渕　柊　平

西　村　敦　樹 ・ 日　景　圭　吾 ・ 本城谷　優　詩

 ものコン測量班

    「ものづくりコンテスト測量大会へ出場して」

佐　藤　来　希 ・ 畠　山　虎汰郎 ・ 三　浦　冬　覇

 工芸班

    「ガラス細工　サンドブラスト・とんぼ玉」

金　子　　　一 ・ 木　村　珠　璃

 公務員試験班

　　「公務員受験対策＋α」

藤　原　雷　允 ・ 小　畑　　　蓮 ・ 工　藤　隼　斗

畠　山　勝　太 ・ 日　景　若　菜 ・ 藤　原　卓　亨

 木工工作班

　「廃材の有効利用」

黒　田　　　遼 ・ 桜　庭　有　生 ・ 佐々木　羽　琉

山　口　竣　輔

 木工工作班

　「廃材の有効利用」

川　口　怜　夢 ・ 髙　橋　　　巧 ・ 髙　橋　　　陽

小　林　由　弥

 建築設計班

    「秋田の住宅コンクールに取り組んで」

安　部　芳　大 ・ 福　田　寧　来 ・ 松　山　真　菜

三　政　夢　大 ・ 羽　沢　大　智

８

７

６

５

４

３

２

１

令和３年度　課　題　研　究　発　表　会
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令和３年度 第８回 秋田県工業系生徒による課題研究発表会 発表作品 

「ものづくりコンテスト 測量部門に参加して」・「校舎の３D化について」 

秋田県立大館桂桜高等学校 土木・建築科３年 

 佐藤来希、畠山虎汰郎、三浦冬覇、杉渕柊平 

１ はじめに 

・毎年行われている測量大会に参加した。 

・県大会優勝、東北大会優勝を目指した。 

２ 大会の内容 

・競技は外業と内業にわかれ、速さと正確さを競う。 

・外業は三人一組で五角形の距離と正確さを競う。 
・外業は速いほど点数が高い。 

・内業では測定した値をもとに計算する。 

・内業は閉合誤差、閉合比の値が小さいほど点数が高い。 

閉合誤差 E＝ 緯距の総和
2 + 径距の総和

2
 

閉合比 R= 閉合誤差  
総側線長   

・外業と内業の点数を合計し順位が決まる。 

３ 具体的な取り組み 

・課題研究や放課後の時間を使って測量の練習をした。  

・五角形を測量する順番と手順をそれぞれ確認した。 

・何度も練習を繰り返し、速さと正確性を高めた。 

・誤差が出る理由を解明し、原因を取り除いた。 

４ 改善策 

外業：数字の言い間違えや書き間違えが多かったので練習を重

ねて動きを洗練し、時間短縮もするようにした。 

内業：数字を写し間違えないようにしっかり見てしっかり書き、計算

ミスをなくすために練習を重ねて慣れた。 

５ 今回の成果 

秋田県大会 

外業：作業自体のミスはなく、すばやく終

わらせることができた。 

内業：満点を意識しすぎてしまった結果、

時間がかかりすぎた。 

東北大会 

外業：時間をかけることなく、スムーズにできた。   

内業：周りのスピードに圧倒され自分のペースが乱れてしまった。 

６ 感想 

 測量は構造物や建築物を建設する際に必ず行う重要なものであ

る。ものづくりコンテストを通じて実際に測量を行い、測量の大切さ

と大変さを実感することができた。スピードと正確さを意識して練習

することにより、結果が良くなっていき練習の成果が実感できた。 

７ 来年度頑張って欲しいこと 

・県大会が準優勝で終わってしまったので、来年は優勝して東北

大会に出場して欲しい。 

・練習を繰り返せば必ず成果がでるのでめげずに頑張って欲しい。 

・東北大会を突破して、全国大会に出場して欲しい。 

 

