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令和４年２月 

令和３年度「サイエンス×探究」課題研究 web発表会 アンケート結果 

GLiS類型長 

はじめに 

 令和４年２月５日（土） ９：００～１８：００ youtube限定公開にてサイエンス×探究課題研究 web発表会を実施し

た。本発表会は、①研究発表の機会を設け、生徒の表現力を培う②視聴参加する１年生は発表の仕方を学び、自身

の課題研究の意欲向上を図る③地域の中学生ならびに学校関係者、地元の方々に発表の様子を見聞して頂き、助

言・評価を頂く機会とすることを目的として実施した。発表会の視聴者から googleform により事後アンケートの回

答をいただいた。 

 

質問１ ご自身について、以下から選択してください。  

 

 本校生だけではなく、地域の中学生や本校生徒の保護者を含む一般、他校高校教員など、計 29 名から回

答いただき、貴重なご意見、ご感想をうかがうことができた。 

 

質問２ あなたが興味深いと感じたポスター発表はどれですか。（複数回答可） 

 

質問３ あなたが興味深いと感じたプレゼン発表はどれです か。（複数回答可） 

資料 １ 
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質問２・３は生徒発表で興味深いと感じたグループを複数回答可でお答えいただいた。ポスター発表では地

学 42 班の「安くて強く、すぐに組み立てられる簡易仮設住宅『しのげるくん』の提案」、プレゼン発表では

化学 24 班「紙のしわをなくす方法」が最も多くの人に興味深いと評価された。この２グループは関西学院

大学主催の「Sci-tech Research Forum」やＨＹＯＧＯ×ＷＨＫフォーラム「高校生 SDGs探究発表会 2021」な

どの外部発表に参加したグループであり、研究、プレゼンの完成度も比較的高かったように思われる。ま

た身近なものから研究テーマを選んだ班は評価されやすく、より専門的、学術的な研究テーマの場合は、

実験・調査がしっかりしていても、プレゼンで丁寧に説明しないと評価されにくいようであった。 

 

質問４ 研究発表に対するご意見・ご感想・アドバイスがありましたら、グループ番号とともにお書きく

ださい。 

・物理 11自転車タイヤ摩擦、化学 23綿あめ、地学 42 しのげるくん、化学 24紙のしわを無くす、生物 31 プラス

チック分解、地学 44 川西市の地滑りは、研究動機、内容がとても身近なことであって、一般家庭で特に知識がな

い私でも、そうかぁ、なるほどと思える研究でした。 

・物理 11のデータの多さが良かった 

・生物 31班の発表が一番画面が見やすく工夫されていた 

・生物 31、スライドを YouTube全体に映してマイクの声も聞き取りやすくてとても良かったです 

・プレゼン発表はホールのなかであったため、ハウリングを少し起こしていました。 

・研究は、テーマ、動機、目的、手段、結果、考察、展望と矛盾なく一貫性をもって進めていく必要があります。そのこと

は私は大学で学びました。研究結果がうまくいっても、思うようにでなくても、それでよくて、それを研究発表として形

にしていく作業は、理科的知識だけでなく、いろんな力を駆使します。どの班も高校生の間に、この経験ができたこ

とが素晴らしいと思います。大学生活だけでなく、仕事や子育て、人生でこの経験が絶対活きてきます。みなさん、

貴重な経験しましたね。 

・４つの環境下における生分解性プラスチックの分解速度の違いで、土や水をもっと空気に触れさせる、あるいはもっ
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と遮断するなどほうがいいのではと思った。 

 

 個別のグループに対するご意見、ご感想、ご助言を頂いた。発表動画の作成については、通常のプレゼ

ンやポスター発表を録画した形式より、プレゼンの画面共有録画機能を利用して作成した動画の方が視聴

して頂きやすいということが分かった。 

 

質問５ 発表を通して感じられた本校生の特徴や能力についてお答えください。 

 

 １年間を通じて養いたい４つの能力（理解力・協働力・思考力・探究力）と研究発表で現れやすい４つの観

点（独創性、表現力、情報収集力、課題発見力）についてお聞きした。特に探究力、課題発見力という項

目で評価が高かった。生徒が自ら課題を発見し、主体的に実験や調査を行い、結果を考察して解決に向か

う姿勢を身につけることは、本校の「サイエンス×探究」の目標であり、研究発表から生徒の課題発見力や

探究力を感じていただけたことは１年間の活動における成果として捉えたい。今後の課題として、独創性

や表現力、理解力をさらに引き上げていくことがあげられる。（課題研究のさらなる深化が不可欠である

と考える。） 

 

質問６ web発表会全体に関するご感想・ご意見がありましたらご記入ください。 

・全体的によくまとまって発表されていて良かったです。プレゼン発表のマイクの音が響いて少し聞きづらくて残念で

した。みなさんお疲れ様でした。 

・全員が下調べをしっかり行っており良かったと思いました。 

・第 2 部 マイクのエコーがききすぎていて、発表がとても聞き辛いです。聞き取れない箇所が多数ありました。残念
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です。 

・前半のポスターセッションはもう少し掲示物の内容が見やすい方が良い 

・インターネット配信をとおして、気軽に発表を拝見できました。日本の高校生が研究成果を発言する機会を積極的

に設けておられ、素晴らしい試みに刺激を受けました。 

・ポスターセッションで、丁寧にポスターを作っておられるのに、よく見えない班は、説明が頼りでした。生物班はポス

ターの近くで撮影されていて、何を説明しているのかわかりやすかったです。 

・プレゼンテーションでも生物 31 班の撮影の仕方が一番見やすく、理解しやすかったです。web 発表の難しさです

ね。 

・ポスターセッションのポスターが小さくて見づらかったので、別でポスター資料を見られると良かったかと思います。 

・プレゼンテーションは、画面越しなので余計に見づらい色合いの班がありました。 

・紙のポスターを直接撮ったものが見にくかった 

・ステージでのマイクを使っての発表は音声が響いて聞きづらいところがありました。また、スライド、ポスターの内容

が見えづらいところがありました。次の機会があれば注意したいところですね。とは言っても、これだけの大きなイベ

ントを企画運営されたことはすごいことだと思います。 

・日頃の研究成果がよく表せてとても良かったと思います。コロナ禍で突然の Web 発表だったで戸惑った部分もあ

ったかと思いますが Web 発表の機会も今後は増えていくと思いますので慣れていっていただければさらに良い発

表会になると感じました。これからも頑張ってください。 

・光の反射のせいでグラフが見れなかった。 

 

 web 形式の研究発表については、おおむね好意的に受け取って頂いた。また生徒の課題研究への取り組

み方についても評価して頂いた。一方で改善が必要な点として、視聴者を意識した発表動画づくりができ

ていなかったことが挙げられる。ポスターが小さく見にくい、発表の声が小さい、ホールの残響で聞き取

りにくい等、どれも動画撮影の方法を工夫することで改善が可能であると思われる。生物 31班のプレゼン

画面共有の録画機能で収録した動画が好評だったので、次回はこの方法を全グループに採用することを検

討したい。 
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GLiSスターウォッチング 一般参加者アンケート結果報告（回答１１人・７割保護者３割中学生） 

 

     

 気になったことや改善した方がいいと思うことがあればぜひ教えてください。 

・特にないです。ありがとうございました。 

参加したい 

内容によっては

参加したい 

資料 ２ 
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・初めて高校に行かせてもらったので、暗い時間の集合の為、建物や、駐輪場、駐車場が分かりにく

かったです。 

 

