
令和元年度

研究年報

秋田県立金足農業高等学校



は じ め に

校 長 渡 辺 勉

本校は昭和３年(１９２８年)、ここ可美（うま）しき郷、秋田市金足追分の地に、秋田県立金

足農業学校として創立し、昭和２３年には秋田県立金足農業高等学校と改称され、地域に根ざし

た農業教育を実践し、今年は学校創立９１年を迎える、歴史と伝統に支えられた秋田県を代表す

る高等学校です。

県都に位置する農業高校として、農業教育を通して豊かな人間性を培い、実践力と創造性に富

む人材を育成するという明確な教育目標のもとに、本県高等学校における農業教育の中心的役割

を担っています。これまでの卒業生は、２３，０６３名にのぼり、農業分野をはじめとしてあら

ゆる分野において、本県を県内外から支える人材として活躍しています。

本校は、「自ら積極的に事を為し、労をいとわずに勤めを果たし、万物に感謝の念を抱く」と

いう草創期の建学の精神に基づいた、校是「自主」「勤労」「感謝」を信条としながら、金農三

生活信条「時間厳守・挨拶励行・整理整頓」を実践し、地域に根ざした幅広い教育活動を展開し

ています。

現在、「生物資源科」「環境土木科」「食品流通科」「造園緑地科」「生活科学科」の５つの学科

で、各学科の特性を生かしながら、生物のもつ機能の有効活用や、人・自然・環境の調和、健康

で安全な食料・食品の生産と流通、衣食住・ヒューマンサービス・福祉などの幅広い領域を学習

し、スペシャリストとして必要な能力と態度を育成しております。

本校では、農業教育を通じて、課題を解決するための思考力、判断力、表現力等に加え、発信

力、人間関係形成能力を身に付けること、そして様々な人々と協働して課題に立ち向かうための

実践的な力を身に付けさせることも大事な実践目標として設定してきました。また、専門教科だ

けではなく普通教科も含めて学校全体として資質能力の向上を図り、自らの実践的指導力を高め

るための取り組みの充実も大きな課題として捉えてきました。

本研究年報は、本校における日常のありのままの実践記録ですが、本校の教員の明日からの授

業実践や指導に結びつき、また同時に、これからの研修の広がりと深まりに結びつくものと確信

しております。そして、この実践や取り組みが本校生徒の学ぶ力をより一層高めていくものと期

待しております。
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校 内 研 修

《　指導主事訪問　》

(教職5年経験者研修）を受講して



重点目標

１ 教育目標
教育基本法の精神に則り、農業教育を通じて広く豊かな人間性をはぐくみ、実践力

と創造性に富む人材を育成する。

２ 教育方針（校是）
① 自主 「寝ていて人を起こすことなかれ」の精神を生活の規範とする。

② 勤労 勤労を尊び、汗することをいとわぬ心を養う。

③ 感謝 自他の生命を尊重し、自然の恵みに感謝する豊かな心を育てる。

（自ら積極的に事を為し、労をいとわずに勤めを果たし、万物に感謝の念を抱く）

３ 学校経営方針と本年度の重点努力目標（『学校経営方針』より抜粋）
① 基本的な生活習慣の確立と社会性の育成

・金農三生活信条の徹底 ・整容指導の徹底 ・「アフター10運動」の推進

② キャリア教育の視点に立った確かな学力の育成と進路目標の達成

・主体的・対話的で深い学びの実現による授業改善

・「学力・学習状況調査」を生かした家庭学習の充実と学力向上

・基礎基本を踏まえた柔軟な対応力の養成

③ 専門教育の深化充実

・GAP教育や文科省指定事業への取組、先進的な農業技術の導入などにより課題

解決能力を育成

④ 部活動の強化と充実

・適切な休養日等の設定を検討

⑤ 安全・安心な学校づくりの確実な推進

・いじめの未然防止と適切な指導 ・服務の厳正と不祥事防止

⑥ 資質能力の向上を図る職員研修の充実

・授業力の向上 ・社会の変化に即した教師の力量を高める研修の充実

⑦ 学校改革の推進と学校組織の活性化

・外部有識者による将来構想検討委員会を設置し、新たな農業教育を見据えた校

舎改築基本構想を策定。

４ 研修の重点目標
① 各教科や学科間の連携を図り、授業研修をとおして教師の資質向上を図る。

② 総合教育センター、秋田西高校、近隣中学校等と連携し、相互の研修を活性化さ

せる。

（目標達成のための方策）

・各教科や学科間で相互の意見交換を積極的に行い、各種参観や研修を充実させ、

系統立てた研修とする。

・総合教育センター学校支援講座等を活用した、実践的な教員研修を実施する

・学校間の研修会について、積極的参加に向けて情報提供と啓蒙を図る。
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２ 成果と課題

Ⅰ実施記録

（１）校内研修

期 日 研 修 項 目

6/10（月）～ 6/21（金） 第１回校内授業参観週間

6/21（金） 職員研修 「教育相談の基本的姿勢・考え方」

講師 総合教育センター支援班 高橋華子 指導主事

◎教育センターとの連携

7/ 5(金） 第１回授業改善アンケート実施

10/29(火）～ 11/ 8（金） 第２回校内授業参観週間

11/19(火） 校内一斉授業研究会 ６校時 研究授業

農 業(生物資源） 佐々木 均

農 業(造園緑地) 和泉 有紗

◎教育センター・秋田西高 放課後 授業研究会

校との連携 指導助言 金足農業高校 渡辺 勉 校長

高校教育課 丹 啓記 指導主事

授業参観・研究会出席

秋田西高校 野澤 幸子 先生

秋田北中学校 鎌田 悟 校長

11/25(月) 職員研修 「本校のSWOT分析」

講師 金足農業高校 橘 義憲 教諭 （大学院派遣研修）

11/27（水） 第２回授業改善アンケート実施

（２）指導主事学校訪問

期 日 研 修 項 目

6/12(水) 指導主事学校訪問（１回目）

訪問者 高校教育課 根守 潤 指導主事（工業）

草階 健樹 指導主事（英語）

10/29(火) 指導主事学校訪問（２回目） ５校時 授業参観

６校時 研究授業

放課後 校内授業研修会・全体会

研究授業 農業（微生物利用）山崎 隆之

英語（コミ英語Ⅰ）佐々木真弓(フォローアップ研修)

保健体育 （保健）内藤 慎平

国語 （現代文Ｂ）船木 千佳

訪問者 高校教育課 根守 潤 指導主事(工業）

高校教育課 草階 健樹 指導主事(英語）

総合教育センター 萩原 亨 指導主事（保健体育）

西目高等学校 今井由佳利 教育専門監(国語）

中央教育事務所 伊藤 景子 指導主事

（３）教育実習

期 日 研 修 項 目

6/ 3(月) ～ 6/14(金) 理科 秋田県立大 1

6/ 3(月) ～ 6/21(金) 保体 日体大 2

6/10(月) ～ 6/21(金) 農業 秋田県立大 5、東京農大 2

（４）会場校

期 日 研 修 項 目

9/ 2(月) 高等学校中堅教諭等資質向上研修「授業研修」（保健体育1名）
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（５）研修受け入れ

期 日 研 修 項 目

5/ 9（木） 教職実践演習「授業観察」（秋田県立大学生 ６名）

9/ 2（月）～ 9/13（金） センター所外研修（農場資源を活用した研修）１名

9/ 9（月）～ 9/11（水） 教職インターンシップ（秋田大学理工学部学生 ３名）

9/30（月） 特別支援学校実習助手新規採用者研修 「専門研修」 １名

10/11（金） 教職実践演習「授業観察」（秋田県立大学生 １８名）

2/17（月）～ 2/21（金） 新規学卒者研修（秋田大学教職大学院２年生 １名(国語)）

２ 校外

期 日 研 修 項 目

10/25 (金） 高教研数学部会研究大会 研究発表 １名（数学）

11/ 8（金） 秋田西高校 第２回授業研究会 １名参加（保健体育）

◎秋田西高校との連携

11/14（木） 秋田高校 校内授業研究会 １名参加（数学）

1/23（木） 秋田西高校 総合的な学習の時間における探究活動発表会 １名

参加

2/ 6（木）、2/ 7（金） 秋田県教育研究発表会（会場：総合教育センター）２名参加（農

業１英語１）

農産加工品等販売（教員２名、生徒４名）

３ その他の研修等

期 日 研 修 項 目

4/ 4（木） 情報モラル職員研修

6/12（水） ＡＥＤ救急救命講習

7/ 5（金）7/30(火) 聞き書きボランティア養成講座(会場：自治研修所)生徒８名参加

10/23(水) （農業クラブ８）

◎秋田大・秋田西高校との

連携

3月下旬 研究紀要発行（予定）

毎月 不祥事防止研修(6テーマを11グループで。定例職員会議で報告

を実施、当番制）

※実践的指導力習得研修講座（高等学校３年目）受講者 １名（家庭）

教職５年経験者研修講座（高等学校６年目） 受講者 １名（農業）

中堅教諭等資質向上研修講座 受講者 ２名 （理科、農業）

Ⅱ 成果と課題

【成果】

・総じて、校内外の研修等を通じ総合教育センター、秋田西高校との連携協力を維持できた。

・特に本校の農業〈専門〉の教員は、研修という形に留まらず、校内外に出かけて行く業務が多

く、その場面場面がすべて研修に結びついている。

・連携事業の一環として、総合教育センターの高橋華子指導主事を講師に招き職員研修を実施し

た。教育相談についての基本的姿勢・考え方を学ぶことができた。教育相談についての研修講

座は役立った。

・校内一斉授業研究会では、秋田西高校、および中学校の先生方の参加があった。

・本年度も秋田西高校での授業研究会に１名の参加があった。

【課題】

・今年度は指導主事学校訪問の年であり、校内一斉授業研究会とほぼ同時期に研究授業が続いた。

・「研修会」、「研究会」、「協議会」等について、あまり負担とならない形、かつ成果あるものに

するためにどう取り組んでいくかが課題である。

・研修の成果を全体で共有する機会を十分に生み出せていない。

・連携事業等での研修機会に備えて、柔軟に対応できる体制を引き続き整えておく必要がある。
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教科【農業】 科目【生物活用】 学習指導案                    

                    

                    日 時 令和元年１１月１９日火曜日６校時 

場 所 ２年Ｂ組 

クラス 生物資源科２年（男10､女11､計21名） 

指導者 佐々木 均 

                      教科書 生物活用（実教出版） 

 

１ 単元(題材)名   第５章 ５ 活動のまとめ （実践を踏まえて） 

 

２ 単元(題材)の目標 

グリーンツーリズムや農業に興味を持ち、現在注目されている農業の６次産業化や農業交流活動の

意味や役割を理解し、さらに各生徒の将来の生活と進路に０．５次化的価値を持たせる。 

 

３ 単元（題材）と生徒 

（１）単元(題材)観 

生徒が農業（生物活用）と生活・進路についてつながりがあることを気づき、農業・交流に関心を

持つことで農業分野における生物活用の発展を図る能力と態度を育てることが大切である。中でも、

農業を通した交流活動は近年注目されており、地域や自らの生活とのつながりを感じることのできる

単元である。 

 （２）生徒観 

農業に関する学習は高校入学後から本格的に取り組む生徒が多い。積極的に発言をする生徒が多い

が、一部で落ち着きのない様子も見られ、周りの生徒も一緒に騒いでしまうこともある。 

 （３）指導観 

 農業高校であるので、教育目標である経営的農業に興味・関心を持たせつつ、将来的に、各生徒の

進路と生活に役立ててもらえるように指導したい。また、普通教科と農業の科目とどれだけ連動し、

実際の生活に必要なのか、湖面に石を落とし、波紋が広がるような取り組みを行いたい。 

 

