授業実践

反転授業
〜アクティブラーニングを取り入れた授業を目指して〜
篠山市立篠山東中学校
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○平成26年
平成26年度篠山市教育委員会の指定を受
本校は篠山市の東部に位置し，東は京都府
なん たん
の せ
「学習内容を活用し，深め合う授業展開の
南丹市と南は大阪府能勢町と隣接している。 け，
工夫について〜映像教材等の補助教材による
篠山盆地の端に当たるため，北東，南東方向
予習の習慣化を通して〜」として，平成25年
には峠があり，のどかな田園に囲まれた自然
度の試行実施の成果を受け，本校生徒への本
の恵みが多い学校である。しかし，校区は広
格的実施を行う。
く，全校生に自転車通学を許可しているが遠
（各教科での教材づくりや映像の作成方法の
すぎて自転車での通学ができないため，バス
研修を行う。
）
を利用している生徒もいる。
た き
じょう とう
○平成27年
平成10年に多 紀 中学校と 城 東 中学校が統
平成27年度篠山市教育委員会の指定を受け
合し，全校生340人で開校した学校であるが，
「生徒の学習意欲向上を目指す研究〜映像教
現在は，全校生117名と開校当時の１/３とな
材(予習動画)を利用した授業展開の工夫〜」
り，篠山市の中でも過疎化がもっとも進んで
の取組を進める。平成26年度の成果をもとに
いる。生徒は穏やかで純朴であるが，その反
全学年・全教科対象で実施を計画する。
面，競争心や積極性に欠ける。
学習面では学力・学習状況調査の結果から
考えると家庭学習の定着が図れていなかった
３ 本校の反転授業のねらい
り，応用力に課題があると分析できる。また，
・映像教材を利用した予習（家庭学習）の習
きめ細かな支援を必要とする生徒も多い。
慣化を行い，それをもとに授業に臨むこと
によって，生徒同士でその内容を活用し，
深め合う等「思考を活性化する」授業展開
２ 反転学習取組の経緯
につなげる。
○平成25年
・従来の授業における導入を映像教材により
文部科学省の指定研究「学力定着に課題を
視聴しておくこと（家庭学習）によって，
抱える学校の重点的・包括的支援に関する調
捻出した余裕時間を応用的な内容や演習の
査研究」を受ける。それにより研究テーマを
時間にあて，生徒の理解度を高めていく。
「学力の定着と向上を目指した指導の研究
・教師が教えたい内容を生徒がそのまま映像
〜6.5年生（小学６年生と中学１年生の間）の
教材で予習するため，授業の講義と同じ効
教材づくりを通して『生きる力』を育てる〜」
果を与える。
と設定し研究推進をして行く。
・低コスト，短時間，理解度ＵＰ，興味関心
不登校生への学力保障でのビデオ教材の作
ＵＰを意識して映像教材を作成し，授業を
成，小中連携（6.5年生の学び）や中学生への
展開する。
英語・数学での反転授業を試行する。
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・身近な教職員が作成した映像教材を視聴
し，家庭学習の定着を図る。
・授業を受ける際，予習することの大切さを
理解し，授業への取組の姿勢を高揚させる。

４

本年度の具体的な取組

本年度本校が取組を進めている内容は以下
の３点である。
①反転授業を取り入れた授業展開の工夫
（アクティブラーニングを取り入れた授業展開）
②学びのスタンダードの確立
（つかむ→深める→つなげる→確かめる授業
づくり）
③研修会の充実（事前事後の指導の充実）
○教科授業研究
全体研修（年２回）
学年別研修（各学期１回）
○道徳授業研究
各学期に１回実施 計３回
○学力向上研修会
情報研修（映像教材作成研修）等

５

映像教材の内容

本校が作成する映像教材には次の①〜⑤の
いずれかの内容を入れ作成する。
（☆は本校が作成した映像教材例）
①次授業の「ねらい」を事前に理解する。
②次授業の知識を事前に理解する。
☆英語
進行形を入れた会話文
☆理科
惑星についての基礎知識
☆国語
書き下し文とは
☆社会
緯度，経度について 等
③次授業での実験・観察の準備・方法，作業
方法を理解する。
☆技術・家庭 のこぎりの使い方
☆音楽
リコーダーの指使い
☆理科
ガスバーナーの使い方
実験装置の組み方 等

④次授業での問題を解くヒントを与え事前に
理解する。
☆数学
図形の面積の求め方
多角形の内角の和 等

䠈

⑤次授業で話し合う内容を伝えて事前に個人
で考えたことを授業で深め合う。
☆道徳
きまりについて
☆英語
ディベートの内容 等

６
䠈

䠈

映像教材の作成方法

映像教材は，次の４パターンで作成する。
・内容をビデオ撮りし，編集して映像教材を
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授業実践
作成する。
・内容をパワーポイントで作成し，音を入れ
映像教材を作成する。
・内容を書画カメラで撮影し，同時に音を入
れ映像教材を作成する。
・ネット動画を利用し映像教材を作成する
（許
可された動画のみ）
。