 参加した感想やスタッフへのメッセージがございましたらご自由にお書きください。（7件回答） 

・生徒さん達がこまめに天体望遠鏡をセットして下さったり、常に声をかけて下さったので時間を持

て余す事もなく、とても有意義な時間を過ごさせていただきました。月食や金星木星土星と天体望

遠鏡で見させていただき、とても素敵な体験をさせていただきました。参加させていただきありが

とうございました。 

・学生さんたちが楽しそうで、協力し合っていい雰囲気でした。いい経験をさせてもらえました。 

・高校生の皆さんが、慣れないながらも一生懸命子どもに話しかけてくれたり、誘いかけてくれたり

する姿がよかったです。我が子もこんな風に大きくなってくれたらいいなと思いました。星や月も

無事見られて、子どもがまた一つ興味の幅を広げてくれたことも嬉しかったです。ありがとうござ

いました。 

・先生、生徒さんの雰囲気や気遣いがとても良く、スターウォッチングだけでなく、高校生活の話も

聞け、貴重な我が子の子育ての参考になりした。ありがとうございました。また、来年もあれば是

非参加したいです。よろしくお願いします。 

・元々、県伊 GLiS を受験しようと考えておりより一層 GLiS に興味をもつことができました。先輩

方も気さくに話しかけて下さり、とても楽しかったです。ぜひ入学させていただきたいです。 

・楽しい企画ありがとうございました。生徒さんには優しくして頂き感謝です。 

 

 

▼以下は 11月 19日（金）の一般公開ボランティアに参加した生徒が自主的に集計したアンケートです。 

 

スターウォッチング ボランティア参加者 事後アンケート 

 答えてくれた計 13 名 の結果です。 （ ）内の数字は、同じ意見の人の人数を表しています 。 

アンケート項目 

・今回のプログラムの総合評価を５段階で（理由も） 

  （5 とても良い  4 良い   3 普通   2 あまり良くない  1 全く良くない）から 1 つ選択 

・もしも来年も参加募集があったら参加するか。 

（ぜひとも参加したい、先生に頼まれたら参加したい、ボランティア活動に書けるなら、参加したく

ない、）から 1 つ選択 

・来年度に引き継ぎたいところ（記述） 

・GLiS プログラムとして企画できそうなこと （記述） 

・来年度に向けて改善できそうなこと（記述） 

・今回の感想（記述） 

 

1. 今回のプログラムの総合評価を５段階で （％表示） 

 5  69.2％ ９票 
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 4  30.8％ ４票 

 

評価理由 

・多くの子と楽しい時間を過ごせたから。 

・ GLiS に興味を持ってもらえたから。 （2） 

・短い期間の中でとても貴重な体験ができたから。 

・たくさんの人が参加していて雰囲気がよかったから。 

・とてもいい体験になったから。（3） 

・楽しかったから（2） 

・めったにない体験ができたから 

・GLiS として貢献できたから。 

・天体に興味をもってもらえたから。 

・コミュニケーションをとることができたから。 

・一般の方に感心してもらって、実地できてよかったと思ったから。 

・あまり一般の方に話しかけれなかったから。 

・地域の人と交流できて楽しかったから。 

・一般の方々が方々が楽しんでくれていた楽しんでくれていたから。 

 

2. もしも来年も参加募集があったら参加するか。もしも来年も参加募集があったら参加するか。（％表示） 

 是非とも参加したい 100％（13 票） 

 

3.来年度に引き継ぎたいところ 

・キャンドルライト（6） 

  →とても幻想的だった→とても幻想的だった 

  →綺麗という綺麗という声が声が多かった。 

・クイズ 

・一般公開（3） 

  →地域の人たちと触れ合える 

・前に立つ力が身につく所 

・生徒主体の活動（2） 

 

4. GLiS プログラムとして企画できそうなこと 

・近隣小中学校の子たちを招待して、科学実験を行う 

・キャンプで使える科学的な火起こしや疑似キャンプ体験 

・子供たちが顕微鏡やルーペで見たいものを持ってきてもらって（または校内で採取）、それを観察する。 

・中 3GLiS3 志望の子を対象とした体験 

・GLiS を考えている子向けの活動紹介 

・GLiS のキャンプを近隣の小中学生と行う 

・地域の生物観察 



21 

 

・野生動物の観察 

・1 日 GLiS 体験 

・スカイパークで飛行機をみる（協力していただけるなら、空港内に入らせてもらう） 

・家にある実験本などから、できそうなものを先生に提案して、総探（、ＬＨＲ）の時間に行う 

 

5.来年度に向けて来年度に向けて改善できそうなこと改善できそうなこと 

・自己紹介の際、スライドの光が目に入って痛かった・ 

・事前に大体のコーナー（ここでは月が見れる等）を作っておくとスムーズに一般の方がみれるのでは 

・一般公開を増やす。 

・（声が通りづらかったので、）指示や勧誘が通るような工夫が必要 

・一般生自ら望遠鏡を設定してもらう（2） 

  →GLiS 生がなんでもやってしまっていた。 

・もたもたしたりと、準備不足な所 

・望遠鏡の使い方を教えられる生徒の数を増やす 

・もっと高性能な望遠鏡を買う 

・ほかのクラスにも募集をかけて、大規模なことがしたい。 

・ほかのクラスでも見たいという意見が多かったため、他のクラスでも参加できる曜日を決めてできるよ

うにしたらよいと思った。 

・全員が星座や天体を解説できたらいいと思った。。 

 

6.今回の感想今回の感想 

・とても楽しかった。（5） 

  →小中学生、同じクラスのみんなで天体観測ができたから。 

・臨機応変な対応が良かった。 

  →一般の方とのお話のしやすさをうんでいた 

・良いコミュニケションの場になった。 

・自分達で企画を進めていく楽しさに気づけた。 

  →今回は中西さんとかが進めてくれていて何もできなかったが、自分もやってみたいと思った。 

・最初は見えなかったけど楽しくて、実際に綺麗にみえるとすごくおもしろかった。 

・積極性の大切さに気付けた。 

・地域の人もフレンドリーで、話しやすくてびっくりした。 

  →また他の GLiS 行事で会いたい 

・これからも続けるべき 

  →他校で行われていないため 

・自分が想像していたよりずっと楽しかったので、参加してよかった。 

・最初は迷っていたけど、行きたい日に来ていいというフラットな形なのが良かった。 

・緊張した（2） 

  →それ以上にたくさんの星が見れて充実していた。 

  →天体観測を通して話すことができてよかった。 
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・次回もこのような企画があれば参加したい。（4） 

・やっと GLiS らしいリーダーシップを発揮できた。 

・今後も繋いでいきたい。 

・自分にとっても良い経験になった。（2） 

・望遠鏡を使って天体を見たことがなかったので、今回見れてとてもよかった。 

・近隣の小中学生と関われてよかった。 

・GLiS の仲間と協力して助け合い、本当に楽しく貴重な体験ができた。 

・無事に晴れ、、月をはじめとする様々な様々な惑星が惑星が見れてよかった。 

・楽しんでもらえて、ボランティアをしたこちら側としてもうれしいし、達成感でいっぱいでした。 

・このような素晴らしい企画を計画、運営してくださった先生方、ありがとうございました！ 
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GLiS 76th通信「松籟颯颯」    第８号 