◇校舎の３Ｄ化について 

１ 目的 

・建設業界でもICT化が進んでいるので、少しでも触れてみたい。 

・本校にPhantom4があるのでそれを利用して校地を撮影し、

Agisoft Metashapeを使って校舎を3Ｄ化する。 

２ 作業内容 

・同じ高度で写真を撮影する。 

・撮影した写真をパソコンに取り入れ、３D化する。 

・不要な部分を消去する。 

３ 苦労した点 

・オーバーラップを意識して写真を撮ること。 

・同じような距離でたくさん写真を撮ること。 

・何枚写真を撮ればいいのかあまり分からなかった。 

４ 感想 

・写真の撮り方を工夫したりして多くの写真を撮るのが難しかった。 

・ドローンで撮影中は、どの程度オーバーラップしているのかわか

らなかった。 

・思った以上に、校舎が３D化され嬉しかった。 

 校舎を３D化した画像 

東北大会入賞ならず 

秋田県大会準優勝 

東北大会の競技風景 
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Action! 桂桜 eleven 交流の「輪」を広げるプロジェクト 

 

 

秋田県立大館桂桜高等学校 

生活科学科 奈良春花 工藤奏花 

指 導 教 員 今川浩子 木村朋子 

 

１．はじめに 

 昨年、新型コロナウイルス感染症の影響でイベ

ントが軒並み中止になるなか、私たちは地域を少

しでも明るくするために何かできないかと考え、

「布マスクづくり」と「桂桜カフェの開店」を実

現しました。しかし「桂桜カフェ」は好評だった

ものの、一時期、一部の人との交流に限られたも

のであったため、地域の盛り上がりに大きな変化

が見られなかったことに気付きました。そこで私 

たちは、今年度「地域の方々と共に街を盛り上げ

る活動ができれば、意識の変化が見られるように

なり、それが地域を元気づけることにつながる」

という仮説のもと、活動を開始しました。 

 

２．実施状況 

１）実態調査と課題の把握 

大館市の少子高齢化の現状について、2035 年に

は高齢化率は 44.9％に、15 歳未満の年少人口の

割合は 7.9％になると推計されています。総人口

も今後 5 年ごとに 4,500 人ほど継続的に減少する

と予測されており、街の活気がますます失われて

いくのではという心配があります。平成 29 年度

に大館市で実施した「大館市都市再興基本計画  

住民アンケート」の結果では、大館市の暮らしに 

スライド１ 

ついて「街のにぎわい」や「余暇を楽しめる催し

や機会」などに対する不満度が高く、市民は「街

の活性化」や「人が集まるような施設を増やすこ

と」への願いを持っています。（スライド１） 

一方大館市の中心部にある大町商店街では、平

成 22 年からデパート跡地の一部を「ハチ公小径」

として飲食店 5 店舗が営業していましたが、一昨

年すべての店舗が閉店するという状況になりまし

た。私たちが 9 月に桂桜カフェを行った時は 4 店

舗が閉店しているという状況で、やはり商店街に

賑わいを作り出す地域活動が必要と考え、今年も

「桂桜カフェ」を継続することにしました。 

 

２）実践活動Ⅰ 

商店街の賑わいを一過性のものにしないために、

私たちと同じく地域を盛り上げようと取り組んで

いる人たちと協働することで、継続した地域活動

の基盤作りができるのではと考えました。「むりん

庵」の中沢雄大さんは、ハチ公小径で「一口おに

ぎり屋 むりん庵」を開店しており、市民に求め

られる店づくりについての助言をいただきたいと

協力を依頼しました。「MARUWWA ニコメ」の島田真

紀子さんは、大館初のコワーキングスペース

「MARUWWA（マルーワ）」でわわわ de 子育てカフェ

の代表を務めており、「桂桜カフェ」の運営への助

言や協力をお願いしました。（スライド２） 

        スライド２ 

東北ブロック高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会 発表作品 
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また「ハチ公小径」だけでなく、大町商店街に

