
 

事業名：  中学校学力向上対策事業 

推進地域名： 三原市研究推進地域 

推進地域を構成する学校（H２１.１１現在） 

学校名 学級数 生徒数 

三原市立第四中学校 ３ ７３ 

三原市立幸崎中学校 ３ ９３ 

三原市立久井中学校 ４ １１９ 

三原市立大和中学校 ６ １５３ 

１ 研究の概要 

（１）研究テーマ及び研究のねらい 

①研究テーマ      思考力・表現力の育成  

～指導方法の工夫と教材開発を通して～ 

②研究のねらい 

 研究推進校が連携し，思考力・表現力の育成のための具体

的な指導方法の工夫や教材開発を行い，その成果を効果的に

活用する。 

○国語科：言語活動（読む・書く・聞く・話す）を充実させ

ることにより，思考力・表現力の育成を図る。  

○数学科：数学的活動（操作・思考・説明）を充実させるこ

とにより，思考力・表現力の育成を図る。  

○英語科：４技能を総合的に育成する。特に「書く」活動を 

     意図的に取り入れることにより，思考力・表現力の

育成を図る。 

（２）研究組織・体制（省略） 

（３）研究内容 

 ○「ひろしま学びのサイクル」に沿った授業の改善を行う。 

≪しっかり教える≫  

 

 

 ≪じっくり考えさせる≫ 

 

 

 ≪はっきり表現させる≫ 

 

 

 ≪じっくり考えさせる≫ 

 

 

○言語活動を充実させた授業改善を図る。 

・読む ：教材を理解する。 

・書く ：自分の考えを明確にする。 

・話す ：根拠を明確にして自分の考えを表現する。 

・聞く ：自分の考えと比較しながら聞く。 

・考える：自分の考えをふりかえる。        

（４）学力調査の結果 

○「基礎・基本」定着状況調査，全国学力・学習状況調査の４校

平均は，今年度は三原市，広島県，全国平均を上回り，概ね満

足できる状況であった。 

○標準学力調査の１年生国語科の４校の平均は，三原市の平均，

全国平均を下回っている。 

２ 研究の成果と課題等 

（資料１）学習習慣生徒質問紙  （資料２）授業後生徒アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

（資料３）教科別生徒質問紙 

 

 

 

 

 

 

 

（資料４）教科別学校指導方法質問紙 

 

 

 

 

 

 

 