  発行 令和３年９月１６日 

令和３年７月２１日（水）13:０0～1５:０0  東リ株式会社 生徒訪問 

①「東リ」を知るためのビデオ鑑賞 

 生徒は一生懸命聞いていて、鑑賞したビデオもすでにネットで視聴済み

という程、予習もしっかり行っていたようでした。 

②「東リインテリア歴史博物館」の見学と説明 

 説明を熱心に聞いて、聞いた内容をメモする係、写真を記録する係等、

事前に分担して効率よく行動できていました。 

③質疑応答 

 しっかり質問内容を考えていて、その質問内容も的を射ていたようです。広報の方も生徒への質問に熱心に答え

てくださり、話が途切れることなく、とても充実した質疑応答になりました。 

④全体を通して 

 生徒はとても礼儀正しく、真面目に取り組めていたので、見ているこちらも安心して行動できました。はじめは困っ

たことがあれば助け舟を出すことを考えていましたが、その必要もないぐらいしっかりとした受け答えができていま

した。（萩先生） 

 

生徒の感想 

・私は、今回「東リ」を訪問して1番に思ったことは、会社というのはすごくたく

さんの人が関わって成り立っている、ということです。今回、訪問した会社で

は、まず床材などに使用する素材を仕入れ、それを加工し販売するだけでな

く、よりよい商品にするために研究したり、売れ行きを良くするために営業方

法を変えたりしていました。このようにたくさんの人の努力がその会社の成果

や歴史となって表れているのだと感じました。また東リで働く方々の、ただ売

れ行きだけを気にするのではなく、環境へ配慮する気持ちや、いい製品を作

ってお客様がよりよい生活ができるようにしたいという気持ちを持って仕事に取り組んでいるところにすごく感動し

ました。そういう気持ちが消費者に伝わり、東リは 100年以上続く伝統的な会社となったのだと思いました。 

・私は企業訪問にいくまで「東リ」という会社を知りませんでした。下調べをしたときにやっと床材などを作っている

会社だと知りました。実際に訪問すると身近な建物にたくさん使われていて私の知らないところで色んな方が人々

のために暮らしやすい環境を作ってくれているから自分もこうして良い環境で暮らせているんだと感じました。デザ

インを考え製造し販売、物流、使用後のメンテナンスまで全てたくさんの人が関わり合っており、そしてその伝統を

今まで受け継いできたことで 100 年続いたんだと思いました。また、ただ利益のことだけを考えるのではなく環境

への配慮にこだわり 100年間続いているのは信頼関係があったからだと思いました。今回貴重な経験をさせてい

ただき、たくさんのことを学びました。本当にありがとうございました。 

・私は、東リという会社を以前から知っていました。しかし、実際に東リに行ってみて、床材やカーテンなどを販売す

資料 ３ 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kenita-hs/index.html
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るだけでなく様々な面から私達の暮らしを支えてくれている会

社だと分かりました。また、SDGs の活動として、いらなくなった

塩ビ素材や今まで捨てていたものを利用し、環境配慮型商品

を開発しているというお話も印象に残りました。こうした周りへ

の配慮も忘れないことが、東リが 100 年続いてきた理由なん

だと思いました。今回は貴重なお話を聞かせていただきありが

とうございました。 

・今まで東リという名前も何をしている会社なのかも知らなかったので、様々な有名な施設の床材などを作ってい

る、実は身近ですごい技術を持った企業ということを知って驚きました。また、技術を高めるだけでなく、SDGs など

環境への配慮などを取り入れ、伝統的でありながら進化を続けていました。そんな素敵な企業が伊丹にあるという

ことをもっとたくさんの人に知ってもらいたいと思いました。 

・今回、東リ株式会社に企業訪問をして思ったことは、普段、自分たちが意識もしていないような細かいところまで

企業の方は私達のために工夫をして改善を重ねているのは大きな信頼につながるんだろうなということです。誰も

意識していないからといって東リ株式会社は手を抜いていたりしないということが今回の企業訪問で分かりました。

その姿勢は自分も見習わないといけないと思いました。そして、カー

ペットの材料と関係のない車のエアバックを材料として使ったという

エピソードや、ビニールハウスをリサイクルして使用している話など

がおもしろいとも思いました。しかし環境に良いものを使い、リサイク

ルをすると、値段が高くなったりする課題もあったそうです。企業の

方から事実を聞けてよかったです。この企業訪問を通して、地球環

境の解決を行っているのを体感でき、自分も改めて環境のことを他

人事にせず考えて生活しないといけないなと思いました。 

 

  



25 

 

GLiS 76th通信「松籟颯颯」    第８号 

  発行 令和３年９月１６日 

 

令和３年７月２１日（水）13:０0～1６:０0  松谷化学工業株式会社 生徒訪問 

① 松谷化学の歴史 

 はじめに、松谷化学はどんな会社なのかをプレゼンしていただきま

した。生徒は事前学習をして企業訪問を行いましたが、会社紹介の

動画や各部門の代表者からの丁寧な説明によって、でん粉に対す

る見方・考え方が変わったと思います。 

② 研究所・工場 見学 

 ２班に分かれて研究所と工場を見学しました。 

 研究所では、加工でん粉を加えると食品がどのように変わるのか、ということを実際に食することで体験させてい

ただきました。もっちりとしたパン、衣のはがれないトンカツ、コシのあるうどんなど、開発した加工でん粉を加えるこ

とで食品を進化させることができる。加工でん粉のすばらしさを知ることができたのと同時に、このでん粉の開発

は地道な研究と企業努力により成り立っていることを思い知らされました。 

 また工場の見学では、厳重な衛生管理がとても印象に残りました。海外から輸入した小麦に含まれる鉄粉などの

不純物を取り除くシステムや出荷する前の X 線検査など、でん粉の研究開発だけでなく出荷先のメーカーからの

信頼を得るためにも企業は工夫している、ということを学ぶことができました。 

③ 質疑応答 

 最後に、事前に準備していた質問を1人１つずつしました。企業としてどん

な課題があってそれをどのように解決したのか、地域貢献活動とはどのよう

なものかなど、ひとつひとつ丁寧に回答していただきました。 

④ おわりに 

 県立伊丹高校の卒業生も従業員に多くいるということで、生徒の成長を

大きく促してくれる盛りだくさんのプログラムを用意してくださったことに感

謝し、ここで得た知識や経験を活かして今後の探究活動をより良いものに

してくれることを期待しています。（星川先生） 

 

生徒の感想 

・松谷化学工業のことは最初、あまり知らなかったが、私達が食べている食品のほとんどに松谷化学工業の製品

が入っていたことに驚きました。また、社員の方達がとても仲が良さそうで楽しそうだった。 

・自分は松谷化学に訪問してサプライチェーンの自分たちが見えてなかった途中経過を見る貴重な体験が出来た

と思いました。直接関わることは無いけれどそれがないと供給が成り立たないという仕組みを実感しスーパーなど

に売られている商品がどうやって自分たちのもとに届くのか興味がわきました。 

・私は、講義を聞いた時に衝撃を受けたことがありました。それは、「自分たちは黒子でいい」と聞いたことです。こ

れはあくまでも目立つのはお客さんという意味で、このことを思いながらも実行するのは難しいことなのにこれをモ

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kenita-hs/index.html
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ットーにしているのはすごいなと思いました。 松谷化学工業さんに訪問してから家で商品の原材料をよくみるよう

になり、加工でん粉がこんなにも使われていたなんて思いませんでした。そのうえ、80%が松谷さんで作られてい

るのだと知り、食品会社にとってなくてはならない存在になっているのだと思いました。 

・①楽しいことも大変なことも沢山ある職場でしたが、社員さん全員の雰囲気がとても明るかった。②とにかく美味

しかった。③私達の質問にも丁寧に答えてくれた。④社員さんたちが自分の仕事に誇りを持てているところに憧れ

た。今回松谷化学工業に行くことができて非常に良い経験になりました！ 

・この企業訪問に行くまで松谷化学がどんなことをしている会社だったのか知りませんでした。しかし、今回の訪問

で『影から私たちを支えてくれるすごい会社』だということを知りました。でん粉 1 つでこんなにも変わるのかと驚

きっぱなしの 1日でした。貴重な経験をありがとうございました!! 