人の流れをつくり「食」を通じた街おこしに繋げ

ようと、「MARUWWA ニコメ」も使用させていただき、

計 2 店舗で同時に営業する予定で計画することに

なりました。 

学校で学んだ SDGs の視点を取組に生かそうと、

「大館の食材を使う」「ゴミを減らす」「環境に良

い容器を使う」等をカフェ運営において配慮する

ことにしました。また「むりん庵」の中沢さんか

ら「ハチ公小径」の利用者は高齢の女性が多く、

一口大おにぎりの需要が高いとのアドバイスをい

ただき、おにぎりを主食とした弁当を考案するこ

とにしました。試作にはきりたんぽ風おにぎり、

旧桂高校校舎の中庭で採れる梅から作った梅みそ

焼きおにぎり、地元の野菜をソースにも使ったハ

ンバーグ、漬物やスープに入れる「みず」や「じ

ゅんさい」も地元で採れたものを使いました。 

（スライド３） 

       スライド３ 

喫茶のメニューには、地元大館で栽培されたブ

ルーベリーを使ったクランブルケーキとブラウニ

ー、さらに秋田の食文化の１つである寒天を使っ

た梅寒天 2種を考案しました。 

 

３）中間評価 

開店準備を進めていましたが、秋田県でも新型

コロナウイルス感染症が急激に拡大、9 月実施予

定の「桂桜カフェ」の開店を見送らざるを得なく

なりました。またメニューの試作を重ねるうちに

コロナ禍という現状を踏まえ、手で食べるメニュ

ーは適切かと疑問を持ち始めました。そこで次の

実施のためにコロナ禍を踏まえたメニューの見直

しを行うとともに、商店街に関わる方たちとの交

流だけでなく、少子高齢化が進む大館市の現状か

ら「地域の方々と共に街を盛り上げる活動」の視

点で新たな実践に取り組むことにしました。 

４）実践活動Ⅱ 

以前から交流のある駅弁「鶏めし弁当」の「花

善」さんにアドバイスをいただき、メニューの再

検討を行いました。手づかみで食べるおにぎりへ

の抵抗感を考慮し、箸を使って一口で食べること

ができる「海苔巻き」を主食とした弁当メニュー

に変更することにしました。（スライド４） 

       スライド４ 

「地域と共に盛り上げる活動」を実践するために

協力者を探しました。地域おこし協力隊の三澤雄

太・舞夫妻は一軒家で地域の高齢者交流や小学生

の遊び場「としょ木漏れ日」を運営しています。

同じく運営に関わる藤井志保さんは SDGs を取り

入れた暮らしを実践するためのワークショップや

講演会を開催しています。女性センターの河田美

智子さんは、長らく幼児教育に携わり、現在は「木

育」の推進を中心に子育てフェスタ等を開催して

います。 

地域を元気づけるには、地域の人たちとの協働

が重要と考え、世代を超えた交流をしようと様々

なイベントに積極的に参加しました。「としょ木漏

れ日」では高齢者が集う「おちゃっこ会」や家族

で遊ぶ「無制限遊び」を開催しており、私たちも

夏休みを利用して参加しました。（スライド５） 

        スライド５ 

高齢者や子どもたち、その家族との交流の中で、

私たちがこれまで行ってきた実践的活動のスキル

を活かすことができました。また、藤井志保さん
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から学んだ SDGs の学習内容を「桂桜カフェ」での

食材選びや無駄のない食材活用に活かしていける

と思いました。 

女性センターで行われた北秋田市読み聞かせ隊

「おはなしどんどこ」の絵本読み聞かせを楽しむ

企画に私たちもチャレンジさせてもらいました。

また市立図書館での英語絵本読み聞かせボランテ

ィア講座でも学び、子育てキラキラフェスタで読

み聞かせを実践しました。まだ慣れていない部分

があり、練習が必要だと感じました。（スライド６） 

        スライド６ 

 