４ 単元指導と評価の計画 

  評   価   の   観   点 

時

数 

学習内容 ( ア ) 関 心 ･ 意 欲 ･  

態度 

( イ ) 思 考 ･ 判 断 ･  

表現 

(ウ) 技 能 

 

(エ)知識･理解 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

交流活動の流れ 

対象者の理解 

立案・計画・実践 

活動のまとめ１ 

活動のまとめ２ 

 

交流活動に興味を持

ち、意欲的に１・２・

３について理解を深め

る。 

事前の交流のシミュ

レーションを理解し、

言葉で表現することが

できる。 

流れ・計画を理解し、 

各児童の理解しながら 

農場案内と交流が出来

た。 

流れ・計画を理解し、

各児童を理解しなが

ら、実践時の課題や問

題点についてさらに考

える。 



 

５ 

 

 

 

６      

本

時 

活動のまとめ３ 

 

農業・農場と児童交

流に興味を持ち、自己

評価する意欲がある。 

農業・農場と児童交

流について自己の将来

と結びつけて考え、自

己目標を自らの言葉に

表すことができる。 

  

５ 本時の計画 

（１）本時のねらい 

    ①生物活用を通して農業を生かした活動が将来への自分にも０．５次化であることを理解さ

せる。 

    ②立案・計画・実践・まとめは農業クラブの本来のかたちで皆さんの生き方・在り方である

ことを理解させる。 

 （２）本時の目標（提示） 

    交流活動から得たことを共有することできる 

（３）展開 

  学習活動(生徒の活動) 指導上の留意点(教師の支援) 評 価 

導 

入 

10 

分 

 

・本時の目的と授業者の研究授業

について説明する。 

・クラスで農業・環境・生物活用・

秋田・今を考える。 

・配布資料を確認する。 

・本時の活動の流れを理解する。 

・前回までの授業の流れと再度、生

物活用の科目の意義を考えさせ

る。 

・本時の目的と流れを説明する。 

・プロジェクト学習法が今後の生活

への有意性を理解させる。 

（ア）交流活動について

意欲的に学ぼうとして

いる。 

展 

開 

30 

分 

・グループを作る。 

・グループの役割分担と話合いの 

 主旨とテーマを説明する。 

・テーマ①農場案内を実施して改

善点を考える。②小学生から学

んだことはなにか。 

・意見をまとめ、グループの代表

が発表する。 

・各グループの意見を集約し、そ

の中から問題点を焦点化し、そ

の問題について深く掘り下げ

る。 

・グループ作成前に実践活動の様子

をプレゼンし、説明をする。また、

個々の発言を促す。 

・グループを作らせ、各グループで

話し合いが円滑に運営し、深化で

きるように指示・誘導する。 

・机間指導し、各グループの進度を

確認しながらアドバイスをする。 

・各グループの代表者が発表するよ

うに指示する。 

・話し合いの中から、テーマを絞る。 

（イ）自分の考えを自ら

の言葉で説明すること

ができる。 

 

（イ）役割分担に基づい

て運営している。 

 

整 

理 

10 

分 

・本時で共感したことをまとめる 

・自分の将来と交流活動の夢をま

とめる 

・自己評価と後輩への提言を行う。 

・振り返りを行えているか、机間指

導しながら確認する。 

・次回の授業について簡単に説明す

る。 

（エ）振り返りプリント

を記入している。 
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３－１）生物資源科 生物活用 研究協議会

１）授業者から
時間配分の難しさを痛感。生徒が消化不良になったのではないかと反省している。「生物活用」

とは、農業＋α、生活＋αのαの部分として捉えている。生徒との会話・発表に対し深い問いか

けが必要であった。

２）グループの発表等（成果・課題・改善点等）
（成果）

・色々な方向から自発的に発言しやすい雰囲気があり、生徒とのコミュニケーションがよくとら

れていた。

・機器の活用により短い時間でも授業がよく展開されてた。

・ワークシートがないおかげで、紙を見て文章を読み上げるのではなく自分の言葉で発言してい

た。

・全体的に時間がない状況であったが、生徒のグループワーク、発表の時間が確保されていた。

終始、和やかな雰囲気であった。

・グループワークの訪問者の設定が良かった。

（課題・改善点等）

・教師側から生徒に伝えたいことが多すぎて生徒からの意見、考えを取り上げるのが難しい状況

であったのが課題。

・振り返りが難しい。

・導入が長い。

・本時の目標は、黒板にも明示した方が良い。

・グループワークでの話し合いのポイントは生徒に委ねても良かったのではないか。

・盛りだくさんの内容を精選し焦点化する必要あり。

・子供と接する機会の多い生活科学科と作物を育てる生物資源科とで生徒の体験が共有できれば

発展するだろう。

・生徒の文章をスライド化すれば、全体で共有できるのでは。

３）指導助言者から（渡辺 勉 校長）

準備、意欲が十分に感じられる授業であった。今日の経験を、生徒がより成長できるよう活か

してほしい。



教科【農業】 科目【農業と環境】 学習指導案 

 

 

 

 

１ 学習課題 作物生産を行うには作物にとって最適な栽培環境を整える必要がある。目に見えるものだけ 

で判断せず、科学的根拠に基づいて環境制御を行う実践的な能力を身に付けることが課題で 

ある。 

２ 単  元 第３章 栽培と飼育の基礎 （２）作物をとりまく環境とその管理 ｐ８０ 

３ 目  標 作物栽培には「水」が不可欠であることを理解すると同時に、含まれる成分や水素イオン濃度 

（ｐＨ）の違いによる生育変化を理解した上で栽培に活かす実践的な能力を身に付ける。 

４ 生  徒 造園緑地科１年は男２１名、女子１４名で構成されており、発問への反応が良く質問も多い。  

       意欲的な授業展開が期待できる。 

５ 指導と評価の計画 

時 指導内容 
評価規準 

関心・意欲・態度 

（ア） 

思考・判断・表現 

（イ） 

技能 

（ウ） 

知識・理解 

（エ） 

 

２／３ 
作物の生育

を支える土 

土の役割について

考えようとするこ

とができる。 

異なるｐＨ条件で

育つ作物の状態を

区別できる。 

単粒構造・団粒構造

の違いを書き出す

ことができる。 

作物栽培における

ｐＨ調整の必要性

を理解している。 

６ 本時の計画 

【本時の目標】養液の違いによる生育変化を判断し、ｐＨ調整の必要性が理解できる。 

段階 
学習活動 指導上の留意点 評価 

導入 

５分 

・ｐＨの異なる養液で育てたスプラウトを観

察しながら、生育状態の違いを目視で確認

し、スプラウトの概要を理解する。 

・本時の目標を確認する。 

・生育状態に違いがあるが、液体の外観は

変わらないことから、含まれる成分が違

うことを導き出させる。 

・本時の目標を提示、説明する。 

 

 

 

 

 

展開 

４０ 

分 

○養液の違いによる生育変化 

 

 

 

 

・外観、手触り、においの他ｐＨ試験紙等の 

道具を使って養液の違いを推測する。 

・ｐＨの概要を確認する。 

・養液の中には生育に必要な必須元素が溶け

込んでいることを確認する。 

 

○ｐＨ調整の必要性 

 

 

・作物により好むｐＨが違うことを確認する 

・ｐＨの調整方法を把握する。 

・養液のｐＨが違うことを判断させる。 

外観、手触り、においを確かめる他に 

ｐＨ試験紙等を用いて調べさせる。 

・カラーチャートを用いて、スプラウトに

とって好適なｐＨを判断し、ｐＨを変え

ると生育状態に違いが表れることを理解

させる。 

・ｐＨの概要を説明する。 

・これまでに学習した、生育に必要な必須

元素（多量・微量）を確認させる。 

 

・最適なｐＨは作物によって違うことを 

把握させ、作物栽培におけるｐＨ調整の

必要性を理解させる。 

・ｐＨの調整方法を土耕栽培と水耕栽培に 

分けて把握させる。 

 

（イ） 

異なる 

ｐＨ条件 

で育つ作 

物の状態 

を区別で 

きる。 

 

（エ） 

作物栽培 

における 

ｐＨ調整 

の必要性 

を理解し 

ている。 

整理 

５分 

・本時の学習内容を確認し、確認問題を行う。 

 

・自己評価を行い、本時の学習活動を振り返

る。 

・確認問題と質疑応答を行い、知識が定着

されるよう配慮する。 

・プリントを回収し、評価に充てる。 

 

                         

                        ７ 

日 時 １１月１９日（火）６校時 

対 象 秋田県立金足農業高等学校 １年造園緑地科３５名 

指 導 者 秋田県立金足農業高等学校 和泉 有紗 

発問：透明に見える液体はそれぞれ何が 

違うのだろうか？ 

発問：他の作物もｐＨ７が最適なのだろ 

うか？ 

 

観察：①～③の液体の違いを調べよう 
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３－２）造園緑地科 農業と環境 研究協議会

１）授業者から
作物栽培において水が不可欠であることを理解すると同時に、含まれる成分やｐHの違いによる

生育変化を理解した上で栽培に活かす実践的な能力を身に付けることを目標として授業を行った。

生育の違いの原因がｐHであることにすぐたどり着かないように温度計を準備したが温度を測った

ことで時間がかかってしまい、後半に時間が足りなくなってしまった。

２）グループの発表等（成果・課題・改善点等）
（成果）

・グループワーク、事前準備がしっかりとしていた。

・研究協議の視点をほぼクリアできていた。

・導入部分でしっかりと引きつけ、分かりやすい発問から深い発問に持って行ったことで分かり

やすかった。

・準備がしっかりとされていた。

・挨拶に元気があり雰囲気が良かった。普段の担任の先生や教科の先生達の指導が行き届いてい

た。

（課題・改善点等）

・情報量が多すぎた。

・すべての班が同じ答えになったのでどこか違う答えの班があれば意外性がありもっと面白くな

ったのではないか。

・発問の仕方の工夫が必要。

・液体をなめた生徒がおり、安全性という面で気になった。

・時間配分をもっと考えなければならなかった。

・発表の際に声が小さい場合は復唱をする。

・全体に注目させてから指示をすれば時間を短縮することができたのでは。

・別の方向からの展開もできる。

・班によって違うスプラウトや作物を使えば作物ごとに好適ｐHが違うというところにも繋げ

やすかったのではないか。

３）指導助言者から（丹 啓記 指導主事）

日常的に見せ合い、話し合いができればよいがそうもいかない。けれども生徒のためにも授業

改善をした方がいい。新しく来た人が新しい考え、新しいこと、新しいアイデアを出して良くし

てほしい。



教科【農業】 科目【微生物利用】 学習指導案 

日 時 令和元年１０月２９日（火） 

場 所 実習棟２階 応用微生物実験室 

クラス ２年Ｆ組食化コース（２２名） 

授業者 山崎 隆之 

教科書 微生物利用（実教出版） 

１．単 元 名  第 2章 微生物の種類と特徴  1．微生物の種類 ②酵母   

２．単元の目標 

 ○酵母の特徴を理解し、そのはたらきを学ぶ。 

３．単元と生徒 

   酵母に興味・関心をもち、酵母の基礎的知識を身に付け、その特性を理解できるように留意する。本時は、本県の発酵文化

を代表する「日本酒」に使用されている酵母の働きやその種類や、日本酒製造の歴史等について理解し、酵母などの有用微生

物に対する興味関心を持つきっかけとなる授業を行う。 

   食品流通科食化コース２年生２２人が対象である。静かな生徒が多く、活発な授業をしづらいため、発言しやすいような発

問を考え、積極的に取り組ませる。 

４．指導計画  1．微生物の種類 ②酵母   １時間 （本時１/３） 

５．単元の指導と評価規準 

指導内容 
評価規準 

【A】関心・意欲・態度 【B】思考・判断・表現 【C】技能 【D】知識・理解 

酵母 

 本県の発酵文化に興味を

持ち、かび、酵母、細菌に関

する知識と技術を習得しよ

うとする実践的な態度を身

に付けている。 

かび、酵母、細菌の特徴を理

解した上で、生活の場面でどの

ように利用されているか考える

ことができる。 

 地域農業や食品産業の実

体に応じた必要な技術を考

察し、各微生物の特徴を生

かし増殖法の実践力を身に

付ける。 

かび、酵母、細菌の特徴

を理解し、発酵や代謝など

各分野に応じた利用方法

を知識として活用できる。 

６．実施計画 

（１）本時のねらい  本県における日本酒造り・味噌醤油造りについて理解し、酵母の働きについて考えることができる。 

（２）展 開 

 学習内容 学習活動 指導上の留意点 評価の観点 

導入 

(7分) 