・今回、松谷科学工業を訪問して思った事が２つあります。1 つ目は、「社会貢献」がどれほど大切な事なのかとい

うことです。社会のため、人々のために何かを作りあげていくということは簡単なことではないことだと改めて思いま

した。また、喜んでくれている人がいると思うと、さらに頑張って新しいものを作っていこうという意欲が出てくるので

はと思いました。今回の企業訪問で、社会貢献をする意味、また、社会貢献をすることの大切さを知る事ができまし

た。２つ目は、でんぷんについてです。私は企業訪問に行く前から、松谷科学工業さんがでんぷんのメーカーだとい

うことは知っていましたが、「でんぷん」をどのようにして製品にしているのかと、思っていました。今回の企業訪問に

よって、松谷科学工業さんがどのような製品を作っているのかを

知ることができました。また、製造工程を見て思った事がありまし

た。「とても品質に気をつけて製造している」と思いました。お客

様に安心・安全を届けるためにするにはこんなに同じ作業が繰

り返されるのだと知りました。松谷科学工業さんは消費者の方

達のために多くの事をなされている企業だと思い、私はこの松

谷科学工業さんに企業訪問に来れてとても良い経験ができた

と思いました。素晴らしい経験をさせていただき、ありがとうござ

いました。 

・でん粉と、聞くともちもちになるだけのものだと思っていました。しかしトンカツの隙間が埋まって剥がれにくくなっ

たり、みたらし団子のタレを長く持続される事が出来たりとでん粉の可能性は無限大だなと感じました。実際に食

べて比較してみるとその違いがよくわかりました！コンビニのパンやカップラーメンの麺、身近なお菓子など様々な

食べ物に使われていることがわかりました。これから商品を買う際には、でん粉が入っているか見てみようと思いま

す！今回の見学は貴重な体験でした。松谷化学の明るい雰囲気、大好きになりました！ 

・私の中で企業訪問は働いている人達の時間をわざわざさいてもらって話を聞くものだから、もっと冷たくされるん

だと思っていました。しかし、松谷化学工業の方々は、優しい人ばかりでとても安心しました。たくさん教えてもらうこ

とができて自分にとって貴重な経験になりました。本当にありがとうございました。 

・自分がインターネットで松谷化学について調べたり、親に松谷化学がどういう会社なのか聞いてみたりしましたが、

実際に施設を見学してみて、澱粉を主に扱っている会社ということに気づき、澱粉がどのような働きをするのかイン

ターネットで調べるだけではわからないことがたくさんあり、とてもいい経験になりました 
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・企業訪問前は、松谷化学工業さんはどんなものを作っているのか全く知らなかった。しかし、見学や試食をしてみ

て僕達の食事をより美味しく、より豊かにしてくれていることが

わかった。試食があったことで、澱粉を使うことで美味しくなる

と自分で感じることができた。現在広く使用されているのは、

講義で言っていた「自分たちは黒子でいい」という意識があ

るからなんだなと思った。松谷化学工業さん、貴重な体験をさ

せて頂き、ありがとうございました！ 
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GLiS 76th通信「松籟颯颯」    第８号 

  発行 令和３年９月１６日 

令和３年７月２７日（火）13:３0～1６:０0  小西酒造株式会社 生徒訪問 

①会社概要説明と社会貢献について 

 不易流行の経営理念や日本の伝統食文化を後世へ繋げ、世界へ広げる、というコンセプトについて説明があり

ました。次に地方再生や農業活性化、そして食品ロスの軽減等の持続可能な開発目標に沿った取り組みとして、

日本酒の副産物である酒粕を活用し、地方の農産物を使用して現地で奈良漬けを生産する取り組みを紹介して

いただきました。そして発酵技術を活用した健康食品の開発など、消費者の要望に応える商品開発のため全社員

でマーケティングに取り組んでいるということをお聞きして、社会貢献のための企業の姿勢について学びました。 

②見学用 DVD視聴、及び工場施設見学 

 清酒造りに関するＤＶＤを見せていただき、生産の全体の流れを確認しました。次に、工場へ移動し、米の種類や

精米に始まり、麹や発酵、熟成、出荷まで、実際に作業されている様子を見ながらご説明頂きました。原材料である

米はぬかまですべて再利用して使う、とお聞きし、持続可能な社会を実現するため、ロスを減らす様々な工夫がさ

れていることに気づきました。 

③生産講義 

 日本酒の生産や商品開発、マーケティングについてお話しいただきま

した。チルド配送などのサプライチェーンの改善や、長期保存できる生

酒の開発というイノベーションの結果、生酒を消費者に届けることがで

きるようになったこと、気温の低い冬の早朝にしかできなかった作業を

技術の進歩によって夏の日中でもできるようになったこと、など課題解

決のヒントをたくさん頂きました。 

④質疑応答 

 事前に質問事項を考えていましたが、講義や見学を通じてさらに聞き

たい内容が増えました。生徒全員からの質問に対し、１つ１つ親切丁寧

にお答えいただきました。 

⑤全体を通して 

 生徒は講義も見学も一生懸命メモを取ったり、集中して聞いていたよ

うに思います。コロナ禍の中、様々な制約があるにも関わらず県立伊丹生を快く受け入れてくださったことに感謝し、

地域貢献、社会貢献のためにどうあるべきか？をじっくり考えることができました。とても意義深い企業訪問となりま

した。ご協力いただいた小西酒造の皆さん、ありがとうございました。（髙木先生・岩本） 

 

生徒の感想 

・今回、小西酒造に訪問をしてお酒の作り方、お酒の種類、企業とのつながりなど多くのことを学びました。日本酒

がお米からできることは知っていたけど、そのお米をどうやって日本酒の形に持っていくのかは知りませんでした。

麹や、室温の管理などたくさんのことが必要だということが分かりました。日本酒の中でも酸味のあるものやスッキ

リした味わいのものなど、多くの種類に分けられることを知り、今までどれも同じと思っていたことが覆されました。

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kenita-hs/index.html
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農家や運送企業と繋がり、農家と繋がって今年の米の状況などを知ることができ、運送企業と連携することで賞