５）実践活動Ⅲ 

コロナウイルス感染症拡大が一段落した 12 月

に、2 週に渡り「桂桜カフェ」を開店しました。 

「ハチ公カフェ」の店舗が秋までにすべて埋まっ

ていたために、開催は「MARUWWA ニコメ」のみにな

りました。12 月開催に伴い、1 週目 12 月 11 日の

「桂桜ランチ」は比内地鶏や地元野菜を使用した

クリスマスメニューに変更し、2 週目 12 月 18 日

の「桂桜喫茶」では大湯ストーンサークルの栗を

使ったモンブランケーキを加えました。学んでき

た読み聞かせも実施し、子連れのお客様にとても

喜んでいただきました。（スライド７） 

        スライド７ 

コロナ禍でもしっかりと対策を立て、計画して

きたことを実現できたこと、また今まで地域の人

と交流・協働してきたことを活かすことができた

こと、そして来店したお客様が笑顔になってくれ

たことは、私たちの活動のつながりで地域を元気

づけていることを実感できるものでした。 

「としょ木漏れ日」でも 12 月 24 日にクリスマ

ス・お正月 W企画を行いました。私たちの作った 

おせち料理を食べ、一緒にレクリエーションを楽

しみ、郷土菓子「かまぶく」を作りました。15 人

の地元の高齢者が集まり、大変盛り上がりました。

（スライド８） 

 

        スライド８ 

 

３．おわりに 

今年度は活動や交流の場を広げたことで、一過

性だった取組につながりができてきています。今

回交流した方、全員の「大館を元気にしたい」と

いう強い思いが重なり、協働していくことで、交

流の「輪」が広がり、私たち高校生だけでは果た

せない継続的な地域活動ができるとこの研究を通

して確信しました。 

ハチ公小径は現在全店舗埋まり、地域を盛り上

げようと頑張る方々がいます。少子高齢化が進む

大館市にとって、人が集う・賑わう街づくりは必

要不可欠です。これからも高校生と地域の方との

協働的な取組を私たちが提案し、実践していきた

いと考えています。交流の「輪」を広げる活動を

今後も継続していきます。 
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令和３年度 生活科学科 商品開発について 

 

★たけや製パン 高校生コラボ企画 

□桂桜バナナボート 「豆乳きなこボート」 

１０／１～（１１月末まで） 

県内スーパー、ローソン、デイリーヤマザキ にて発売 

 

 

□桂桜アベックトースト  

「秋田県産りんごジャム＆ミルククリーム」 

県産りんごジャムと花立牧場工房ミルジーのジャージー牛乳を 

使用したミルククリームの組み合わせ 

１１／１～（１２月末まで） 

県内スーパー、デイリーヤマザキ にて発売 

 

 

 

★秋田県高校生商品開発コンテスト 「サキホコレ」を引き立てる創作料理  入賞作品 

□水屋光琳賞 「きりたんぽ風春巻き」     □セリオン賞 「比内地鶏のみぞれ煮」  

               ２Ｄ 富樫彩佳                   ３Ｄ 虻川璃緒 

１１月１３日～２８日            １１月２０日～１２月１９日中の土日 

秋田市 日本料理・郷土料理 御厨 光琳   秋田市 セリオンにて販売 

    なかいち店にて販売           
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「おおだてシニアファッションショー」令和３年度の試みについて 
           生活科学科 浅利 麗子 