・本時の学習の確認 ・本県の酒造会社や、酒蔵の

種類やその歴史について

理解する。 

 

 

 

 

・酵母のはたらきについて理

解する。 

・本時の学習内容と目標 

を確認する。 

・本県の酒造メーカー３５社のうち、７の蔵が秋田市、

男鹿南秋、潟上市にある。味噌醤油は県内に３７社

あり、秋田市、男鹿南秋、潟上市には１４社ある。

発酵食品が日常生活に密着していることを意識させ

る。 

 

 

 

・麹の働きについて、前時の学習内容を確認して、酵

母によるアルコール発酵について理解させる。 

 

展開 

(40分) 

・酒米の特徴と酵母に

よるアルコール発酵

について理解する。 

・発酵の種類について理解す

る。 

・酵母の種類や、アルコール

発酵の手順について理解

する。酵母が異なることで

醸された日本酒の香りが

異なることを理解する。 

 

 

 

・原材料や仕込み方法が同じ

であるが、酵母の種類が異

なることで香りにどのよ

うな差が生じるのか理解

する。 

 

・アルコールや、ビールの醸造に使用される酵母の種

類や、発酵の工程などの違いを、日本酒と比較して

理解させる。 

・アルコール発酵によって得られる日本酒特有の香り

について、教材を嗅がせる際に安全面に考慮する。 

 

 

 

 

 

・本県を代表する酒蔵である「新政酒造株式会社」か

ら採取された、日本最古の酵母「６号酵母」につい

て、写真や教材を使用しながら説明を行う。 

 

 

【A】様々なアルコ

ール発酵の種類を

理解しているか。 

 

 

 

 

 

まとめ 

(3分) 

・本時のまとめ ・アルコール発酵の特徴を理

解する。 

・授業の感想を書く。 

・アルコール発酵の種類を理解させ、日常生活に酵母

を含めた微生物が私たちの生活を豊かにすることを

意識させる。 

・プリントを配布し、感想を書かせる。 

【D】プリントへ自

分の考えを記入し

ているか。 

 

                        ９  

教材を嗅いでみて、どのような違いを感じますか。 

秋田市、潟上市、男鹿南秋地域には、いくつの酒蔵と味噌、醤油の会社があると思いますか。 



英語科 「コミュニケーション英語Ⅰ」 学習指導案

日 時 ： 令和元年１０月２９日（火） ６校時

場 所 ： １年Ｌ組

ク ラ ス ： １年造園緑地 Ｌ組（３５名）

授業者 ： 教諭 佐々木 真 弓

ＡＬＴ Derek Bonilla
教科書 ： Vivid English CommunicationⅠ（第一学習社）

1. 単元

Lesson 3 Look Cool on Your Streets Part 3

2. 単元の目標

(1)若者がファッションを主導してきたことを理解し、過去に日本で流行したファッションについて意欲的に読み取ろうとする｡
(2)ファッションについて考え、自分の感性を英語で発信しようとする。
(3)動名詞と受け身の用法を理解し、自己表現に用いることができる。
(4)現在完了形の用法を理解し、読解に役立てることができる。。

3. 生徒と単元

このクラスは、英語の基礎力の点では差が大きいが、意欲的に取り組む生徒が多く、ペアやグループの活動にも積極的

である。平易なことを数多く取り入れ、コミュニケーション活動を増やし、生徒の自信を育んでいきたい。

本単元の題材はファッションであるが、若者がファッションを主導してきたことや世界が日本の若者ファッションに注目し

ていること、過去に日本で流行したファッションについて読み取らせ、考えさせたい｡さらに、生徒自身の感性で世界に発信

したいファッションをデザインさせ、英語で表現させたい。

また、本文を支える文法や構文の基礎を理解させ、正しく読み取るとともに、それらを用いて自己の考えを述べることの

できる力を身に付けさせたい。

4. 単元計画（総時間１３時間）

１時間目： Part 1の文法事項（動名詞）の説明と練習問題、語句・表現の確認
２時間目： Part 1の内容理解①（流行は素早く変化することを読み取らせる）
３時間目： Part 1の内容理解②（ワークブックを用いた確認、音読）
４時間目： Part 2の文法事項（現在完了形）の説明と練習問題、語句・表現の確認
５時間目： Part 2の内容理解①（発信のツールとしてのブログの利便性について読み取らせる）
６時間目： Part 2の内容理解②（ワークブックを用いた確認、音読）
７時間目： Part 3の文法事項（受け身）の説明と練習問題、語句・表現の確認
８時間目： Part 3の内容理解①（国枝選手の車いすテニスへの向き合い方を読み取らせる）
９時間目： Part 3の内容理解②（ワークブックを用いた確認、音読）
１０時間目： 単語・表現・文法事項の総復習①

１１時間目： 単語・表現・文法事項の総復習②

１２時間目： 内容の総復習

１３時間目： 表現活動【本時】

《評価基準》

A ： 関心・意欲・態度 B ： 表現の能力 C ： 理解の能力 D ： 知識・理解

日本のファッションの変 動名詞、受け身を用い 文法や構文を理解し、 Part 3 の要点について
遷を知り、興味を持って て、身の回りの出来事を 内容を正確に読み取るこ 理解している。

情報を得ようとする。 表現することができる。 とができる。

授業内の様々な活動

を、周囲と協力して行おう

としている。

１０



5. 本時のねらい

本時の授業により、生徒は

(1) 流行のファッションについて理解を深める。
(2) 自分の感性を英語で発信する。

6. 本時の指導計画

過程 学習活動 指導上の留意点 評価

挨拶・ 本時の目標と活動について伝える。 L
導入

（１０分） Lesson 3 Part 3の復習 「ファッション・ブログを書こう！」

日本で流行したファッションの変遷を見る。 ○写真を見せて目で確認させる。 D
↓

《ペア・ワーク》 S
学習した文法を用いて表現する。 ○この後の活動につながるように、シンプルに B
"Wearing skirts was once popular among 行う。

young men in Harajuku."

展開１ カードを用いて、単語・表現を復習する。 S ○短時間で確認する。

（１５分） ↓

Part 3からポイントとなる段落を選び、 ○やり方を変えて複数回英文に触れさせる。

音読する。

① ALTが読むのを聞く。 L
② ALT について音読する。 LS
③ペアで読む。 LS

↓

ワークシートを用いて理解を確認する。 RW ○要点の理解を押さえる。 C

展開２ 《（グループ内）個人》

（１８分） 生徒一人一人がファッション雑誌の切り抜き W ○ワークシートに従って活動させる。 A
から気に入ったものを選び、ファッション・ブロ ○机間巡視をしながら指導する。

グを作る。

共有 《ペア・ワーク》

（７分） ブログの内容について、ペアを変えて複数回 LS ○生徒が英語を話す機会をできるだけ多く与 A
伝え合う｡ える。

時間があれば、何人かの生徒に、自分たち LS ○ワークシートを回収し、印刷して全員で共有

がデザインしたファッションについて発表させ することを伝える。

る。

*A ： 関心・意欲・態度 B ： 表現の能力 C ： 理解の能力 D ： 知識・理解

１１
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保健体育科「保健」学習指導案 

 

日 時  １０月２９日(火) ６校時 

場 所  進路学習室 

クラス  １年Ｈ組 

指導者  内藤 慎平 

教科書  最新高等保健体育 改訂版

（大修館書店） 

 

 
１ 単元名  生涯を通じる健康  イ健康の保持増進と疾病の予防 （エ）「感染症とその予防」 
 
 

２ 単元の目標 

・課題に向けての話合いや意見交換などの学習活動に意欲的に取り組もうとすることができるようにする。 

・学習したことを、個人及び社会生活や事例と比較したり、分析したり、評価したりすることができるよう

にする。また、筋道を立ててそれらを説明することができるようにする。 

 ・個人的及び社会的な対策を行う必要があることについて、理解したことを発言したり、記述したりするこ 

とができるようにする。 

 

 

３ 単元と生徒 

感染症の発生や流行については、我が国や世界の動向、また本県の現状を取り入れながら、時代や地域

環境、社会意識の影響を受けることを理解できるようにする。また、その予防には個的な取組みと社会的

な対策が必要となってくることを、個人の意識や設備環境からの影響等も踏まえながら、両面での対策が

不可欠であることの理解につなげていきたい。 

生徒は事前調査から、感染症についての基礎知識の定着に差が見られ、また単元への興味関心が低い。

身近なこととしてとらえられるような導入・発問を心掛けたい。学習意欲が高いクラスであり、グループ

学習等にも積極的に取り組む姿が見られる。一方で、自ら発言する生徒も数名見られるが、人前での発言

が苦手な生徒も多い。ワークシートや発問等を工夫しながら、全員に自分の意見や考えを発言する場を設

け、理解を深めさせていきたい。 

 

 

４ 単元指導計画 

 

イ 健康の保持増進と疾病の予防 （ア）生活習慣病と日常の生活行動 

                （イ）喫煙、飲酒と健康 

                （ウ）薬物乱用と健康 

                （エ）感染症とその予防     （３時間）＜本時３時間目＞ 

 

 

 

評価に取り入れる内容 

関心・意欲・態度 思考・判断 知識・理解 

課題に向けての話合いや意見

交換などの学習活動に意欲的に

取り組もうとしている。 

学習したことを、個人及び社会生

活や事例と比較したり、分析した

り、評価したりするなどしている。

また、筋道を立ててそれらを説明し

ている。 

 個人的及び社会的な対策を行

う必要があることについて、理解

したことを発言したり、記述した

りしている。 

 



 

13 

 

 

 

５ 本時の計画 

 (１)本時のねらい 

エイズについて学んだことを基に、その課題や予防に対する対策や取組みについて考え、それらを 

説明することができるようにする。（思考・判断） 

  

 （２） 展開 

 学習内容・学習活動 ○指導上の留意点  ◆評価 

導
入(

８
分) 

１ 前時までの復習をする。 

 

２ 世界と我が国、自分たちの住む地域のエイ

ズの発生動向について理解する。 

 

３ 本時の目標と授業の流れを確認する。 

 

 

 

〇事前のプリントを使い、基礎知識を確認する。 

 

〇エイズを身近な問題としてとらえさせる。 

 

 

〇学んだ知識や情報を活用して考えることを説 

明する。 

 

 

 

展
開(

３
５
分) 

４ 我が国の感染者の動向について図や資料等

を読み取り、新規のＨＩＶ感染者の増加理

由について考える。（１０分） 

 

５ 感染予防に向けた意識や関心を高めるため 

の情報発信について考える。 

（個別、班）（２０分） 

 