味期限の短い酒をチルド配送という方法で配送しているのがとても驚きました。でも、このような工夫で私たちの手

元にお酒が運ばれるのだと思いました。とても楽しく、みんなと企業について学べたことを嬉しく思っています。 

・僕は最初小西酒造についてあまり知らず何の知識もありませんでした。しかし、実際に訪問してみると、社員の

方々がとても優しく接してくれたり、工場見学でもお酒の説明を全て丁寧に教えてくださったりして、お酒に対しての

見方が今までよりも良い印象を持つことができました。まだお酒を飲むことはできないけれど飲めるようになったら

飲みたいと説明を聞いて感じました。そして、世界での需要が高まってきているため、外国の方たちにもお酒に興味

を持って欲しいと思いました。また、仕事という場の雰囲気について知れたり、経営の面でも色々なことを学ぶこと

ができ、自分の将来について考える良い知識になったと思いました。 

・今回、企業訪問という貴重な体験を通して「実際の仕事の場」を知ることができました。お酒についてこれまで興

味を持ったことはありませんでしたが、お酒という「モノ」を作るためにひとつひとつの細かな工程が踏まれ、多くの

時間がかけられいること、そして江戸時代から続く方法を継承して作られていることを知ると、これまでの自分のお

酒に対する見方が 180 度変わりました。また、私は小西酒造さんの「今していることに満足せず常に成長を目指

す」考え方が印象に残りました。企業訪問を通して、仕事のことについて学べただけでなく、こういった物事に向か

う姿勢や考え方も学ぶことができたことを嬉しく思います。 

・私は今回の企業訪問を経験して、働く事の難しさを学びました。中でも印象的だった事が 2つあります。1つ目は

早朝から仕込みをしてお酒を作っているということ、2 つ目は生産場所によって室内温度が異なり、季節によって働

きにくかったりすることです。2 つ目のことに関しては実際に肌で感じたので大変だなと思いました。このように社会

で生きていくためには時に大変なこともあるけれど、それを乗り越えるからこそ良い結果が出るのだと思いました。 

・僕は長寿蔵に何度か行ったことがあり、小西酒造さんのことを知っていました。しかし、お酒の作り方や、どのよう

な活動を行っているのか、あまり知りませんでした。はじめに、とても多い量のお酒を全て手作業で行っていることに

とても驚きました。また、地域のために白雪蔵まつりのようなイベントを行っていて、僕は以前まで会社とは利益を上

げることが 1番必要だと思っていましたが、利益も必要だけど、お客さんや地域の方々に喜んで頂ける活動をして、

たくさんの人の信頼を得られるような会社になることが最も大切なのではないかと感じました。そして、このようなコ

ロナ禍の時期に、僕たちのために時間を割いてたくさんのことを学ばせていて、とても嬉しく思います。 

・小西酒造さんはただ商品をつくることだけで満足することなく、その商品をよりよくするために日々挑戦している。

そのような姿勢を僕たちは見習っていくべきだと思いました。そして僕が身の回りの課題の解決策を考えるときに小

西酒造さんの「変えていくもの、変えないもの」という考え方を参考にして考えていこうと思いました。 

・私は今まで日本酒に興味を持ったことがありませんでした。しかし、今回日本酒を作るのにこんなに手間暇がか

かっているんだと知りとても驚き、興味も湧きました。また小西酒造の今していることに満足せず常に成長を目指す

という考え方がとても印象に残っています。私は大人になったら小西酒造の日本酒を飲んでみたいと思いました。 

・お酒を作るには、麹や酵母などの微生物が関わっているので、商品の製造や新商品の開発は大変なことがわか

りました。また、そのなかで消費者のニーズに答えるために、日々工夫や努力、挑戦をしていることもわかりました。

そのため、お酒を飲めるようになり、飲むときには製造の大変さを理解し、より美味しく自分にあった物を選びたい

とも思いました。そして、小西酒造の色々な商品を試したいと思いました。 

・酒作りについてとても多く学ばせてもらった。それだけでなく伊丹市や地域の課題等とても考えることが多く共感

するところもあれば、これはこうではないかと考える場面もあった。企業の理念や考え方を受けて自分の考え方や

価値観に少し変化があった。企業は利益を求めるのが第一条件だけど、それと同じだけ地域や環境のことについ

て考え、地域に貢献していく必要があるという考え方にとても感銘を受けた。 
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・今回の企業訪問は私にとってとても貴重な体験だったと感じます。特に工場見学はとても新鮮で楽しい体験でし

た。酒造りを通して企業の消費者や地域社会に対する考え方や価値観を知りました。これらを自分の探求活動な

どに活かしていきたいと思います。  
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GLiS 76th通信「松籟颯颯」    第８号 

  発行 令和３年９月１６日 

令和３年７月３０日（金）13:30～16:00  JA兵庫六甲 阪神営農総合センター 生徒訪問 

①スマイル阪神見学 

 スマイル阪神は、地産地消を目指し、小規模農家でも利益を得やすい JAが提供する直売所で、揃いが良くなく

ても、鮮度にこだわった、美味しい誰が作ったかわかる野菜を販売しています。一般のお客さんがたくさんお買物さ

れている中、店内の見学をさせていただきました。 

②伊丹の農業の現状と地産地消 

 阪神間のような都市部における営農の現状と問題点についてお話しいただきました。持続可能な社会の実現の

ため農業は無くしてはならないものではあるが、解決困難な課題が多くあり、徐々に衰退している現実がある、とお

聞きしました。一方で、JA の役割は営農のサポートであり地産地消を推進することによって農業を守るため、様々

な課題解決に取り組んでいることを知りました。 

③課題解決のための取り組み 

 農業の問題点の一覧を示していただきました。これらの問

題点を解決し、持続可能な社会の実現につながる取り組みと

して、循環型肥料の開発や気候変動に対応できる品種改良、

農作物のブランド化等があることをお聞きしました。さらに農業

に対するイノベーションとして、太陽光を最大限に活用する最

新型の自動制御型ハウスを紹介していただきました。営農の

問題を解決し、農業を維持をするためにさらなるイノベーション

が必要であるということを学びました。 

④質疑応答 

 生徒は事前に各班で設定した問いに関する質問を考えて

臨みました。講義を聞いてさらに質問事項が増えたようで、

全員の質問が終わった後も聞きたいことが出てきました。詳

しく丁寧にご説明頂き、大変わかりやすく、たくさんの情報を

頂きました。 

⑤全体を通して 

 見学では写真やメモを取って、販売されている野菜の種類や産地、生産者等を確認して情報を収集している様

子が見られました。講義では興味深く耳を傾け、うなずいたり、メモを取ったりして集中していました。農業の現状は

大変厳しい、しかし営農を維持するためにさまざまなサポートしているというお話を聞いて、イノベーションで問題解

決を目指すことの大切さを再確認することができました。ご講義いただいた阪神営農総合センターの板木さん、あ

りがとうございました。（岩本） 

 

生徒の感想 

・今回 JA 兵庫六甲の中を見学して、普段私たちが行くスーパーでよく売っているようなものがないんだと気づきま

http://www.hyogo-c.ed.jp/~kenita-hs/index.html
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した。（キューピーマヨネーズなど）普段行っているスーパーでは見かけないような野菜があり、買いに行ってみたい