 
１．はじめに 
   開校初年度より本校生活科学科と大館ロータリークラブとの共催で実施してきた「おおだてシニ

アファッションショー」も今年度で５回目となった（令和２年度は新型コロナ感染症予防のため中

止）。この企画は開校初年度に大館ロータリークラブから少子高齢化の進む秋田県で「シニア世代が

生き生きと暮らすまち大館」を発信したいという目的で、本校とのコラボレーションの提案があり、

継続してきた事業である。会場との折衝や当日の来場者対応はロータリークラブで、ファッション

ショーの企画・運営及び参加団体との交渉はすべて本校生徒が行っている。これまでは生活科学科

２、３年生の家庭クラブ役員と服飾デザインコースの生徒で役割を分担し、さらには写真部と演劇

部の協力を得て実施してきた。コロナ禍継続中の今年度は、例年に比べて出演を希望する団体が５

割減少し、その状況でも生徒の成長につながる事業を実施したいという本校の思いとロータリ－ク

ラブの地域を元気にしたいという思いが一致し、感染予防対策を十分に行った上で、本校生徒の出

演回数を増やし、実施することとなった。その決定を受けて、家庭クラブと服飾デザインコースの

２年生を含め、生活科学科３年生全員がこの事業に関わるという新たな試みに挑戦した。 
   
２．実施 
 （１）実施概要 
    日  時  令和３年４月４日（日）13:30～15:00 
    会  場  おおだて鹿鳴ホール 大ホール 
    出演団体  上川沿婦人会、下川沿婦人会、大館市連合婦人会、 

ラ・フラ・プアラニ・サークル、全日本和装協会北奥羽支部、八幡こども園 
大館桂桜高校生活科学科３年３６名、２年２２名（家庭クラブ・服飾コース） 

 
（２）実施にむけての準備から 

   ４月の実施に向けて、本格的に準備を始めたのが１月。クラス全員がこの事業に関わることを生 

徒に提案することから始まった。全員でやってみたい！という前向きな反応を得て、最初に取り組 

んだことはテーマの決定と役割分担である。「コロナに負けない」「ファッションの力で大館を元気 

に」をコンセプトとし、クラス全員で「吹き飛ばせ！ファッションパワーで大館に輝きを！」とい 

うテーマに決めた。役割を６班に分け、さらに生徒が動きやすいように１４の小グループ（総括・ 

音響・照明・司会・舞台脇・召集・ビデオ撮影・写真撮影・園児担当・はちくん体操・エスコート 

役・フラダンス支援・ショー出演・ヘアメイク）に細分化し、責任の所在を明確化した。基本的に 

は小グループで準備を進めていくこととし、必要に応じて班ごとに打ち合わせを行った。家庭クラ 

ブと服飾デザインコースの生徒はこれに加え、出演団体との打ち合わせと演出の役割を担った。ク 

ラス全員がこの事業に携わることで、生活産業基礎と課題研究の授業の一部を活用することができ、 

グループでまたはクラス全体での進捗状況の確認や情報共有ができるなどのメリットもあった。生 

徒たちは、例えば課題研究における探究活動で磨いた、取り組みをさらに発展させていく力や様々 

な年代の方々と関わる力を、被服製作やファッションショーへの出演経験から衣裳をより良く魅せ 

る演出力を、福祉の授業で身に付けた異なる世代とのコミュニケーション力などの高校生活での取 
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り組みから培った力すべてを発揮しながら、一つ一つの課題にじっくりと向き合い、仲間と連携を 