  ①各自で自分の考えをシートに記入する。 

  ②班内で順番に発表を行い、効果的な情報 

   発信について意見を交換する。 

  ③班内で協議した内容を発表する。 

  ④全体でまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 社会的な対策や取組みについて考える。 

（５分） 

   

〇感染者の推移、年齢別等の資料を見せる。 

〇増加理由について、若者の意識面から考える 

よう、指示する。 

 

〇当事者意識を持たせる工夫することを強調す 

る。 

〇役割分担と（司会、記録）進め方を指示する。 

 

 

〇机間巡視を行いながら、意見をチェックし、 

適宜助言する。 

〇いくつかの班に代表して発表させ、他の班の 

発表に対して良いと思った点はメモを取りな

がら聞くように指示する。 

 

◆エイズについて学んだことを基に、その課題

や予防に対する対策や取組みについて考え、

それらを説明することができるようにする。 

 （観察・シート） 

 

〇ＨＩＶ抗体検査件数について提示し、個人の 

取組みと社会的な対策の両方が必要であるこ 

とを理解させる。 

 

ま
と
め(

７
分) 

 
７ 本時の学習内容を振り返る。 

 
〇ワークシートにまとめさせる。 
〇シートや板書から、本時の内容を再確認させ
る。 

 

 

 

本時の目標 ・エイズとその予防の課題について、対策や取組みを考えてみよう。 
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国語科（現代文Ｂ）学習指導案 

日 時：令和元年１０月２９日（火）６校時 

場 所：３年Ｆ組教室           

クラス：３年Ｆ組             

授業者：船木 千佳            

教科書：標準現代文Ｂ（第一学習社）     

 

１ 単元名 世界を見つめる「食と想像力」 

  飽食の時代を生きる私たちも「食」について見つめ直そう。 

 

２ 単元の目標 

・筆者の指摘から、現代の「食」の問題について考え直す（知識・理解） 

・専門教科や他教科で学習した内容について、関心のあるテーマについて調べ、

まとめる。（関心・意欲・態度）（書くこと） 

・「食」の問題について発表し合い、意見を交換する。（聞くこと・話すこと） 

 

３ 単元設定の理由 

（１）生徒の実態 

    食品流通科の３３名（男１６名、女１７名）の生徒たちである。食品化学コ

ース（18名）と食品流通コース（15名）に分かれている。普段から男女わけ

隔てなく仲がよく、実習や課題研究等でグループでの学習には慣れている環境

がある。 

 

（２）本校では意見発表会や課題研究発表など、大勢の前で発表する機会があるが、

食品流通科の生徒は、内容が優れているのに、発表の仕方は今一つ物足りな 

さを感じていた。人前で話す練習の機会を設け、またお互い学習したり研究し 

たりしている事柄について話を聞く機会ともしたいと考え、単元を設定した。 

 

４ 取り上げる言語活動（学習活動） 

学習を通して興味・関心を持ったことについて、テーマを設定し、調べ学習 

した結果を文章にまとめ、発表し合う。 

 

 

５ 具体的な評価基準 

関心・意欲・態度（Ａ） 聞くこと・話すこと（Ｂ） 書くこと（Ｃ） 

「食」の問題について、幅

広い視点で考え、自分の周

りの生活を見つめ直すきっ

かけとする。 

自分の考えをまとめたり深

めたりして、目的や場面に

応じ筋道を立てて話し、的

確に聞き取る。 

自分の考えをまとめたり深め

たりして、相手や目的に応じ

筋道を立てて適切に文章を書

く。 
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６ 指導と評価の計画 

 学習活動 評価の基準と方法 

一次 

５時間 

表会の目的の説明、テーマの設定① 

フェアトレードについて②（伊藤先生 公民） 

調べ学習、発表原稿作成③④ 

発表の手順の確認⑤ 

評価基準Ａ 

「行動の観察」 

評価基準Ｂ、Ｃ 

「記述の点検」 

「行動の分析」 

二次 

１時間 

まとめ、発展 

「食」の問題について発表し合う 

（本時、⑥/６） 

評価基準Ｂ 

「行動の分析」 

「行動の観察」 

７ 本時の目標（６/６時間目） 

「食」の問題について学び、自分たちで関心を持って設定したテーマについて発表

し合う。 

８ 本時の展開 

 学習内容 学習活動 指導上の留意点 評価の実際 

導 

入 

３ 

分 

本時の内容、進行を

確認する 

 

本時の内容・進行につ

いての説明を聞き、流

れを確認する 

目標を提示し、

時間を意識した

活動ができるよ

う支援する。 

 

展

開 

 

４

０ 

分 

「食」について 

 発表し合う 

・食品ロス 

・塩分摂取量 

・地産地消 

・外来種による 

 生態系の破壊 

・ジビエ料理 

・フェアトレード 

・途上国の農業開発 

・輸入、食料自給率 

グループによる発表 

 

 

 

 

 

質疑応答 

 

 

 

 

 

まとめ 

「私たちにできること

は何かを考えよう。」 

他のグループの

発表について質

問できるよう、

メモを取りなが

ら聞く。 

 

 

質問がなければ 

感想を述べさせ

る。 

Ｂ「行動の観察」 

調べた内容は適切

か。発表の仕方は

適切か。 

聞く態度は適切か。 

 

Ａ「行動の分析」 

他のグループの発

表の内容を正しく

理解し、質問でき

たか。 

質問を理解し、 

適切に回答できた

か。 

ま

と

め

７

分 

本時の学習内容を振

り返る 

本時の感想を書く 解決できなかっ

た疑問や残った

課題については

後日扱うことを

伝える。 

Ｃ「記述の点検」 

ワークシート提出 

 



 

 

４ 個人研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

１ 主題設定の理由 

平成２８年度の一般選抜学力検査で桜の開花日

（データの分析と一次関数）の問題が出題された

ことがあった。最近の開花予測は、ビッグデータ

を用いてＡＩで予想をして様々な改良が加えられ

ているが、以前気象庁では温度変換日数を用いた

開花予測は、指数関数を活用していた（厳密には

微分方程式による）。このような高校数学で考える

ことができる教材は、いつか授業で扱ってみたい

と思っていた。 

昨年度、金足農業高校へ赴任し、農業科の先生

方と教科横断の意見交換の機会ができた。その中

で、「農作業中に手が汚れていても肥料計算ができ

ないといけないべ。」と計算の工夫はもとより、農

機具などは自動制御・ビッグデータ・ＧＩＳなど

を活用しており、農業高校に勤務し改めて数学の

関わりを感じた。そこで、教科横断で数学と農学

との関わりがある具体的な教材を用いて思考力、

表現力を身に付けさせることを主題設定とした。 

 

２ 研究目標 

金足農業高校は、生物資源・環境土木・食品流

通・造園緑地・生活科学の五学科で編成され、農

場での総合実習や課題研究の授業がある。専門科

目と数学の関わりは多岐にわたる。 

・測量…三角比、図形の性質、三角関数 

・食品…指数・対数（発酵食品の菌の増殖など） 

・農業経営…データの分析、指数・対数、数列 

・森林経営…データの分析（森林の標本調査に関 

する教科であり統計学が強い）     など。 

私が担任をしている生物資源科では主に農業を

学び、二年次から作物、畜産、果樹、野菜、草花

の五つの専攻に分かれて学習する。肥料、農薬、

飼料計算や土量、測量などの基本計算は実習の中

で習得している。しかし、肥料や農薬散布の時期

の予測は、農業試験場などでは、積算気温と草丈

などのデータを分析し関数で表し、成長速度・成

長量を微分・積分を用いて予測する。農業科の先

生方から、「微分・積分は、農業科目で本当は伝え

たい内容ではあるが、紹介程度で終わることがほ

とんど。」であると伺った。そこで、専門科目であ

る農業の事象を数学的に捉え、科目の学びに深み

を持たせ、互いの科目のつながりを学習する意義

について理解することを目標とした。 

３ 研究方法・内容 

数学Ⅱ『微分・積分』と作物『稲の発育と肥料、

農薬散布について』の授業で扱う。作物の授業が

二年次の単元で、数学Ⅱは二、三年の継続履修で

あるため、本研究は経過段階であることを御了承

いただきたい。 

生物資源科の作物専攻の生徒に協力してもらい、

総合実習と課題研究の授業時間で、校内の稲の草

丈と積算日平均気温のデータを調査してもらう。

十分なデータが採取できない可能性がある場合は、

秋田県農業試験場からのサンプルデータを用いる。

ちなみに、Ｓ字カーブ状に増加することは、専門

科目の授業において指導はされている。 

調査したデータを用いて、座標平面上に点をプ

ロットして関数の関係を調べ、回帰曲線等を考え

させたい。生徒が、よく分からない点の集まりを、

専門科目で学んだＳ字カーブ状に増加するという

知識を、三次関数とみなせないかと抽象化し発想

することで数学の問題として取り組ませたい。 

農業では作物の生育、生産量などを広域的な気

候データを応用して、肥料散布時期、農薬散布、

収穫時期を予測している。積算日平均気温をｘ、

稲の草丈をｙとした三次関数を用いて、実際に肥

料、農薬散布日の予想を積分を用いて考察する。

『成長速度』と『成長量』が、『微分係数』と『曲

線とｘ軸および２直線で囲まれた面積』であるこ

とが数理的に考察することができるかが教材の肝

になるだろう。 

４ 研究のまとめ 

 今回の研究では、教科の横断的な学習の視点で

農業科目と連携を取りながら、お互いの教科を補

い合う学習を進められるよう配慮した。農学は、

自然の力と知恵・技術が重要であるが、数学が関

係している分野は多いと思われる。微分・積分を

成長速度と成長量の視点でアプローチできたこと

は、実りのある収穫であった。また、稲の発育調

査は標本調査など統計学としての視点もあり、他

の単元にも応用ができそうである。 

総合実習との関わりもあったため、受動的学習

から能動的に学習ができた。将来、研究活動する

生徒も増えることも期待したい。数学の教える内

容が多いため授業中に実施することは困難を伴う

が、課題学習や総合的な探究の時間なども活用し

ながら研究は継続していきたい。 

＜数学Ⅱ・数学 B＞ 

数学と農学における科目間のつながりについて 
～稲の草丈の成長速度・成長量と微分・積分～ 

                       秋田県立金足農業高等学校 教諭 菅原 学 
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令和元年10月25日(金) 横手高等学校  

     

第２分科会＜数学Ⅱ・数学B＞ 
 
 
 

数学と農学における科目間のつながりについて 
～稲の草丈の成長速度・成長量と微分・積分～ 
 
 
                 秋田県立金足農業高等学校 教諭 菅原 学 

 
１ 主題設定の理由  
  ～農作業中に手が汚れていても肥料計算ができないといけないべ。… 
 

 
２ 研究目標 
  ～微分・積分は、農業科目で本当は伝えたい内容ではあるが、 
                      紹介程度で終わることがほとんど。… 

 
３ 研究方法・内容  
  ～専門科目で学んだＳ字カーブ状に増加するという知識… 

 
  
４ 研究のまとめ 
  ～数学の教える内容が多いため授業中に実施することは困難を伴うが、… 

   



 
 
１ 主題設定の理由 

 平成２８年度の一般選抜学力検査で桜の開花日の問題が 
出題されたことがあった。（データの分析と一次関数） 

 
 最近の開花予測は、ビッグデータを用いてＡＩで予想をして様々な
改良が加えられているが、以前気象庁では温度変換日数を用いた
開花予測は、指数関数を活用していた。このような高校数学で考え
ることができる教材は、いつか授業で扱ってみたいと思っていた。 