（資料５）授業チェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）成果 

○「思考力」の４校平均は，９月には1.2％改善し，74.6％とな 

り，指標に近づいた。             （資料１） 

○「学習動機・学習意欲」，「社会的事象への関心体験」について 

は，指標を上回っている。           （資料１） 

○「授業内容がよく分かった」「問題をじっくり考えた」は共に

3.4以上であることから，「ひろしま」学びのサイクルに沿っ

た授業改善が行われている。         （資料２） 

○「話すこと」「書くこと」を位置付けた授業改善が行われ

ている。                   （資料４） 

○１回目と２回目の授業評価から，１０項目のうち，国語９項目，

数学６項目，英語８項目の数値が上がった。   （資料５）  

（２）課題 

●「学習習慣」について，４校の平均は61.4％に下がり，指

標を下回っている。           （資料１） 

●「自分の考えをはっきり表現した」において，他の項目に

比べて下回っている。          （資料２） 

●授業評価の次の項目が改善されていない。 （資料５） 

・国語科……項目②「既習内容の活用，他の文章や資料と

学力指標 

・標準学力調査３教科各学年全校平均通過率，全国学力・

学習状況調査，「基礎・基本」定着状況調査 各平均通

過率２ﾎﾟｲﾝﾄｱｯﾌﾟ 

・生徒意識調査 各項目での肯定的評価を75％以上 

生徒質問紙（三原市四校平均）
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自分の考えを持つ。 

グループ学習・全体で交流する。 

自分の考えをふりかえる。 

問題解決のための知識・技能を習得する。

勉強は楽しみです（％） 

教科 ５月 ９月 

国語科 51.4 56.3 

数学科 47.4 44.1 

英語科 46.2 44.1 

他の教科や生活に役立つ（％） 

教科 ５月 ９月 

国語科 79.7 82.2 

数学科 75.1 75.6 

英語科 65.4 68.3 

「話す」ことの指導 （％） 

教科 ５月 ９月 

国語科 14.3 28.6 

数学科 50 80 

英語科 60 100 

「書く」ことの指導（％） 

教科 ５月 ９月

国語科 71.4 57.2 

数学科 83 90 

英語科 80 100 

国語 数学 英語 
  

１回 ２回 １回 ２回 １回 ２回

① 3.6 3.9 3.3 3.2 3.2 3.6

② 3.6 3.6 2.8 3.3 3.4 3.8

③ 3.7 3.9 3.1 3.5 3.7 3.6

④ 3.3 3.5 2.5 2.5 3.1 3.1

内容

⑤ 3.2 3.5 2.7 2.9 2.9 3.3

板書 ⑥ 3.3 3.5 2.7 3.4 2.8 3.3

⑦ 3.8 3.9 3.5 3.8 3.8 4.0

⑧ 3.5 3.8 2.8 3.1 3.4 3.5
発問

指示
⑨ 3.1 3.5 2.8 2.8 3.2 3.3

評価 ⑩ 3.2 3.5 2.5 2.5 2.6 3.3

授業後生徒アンケート
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選ばれた説明文
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って，自分の考え
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の比較，見通しや予想など考える」指導 

・数学科……項目①「小集団活動等，多様な学習活動を取

り入れた」指導 

・英語科……項目③「考えをまとめたり整理したりするた

めに，書く活動を取り入れた」指導 

（３）今後の改善方策等 

◎「学習習慣」の「予習」について，予習の内容を示し，予習の

仕方を教える指導を加え，家庭学習の充実を図る。 

◎発表の仕方や書き方，ルールを明確に示した上で話合い 

 をさせる等「表現」させる手立てを講じた取組みをする。 

 ◎各教科ごとに改善のポイントを明らかにして授業改善を図る。 

３ 実践事例 

【 国 語 】 

（１）教科の調査結果の分析 

 Ｈ21年度「全国学力・学習状況調査」Ｂ 主として「活用」 

に関する問題 ３（詩と写真を組み合わせ３つの条件にした 

 がって文章を書く問題）の誤答分析 

（２）調査結果からの課題 

【誤答分析】 

 ○「だから，私はこの写真と組み合わせます。」に続く， 

  整った文章で書かれていない。・・・・４６％ 

 ○詩の中の言葉を使って書かれていない。・・４％ 

【課題となる力】 

  詩のどこに着目し，どのように感じたのかを書く力。 

 選んだ写真のどのような部分が詩と合うと考えたのかを説 

 明する力。 

【指導上の課題】 

  考えを整理して自分の感想や意見を人に伝えていく際に， 

 整った文章で根拠を挙げながら説明させる指導の工夫が十 

 分ではない。 

  文学的な文章と写真・絵画などの作品と比較したり関連 

 付けたりする学習が十分ではない。 

（３）学年  第３学年 

（４）単元の紹介 

 ① 単元名  「写真と関連させて詩を味わおう」 

 ② 単元の目標  

  本単元では，詩を読んで，その内容，構成，表現上の特 

 徴を踏まえた上で，写真・絵画などの性質の異なる作品と 

 比較し関連付ける学習を行う。自分の考えを第三者に伝わ 

 るように根拠を挙げながら説明する学習を通して，作品へ 

 の理解を深めるとともに思考力・判断力・表現力等を一体的 

 に育成することをねらいとする。  

（５）授業改善のポイント 

 ①指導方法の工夫 

【「ひろしま」学びのサイクルとの関連について】 

 《しっかり教える》 

・基礎的・基本的な知識・技能として既習事項である説明文

の書き方を振り返らせる。 

《じっくり考えさせる》 

・詩の内容や構成，表現上の特徴を踏まえてじっくりと読み

味わわせる。 

《はっきり表現させる》 

・性質の異なる写真という作品と関連付けた理由を「書くこ

と」で表現させていく。 

【「ことばの教育」との関連について】 

 □「初恋」のイメージに合うと思うものを選び，説明文を書 

  く場面。・・・・■構成を考えて書く力 

 □お互いの作品を比較・分析する場面。・・・・■相手や目 

  的に応じて必要な情報を分析・整理する力 

 □選ばれた説明文を発表する。・・・・■具体的な理由・根 

  拠を明らかにして意見を述べる力 

②教材の工夫 

  まず，説明文の条件を確認させた上で，教材として教科 

 書に挙げられている詩「初恋」を扱い，写真と関連させて詩 

 を味わっていく。そして，詩と自分が選んだ写真を組み合 

 わせ，その理由が分かるように記述させていく。その時に， 

 自分が詩のどこに着目し，どのように感じたのか，自分が 

 選んだ写真のどのような部分が詩と合うと考えたのかとい 

 ったことをおさえて指導する。 

③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

 【評価問題】全国学力・学習状況調査の類似問題を作成し， 

 「詩の内容や構成，表現上の特徴などを踏まえて写真を選 

  び，詩と関連付けて自分の考えを書く力」の変容を見る。

（６）授業の様子（生徒の変化） 

  ワークシートで５つの条件（①【字数】②【整った文 

 章】③【自分の立場】④【根拠・理由】⑤【引用】）が満 

 たされているか個人でチェックした後，グループで最も説 

 得力のある説明文を選んで発表した。 
                    
 
 