深め準備を進めていった。例年であれば音響・照明と撮影に関しては演劇部と写真部に協力をいた 

だいている部分も、クラス内の演劇部、吹奏楽部、写真部が中心となり、生活科学科のみで準備を 

進めていくことができた。このことが、各役割を担う仲間の姿を身近に捉えるきっかけともなり、 

クラス全員でこの事業を成功させようという結束力の高さにつながったと感じている。 

出演団体との打ち合わせも回数を重ねるごとに信頼関係が構築されていった。共演する場面の練

習では、シニア世代から熟練の指導をいただきながら、休日を返上しての練習にも力が入り、世代

を超えて協力し合うことの喜びや地域とのつながりの大切さを実感していった。同時に年齢を重ね、

楽しみながら、生き生きと暮らすシニアの姿から自分の将来のあり方について考える様子も見えた。

また、本校生と保育園児とのドレス共演や和装協会からの出演者との和装共演、ショーのラストを

飾るシニアのフォーマルドレスでは、男子高校生とロータリークラブのシニア世代がエスコート役

として加わるなど、保育園児からシニアまで多世代による地域一体型のステージへ向けても入念に

準備を進め、生徒たちの本番への期待は高まっていった。事前に学校で行ったフォーマルドレスの

リハーサルでは、男子生徒は初めてのエスコート役でありながらも、シニアの方々の体の動きを観

察し、それぞれのペースに合わせてゆっくり歩くことを意識したり、着用するドレスをより良く魅

せるためのエスコートの仕方について考えたり、シニアの方々からアドバイスをいただく姿もあっ

たりと世代間での支え合いの心に触れることができた。お互いに意見を出し合いながらより良いス

テージを模索し、リハーサルを重ねていくことも良好な関係作りにつながった。 

春休みから２年生が加わり、準備の過程や仕事の内容を伝達し、後輩と共に連携を取りながら準

備を進めていこうとする姿勢も見られ、最上

級生としての自覚にもつながったことは大 

きな収穫だった。プログラムや進行表、司会

原稿などの完成、会場での音響・照明機材の

確認を終え、具体的な流れが見え始めると共

に、生徒の動きも加速していき、いよいよ本

番を迎えることとなる。本番の様子について

は次ページからの全国誌「産業と教育」に掲

載された生徒の原稿を御覧いただきたい。 

 

３．まとめ 

   本番では、出演者が気持ちよく本番を迎えられるよう積極的 

に声かけを行い、想定通り進まない事についても担当者間で協 

力し、臨機応変に対応する姿が見られるなど、生徒同士の協働 

があった。それまで培った力を最大限発揮しながら、クラス全 

員で協力し、地域の方々と共に一つの事業を成し遂げた経験 

は、自信や誇りにもつながり、クラスの連帯意識の向上をも図 

ることができた。今年度の新たな試みから生徒が体得した「地 

域を支え、地域と共に」という精神を今後の人生に活かしてい 

くことを期待している。御協力いただいた皆さんに感謝申し上 

げたい。 

令和３年４月９日 

秋田魁新聞掲載記事 

令和３年３月２３日 

北鹿新聞掲載記事 
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令和3年「産業と教育」８月号 全国の専門高校コーナー ☆輝く在校生☆に掲載 

 

 

ファッションパワーで地域に輝きを！ 

                秋田県立大館桂桜高等学校 

                生活科学科３年 木村 愛理  

 

大館桂桜高等学校は、平成28年に大館、大

館桂、大館工業の３校が統合してできた新し

い学校です。生活科学科、工業科（機械、電

気、土木・建築）、普通科の５つの科があり、

資格取得やものづくりを生かした地域貢献に

力を入れています。昨年度はコロナ禍の中、

家庭クラブ活動で地域の児童館へ手作りマス

クを寄付したり、出荷が制限された比内地鶏

生産者や商店街を盛り上げようと、感染拡大

の防止策を十分講じた上で桂桜カフェを開き、

地元の方々と多くの交流を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

    

今回は、生活科学科で毎年行っている「シ

ニアファッションショー」を紹介します。こ

れは、大館ロータリークラブと生活科学科が

共催で行ってきた活動で、ファッションで大

館を元気にしたい、特にシニア世代を活気づ

けたいと統合初年度より始まった取組です。

年々出演団体が増えていて、婦人会や保育園

児、サークル活動の方々、本校生活科学科生

徒と地域の三世代が集まり出演します。昨年

度は、新型コロナウイルス感染症の影響で開

催することができず、今年度が５回目の開催 

となりました。過去４回は家庭クラブ役員と

服飾デザインコースの２，３年生の生徒が中

心となって、ショー全体の企画・運営を行っ

てきましたが、今年度は初の試みとして３年

生活科学科全員がショーの準備、企画、運営

に関わりました。  

テーマは「コロナに負けない」という意味

も込め「吹き飛 

ばせ！ファッシ 

ョンパワーで大 

館に輝きを」に 

クラス全員で決 

めました。何度 

も試作し、満足 

できるポスター 

が完成しました。 

当日に向けては、運営、音響・照明、ヘア

メイク、撮影、ショー出演、保育園児担当と

大きく６班に分かれて準備をしました。 

私は主に運営を担当し、各団体と内容や衣

装について打ち合わせを行いました。何度か

会って打ち合わせをするうちに信頼関係を築

くことができ、楽しそうにショーのことを話

される姿を見ると嬉しくて、当日のショーが

デザインを自分達で考えたポスター 桂桜カフェは大盛況でした。 
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婦人会の方をエスコートして 