７

映像教材の利点

・生徒が視聴したいときに視聴ができる。
・何度でも繰り返し視聴することができる。
・生徒のペースでスロー再生等して理解度が
高くなる。
・オンデマンドで予習ができる。
・スクリーンと１対１の授業である。
・10分程度の動画であるため集中できる。
・身近な教職員の声・映像であるため興味関
心が高くなる。
・教職員自らが映像教材を作成することで授
業展開を計画したり，授業改善に務めたり
教職員の授業力向上を図る。

８

反転授業の授業展開

・教室でグループワークを積極的に取り入れ
る。
・生徒が映像教材で得た知識をアウトプット
する場を取り（他生徒に教える等）
，理解度
を高める。
・実験観察後の思考の時間を多く取り，思考
力を高める。
・発展的な学習を取り入れることにより応用
力を高める。

９

反転授業を終えて

理科，数学の授業
〈授業後の生徒アンケート・感想〉
①この授業形式は興味を持って学習できたか
とてもあてはまる あてはまる（87％）
あまりあてはまらない
（13％）
あてはまらない
（０％）
②ビデオの内容は理解できたか
とても理解できた できた
（95％）
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あまり理解できなかった
（５％）
理解できなかった
（０％）
③授業内容が理解できたか
とてもあてはまる あてはまる（96％）
あまりあてはまらない
（４％）
あてはまらない
（０％）
④授業後の生徒感想
・分かりやすくまとめてあるので良かった。
・ビデオの内容を理解した上で，演習に時間
を使うことができてよかった。
・家である程度理解して，学校でわかりにく
いところをすぐに質問できるので良かった。
・わからなかったところを繰り返して何度も
見られたり，説明の図も一時停止してゆっ
くり見られるところが良かった。
・リピートできるので，聞き逃しがなくて良
いと思う。
・映像を見て，その中から重要な部分を抜き
出して考えて書き込む動作を行うことで，
頭に入りやすいと感じた。また，授業の時
にＤＶＤの映像を思い浮かべて先生の話が
聞けたので，より分かりやすかった。
・動画なので，いつもより集中してできた。
・事前にビデオを見ておくことで，なぜこの
現象が起こるのかとか詳しいことがよくわ
かった。
・授業時間の短縮になると思った。（効率が
良くて良かった）
・ビデオの問題は簡単だったが，複雑な問題
は難しかった。
・ビデオには質問ができない。

10

成果と課題

〈成果〉
・家庭学習の定着が見られた。
・生徒の授業中での学習意欲が高まった。
・予習をしてきているので授業の最初から活
発な意見が出てきた。
・授業時間に余裕ができ，グループ活動や思
考活動，応用問題等の時間を多く取ること
ができた。
・器具や用具の使い方を事前に学習していた
ので使い方に関する質問はなく，安全性も
高まった。
・アクティブラーニングを取り入れた授業展
開ができた。
・予習⇒授業⇒復習のサイクルがＤＶＤを使
うことによって少しずつ確立してきた。
・事前に丁寧な前置きを必要とする内容項目
を扱う時にはより大きな効力を発揮する。
〈課題〉
・映像教材作成に時間がかかる。
・映像教材を見てきていない生徒への対応。
・家庭で映像教材を見る環境がない生徒への
対応。
・マンネリ化からの生徒意識の低下。
・ＤＶＤに写真や映像を入れたいが著作権の
問題がある。
・生徒の中には「毎回このような授業ばかり
では予習が大変」と感じる生徒も多い。
・単元によっては効果が上がらないものもあ
る。導入単元を検討する必要がある。
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また，管理職のマネジメント，教職員の思
いが本校ではひとつになって教育活動が展開
されているからだとも考える。今後もこの取
組を学校全体で進め，さらに深化させ，生徒
たちが「わかった」と実感できる授業づくり
をこれからも念頭に置いて取り組んでいきた
い。
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反転授業指導案（数学，理科）

〈３年生数学指導案〉
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〈３年生理科指導案〉
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終わりに

本校は反転授業に取り組んで３年目を迎え
る。私は２年前に教頭として本校に着任し，
校長や先生方と取組を進めてきた。「映像教
材を作成する」
「授業展開を考える」新しい形
での授業形態であるため，先生方には多忙な
業務の中，献身的に取組を進めていただいて
いる。ただ，「子どもに学力を付けさせたい」
「いい授業をして子どもたちを生き生きさせ
たい」そんな思いが強い集団だからこそでき
るものだと考えている。
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