流山高等学園
【二次案内】

研究主題

キャリア発達を促す教育課程のあり方

深い学びを実現するカリキュラム・マネジメントと学習評価
期日

2020年2月14日(金)
本公開研究会は
ちば「授業錬磨の公開日」と兼ねています。

講師

９：００～１６：３０(予定)

福本 徹 氏（文部科学省 国立教育政策研究所 総括研究官）
松見 和樹 氏（千葉県立つくし特別支援学校 教頭）

本校研究は、新学習指導要領の改訂の動向を踏まえ「深い学び」「カリキュラム・マネジメ
ント」「学習評価」をキーワードに、「資質・能力」を育成しキャリア発達を促す教育課程に
ついて研究し実践を行っています。
公開研究会では、授業公開や研究の報告、参加された方の学びが深まる企画等を予定してい
ます。ぜひ多くの方に御参加いただき、これら注目されているキーワードについて、様々な立
場からの御意見、御感想をいただきたく考えています。

自立への

私の成長計画

ステージアップ表

ステカ

何ができる

ようになるか 何を学ぶか
「どのような資質・能力を身につけるように
するのか」を明確にし、ルーブリック表を作
りました。また、ルーブリックを生徒も自己
分析が行えるように絵カード「ステカ」
（全184種類）を作成し、学習活動に活かして
います。

カリキュラム

マネジメント

カリキュラム・マネジメントの視点で教育
課程を俯瞰し、「キャリア発達を促す教育
課程」の在り方を検討しています。
事例研究として単元「私の成長計画」を
計画し、教科等横断的な視点をもって、
教育活動全体で実践・検証を行っています

何が身に どのように
ついたか 学ぶか
深い学び
学習評価

学習評価と現状システムをつなぎ授業改善を図り、指導と
評価が一体となった質の高い授業実践を目指しています。
・「何を（学習の成果のあらわれ）」「どの場面で」
「どのように」評価するか？
・効果的な学習の場面や手立ての設定の工夫は？
・多面的・多角的な評価の方法は？
・効果的な学習の場面や手立ての設定の工夫は？etc.

うまれる!
by 福本

徹氏（2019.7.10）

是非、公開研へお越し下さい。

どの授業でも主体的・対話的で
深い学びのある授業デザインが
できるよう「視点」を具体的に
整理し、日々の実践にいかして
います。

千葉県立特別支援学校流山高等学園
TEL:04-7141-9900
問い合わせ：細川（教頭）古江（研究主任）

nagareyama-sh@chiba-c.ed.jp

◇日程
時間

8:309:00

受付

▶生徒用昇降口にて受付を行います。

9:009:15

全体説明

▶公開研の概要説明や日程案内を行います。
図書室

9:2511:05

公開授業

▶普通教科・領域、専門教科の授業実践を公開いたします。（各教室）

・授業Ⅰ
9:2510:10
・授業Ⅱ
10:2011:05

11:1511:40

ポスター発表
販売会

授業Ⅰ
9:25-10:10

授業Ⅱ
10:20-11:05

１・２年生

3年生

普通教科・領域
【焦点授業】
・理科「てこの原理」
・保健体育
球技「ゴールボール」

専門教科
9:00-11:05
・農業コース・縫製コース
・園芸コース・手芸コース
・木工コース・福祉サービスコース
・造形コース・流通サービスコース

普通教科・領域
【焦点授業】
・HR「私の成長計画」
普通教科・領域はこの他にも多数授業を展開します。

▶各教科・領域・有志による一年間の取り組みをポスター発表いたします。
体育館
深い学びを実現する学習評価
同時に本校製品の販売会を行います。

11:4512:30

全体会１

▶本校の研究の実践報告をいたします。
体育館
「キャリア発達を促す教育課程のあり方
～深い学びを実現するカリキュラム・マネジメントと学習評価～」

12:3013:15

昼食休憩

▶昼食はご持参ください。（コンビニまで徒歩10分程度です。）
体育館・図書室・流通実習室（予定）
各分科会場で、焦点授業のビデオ上映も行います。

13:1514:45

分科会

▶焦点授業
体育館・図書室・流通実習室（予定）
分科会

テーマ

焦点授業・話題提供

第１分科会

キャリア発達

私の成長計画

第２分科会

深い学び

理科

第３分科会

学習評価

保健体育

移動
14:5516:05

全体会２

▶シンポジウム形式で会場のみなさんと一緒に学びを深めます。
つなぐ～「これまで」と「今」を「これから」へ～

シンポジスト
福本 徹 氏（文部科学省 国立教育政策研究所 総括研究官）
松見 和樹 氏（千葉県立つくし特別支援学校 教頭）
本校研究部
16:0516:10

閉会

◇流山高等学園・公開研の見どころ
①「資質・能力」を育成する授業作り
（１）「資質・能力」を整理・明確化
本校の生徒及び卒業生の実態やアンケート統計などから、本校に
おける育成を目指す「資質・能力」の提案と、その「資質・能力」
に基づくルーブリック評価表（自立へのステージアップ表）を作成
しました。生徒が自立へのステージアップ表を直感的で簡便に評価
できるようにするため、ルーブリックを平易な言葉とイラストで表
したカード（SUTECAステカ）を作成し、様々な学習活動で活用して
います。