   と、思いつつも…純粋数学、数学は抽象性あってこそ、 
指導内容が多く時間が…など、どこかで言い訳にして自分の
苦手意識を克服することなく避けていたところもありました。 
 それでも単元毎に、日常生活や社会の問題（『Twitterのトレ
ンド機能』と『微分』など）を数学的に捉える教材を実践するも、
教材の選定が生徒の自立的な側面とマッチせず、定義の押し 
  つけした様な違和感があり、悶々としていた…。 

 昨年度、金足農業高校へ赴任し、農業科の先生方と教科横断
の意見交換の機会ができた。その中で、 
 
「農作業中に手が汚れていても肥料計算ができないといけないべ。」 
                           
と計算の工夫はもとより、農機具などは自動制御・ビッグデータ・Ｇ
ＩＳなどを活用しており、農業高校に勤務し改めて数学の関わりを
感じた。そこで、教科横断で数学と農学との関わりがある具体的な
教材を用いて、思考力・表現力を身につけさせることを研究の主
題設定とした。 

苗数の計算 17 × 13 ＝? 
         畝間  株間 

（出展：日立製作所） 
 

三角関数、統計学… 



２ 研究目標 
 金足農業高校は、生物資源・環境土木・食品流通・造園緑地・ 
生活科学の五学科で編成され、農場での総合実習や課題研究の
授業がある。専門科目と数学の関わりは多岐にわたる。 
  
 ・測量…三角比(ヘロンの公式・ブラーマグプタの公式…)、図形の性質、三角関数 
 ・食品…指数・対数（発酵食品の菌の増殖など） 
 ・農業経営…データの分析、指数・対数、数列（成長率、福利算…） 

 ・森林経営…データの分析（森林の標本調査に関する教科であり統計学が強い）   など 
  ※林学は残念ながら科目設定は無い                                        

測量士補の問題 
（出展：全国発酵乳乳酸菌飲料協会） 

菌の増殖経過 
（出展：林野庁） 

森林の標本調査 

 

 

 

    

  私が担任をしている生物資源科では主に農業を学び、二年次から
作物、畜産、果樹、野菜、草花の五つの専攻に分かれて学習する。
肥料、農薬、飼料計算や土量、測量などの基本計算は実習の中で
習得している。   

肥料（８-1０-６)を
使って10㎡当たり 
リン酸成分150gを
施肥するには？ 

１０mmの雨が降った
場合、１０ａでは何 ｔ 
の雨が降る？ 

 
  しかし、肥料や農薬散布の時期の予測は、農業試験場などでは、
積算気温と草丈などのデータを分析し関数で表し、成長速度・成長
量を微分・積分を用いて予測する。農業科の先生方から、 
 

「微分・積分は、農業科目で本当は伝えたい内容
ではあるが、紹介程度で終わることがほとんど。」 
 
であると伺った。そこで、専門科目である農業の事象を数学的に捉
え、科目の学びに深みを持たせ、互いの科目のつながりを学習する
意義について理解することを目標とした。                                  



３ 研究方法・内容 
 数学Ⅱ『微分・積分』と作物『稲の発育と肥料、農薬散布につい
て』の授業で扱う。作物の授業が二年次の単元で、数学Ⅱは二、
三年の継続履修であるため、本研究は経過段階であることを御
了承いただきたい。 
 
 生物資源科の作物専攻の生徒に協力してもらい、総合実習と
課題研究の授業時間で、校内の稲の草丈と積算日平均気温の
データを調査してもらう。十分なデータが採取できない可能性があ
る場合は、秋田県農業試験場からのサンプルデータを用いる。            

 今回の研究は、 
数Ⅱ微分・積分でしたが…、 
 
農学（生物・化学・物理…）分野
はデータの分析、統計的な推測、
数学と社会生活などの分野が
多く活用されている。 

 
あぜ道から田んぼの端っこ 
の見えやすい稲を見て… 
「今年の作柄はいいな～」  
        は間違い！？ 

 

２年生物資源科
の作物専攻の 
生徒に協力して
もらっています。 



 ちなみに、成長曲線については、Ｓ字カーブ状に増加することが
専門科目の授業において指導はされている。 
 
 調査したデータを用いて、座標平面上に点をプロットして関数の
関係を調べ、回帰曲線等を考えさせたい。生徒が、よく分からな
い点の集まりを、専門科目で学んだＳ字カーブ状に増加するとい
う知識を、三次関数とみなせないかと抽象化し発想することで数
学の問題として取り組ませたい。 

（出展：岩手県農業研究センター） 

 農業では作物の生育、生産量などを広域的な気候データを応用して、
肥料散布時期、農薬散布、収穫時期を予測している。 
 積算日平均気温をｘ、稲の草丈をｙとした三次関数を用いて、実際
に肥料、農薬散布日の予想を積分を用いて考察する。『成長速度』と
『成長量』が、『微分係数』と『曲線とｘ軸および２直線で囲まれた面
積』であることが数理的に考察することができるかが教材の肝になる。 

Ａ（R1年），B（R2年）の 
ある水田の稲について 
成長速度は? 成長量は? 
どちらの作柄がいいか？ 

成長速度は… 
例) 積算日平均気温
がｘ＝2500℃におけ
る微分係数（接線の傾
き）を考えると… 
収穫前に成長速度に
差がある。 

成長量は… 
稲の草丈が無限に足し
合わされ… 
積分（面積）を考えると 
視覚的に判断できる。 
…ただし、このグラフで
は判別し易い。 



成長量は見た目で明ら
かに判断はできない。 

指導教材の例  稲の生育に関することについて、下の問いに答えよ。 
 
 金足農業高等学校の第一水田の稲について，令和元年と令和2年における稲の生育
状況を調べた。５月から９月までの積算日平均気温と稲の草丈の値の組を（ｘ，ｙ）として，
座標平面上にそれぞれ表す。すると，作物の授業で学習した「Ｓ字カーブ状に増加する」
という視点から，座標が三次関数に沿って分布しているように見えたので，この曲線を，
次のように積算日平均気温ｘと稲の草丈ｙの関係を表す三次関数のグラフとみなすこと
にした。 
 
 
 
 
 
 
 
（１）  令和元年と令和2年において，積算日平均気温がｘ＝2500℃における微分係数 
   を求めよ。 また，過年度比較から，ｘ＝2500℃における成長速度の違いを８０字 
   程度で答えよ。 
 
（２）   令和２年について，草丈が９０cmのときに穂肥の窒素肥料を散布したい。  三次   
   関数を用いて，散布する積算日平均時期を予想せよ。 
 
（３）   成長量の過年度比較について，グラフを用いたときどのような方法があるか５０字 
    程度で述べよ。  また，成長量の値を比較し，どちらの成長量が大きいか答えよ。 

微分・積分や高次方程式の
計算はPC等を用いてもいい。 

令元年の曲線をA 

 

 

令和２年の曲線をB 

 

とみなす。 

       

           

前時に調査データを
用いて，座標平面上
に点をプロットして
関数の関係を調べて
いる。 

４ 研究のまとめ 

 今回の研究では、教科の横断的な学習の視点で農業科目と連
携を取りながら、お互いの教科を補い合う学習を進められるよう
配慮した。農学は、自然の力と知恵・技術が重要であるが、数学
が関係している分野は多いと思われる。微分・積分を成長速度と
成長量の視点でアプローチできたことは、実りのある収獲であった。
また、稲の発育調査は標本調査など統計学（データの分析や統計
的な推測、数学と社会生活など…）としての視点もあり、他の単
元にも応用ができそうである。 
  
 総合実習との関わりもあったため、受動的学習から能動的に学
習ができた。将来、研究活動する生徒も増えることも期待したい。
数学の教える内容が多いため授業中に実施することは困難を伴
うが、課題学習や総合的な探究の時間、理科や部活動（科学部
とコラボ）なども活用しながら研究は継続していきたい。 

生徒が学習を通して，今知っている
『数学』『社会』などの，その先， 

その向こう側を知ることができれば… 
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中堅教諭等資質向上研修講座(高等学校)のまとめ

渡 會 諭

１ 秋田県総合教育センター中堅教諭等資質向上研修講座を振り返って

○質の高い授業研究を継続的に進めていくための方略

Ⅰ期 ○学校の危機管理

○学校組織の一員として①－リーダーシップ－

Ⅱ期 ○高い専門性に基づく教科指導の充実と推進

○いじめの理解と対応

Ⅲ期 ○教育相談の考え方・進め方

○気になる生徒の事例を通した具体的対応の理解

○教育活動全体を通じたキャリア教育

Ⅳ期 ○学校全体で取り組む情報教育

○豊かな自己形成に資する道徳教育の在り方

○教育公務員の服務

Ⅴ期
○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

本研修を通し、凄まじい速さで変化していく文化や教育環境に対応できる能力、資質が問わ

れていると強く感じた。中堅教諭として求められる授業又は教育現場の捉え方、リーダーシッ

プの重要性とその姿勢の在り方を深く学ぶことによって組織全体を見通す力を更に身に付ける

必要がある。

ＳＮＳを通じ、利便性に富む世の中になった反面、それに伴った危惧すべき事象が増したた

め、少しの変化も見逃さない危機管理能力を養い、生徒、組織に還元できるよう努めていきた

い。特にいじめ問題は内在化しやすく、本質的な原因が結果としてだけ表面化されるわけでは

ないため、根幹を見定める広い視野と生徒理解について教育相談の観点も交え取り組みたい。

Ⅲ期では他校の事例を元に対応を模索、検討したため、自校のように考えることができ、大変

勉強になった。

キャリア教育、道徳教育は全体計画の把握等、新たに学ぶ事が多かった。小中高の連携や教

職員全体の課題であり、長期的な見通しを持ち、生徒の実態に併せ進めていかなければならな

いと改めて学ぶことができた。アンケート、ＰＭＩシート、マンダラ法を活用しながら教育機

関、地域の特色を生かした横断的かつ系統的な指導を率先して実践していきたい。

授業研修では他校の理科研修者や研修校と密に情報交換を行い、協力、連携してスムーズに

取り組むことができた。はじめてアクティブラーニングを展開し、不安の方が大きかったが、

時間内に課題を終えた生徒が多かった。班分けや発表の仕方等、改善点も多く見つかり、今後

につながる有意義な研修となった。また、物理、地学の授業を拝見することで、ホワイトボー

ドを利用した授業展開、発問の工夫等を学ぶこともできた。

今まで様々な研修に参加させていただいてきたが、初任者研修当時では想像もつかない時世

となり、教育界での大きな変革も求められている昨今において、最先端の教育現場、教材、知

識を数多く学ぶことができ、大変有意義な１年間となった。今後も自己向上心を忘れず、生徒

と共に成長することのできる教員を目指し、研鑽を積んでいきたい。
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２ 今後５年間を見据えた研修計画について