一層楽しみになりました。またショー当日、

フラダンスサークルの方と一緒に踊る機会を

いただきました。一から丁寧に振りを教えて

もらい、春休み中も学校で踊りの練習を重ね

ました。 

本番当日は２、３年生お互い初めての「シ

ニアファッションショー」で、少し不安があ

りました。また、会場は当日しか利用できな

かったため、出演団体の動きやその誘導など、

何度も会場図を見ながら確認しました。 

いよいよショーが始まりました。服飾デザ

イン選択の生徒のドレス姿は、ドレスに込め

られた思いをナレーションで聞きながら見る

と、より魅力的で素敵でした。ヘアメイクも

ドレスの雰囲気にとても合っていて華やかに

見えました。地元の保育園児も楽しそうにし

ていて、とても可愛いステージになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

サークルの皆さんと練習を重ねたフラダン

スは上手に動きを表現することができ、もう

一回やりたいと思うほど楽しかったです。ス

テージ上の笑顔の出演者を見ていると、いつ

の間にか私も緊張より楽しい気持ちが強くな

り、ショーに引き込まれていました。 

ショーのラストは、ドレス姿の婦人会の方

をロータリークラブと生活科学科の男子学生

がエスコートして登場しました。色とりどり

のドレスで歩く婦人会の皆さんには落ち着い

た輝きがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ショーが無事大成功に終わった後、いろい

ろな方に「ありがとう」とお礼を言ってもら

えて、大きな達成感を得ることができました。

テーマの通りファッションパワーで大館に輝

きを与えることができたと思います。皆で何

かを作り上げていくことは大変ですが、その

分仲間と協力することの大切さ、積極的に行

動する力など多くのものを得ることができま

した。また、保育園児、高校生、シニアと世

代も所属も違う人たちが集まって、手をつな

ぎ、教えたり教えられたりする関係は、地域

を豊かにし、自分の心も豊かにするつながり

だと思います。今回は新型コロナウイルス感

染症の影響で、出演団体、入場者とも限定し

て行いましたが、収束後はもっと多くの方に

この「シニアファッションショー」を見ても

らいたいです。 

生活科学科ではそれぞれのコースで学んだ

専門の知識や技術、さらに個人の特技や個性

を活動に活かし、皆で作り上げる学びがたく

さんあります。そのなかで地域の方の多くの

協力があるからこそ、「私達の学びはある」と

いうことを実感しています。それを力として、

これからも私達の学びを地域に還元していき

たいと思っています。  

自分で製作したドレスを着て 
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編 集 後 記 

 
 
 
 第６号の研修集録を発行するにあたり、御多忙中にも関わらず御寄稿してくださった先生方に

厚く御礼申し上げます。 
年度始めから Chromebook が配布され、オンライン授業が実際にできる態勢は整いました。

生徒の使用環境や使用状況に問題がないとは言えませんが、コロナ禍で ICT 機器の活用が一気

に進んだ今年度は、教育現場のオンライン元年と言っても過言ではないと思います。授業のみな

らず、私たちの仕事内容そのものが変化していくことを実感する日々で、その可能性の広がりに

期待するとともに、知識や技術不足で使いこなすどころではなく、研修や勉強の必要性を切実に

感じる日々でもあります。先生方を見ていても、互いに使い方を聞き合うより、「YouTube」で

「活用方法を探す」のが手っ取り早い研修になっているようで、職員室のあちらこちらでそのよ

うな姿を見ることができます。今後も授業改善の主軸となる「ICT 機器活用」であり、その進化

に対応すべく研鑽を積んでいきたいと思います。本号では LGBT や特別支援などの研修、本校

の特色である専門学科の取り組みも掲載しておりますので、ぜひ御覧ください。 
 
                                  （研修部） 
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