なと思いました。また、プラムという果物は知っていたのですが、紫色もあるとは知りませんでした。今回の企業訪問

で、沢山の初めてを知ることができました。 新鮮な野菜を食べたいので、家族と買い物に行きたいと思いました！ 

・企業訪問という普段では体験できないことをできて本当によかったです。板木さんのお話はプリントや映像を使っ

て分かりやすく説明してもらったので、とても聞きやすく「農業やイノベーション」について関心を持てました。農業は

これからどんどん衰退していきそうですが、私はこの問題を解決するためにはやっぱり若い人が農業に関心を持つ

ということが大事だなと思っています。私は小学生のときさつまいもや野菜を育てる地域の活動や学校の行事に参

加したことがあるので、やはり関心を持つには農業を体験してみるというのが一番だと思います。最後にスマイル阪

神の「農家のためにイノベーションを継続する！」という活動を応援しています。今回は貴重なお話を聞かせてもら

いありがとうございました。 

・私の家は昔から畑で野菜を作っているのですが、農業がこれほ

ど時間のかかるものだとは知りませんでした。修行の時間が3年

ほど必要とおっしゃっていたので時間をかけて作るものなんだと

改めて認識しました。そして、高齢化の問題が注目されつつある

日本で私たちができることは、問題に気づきまず、知ることが大

切だと思いました。今回はスマイル阪神さんに行くことでその問

題に気づかされ自分にできることを考え自分の地域で何か起こ

せらように行動したいと思いました。野菜の売り方でレシピを書

いて主婦層の方々の目に留まるような工夫をしているのが自分

の中に無い発想でターゲットを絞ることは大切だと感じました。スマイル阪神さんには何回か行かせていただいた

ことがあるのですが規格は様々なものの、ものが良く、とても美味しいので利用する人が増えると良いなと感じまし

た。 

・このような様々な取り組みをしても、農業は衰退する一方だそうです。私は、人間にとって欠かせない農業を伊丹

でも盛んにしていくために、これから様々なことを経験し、考えていきたいと思います。 

・スマイル阪神に家族で行く機会が多いのでどういった野菜がどういった工夫で新鮮な状態で販売されているの

かなど、細かな所まで知れてとても勉強になりました。自分の家にも畑があり野菜を栽培しているので､農業の大

変さがより伝わりました。これからは､もっと様々な野菜を育てて農業を深く知っていきたいと思います。 

・JA さんは農家さんのことと消費者の私たちのことをしっかり考えて、どちらにも優しい市場を作ったりしていた！！

帰りに食べたサーターアンダギーはとても美味しかったです！ 

・僕はあまり JAを利用することがありませんでした。しかし今回の企業訪問のお話や現地での美味しそうな野菜や

加工費を見て JA の食材にも興味が湧いてきました。僕がよく使う駅の近くにもコープがあるのでそこも利用した

いと思います。農業についての理解も増やしたいと思います。 

・私は初めは JA バンクという言葉は聞いたことがありましたが、JA さんが農業の人のお手伝いをしている会社な

どとは知りませんでした！農業の多面的機能なども知らなくて田んぼがいっぱい水をためれるから洪水を防ぐこと

ができるとしって驚き、すごいなと思いました。特に ICT 化が一番衝撃で自動で天井が開いたりしまったりして気

温を調節したり、炭酸ガス発生機なども使ったりさまざまなことが便利になっていました。JA さんがほんとにさまざ

まな問題を解決する考え抜かれた取り組みを行なって農家の人を支えていることを知り、農業のことが学べて興味

を持ちました。 

・伊丹で農家になるのは土地の広さや地価の面で厳しく、かなり難しい。でも、やる気があればできる！  
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・私の家では西谷に畑を借りて野菜を育てているので野菜の直売所を利用することが多いので、普段利用してい

る直売所がこのようにして成り立っているということを沢山学べてとても興味深かったです。特に農業という職業の

難しさや、その難しさをどのように無くしていくかといった話がとても面白かったです。これから直売所やスーパーで

野菜を買う時は、農家さんがどんな苦労をしてこの野菜を作っているのかということや、どこでどんな風に野菜を育

てているのかということを調べてみて多くのことを知りたいと思います。 

・私の祖父と叔父が農家をしていて、JA さんに関係していたので今回 JA さんに企業訪問することで身近にあっ

た、JA さんが行っている活動を知ることができとても良い経験になりました。丁寧に資料を用意し、説明をしてくだ

さったことでとても身に付きました。板木さんに感謝したいと思います。 

・神戸牛になれなかった牛が但馬牛だというのは知らなくて驚いた。昔は精米仕立ての米が美味しいからという理

由で玄米で売っていたのは知らなかった。今と昔では精米機を使う用途が変わっている。自分の家の近くには畑

や田んぼが沢山あるので伊丹はある程度農業が盛んだと思っていたが、伊丹は農業に向いていないと聞いた時

は驚いた。農地があることによって防災等の多面的機能があるのは意外だった。 

・企業訪問では他では聞けないようなことがたくさん

聞けるというとても貴重な体験をすることができた。現

在農業者が減少していっている中でもイノベーション

などで対応していっているんだなと思った。コロナの影

響でお米の値段が大きく下がるといった困難もあるが

それでもいろいろな方法で対応していっているのがす

ごいと思った。 

・僕は祖父母が畑で農業をしていた影響で家庭菜園

をしています。農業に興味を持っていたので僕にとって

有意義な時間でした。お話の中で気になった２つのこ

とがあります。１つ目は、農家 になるために 3 年の修

行が必要だと言うことです。僕は正直農家になることは簡単だと思っていました。ですが農業の技術、野菜の味を

向上させるためにはこんなにも時間が必要だということに驚きました。２つ目は、ICT の技術が農業を大きく変化さ

せたことです。ICT により農業はビニールハウスによる温度調節だけでなくさらに光や空気、栄養を全て任せられ

るようになっています。これまでの農業と比べると、体に負担のかかる作業がほとんどなくなりました。現在、スマイ

ル阪神では新しく農家になる人を支援する取り組みが行われています。農家の高齢化を止めるために若い農家が

生まれやすいようになっていると感じました。 

・２億円かけてハウスを作っていることに驚いた。売れ残りは子ども食堂にあげたりしているところも、地域と密着し

ていていいなと思った。 
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特別支援委員会・校内研修（12 月 9 日） 

資料 ４ 



企画部

 