今後５年間を見据えた研修計画

本県の教育課題への対応 マネジメント能力 生徒指導力 教科等指導力

主体的かつ理論、 学校経営に積極的 生徒理解を深める ＩＣＴ教育を随所

論理的に行動できる に参画し、リーダー と共に、個に応じた に取り入れた授業展

生徒育成を目指す。 シップを発揮する。 指導を心掛け、道徳 開を行い、興味、関

目 ＳＴＥＡＭ教育を 教職員間、地域、 教育に基づき生徒と 心と好奇心に結びつ

取り入れた授業展開 小中高の連携を図り 接する。部活動等を けた深い学びに繋げ

標 を行い、次世代を担 ながら、求められて 通し、身体能力、思 る。学んだ知識を実

う人材に必要とすべ いるニーズをいち早 考力向上を目指し、 生活で生かし、科学

き知識、技能を習得 く察知し、状況に併 自他を尊重する心の 的思考を持った生徒

させる。 せながら応える。 醸成を図る。 の育成を目指す。

長期にわたり自ら 学校目標を共有し 校内外の研修を通 教科書だけでは説

もプログラミング教 つつ教員間がスムー し、教育相談やカウ 明しきれない物理、

育を学び、知識、技 ズに業務を行えるよ ンセリングマインド 化学、生物、地学の

能を高め指導できる う、目的意識に沿っ のスキルを学ぶ。個 内部構造や現象を視

能力を身に付ける。 た研修等を活用した 性を磨きながらも礼 覚的に提示する。画

数理的思考や探究 横断的な運営、助言 節を重んじる生徒を 像、動画を通し、生

心を向上させるため を行う。 育成するため、自ら 徒はもちろん、教材

取 ＳＴＥＡＭ教育を積 各業務内容におい 率先し見本となる姿 を含め、動きのある

り 極的に取り入れる。 てアンケート実施等 や言動を心掛ける。 授業を展開を行う。

組 ＡＩ時代到来に対 を通し、全職員が適 教育活動全体を通 現在使用されてい

み 応できる生徒育成を 材適所でリーダーシ し、道徳教育を反映 る技術や製品の原理

た 図り、研修を重ねつ ップを発揮できる環 した行事を分掌、外 の多くは科学技術が

い つ他教科との連携を 境を把握する。現状 部機関、講師等の協 基盤となっており、

事 密にし、学校、教育 に応じて臨機応変に 力を仰ぎながら企画 生活にとって非常に

項 現場全体で指導現場 対応できる組織づく 運営する。 身近な事象であるこ

を確保する。 りを図る。 部活動において、 とに気付かせる。

業務実態を把握し 小中学校等との連 社会性の向上を図る 単元によってアク

ながらＳＳＨ等と連 携を密に行い、校種 と共に、キャリア教 ティブラーニングを

携した事業や専門機 間を越えた行事の企 育と併せつつ人生の 効果的に取り入れ、

関との協力により、 画や運営を展開し、 一環として成り立つ 課題設定と解決する

最先端の科学技術を 地域に根ざした学校 ような活動となるよ 過程を体験、経験さ

発信する。 づくりを推進する。 う指導する。 せる。
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金足農業高校２年生物資源科 理科（生物基礎）学習指導案

６月１４日（金曜日）５校時

指 導 者 渡 会 諭

使用教科書 第 一 学 習 社

改訂新生物基礎

１． 単元名 遺伝子の働き

２． 目 標 酵素の特徴を理解する。

３． 単元（題材）と生徒

主に農業について学習していおり、動植物に対し興味関心が高い生徒が多い。専

門科目とのつながりを持たせた授業展開としたい。また、タンパク質の性質から、

基質特異性、最適温度、最適ｐＨについて理解を深めさせたい。

４． 本時のねらい

（１） ねらい

酵素を通し、タンパク質の反応は身近にあることに気付かせる。

性質を踏まえ、酵素と無機触媒の違いを明確にさせる。

（２） 展 開

学習活動 指導上の留意点 評価

導 ・ 前時の復習を行い本 ・ 聞く姿勢

入 時の目標を確認する。 【関心・意欲・態度】

身近な触媒、酵素につ

いて例を挙げる。

展 ・ 酵素の説明と共に、 ・ 性質から考えられる ・ 今までの知識を含め

開 タンパク質の性質につ 特徴を答えさせる。 予想し、発表に繋げて

いて説明する。 いるか。

・ 基質特異性、最適温 ・ 卵、体温等、身近な 【思考・判断・表現】

度、最適ｐＨについて 例を挙げ理解を深めさ

説明する。 せる。

・ 無機触媒について説 ・ 主成分の違いを明確

明する。 にし、性質が異なるこ

とを説明する。

ま ・ 問題演習を通し、本 ・ 机間指導を行い、ま ・ 酵素と無機触媒の違

と 時の学習を確認する。 とめている内容を確認 いを明確にしながらま

め する。 とめを行っているか。

【知識・理解】

※ 次時では実験を通し、理解を深める。
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平成３１年度中堅教諭等資質向上研修

特 定 課 題 研 究 レ ポ ー ト

所 属 校 秋田県立金足農業高等学校 職・氏名 教諭・渡會 諭

Ａ：本県の教育課題に関する研究 Ｂ：マネジメントに関する研究

Ｃ：生徒指導に関する研究 Ｄ：教科指導に関する研究

研 究 内 容 Ｅ：道徳教育に関する研究 Ｆ：特別活動に関する研究

Ｇ：総合的な学習の時間に関する研究 Ｈ：特別支援教育に関する研究

Ｉ：その他

研究テーマ I：本県における高校運動部活動の展望（ボクシング競技）について

１ 研究の概要

過去１０年間では全国大会第３位が最高成績である。これは平成１９年第６２回国民体育大会秋田わ

か杉国体が開催され、その強化が反映された結果だと考えられる。平成２３年には北東北インターハイ

が秋田市立体育館（現ＣＮＡアリーナあきた）で開催されたが、残念ながら本県選手は２日目で姿が消

えてしまった。この時期から成績の低迷が続くことになるのだが、単に選手の実力が劣っているだけで

はない。他県ではＵＪ選手の育成が進むと共に、高校外でのトレーニング施設が充実し、幅広い練習環

境が整ってきている。特に関東、関西圏ではプロとアマの垣根が良い意味でなくなり、より質の高い指

導が可能となった。更に指導者育成への取り組み方にも大きな違いがある。

この状況を鑑み、競技力向上はもとより、指導者としての資質向上を図りたい。また、ボクシング部

がない高校であっても競技参加希望する生徒は広く受け入れ、競技人口増加も併せて目指す。更には勝

敗のみを結果として捉えず、ボクシングによる生徒の人間力育成を軸とした指導法を確立していきたい。

２ 成果と課題

今年度はベスト１６が最高であり、入賞までは至っていない。あと１勝ではあるものの、ランキング

上位者が各シードに振り分けられ、入賞までにほぼ対戦する形式であるため、その壁は非常に厚い。ラ

ンカー選手のほとんどがＵＪから強化されており、高校生から競技人生をスタートさせる事が多い本県

選手と各県の差は著しいものがある。基本動作の反復練習として①ジャブ→ ②パーリングしてジャブ

又はフックを返す→③ダック、パーリング、ブロッキング等でディフェンス、①ストレート→②パーリ

ングしてストレートを返す→③ダック、パーリング、ブロッキング等でディフェンス、①ワン・ツー→

②パーリングしてストレート、ジャブ、フックのいずれかを返す→③ダック、パーリング、ブロッキン

グ等でディフェンス、①左右のボディ→②ディフェンス後フックを返す→③ダック、パーリング、ブロ

ッキング等でディフェンスといったトレーニングが挙げられるが、もう一歩テクニカルな内容を模索、

実施していきたい。

現在、元ＷＢＣ世界スーパーフェザー級チャンピオン三浦隆司氏をテクニカルアドバイザーとして迎

え、本県ボクシング競技者に御指導をいただいているが、まだ結果として表れているとは言い難い。こ

の事業は各関係機関の協力が必要不可欠であり、秋田県ボクシング連盟、秋田県体育協会の皆様に特段

の御配慮をいただいているため、このチャンスは是が非にでも掴みたい。強化遠征、合宿を重ね、全国

大会で１つでも多くの勝ち星を得られるようトレーニング内容の密度を向上させていく。

まだ高体連としての公式試合は実施されていないが、女子選手の活躍も課題である。秋田県の高校生

では過去若干名しか所属実績がなく、ほぼ手つかずであるのが実態だが、その競技者達は全国選手権第

３位、卒業後は令和元年度国民体育大会成年女子第５位等、輝かしい成績を残している。現在、高校生

１名、ＵＪ１名の計２名が在籍しており、ブロック大会以上での入賞が期待される。今後は更に綿密な

強化計画の元、指導にあたりたい。

近年、教員に限らず部活動の現場でも指導者の発言と行動が大きな注目を集めている。選手、生徒、

保護者とのコミュニケーションを図りつつ、時代に合った理論と練習内容を突き詰め、アスリートファ

ーストを忘れず向上心を持ち、コーチングのスキルアップと共に自らの成長へ繋げていきたい。結果と

して運動を行う意義や重要性を伝えていけることができるよう研鑽を重ね、今後の指導者人生をよりよ

いものとしたい。



高等学校中堅教諭等資質向上研修講座を受講して 

 

教諭 山崎隆之 

 

１ 秋田県総合教育センター中堅教諭等資質向上研修講座を振り返って 

 

期 日時 研修内容 

Ⅰ ６月２５日 【開講式】中堅教諭等への期待 

○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①リーダーシップ 

Ⅱ ８月２日 ○高い専門性に基づく教科指導の充実と推進 

Ⅲ ９月６日 ○いじめの理解と対応 

○教育相談の考え方・進め方 

○気になる生徒の実例を通した具体的対応の理解 

Ⅳ １０月２１日 ○教育活動全体を通じたキャリア教育 

○学校全体で取り組む情報教育 

○豊かな自己形成に資する道徳教育の在り方 

Ⅴ １月９日 ○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 

【閉講式】 

 

 

 今年度、中堅教諭研修で最も印象に残っていることは、Ⅲ期の講座に設定されていた「気になる生徒の事

例を通した具体的対応の理解」である。私は、中堅教諭研修を受講するまで、勤務校は本校で２校目である

ため、事例は前任校での紹介となったが、同期の先生方の中には、３校以上経験されており豊富な事例報告

をされている先生もいた。 

 中でも特に時間をかけて、私の班で話し合った内容は「ＬＧＢＴ」について悩みを抱えている生徒の事例

であった。今まで大きく意識することは無かったが、セクシャルマイノリティとして、どの様に学校に適応

していくのかを、学校全体の問題として取り組んでいた事例は、考えさせられる場面がたくさんあり、本校

でも今後同様の悩みを抱える生徒が現れたときの参考となった。 

 Ⅳ期の「学校全体で取り組む情報教育」では、年代別にどの様な電化製品に触れて育ってきているかの例

に、現在入学している高校生は携帯電話が生まれたときからすでに存在し、我々が日常的に使用しているス

マートフォンや、ネット環境に触れる時期が若年化しており、高度な操作方法についても容易く行える時代

であると学んだ。しかし、情報社会におけるモラルの問題や、情報発信に関する知識は欠落しており、この

点が問題となり校内での友人関係のトラブル等、生徒指導上の問題点が各校とも増加してきているとの報告

を受けた。自らが授業においてＩＣＴを活用して授業を展開することは、生徒の理解度を向上するために有

効な手立てであり、今後積極的に取り入れていかなければならないと強く感じたと同時に、授業の中での情

報モラル・道徳に関する教育を、どの様に指導していくかが教員として大きな課題なっていくと強く感じた。 

 今回の中堅教諭等資質向上研修講座では、今まで経験してきたことを今後の指導の糧として、どの様に生

徒を導いて行かなければならないのか、１０年間を振り返りながら今後の教員生活の新たな指針となった。 

 

 

                       ２７ 



 

２ 今後５年間を見据えた研修計画について 

 

 

今後５年間を見据えた研修計画 

 

本県の教育課題への対応 マネジメント能力 生徒指導力 教科等指導力 

目 
 

標 

 ふるさと教育・キャリ

ア教育に関して、農業高

校の強みを発揮し、生徒

の進路希望と照らし合わ

せながら地域の伝統文化

を、後世へ継承していく。 

 学校経営に積極的に

参画し、分掌でもリー

ダーシップを発揮す

る。 

 学科の枠を飛び越え

て、縦と横の連携を図

りながら、地域から求

められているニーズに

対応する。 

 多様化する生徒を理

解すると共に、個を高め

る指導、ＨＲにおける目

標を生徒と共有し進路

希望を実現する。部活動

との連携を図り、競技を

通じて心豊かな生徒を

育成する。 

 ＩＣＴなど、最新の機器

を導入した授業展開や、地

域の伝統的な手法による

製造方法など、生徒の興

味・関心を持ちやすい授業

を行い、科学的思考を持つ

生徒育成を行う。 

取
り
組
み
た
い
事
項 

 

