
奈良女子大学附属中等教育学校 

2020年度公開研究会  ＆  SSH成果発表会 

 

オンライン活用型学習が拓く新しい学校像 

-その達成および課題を見つめて- 

 

 

2021年 2月 20日（土） 10：00～14：30 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               オンライン国際フォーラムに参加する本校生徒 

 

キーワード 

 

 

 

 

今年度の研究会はすべての企画をオンラインで実施いたします。 

 

 

主催：奈良女子大学附属中等教育学校・奈良女子大学  

共催：奈良女子大学理系女性教育開発共同機構・奈良女子大学教育システム研究開発センター（連合教職大学院） 

後援：奈良県教育委員会・奈良市教育委員会 

時間 内容 実施形態 

10：00－10：20 全体会・諸連絡 

オンライン 

10：30－11：30 
公開授業Ⅰ SSH 「探究基礎(中 3)／世界Ⅱ(高 1)」 

公開授業Ⅱ 国語（中 2） 

11：30－13：00 

昼食休憩 兼 

・公開授業に対する質問やコメントの募集 

・生徒学習成果報告会 および SSHポスター発表 視聴 

13：00－14：30 
※終了時刻については 

分科会によって前後します。 

Zone A   SSH研究成果報告 

Zone B   教科学習におけるオンライン活用 

Zone C   学びと教えのニューノーマルを協働探究する 

オンライン活用型学習の可能性    飛躍知    探究的な学び 

 



 

2 月 20 日（土）  10：30－11：30    オンラインによる公開授業        

 

 

【授業者】  川口 慎二（数学科）・増井 大二（理科）/ 石賀 勇樹（数学科）・松原 俊二（理科） 

【概要】 

本校では 6 年一貫の探究活動を学校全体で実践しています。自然科学領域においては 2016 年度に 4 年

（高 1）「課題研究 世界Ⅱ」を開講しました。「世界Ⅱ」では、課題の設定に指導の重点をおき、自身の

興味・関心に基づいて設定した課題を検証し、手法を改良しながら研究活動を高めていく姿勢を学ぶこ

とを目的として、２～４名のグループ研究を行わせてきました。そのような方法を踏襲しながら、新た

に、探究活動の各段階において、身につけておくべき基礎スキルや態度を焦点化して育成すること、およ

び、4 年(高 1)以降の探究活動のテーマを時間をかけて練り上げることを目的とした 3 年(中 3)「探究基

礎」を開講しています。本公開授業では、両授業の担当者が授業の様子を交えながら、その成果と課題に

ついて報告するとともに、課題研究授業におけるオンラインの活用についても触れたいと思います。 
 

※公開授業Ⅰ（SSH）は、授業の記録映像等を用いながら進めます。また、この授業は、午後の Zone A 「SSH

研究成果報告会」に対応しています。 

 

 

 

 

 

【授業者】   井浪 真吾（国語科） 

【概要】 

2021 年度より中学校では新学習指導要領が実施されます。これに先がけて、「主体的・対話的で深い学

び」の実現を目指して様々な取り組みが蓄積されているところでした。しかし、突然の新型コロナウィル

ス感染症の蔓延により学校をめぐる状況は一変し、授業や学習のあり様も変えざるを得なくなりました。

本校では G Suite を導入し、生徒の学びを止めないためにオンライン活用型学習の工夫に取り組んでき

ました。公開授業では国語科のオンライン授業を通じて、本校で取り組んできたその工夫の一部をお示

します。参加者のみなさまからご意見を頂戴しながら、「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指すオ

ンライン活用型学習のあり様をともに探究していければと思います。 

 

※公開授業Ⅱ(国語）は、Zoomで行った授業の記録映像等を用いながら進めます。また、この授業は、午後の

Zone B 「教科学習におけるオンライン活用」に対応しています。 

 

 

 

2 月 20 日（土）  11：30－13：00  SSH ポスター発表・生徒学習成果報告会            

 

国際交流や学校行事における学びを中心に報告します。 

 

                          主にサイエンス研究会に所属する生徒の研究成果について報告します。 

 

※この時間帯はリアルタイムで中継ではなく、事前にアップされた動画をご覧いただくものです。昼食休憩の時間

を活用することを想定していますが、公開研究会前後の数日間はアップいたしますので、ご都合のよい時間にご

覧ください。 

 

Ⅱ．  国語科 (中 2)  「オンライン授業における『主体的・対話的で深い学び』を目指して」 

Ⅰ.  SSH 探究基礎（中 3）/課題研究 世界Ⅱ（高 1）   「探究活動における入門授業の在り方」 

 

学習成果報告会 

SSH ポスター発表 



 
2 月 20 日（土）  13：00－14：30     Zone 別研究発表            

 