授業者名 授業科目 授業日 授業時間 授業クラス 授業教室 ＃（ハッシュタグ） ＃（ハッシュタグ）2
＃（ハッシュタグ）

3
＃（ハッシュタグ）4 具体的な活動内容 使用するツール

松村　敦 生物 11月15日 ２時間目 2-2 2-2 ICT活用 協働的 主体的 反応過程の確認とプレゼン プロジェクター、はさみ

梶　俊彦 地理Ｂ 11月15日 ４時間目 2-3 社会科教室 対話的 協働的 情報活用 グループワーク

北方　英二 生物 11月15日 ４時間目 ３年文系 小会議室 協働的 対話的 主体的 課題発見・解決 グループワーク

塚本　百香 英語探究 11月15日 ４時間目 選択DGH 207 協働的 対話的 ICT活用 言語活動 グループワーク パワーポイント

中村　隆二 コミュニケーション英語Ⅱ 11月15日 ６時間目 2-1 301 言語活動 協働的 対話的 ICT活用 グループワーク

木野　雄太 古典Ｂ 11月16日 １時間目 1-5 406 ICT活用 協働的 言語活動 指導と評価の一体化 グループワーク タブレット

山﨑　耕介 数学Ⅱ 11月16日 １時間目 2-4 304 協働的 主体的 課題発見・解決 演習

髙木　英治 実用数学 11月16日 ２時間目 3-567 306 協働的 対話的 ICT活用 課題発見・解決 グループワーク タブレット

豊田　耕治 実用数学 11月16日 ２時間目 3-567 206 主体的 対話的 ICT活用 言語活動 グループワーク タブレット

古川　和彦 数学Ⅱ 11月16日 ３時間目 2年7組 308 協働的 主体的 課題発見・解決 グループワーク

山内　淳史 コミュニケーション英語Ⅱ 11月16日 ３時間目 2-345 300 言語活動 主体的 対話的 協働的 グループワーク

村松　伸一 化学 11月16日 ４時間目 3-3 化学教室 協働的 情報活用 ICT活用 対話的 グループワーク タブレット

正田　潤 コミュニケーション英語Ⅰ 11月16日 ５時間目 1-4.5 405 言語活動 協働的 ICT活用 グループワーク タブレット

辻道　真理子 現代文B 11月16日 ５時間目 3-5 306 言語活動 協働的 対話的 グループワーク

進藤　健裕 現代文B 11月16日 ６時間目 2-7 308 協働的 対話的 ICT活用 課題発見・解決 グループワーク タブレット

大前　淳 日本史B 11月17日 １時間目 2-7 308 協働的 言語活動 課題発見・解決 主体的 グループワーク

井上　靖子 数学A 11月17日 １時間目 1-7 408 主体的 協働的 課題発見・解決 演習

増山　永津子 国語総合（古典） 11月17日 １時間目 1-2 1-2 言語活動 協働的 主体的 グループワーク

星川　拓哉 物理 11月17日 ２時間目 3-1 物理実験室 協働的 主体的 対話的 ICT活用 実験

中塩　純 世界史Ａ 11月17日 ３時間目 2月5日 306 協働的 主体的 対話的 ICT活用 グループワーク

岩本　正人 地学基礎 11月17日 ５時間目 2-7 地学教室 指導と評価の一体化 協働的 情報活用 課題発見・解決 課題解決 タブレット

上山　照仁 体育 11月17日 ５時間目 3-2357 グラウンド 協働的 主体的 対話的 課題発見・解決 グループワーク

黒田　由喜 総合英語 11月17日 ５時間目 2年選択 300 言語活動 ICT活用 対話的 指導と評価の一体化 プレゼンテーション タブレット

芝切　淳 体育 11月17日 ５時間目 3-2357 グラウンド 協働的 主体的 対話的 課題発見・解決 グループワーク

對馬　祥人 体育 11月17日 ５時間目 3-2357 グラウンド 協働的 主体的 対話的 課題発見・解決 グループワーク

内藤　祐司 体育 11月17日 ５時間目 3-2357 グラウンド 協働的 主体的 対話的 課題発見・解決 グループワーク

米本　匡男 体育 11月17日 ５時間目 3-2357 グラウンド 協働的 主体的 対話的 課題発見・解決 グループワーク

本多　美紗希 体育 11月17日 ５時間目 3-2357 グラウンド 協働的 主体的 対話的 課題発見・解決 グループワーク

胡居　美保 英語表現Ⅱ 11月19日 ５時間目 3-67 200 言語活動 ICT活用 主体的 課題発見・解決  タブレット

新免　靖彦 コミュニケーション英語Ⅰ 11月17日 ６時間目 1-1.2.3 402 言語活動 協働的 ICT活用 グループワーク タブレット

髙木　宏記 日本史A 11月17日 ６時間目 2-4（文） 304 協働的 ICT活用 主体的 グループワーク タブレット

大石　哲也 数学Ｂ 11月18日 ２時間目 ２年２組 2-2 対話的 協働的 言語活動 課題発見・解決 グループワーク

進藤　健裕 現代文B 11月18日 ２時間目 2-1 301 協働的 対話的 ICT活用 課題発見・解決 グループワーク タブレット

土田　理恵 国語表現 11月18日 ２時間目 2-4.5.6 図書室 主体的 ICT活用 言語活動 プレゼンテーション タブレット

松浦　雅代 家庭基礎 11月18日 ２時間目 1-1 家庭科講義室 課題発見・解決 協働的 対話的 ICT活用 グループワーク タブレット

山田　竜哉 数学Ｂ 11月18日 ２時間目 2-2 ２年２組 対話的 協働的 言語活動 課題発見・解決 グループワーク

西峯　啓介 現代文B 11月18日 ３時間目 3-3 203 協働的 対話的 言語活動 グループワーク

受川　達也 化学 11月18日 ３時間目 2-2 生物教室 ICT活用 主体的 対話的

萩　博文 数学Ⅰ 11月18日 ４時間目 1-1 401 ICT活用 主体的 課題発見・解決 グループワーク

乾　充広 英語探究 11月18日 ４時間目 3-3567組 206 主体的 個別最適化 演習

北村　昌靖 コミュニケーション英語Ⅱ 11月18日 ４時間目 ２年３４５組 303 言語活動 対話的 協働的 指導と評価の一体化 グループワーク タブレット

松浦　雅代 家庭基礎 11月18日 ４時間目 1-４ 家庭科講義室 課題発見・解決 協働的 ICT活用 指導と評価の一体化 プレゼンテーション タブレット

浅貝　友貴 現代社会 11月19日 ３時間目 1-3 403 協働的 対話的 ICT活用 言語活動 グループワーク タブレット

岩本　正人 地学基礎 11月19日 ３時間目 2-6 地学教室 指導と評価の一体化 協働的 情報活用 課題発見・解決 課題解決 タブレット

塚本　百香 英語探究 11月19日 ３時間目 選択FJ 204教室 協働的 対話的 ICT活用 言語活動 グループワーク パワーポイント

楠　誓英 現代文B 11月19日 ４時間目 3-4 205 協働的 主体的 言語活動 課題発見・解決 グループワーク

進藤　健裕 現代文B 11月19日 ４時間目 2-4 305 協働的 対話的 ICT活用 課題発見・解決 グループワーク タブレット

豊崎　晃 情報デザイン 11月19日 ４時間目 3-567 コンピュータ室 主体的 協働的 課題発見・解決 情報活用 グループワーク

五ノ井　幹也 物理基礎 11月19日 ３時間目 1-1 404 対話的 言語活動 個別最適化 グループワーク

　11/15～19は研究授業週間です。次の一覧に掲載されている授業では＃（ハッシュタグ）の要素を取り入れた授業を行います。この１週間は先生方
の研修期間であるとともに、生徒の皆さんにもそれぞれの授業の趣旨を理解し、積極的に取り組んでもらいたいと考えています。教員と皆さんが一
体となって、よりよい授業をつくることを目指しましょう。

研究授業週間のお知らせ

令和３年度 秋季公開研究授業週間 研究授業リスト
兵庫県立伊丹高等学校

資料 5
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 令和４年１月７日 職員研修資料 

研究授業フィードバック研修 

企画部 進藤健裕 

１ 目 的 

 （１） 個々の教員の授業力、指導力の向上 

 （２） 教員どうしの学び合いによる協働の促進 

 （３） 学校の組織力の向上 

 

２ 内 容 

（１） 令和 3年度秋季 11月の研究授業週間において、個々の先生方が課題とされている

要素（＃〈ハッシュタグ〉）に基づいた研究授業を実施。 

（２） 教員、生徒への事後アンケートを基に課題を把握し、研修の方向性を検討 

（３） 本校教員による授業実践の共有を図り、先生方の授業の改善に活かす。 

 

３ アンケート結果について 

 （１）生徒アンケートの結果（別紙） 

 （２）教職員アンケートの結果 

    最も意識した＃：ICT活用、主体的、協働的→生徒へ好影響が出ている！ 

 実施したかったが出来なかった＃：ICT活用、指導と評価の一体化 

  →研修で少しでも解決に向かいたい！ 

４ 研修について 

 （１） 研修担当者 

お名前 ＃（ハッシュタグ） 

豊田先生 ICT活用 

山内先生 対話的、主体的 

北方先生 協働的、対話的 

高木宏先生 指導と評価の一体化 

進藤 ICT活用 

 

 （２） 研修について 

   ① 先生の実践の概要（方法や取り組み、活用ツールや指導法など） 

   ② 教師側の役割（仕事）の変化について（改善点や負担なども含む） 

   ③ 生徒の変容（Beforeと Afterでどう変わったか） 

   ④ 今後の展望（特に新学習指導要領と絡めて） 

 

資料 ６ 
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 （３）時程等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 担当教員 内容 備考 

5 15：00 進藤 研修について、アンケート結果  

１０ 15：05 山内先生 対話的・主体的な授業実践報告 タブレット準備 

１０ 15：15 高木先生 授業と評価ルーブリックの調和 タブレット準備 

１０ 15：25 北方先生 協働的・対話的に学ぶ免疫 タブレット準備 

１０ 15：45 豊田先生 ICT活用（ロイロノート実践）  

１０ 
15：55 進藤 具体的な ICT活用の事例 

最後に 

スマホ準備 
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令和４年１月７日 職員研修資料 

研究授業週間事後アンケート 

〈生徒事後アンケート〉 

① 公開授業後の取り組みによって、教科への興味・関心は高まりましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 授業を受け、物事を深く考えることへの楽しさや探究への好奇心を育むことはできました