秋田市の伝統野菜の栽培

復活「仁井田ダイコン」

に 取 り 組 ん で い る

「AKITANO」と連携し、本

校でのダイコン栽培と、

オリジナル商品の開発を

行う。 

地域の伝統行事など調査

し、地域の行事へ生徒と

共に参加し、ふるさと教

育を積極的に取り入れ

る。 

本県の財産である発酵文

化について知識を高め、

地元の醸造メーカーであ

る小玉醸造へ研修に行

き、日本酒の製造や、味

噌の製造について学び、

指導力を高める。 

 学校目標を共有しな

がら、各学科毎の行事

や活動など「見える化」

に取り組むことで、学

校全体の動きを全職員

が共有できるように、

各学科長と連携を取り

ながら情報を発信す

る。 

 地域との連携を密に

行い、本校に求められ

ている学校としての役

割を把握し、リーダー

シップを発揮できる環

境を把握する。 

 地域の行事に積極的

に参加し、本校の生産

物を販売しながら、金

農ブランドを地域に定

着できるように、地域

に根ざした学校作りを

推進する。 

 授業や部活動におい

て、道徳教育を取り入れ

た指導を行うために、校

内外での研修等に積極

的に参加し、自己研鑽を

積むことで生徒の進路

実現に取り組む。 

 部活動においては、武

道の基本である「礼」を

指導の柱にし、学校生活

における「金農三生活信

条」を意識した指導や、

練習試合・錬成会などに

積極的に参加し、他校の

生徒や、異年齢層と接す

る場を設け、コミュニケ

ーション能力の向上を

図る。 

 クラス経営や、生徒指

導において、指導・助言

を行う。 

 肉眼では確認すること

のできない微生物の活動

など、情報機器を積極的に

使用することで、生徒の思

考を促し、積極的に発言で

きるように教材研究を行

う。 

 本県の発酵文化を後世

に伝えるべく、味噌の製造

方法や、日本酒の製造方法

など、地域の魅力を取り入

れた進度表を作成する。 

 地元企業を訪れ、発酵に

関する知識や、製造に関す

る技術を向上させるため

に、最低でも年に１回は企

業研修を行い、自己兼参に

取り組む。 

 

 

                       ２８ 
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令和元年度中堅教諭等資質向上研修

特 定 課 題 研 究 レ ポ ー ト

所 属 校 秋田県立金足農業高等学校 職・氏名 教 諭 山崎 隆之

Ａ：本県の教育課題に関する研究 Ｂ：マネジメントに関する研究

Ｃ：生徒指導に関する研究 Ｄ：教科指導に関する研究

研 究 内 容 Ｅ：道徳教育に関する研究 Ｆ：特別活動に関する研究

Ｇ：総合的な学習の時間に関する研究 Ｈ：特別支援教育に関する研究

Ｉ：その他

研究テーマ Ｉ：高校弓道人口の推移と本県の現状を考えた競技力の向上方法

１ 研究の概要

私は、現在本県の専門委員長と、公益財団法人全国高等学校体育連盟弓道専門部の常任委員として、

全国大会の運営に携わっている。そのため、専門部で集計しているデータを考察し、本県の競技力向上

のヒントを探ることにした。平成元年より集計を行っている全国の加盟校調査データを元に、高等学校

で弓道を部活動として行っている人数の推移を、他競技の競技人口と比較して現状を分析したものや、

本県の弓道競技人口と、東北ブロック、全国とのデータを比較することで、本県の全国大会での入賞に

関する強化ポイントを考えるために大きな参考となる資料である。

２ 成果と課題

公益財団法人全国高等学校体育連盟弓道専門部では、平成元年から全国の高等学校を対象に、加盟校

数と加盟人数を集計しており、平成元年度の65,014名から、平成３０年度の65,425名まで、３０年間に

渡り競技人口は大きく変動していない。データを見ると、平成９年度の55,364名という最小競技者数を

記録しているが、その他の年ではほぼ60,000名を下回ること無く推移している。高校生の人数が減少し

ている中、弓道専門部としてはこの数値が示す意味はとても大きいものだと考えている。他競技では、

ワールドカップやオリンピックなどの競技において、活躍する競技が翌年に競技人口が大きく増えると

いうケースが、参考資料から見て取れることができる。近年増加している競技は、バドミントンと卓球

である。背景には、オリンピックでのメダル獲得や、世界大会での優勝、入賞の成績を挙げていること

や、プロリーグの設立などが大きく関係していると考えることができる。一方で弓道競技は、プロリー

グも無ければオリンピック競技でもない。このような状況で、３０年間競技人口がほとんど変わらない

という事実は驚異的である。現在公益財団法人全日本弓道連盟への加盟登録人数は、約90，000名程と

なっており、高校生の占める割合がいかに多いのかがわかる。さらに、中学校や大学の競技人口を考え

ると、社会人の競技人口が極端に少ないことが考えられる。

本県の高校弓道の加盟人数は、現在550名ほどであり、全国の加盟人数と比較するとわずか1%を占め

るほどである。全国選抜や、全国総体での優勝校を見ると、団体戦では中学校から弓道を続けている生

徒が多い学校や、競技人数の多い地域の入賞が多く、本県のように競技人口が少ない県では、個人戦で

の入賞がせいぜいである。ここ１０年間の入賞歴を見ても、全国総体での個人優勝や入賞、選抜チーム

で参加している国体での優勝や、入賞が多いことがこの事実を裏付けていると考えることができる。

本県では現在、弓道では由利高校の連覇賞以外に、連覇を達成したチームがおらず、毎年優勝校が変

わっている。優勝校に共通している点として、データとしての掲載はしていないが、私が競技に携わっ

ている１１年間では、部員数が多い学校が優勝するケースが非常に多いということである。やはりどの

競技においても、競争相手が多い方がチームとしての底力が上がり、結果として良い成績が残せるので

はないかと考える。

今後専門委員長として、今回のデータを活用し、本県の弓道のレベルを向上させるために、個人の力

を高めつつ、学校の枠を越えた部活動の在り方を検討し、中学生や小学生を対象としたジュニア層の育

成にも関わっていく必要があると感じている。今回のデータ分析から、今後高校に入学する生徒が確実

に減少していく中で、生涯スポーツとして弓道の魅力を伝えていく必要であり、ベテラン顧問の先生方

の選手育成方法や、本県弓道連盟との連携を強化することで、チーム秋田としての競技力を向上させる

ためのヒントを得ることができた。
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高等学校授業力向上研修講座（教職５年経験者研修）を受講して 

 

教諭 和泉 有紗 

【研修・講座内容】 

令和元年６月１４日（金） 

１０：００～１２：２０〈開会行事・オリエンテーション〉挨拶 

秋田県総合教育センター 主  幹 森山 直人 先生 

１０：２０～１２：００〈講義・演習〉生徒理解と人間関係づくり 

秋田県総合教育センター 指導主事 高橋 華子 先生 

  １３：００～１４：００〈講義・演習〉学校組織の一員として【マネジメントの視点】 

秋田県総合教育センター 指導主事 加藤 昌宏 先生 

  １４：１０～１６：１５〈講義・協議・演習〉生徒の実態を踏まえた授業改善① 

秋田県総合教育センター 指導主事 小林 真人 先生 

秋田県立大曲農業高等学校太田分校 教頭 渡部 剛 先生 

令和元年９月１７日（火） 

１０：００～１２：００〈講義・演習〉教師が使えるカウンセリングの技法 

秋田県総合教育センター 指導主事 小野寺 祐 先生 

１３：００～１６：１５〈講義・協議・演習〉生徒の実態を踏まえた授業改善② 

秋田県総合教育センター 指導主事 小林 真人 先生 

秋田県立大曲農業高等学校太田分校 教頭 渡部 剛 先生 

 

【研修・講座を受けての感想】 

「生徒の実態を踏まえた授業改善①・②」では「問題解決のプロセスを重視した授業展

開についての工夫と実践上の課題」について、商業科目の先生方とそれぞれ授業の概要を

説明しながら意見交換し、具体的な改善策を考えることができた。中でもペアワークやグ

ループワークを段階的に取り入れた授業展開や事前学習、ＴＴの活用など毎時間工夫を凝

らされた授業は、まさに生徒の実態を把握しながら個々の学習意欲を高めていける授業で

あると感じた。私自身の授業においても、この研修で得られた新しい視点やたくさんのヒ

ントを今後の授業改善に役立たせていきたい。 

「教師が使えるカウンセリングの技法」では教員とカウンセリングを要する生徒に分か

れロールプレイング形式で行った。自らの経験や担当する生徒と重ね合わせながら、傾聴

する姿勢を改めて学ぶことができた。この研修で得られた技法を今後の教育相談に活かし

ていきたい。 

教職５年経験者研修を受講して、これまでを振り返り、教員として今後どのように変化

していくべきかを考えさせられる研修となった。今後は受け持つ生徒の指導や自分自身の

資質向上のみならず、積極的に学校運営に関わりながら自らの役割を果たしていきたい。 
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実践的指導力習得研修講座を受講して 

 

秋田県立金足農業高等学校 教諭 斉藤 瑞穂 

 

 

１ 研修の名称 令和元年度 実践的指導力習得研修講座（高等学校３年目） 

 

２ 研修の目標 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。 

３ 研修の内容 

日時 研 修 内 容 

6/7 

 

（金） 

○保護者対応と連携（講義・演習） 

○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                             

（講義・演習） 

○単元（題材）及び単位時間の授業構想と実践①                            

（講義・協議） 

9/3 

（火） 

○単元（題材）及び単位時間の授業構想と実践②（演習・協議） 

 

４ 研修講座を振り返って 

初任者研修から 1 年間を空けて、昨年採用された 2 年目の先生方と一緒の研修となっ

た。久しぶりの研修は、記入するものが多すぎて、休憩時間も休む時間がないほどの研

修に驚いた。 

  保護者対応については、始めの教員側の積極的な働きかけの努力の大切さを感じた。 

 また、他校の先生方と話すことで、金足農業高校の恵まれた環境を再確認することとな

った。 

  久しぶりに模擬授業の研修であったが、授業の準備等初任研ほどの検証をせずに、本番

になってしまった。「主体的・対話的で深い学び」を意識しての授業であったが、この視

点での協議が不充分であったと指摘を受けた。研究協議の持ち方の重要性を感じた。他教

科の授業に参加することができ、苦手教科を受ける生徒の気持ちになることもできた。ま

た、どの教科も主体的・対話的な学びにスムーズに取り組めるための手立ての工夫があり、

勉強になった。ただ、深い学びとは何なのかがこれから意識して授業の組み立てを考えな

くてはならないと感じた。今後研修の有無にかかわらず、意識していかなければならない

テーマであると思う。 

  今後も意識して授業作りをしていきたい。 

 

 

 



 

 

５ 校内研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















ＳＷＯＴ分析研修を実施して 

 

教 諭  橘  義 憲 

 

 今年度、本校に籍を置きながら、秋田大学教職大学院で研修をする機会を得ることができた。大学

院では、おもに学校組織マネジメントについて研究をしている。その研究の一環として、学校の全面

的な協力のもと、ＳＷＯＴ分析研修を実施させてもらった。以下研修の内容について報告する。 

 