Zone A SSH研究成果報告会 

 
本校第４期 SSH では、自然科学に関する学識を深めながら、他者との協働や社会との連携により、自

由な視点を獲得し、新たな知見や価値、発想の根源となる「飛躍知」の育成を目指します。発達段階に応

じて「視点の飛躍」「手法の飛躍」「発想の飛躍」の３つの様相を設定し、６年一貫の共創型探究活動を主

軸とした「飛躍知」育成のためのカリキュラムを開発しています。 

この Zone では、公開授業Ⅰ：SSH「探究基礎（中 3）/課題研究 世界Ⅱ（高 1）」の研究協議や、大学

生と高校生による課題研究の協働推進を目的とした、「本校生徒と京都大学理学部学生との協働研究」に

ついての報告を通して、本校の「飛躍知」を育むカリキュラム開発の構想について説明いたします。 

 

※ZoneAは、研究協議については、参会者からの授業に関するコメントや質問をもとに議論を展開する予定です。 

14:30～は参会者と本校サイエンス研究会の生徒とのオンライン交流の場を設けます。日頃の研究活動の様子や研究内容について

ご質問いただければ幸いです。 
 

 

 

Zone B 教科学習におけるオンライン活用 

 

オンラインを活用した授業は、時間と空間の制約を超えられる点など新しい学びを生み出す一方で、

授業設計の窮屈さや内容の未定着といった問題もあるのではないでしょうか。 

この Zone では、例えば「教材理解の深まり」「対話の質的／量的変容」「生徒／教師の満足度」といっ

た観点でオンラインを活用した授業の可能性と課題を丁寧に見つめ、これからオンライン活用型授業を

どのように組み立てる（またはつき合う）べきなのかを探究していく時間を持ちたいと考えています。そ

のことは翻って、従来の対面型学習の持つメリットを再「発見」し、オンラインを活用する学習との望ま

しい配合を探究する営みとなるのかもしれません。 

 
※ZoneBは、ブレイクアウトセッション機能などを用いて参会者との双方向的な対話を持つことを予定しています。本校の教員が

ファシリテーターをつとめ、みなさんの授業実践や普段考えておられることを小グループで共有したいと考えています。 
 

 

 

 

Zone Ｃ 学びと教えのニューノーマルを協働探究する     
 
 

私たちは現在の新型コロナウイルス感染症パンデミックによって生じた教育の危機をのりこえ、未来

に向けた個人・社会・世界のウェル・ビーイングを追い求め、実現していく必要があります。この分科会

では、「これからどのように学べばいいのか？」「教師の役割／生徒の役割はどのように変わるのか？」

「学校はいかなる学びを提供するのか？」「探究することで社会・世界にどのような貢献ができるのか？」 

これらの問いをみなで協働探究していきます。なお、本分科会は、本学が一翼を担っている福井大学を基

幹校とする連合教職大学院、本学教育システム研究開発センター（令和 2 年度地域貢献事業）との共催

となります。 
 

【お知らせ】ZoneC は 17：00 終了といたします。 

 
                                                       

 

－授業作りの不易流行を探究する－ 

−−「飛躍知」を育むカリキュラム開発とは？− 

− 

－若者たちと大人たちによる新しい学びの地図のデッサン－ 

公開授業Ⅰに対応 

公開授業Ⅱに対応 



ご参加の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ご参加にあたってのお願い 
 

①オンライン会議システムは Zoomです。アクセスなさるときには、お名前とご所属を表示してください。 

②画面の録画・録音、スクリーンショットなどの記録行為はご遠慮ください。 

③当日の資料や Zoomの URLなどの諸連絡は、申し込みをなさった方にメールでお知らせいたします。 

 

 

お申し込みについて 
 

《 参加対象者 》 

 (1) 初等・中等教育（小・中・高）などの教員 

 (2) 中等教育を対象とする学習活動を展開されている方 

 (3) 教員を目指している学生 

 (4) 研究者  

 (5) その他、教育に関心をお持ちの方 

 

《 参加申し込み方法 》 締め切り：2月 12日（金） 

 

①本校ホームページから                          ②QRコードから 

http://www.nara-wu.ac.jp/fuchuko/ 

 

《 お問い合わせ先 》 

 住  所   ： 〒630-8305  奈良市東紀寺町１丁目 60-１ 

 電話番号  ： 0742-26-2571 

 担 当 者  ： 神
こう

徳
とく

 圭二
けいじ

（研究部主任）  

 Eメール  ：   kotoku@cc.nara-wu.ac.jp 

 

 

【参考】奈良女子大学 キャンパスマップ 

Zoomにアクセス 

2月 20日(土) 

9：30以降 

お申し込み 

2月 12日（金） 

まで 

メール受信 

ZoomURLなどを

記したメールの受信

（数日前） 

全体会 

10：00 - 10：20 

公開授業 

10：30 – 11：30 
 

Ⅰ SSH(中 3／高 1) 

Ⅱ 国語 (中 2) 

休憩 

11：30 – 13：00 
・公開授業の質問などの募集 

・生徒学習成果報告会 

Zone 

13：00 – 14：30 

 

ZoneA  SSH研究成果報告（公開授業Ⅰに対応） 

ZoneB オンライン活用型学習（公開授業Ⅱに対応） 

ZoneC 学びと教えのニューノーマルを 

協働探究する 