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 本校が皆さんに身につけて欲しい力は、理解力・思考力・協働力・探究力の四つです。今

回の授業を通じて、それらの力を育むことができましたか。 

 

 

 

 

１年生 ２年生 ３年生

そう思う 48 そう思う 26 そう思う 17

大体そう思う 138 大体そう思う 145 大体そう思う 98

あまりそう思わない 51 あまりそう思わない 71 あまりそう思わない 74

思わない 22 思わない 18 思わない 42

72% 66% 50%

28% 34% 50%

1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4

1年生 2年生 3年生

そう思う 36 そう思う 20 そう思う 15

大体そう思う 101 大体そう思う 88 大体そう思う 58

あまりそう思わない 86 あまりそう思わない 99 あまりそう思わない 82

思わない 35 思わない 54 思わない 76

53% 41% 32%

47% 59% 68%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

１年生 ２年生 ３年生

そう思う 46 そう思う 20 そう思う 15

大体そう思う 134 大体そう思う 121 大体そう思う 99

あまりそう思わない 59 あまりそう思わない 91 あまりそう思わない 70

思わない 19 思わない 28 思わない 47

70% 54% 49%

30% 46% 51%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

資料 ７ 
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④ 公開授業週間の授業を受け、どの＃が自分の成長に最も影響を与えたと考えますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈教員事後アンケート（一部）〉 

1 研究授業を実施するにあたって、最も意識した＃はどれですか。 

  

 

 

 

２ 実施にあたって困ったことはなんですか。 

当日に、回線が混雑する不安を抱えていること可能であれば少人数授業が望ましい／だらだらとした話し合

いになるか、だんまりになってしまったこと／机間巡視や発問の仕方を工夫すべきだった／知識を事前に付

けておかないといけない／難易度によって主体性が下がる／破損 通信 更新／議論の活性化／指示する部

分と主体的に取り組ませる部分の割合／グループワークのためのグループ編成をどのようにするかが難しか

った／既習事項が少なかったため、理解を深められなかったこと／感染症でグループ学習がしにくい／ICT機

器がうまく使えるか、不安で気疲れした／授業進度が遅くなってしまうこと／ロイロノートの使い方／評価

の意図を生徒に伝えること／ネットワーク環境の脆弱さ／生徒のパスワード管理の杜撰さ／接続が不安定に

なる／ 

３ 実施したかったがやむなく実施できなかった＃は何ですか。 

 

 

 

 

４ ３の理由を教えてください。 

４０人、一人一人の主体的・協働的・対話的な取り組みを同時に把握するのは難しい／300教室にプロジェク

ターがないため／問題演習でのルーブリックの取り入れ方が勉強不足だった／どう取り入れたらよいか考え

１年生 ２年生 ３年生

協働的 243 1 協働的 95 1 協働的 72 1

ICT活用 107 2 対話的 50 2 主体的 33 2

対話的 98 3 ICT活用 30 3 ICT活用 28 3

主体的 93 4 主体的 29 4 対話的 25 4

課題解決・発見 36 5 言語活動 13 5 情報活用 15 5

情報活用 35 6 課題解決・発見 10 6 課題解決・発見 14 6

言語活動 30 7 情報活用 8 7 個別最適化 5 7

個別最適化 10 8 個別最適化 2 8 言語活動 4 8

指導と評価の一体化 3 9 指導と評価の一体化 0 指導と評価の一体化 2 9

教科横断的 0 教科横断的 0 教科横断的 0

ICT活用 6 指導と評価の一体化 1

主体的 5 言語活用 1

協働的 3 情報活用 0

対話的 2 個別最適化 0

課題発見・解決 2 教科横断 0

ICT活用 6 課題発見・解決 1

指導と評価の一体化 6 対話的 1

教科横断 3 言語活用 0

個別最適化 3 主体的 0

協働的 2 情報活用 0
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中／授業教室にプロジェクターが常備されていない(304)／こちらからは投げかけられるが、生徒同士で対話

的にさせるにははまだわからない部分が多い生徒が多かったため／準備に時間がかかる／グループでの活動

においては主体的と協働的を兼ねることが難しい場面があった／授業で ICT を活用した経験がなく，そのス

キルやノウハウが不足／既習の知識が少ないため／複数教員の参加が必要で、打ち合わせの時間が取れない

／時間が足りなかった／パソコン台数を確保できない／ゆっくりとした時間を配分することが難しかった／

１時間で完結させたため、指導と評価に時間をとることができなかった／方法が思いつかなかった／授業の

中で教科横断の要素を入れるのは難しいです／年間計画や教材研究の段階で考えておく必要があります／学

校としての取り組みがまだ進んでいないため。 

５ 研究授業週間を通じて興味や関心が湧いた＃を教えてください。 

 

 

 

 

６ 今後の職員研修や職員向け講演などで、どの＃の内容について学びたいですか。 

 

 

 

 

８ 研究授業を実施するにあたって、上手くいったことや困難だったことは何ですか。 

生徒も緊張感と新鮮さを持って授業に臨めたのは良かったと思う／自分（たち）で考えさせるということはで

きたと思います／発表も思った以上のクオリティーのものが多かったです／ただ、タブレットを使って授業

となると、様々な要因から時間がかかってしまい、進度が通常よりもゆっくりにならざるを得なかったです／

上手くいったこと：生徒相互の教えあい。困難だったこと：議論が活発に行われないグループへの指導／コロ

ナで控えていた授業内でのグループワーク活動により授業の活性化につながったのがよかった／協働学習で

グループごとに進度が大きく違うので、合わせるのが大変／ロイロでプレゼンの録画を生徒同士で撮らせ提

出する活動はうまくいきました。マイクの使用も初めてでしたが成功したのが収穫でした。良くなかったこと

は、提出された録画を見たら、音声が途中で消えているものがあったことです。やはり ICTに頼りすぎるとよ

くないと改めて感じました。あと、ＩＣＴの操作の指示を英語ですることは自分に余裕がなくて難しく、日本

語を多く使ってしまいました／どうしても教えないといけないことが多いと思ってしまい、授業を進めない

といけないという強迫観念がある／ICT活用など、普段試してみたい活動をトライアルレッスンの位置づけで

実践できた／タブレットで生徒に動画を作らせることに挑戦しました／もう少し難しいかと思っていました

が、グループで実施したので、意外と簡単に課題をクリアしてくれました。一方で、タブレットを使って複雑

な操作が必要となる場合、全員に周知させることは難しいと感じました／グループでタブレットの操作に長

けている人がいればその人を中心にグループワークが回っているという感じです／ＩＣＴを使った個別の課

題設定は今後の課題です／生徒はグループワーク等、自分たちが主体的に取り組む授業の方がいきいきして

いるように感じる。ただ、基本は教えなければ成立しないものもあり、考査との兼ね合いが難しい／見られる

という空間に緊張感が増した／また新たなチャレンジがしやすいチャンスであった／ 

ICT活用 10 教科横断 3

指導と評価の一体化 6 主体的 1

課題発見・解決 5 個別最適化 1

協働的 3 情報活用 0

対話的 3 言語活用 0

ICT活用 12 個別最適化 2

指導と評価の一体化 7 言語活用 2

教科横断 6 主体的 1

課題発見・解決 5 協働的 0

対話的 2 情報活用 0