実施日 ： 令和元年１１月２５日（月） 

時 間 ： １５：４５～１６：４５ 

参加者 ： 本校職員４０名 

場 所 ： 会議室 

 

１．研修の概要 

研修の一週間前に、ＳＷＯＴ分析についての簡単な説明と例を示した文書を配布した。（別紙）毎

日、忙しい先生方に対して大変心苦しい思いを抱きながらも、各自、事前にＳＷＯＴ分析をしていた

だいたうえで研修に参加してもらうようにお願いした。非

常に丁寧に分析された先生方もおり、心より感謝する。研

修では、分掌ごとに３～４名のグループになって、各自が

考えてきた分析を出し合いながら整理した。分析した後、

分析から見えてきた本校の課題と、課題の解決策まで協議

してもらった。そして、最後に３グループから発表しても

らい、全体で共有した。 

研修の様子 

２．ＳＷＯＴ分析の結果 

 分析の結果は、おもに以下のようになった。 

【Ｓ（強み）】 

プレゼン能力の高さ 実習で生き物とふれ合い命について考える 専門性を高めるカリキュラム  

部活動等課外活動が活発である 学科の特徴を生かし生徒が意欲的に学習活動に取り組んでいる  

挨拶励行 生徒たちの地域貢献 学科のつながり 作業学習に強い・好き・得意 素直で元気な生徒

生徒会・農クが活発 県内就職の充実 職員数が多い 自己有用感が高い（男子） よく動ける生徒

学食がある 職員の機動力がある 部活動の加入率が高い 各種資格取得が可能な環境 

 

【Ｗ（弱み）】 

普通教科の遅れ 施設・設備の老朽化 学習意欲低下 進路意識が低く危機感がない 公欠や実習で

いない生徒が多い 考えることに苦しむ傾向 校内分掌間の連携 コミュニケーション能力の低い生

徒もいる リーダーシップに乏しい 遠方の生徒を受け入れる学生寮や下宿がない 部活動の継続に

難がある 進学志向の中学生・保護者へのアピール不足 自主性が弱い OB・OG が多いため変えられ

ないものもある 学力差がある 保健室の利用者が多い 廊下にゴミがある 以前ほど挨拶できない 

                     ４１  



【Ｏ（機会）】 

地域から慕われている 多彩な OB・OG による講演 農業の集団化・ＡＩ化 地域に開かれた学校 企

業連携 金農祭 全国的に有名 マスコミ取材が多い 様々な企業と商品開発 博物館・県立大・教

育センターが隣接 各種コンテスト OB・OG の活躍 同窓会組織 ボランティア活動への参加 幼保

小との交流事業が多い 親子・兄弟姉妹の入学が多い 

 

【Ｔ（脅威）】 

保護者世代の就農者減少・高齢化 学校の露出度が高く危機管理面で危惧される 農業形態の変化 

人口減 農業への関心が低い ＰＴＡの参加が少ない 連携が多いための多忙化 非農家の生徒が多

い ＳＮＳ問題の増加 教員定数の削減 予算の削減 注目度が高すぎる 

 

 

分析から見えてきた本校の課題としてあげられていたことは、おもに次のようなものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．研修の振り返り 

また、研修の最後には振り返りとして、研修で得たことと感想を記入してもらった。以下に紹介す

る。 

【研修で得たこと】 

① 学校の改善すべき点に対して解決する方向みたいなものを考えることができたと思う。（つなが

り・・・？） 

②ＳＷＯＴそれぞれで提示された内容が、日常話題にしていたことばかりで、職員間の風通しの良さ

を実感した。 

③考え・課題に対してやるべきことの多さを知った。先生方が話し合うことで具体性が増す。 

④課題を明確にして全員で共有ができた。ＳＷＯＴ分析の手法を体験できた。 

⑤日頃、先生方が考えている現状や課題について、思いは一緒というか共通の認識をもっていること

が確認できた。したがって、課題解決に関しても、共通理解で対応できる組織力はもっていると思

われる。 

⑥以前からやりたかった「三年間のキャリアプラン」作成の有用性が再確認された。 

⑦本校の強みを改めて把握することができたうえ、課題解決の指標となった。 

⑧それぞれの考え方や思っていることを共有しながらまとめることができた。 

⑨すべての視点から検討できれば更に良い。様々な視点から見渡すことは大切である。 

⑩現状の分析だけでなく、今後どうしなければならないのか、課題の解決方法を今の強みから知るこ

とができた。 
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①機会はたくさんあるが将来ビジョンに欠けている。 

②農業への関心の低さが学習意欲の低下につながっているのではないか。 

③生徒が自ら考え、課題を解決しようとする姿勢を身に付ける必要がある。 

④学科間同士の連携があってもよい。 

⑤学習意欲の向上、発信力の強化。 



⑪どの教員も感じている危機は似ている。（進路充実、事業が多い＝実行力のある人材が多いから、

学習意欲の向上、発信力の強化、生徒が活躍するストーリーのある学校づくり 

⑫これからの学校やこれからの自分について考えさせられた。 

⑬問題点の明確化。（文にすることで視覚的に判断できる） 

⑭ポジティブに考えることができる。 

⑮今まで疑問に思っていたことが理解できた。 

⑯学校の未来、これからの金農のあり方。 

⑰施設・設備の充実。 

⑱農業の魅力。 

⑲本校の課題を整理し考えることができた。 

⑳課題に対する意識は同一方向である。 

㉑本校の強み、弱みの再認識。新しい発見。 

㉒Ｗ、Ｔは特に見たくない部分であるが、将来を考えると考えていかなければならない。 

㉓箇条書きすることにより問題が明確化しやすいと感じた。 

㉔課題を精選できた。自分の班だけではなく他の班の意見を交えて解決策まで考えることで、今後の

学校運営に活かしていくべきだと思った。 

㉕本校の課題をよく考え、チーム金農として、その課題を共有できたことが最も良い機会になった。 

 

【研修の感想】 

① ＳＷＯＴ分析にワールドカフェ方式を組み合わせるともっと多くの意見、考えを知ることができ

たと思う。 

②進路指導分野で、キャリアマップ等を各学科で作成し、それをさらに全体でまとめるアイデアが出

された点は面白かった。 

② いつも何気なく感じていたことをＳ、Ｗ、Ｏ、Ｔに分析してみると、多くの職員が同じようなこ

とを考えていたことが分かった。日頃から風通しよく意見を交わしつつ、このような機会を設け

ることで課題解決に向けてスムーズに動き出せるように思える。 

④学校の将来構想（学校経営計画）等を考えるうえでＳＷＯＴ分析は有効な方法と思われる。 

⑤思っていること疑問について改めて話し合うことができました。 

⑥学校組織について考えるよりも、生徒の育成について考え話し合うところが多く、生徒を一番に考

えている先生が多いことが分かった。「生徒の活躍を通して地域貢献」本校のことを改めて考え直

す良い機会となった。 

⑦魅力ある学校づくりへの将来像を再確認できた。難しいと思うが頑張るしかない。 

⑧あらためて金農が置かれている状況を知ることができた。これからも金足農業が残るために特色あ

る学校づくりの大切さを感じた。 

⑨成功のストーリー、生徒が輝ける学校としてアピールしていかなければと感じた。結局は卒業生で

活躍している人が増えるよう、力をつけていく、育てていくことが大切だと感じた。 

⑩分掌ごとに分かれたグループでしたが、学校の課題はどのグループも同様な感じだと思った。 

⑪分析するのは難しかったが、課題が見えてきて解決策を考えることができたのは良かったと思う。 

⑫班での意見交換、全体で発表し合うことで課題意識が統一されたと思う。また、普段あまり話す機

会がない内容なので、また違った職員同士の絆ができたと思う。 
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研修の様子 



⑬とても良い研修になった。生徒が活躍するストーリーを描

ける学校でありたいと思う。そのためには実行力（実践力）

のある先生方を活用し、魅力を発信しやすい学校でありた

いと思う。 

⑭出された課題を具体的に検討すればよいと思った。 

⑮話し合いの時間がもっと欲しい。 

⑯分掌ごとの協議で大変話しやすかった。 

⑰あらためて可視化することで課題が明確化された。 

⑱教員間も同じ悩みや課題を感じているのだと思う。 

 

４．研修を終えて 

 組織マネジメントについて勉強をすると、大事なことの一つとして「共有」ということに気が付く。

学校を生徒・保護者・地域の期待に応えられるように運営していくには、ビジョンを「共有」するこ

とが大切になる。校長先生が、どんなに立派なビジョンを示しても、それを職員が理解していなけれ

ば、期待に応えられるような学校経営はできない。職員はビジョンを「共有」して、同じ方向を向い

て力を合わせていかなければならないのである。また、学校を改革・改善していくためには、課題意

識を「共有」することが重要である。この研修を実施して分かったことは、本校の職員はそれぞれに

課題を的確に捉えて課題意識を抱えてはいるのだが、それを炉辺談話的に情報交換することはあって

も、公式の場で交換したり、「共有」したりすることが少なかったのではないかということである。

今回もその課題について解決策を話し合う時間を十分に設定できなかったが、次年度は４月当初にＳ

ＷＯＴ分析を行い、課題に対し解決策を話し合いたいと考えている。 

 ビジョンを実現するためには、職員の同僚性や教育力が土台となる。夏に実施させていただいたア

ンケートや聞き取り調査では、本校職員の同僚性や協働性、人間関係は極めて良好であるということ

が分かった。そのことは、常日頃から実感されていることと思う。さらなる本校の発展には、課題意

識を「共有」することが重要であると思われる。この研修が本校の改革・改善の第一歩となれば幸い

に思う。 

 忙しい日々の中、御協力をいただきました校長先生をはじめ職員の皆様には心より感謝申し上げま

す。ありがとうございました。 
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別 紙  

 

11 月 25 日（月）研修の資料 

ＳＷＯＴ分析の方法 

 

１ ＳＷＯＴ分析とは？ 

   

⇒ 現状を分析し、最適な事業戦略を検討するための手法の一つ 

   

1920 年代にハーバードビジネススクールにて考案されていた企業分析の手法をもとに、1960 年代にスタ

ンフォード大学研究所で構築された。 

 

２ ４つのカテゴリー 

  学校の「内部環境」「外部環境」をそれぞれ２つずつに分けて４つのカテゴリーに分類します。 

  「内部環境」 ： 『強み（Ｓtrength）』  と  『弱み（Ｗeakness）』 

  「外部環境」 ： 『機会（Ｏpportunity）』 と 『脅威（Ｔhreat）』 

 

    強み…本校の得意なこと、武器   弱み…本校の苦手なこと 

    機会…チャンスとなる外部要因   脅威…本校を脅かす外部要因 

       支援的              阻害的 

 

３ ＳＷＯＴ分析の例 
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４ 本校のＳＷＯＴ分析をしてみましょう。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ＳＷＯＴ分析をしてから・・・ 

 ①ＳＷＯＴ分析というのは、現状を分析・整理しただけです。これに満足することなく、戦略策定

のアイデアにつなげていかなければなりません。 

 ②ＳＷＯＴ分析が終わったら、これらの情報を掛け合わせて分析を行います。 

  「強み」×「機会」：強みを生かして機会を勝ち取るためには？ 

  「強み」×「脅威」：強みを生かして脅威に対処するためには？ 

  「弱み」×「機会」：弱みを補い機会を生かすためには？ 

  「弱み」×「脅威」：弱みが脅威にさらされることを回避するためには？ 

 ③特に、「強み」×「機会」を生かすと、『特色ある学校づくり』が可能になります。  
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 Ｓ（強み） Ｗ（弱み）  

 Ｏ（機会） Ｔ（脅威）  

 

 

 

 

 

 

 

内
部
環
境 

外
部
環
境 