ステカ

（２）主体的・対話的で深い学び
「資質・能力」の育成する授業づくりのポイントとして「主体
的・対話的で深い学び」を注目した授業デザインを整理して授
業実践を行っています。授業を「資質・能力」とつなぎ「主体
的・対話的で深い学び」でアプローチし、「資質・能力」の育
成を実現するため、教員の思考を構造化する「ツール」として
デザインシートを作成し、本校の授業実践に生かしています。

（３）学習評価
的確に生徒の学習の成果のあらわれをとらえ、教員の授業改善や、生徒の主体的な学びへ活かすため
の学習評価について検討し、授業実践しています。

（４）私の成長計画
生徒自身の自己への理解を深め、主体的に課題を解決す
る中で「資質・能力」の育成を実現する取り組みの試案と
して、単元「私の成長計画」を計画し、教科等横断的な視
点をもって、教育活動全体で実践・検証を行っています。
ICTツール「Ne!クスト（ネクスト）」を
開発しました。他者評価の視点を入れて、自
分を再評価する活動も展開しています。

②授業実践
公開研当日は、たくさんの授業から「深い学びを実現する学習評価と授業実践」へアプローチします。
１・２年生【普通教科・領域】

3年生【専門教科】

焦点授業

焦点授業以外

授業Ⅰ
9:2510:10

理科
保健体育

国語・国語表現・数学
社会・英語・美術・音楽・外国語
HR（実習前事前指導）
私の成長計画 等

9:00-11:05
・農業コース・縫製コース
・園芸コース・手芸コース
・木工コース・福祉サービスコース
・造形コース・流通サービスコース

授業Ⅱ
10:2011:05

私の成長計画

国語・数学・社会・理科・英語
美術・外国語・道徳・職業・ST
私の成長計画 等

普段は三年生は本校舎で活動しています
が、当日のみ第二キャンパスで活動しま
す。

流山高等学園の公開研究会に
是非おいでください。

◇参加申し込み
別添の参加申込書に必要事項を記入し、メールかＦＡＸで１月２４日（金）までにお申し込みください。
（参加申込書はホームページからもダウンロードできます。）

◇タブレット・スマートフォン
本公開研究会は参加者のみなさんと相互に意見交換できる参加型公開研究会を目指しています。
全体会・分科会などでタブレット・スマートフォンを活用して、意見交換を行なう場面がございます。
お持ちの方はご持参ください。（通信費は参観者のご負担ですのでご了承ください。）
＊お持ちでない場合も、スクリーン等で映し出しますので、ご安心ください。

◇昼 食
御持参ください。
学校近隣のコンビニエンスストアとファミリーレストラン等は徒歩１０分程度かかります。

◇駐車場
できるだけ公共の交通機関を御利用いただきますようお願いいたします。

◇アクセス
①柏駅よりバス＆徒歩
「柏駅西口」
約25分（東武バス・免許センター行き）

「流山高等学園第二キャンパス入口前」下車
徒歩７分

第二キャンパス
東武バス時刻表
【行き】柏駅西口 → 流山高等学園第二
キャンパス入り口

８時 01 28 37
９時 10 33 50
【帰り】流山高等学園第二
キャンパス入り口

51
→ 柏駅西口

16時 32 42 53
17時 03 18 32 43 59

第二キャンパス
入り口前

②柏駅より東武アーバンパーク＆徒歩
「柏駅」
約５分（東武アーバンパークライン）

今年の会場です！
第二キャンパスのみの開催です

「豊四季駅」下車
徒歩２５分

第二キャンパス

6

◇宛先

〒２７０－０１４５ 千葉県流山市名都借１４０
千葉県立特別支援学校流山高等学園 第二キャンパス公開研究会受付係
◇問い合わせ
ＴＥＬ ０４－７１４１－９９００ ＦＡＸ ０４－７１４１－８０２０
E-mail nagareyama-sh@chiba-c.ed.jp
ＨＰ
http://cms1.chiba-c.ed.jp/nagareyamakotogakuen-sh
担当 教頭 細川 雅彦
研究主任 古江 陽子

令和元年度千葉県立特別支援学校流山高等学園第２３回公開研究会参加申込書

ＦＡＸ送付票
所属名
(学校名、団体名、一般など)

申し込み代表者

〒
連絡先

電話
ＦＡＸ
E-mail
参加者名簿
分科会希望

駐車場
希望

１

１・２・３

有・無

２

１・２・３

有・無

３

１・２・３

有・無

４

１・２・３

有・無

職名

氏

名

※希望する項目に○をおつけ下さい。
※できるだけ公共の交通機関を御利用いただきますようお願いいたします。

ＦＡＸ送信票は不要です。このまま送信してください。
質問・要望・その他連絡事項（途中参加）等がございましたらお書きください。

送信先：千葉県立特別支援学校流山高等学園 第二キャンパス

ＦＡＸ番号：０４－７１４１－８０２０
担当 細川（教頭）

古江（研究主任）