 
 
 

 

 

（７）検証 

（７）評価問題からの分析    （資料①） 

 

 

 

 

 

 

 

○全国学力・学習状況調査終了時の定着度に比べ，事後の  

定着度は，ほとんどの生徒が概ね満足できる数値にまで高

まった。 

 ○個の変容を見ると，「書いた文章を読み返し，文や文章 

を整えて，説得力のある文章にすること（Ｂ書くこと  

オ）」といった，推敲する力が弱い生徒もいる。 

（８）成果と課題 

 ①成果 

 ○本授業によって学習事項の定着は概ね図られた。 

                      （資料①） 

 ②課題 

 ●〔言語事項〕（１）エ「話や文章の中の段落の役割や   

文と文との接続関係などを考えること」の力が不十分な  

生徒もいる。              （資料②） 

③改善策  

 ◎未定着の既習事項を補いながら当該学年の内容を指導  

するという，螺旋を描きながら高まる国語科の特質を  

生かした指導を行う必要がある。 

評価問題（事後）生徒の記述例     （資料②） 

私は①の写真を選びます。それは「赤い靴はいてた女の子異

人さんにつれられて行っちゃった」のところから，船に乗っ

て外国に連れて行かれたことが分かるので，船に乗っている

写真があうと思いました。（だから，私はこの写真と組み合

わせます。） ☞「それは」ということばに対応する文末表

現になっていない。 
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【 数 学 】 

（１）教科の調査結果の分析 

 平成21年度全国学力・学習状況調査「事象の数学的な解釈と

判断（身長の推定）」に関する問題の誤答分析 

○数学的な表現を用いて説明する問題の正答率が全国18.5％

に対し本校8.3%（県18.8%）であり，実生活での様々な関

係を数学的に表現し，事柄と事象との関係について考え，

それをもとに事柄が成り立つ理由を説明する力（記述）

が身に付いていない結果であると考えられる。 

（２）調査結果からの課題 

【誤答分析】 

○説明するために，問題文の内容を正確に読み取る練習が不

十分である。また，読み取った内容を整理して，数式で

表す力が身に付いていない。 

【課題となる力】 

○実生活での様々な関係を数学的に表現し，事柄と事象と

の関係について考え，それをもとに事柄が成り立つ理由

を説明（記述）する力が不十分である。 

【指導上の課題】 

○「数学的な見方・考え方」の理解を図るため，日常生活と

関連付けながら，学習意欲を高める指導が不十分である。 

（３）学年  第２学年 

（４）単元の紹介 

 ① 単元名  「式の利用」 

 ② 単元の目標  

○文字を用いた式では数量及び数量の関係をとらえて説明

できることを理解すること。 

【学習指導要領の内容 Ａ（１）イ】 

○目的に応じて，簡単な式を変形すること。 

【学習指導要領の内容 Ａ（１）ウ】 

（５）授業改善のポイント 

 ①指導方法の工夫 

【「ひろしま」学びのサイクルとの関連について】 

 《しっかり教える》 

・基礎的・基本的な知識・技能として既習事項である等式変

形や式の値の求め方を振り返らせる。 

《じっくり考えさせる》 

・模型などの視覚的な教材から情報を得る作業を行った後，

課題の内容を理解して考えさせる。 

《はっきり表現させる》 

・ロープを通り抜ける動物を見付ける手立てを考え，筋道立

てて説明させる。 

【「ことばの教育」との関連について】 

□課題の数量関係を読み取り適切に表現する場面 

 ・・・・・■情報を的確に分析する力 

□情報を比較して共通点や相違点を考え，発表（表現）す

る場面 

   ・・・・・■情報を正しく伝える力 

②教材の工夫 

○模型などの視覚的な教材から情報を得る活動 

  ・おはじきを並べその変容を考察する時間の確保 

  ○等式変形を利用して式の値の求め方を理解させる活動 

   ・自力解決→説明→グループ交流 

○自分の考えを記述させるワークシートの工夫 

   ・学習した内容をレポートにまとめさせる 

   ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

【評価問題】全国学力・学習状況調査の類似問題を作成し，

「与えられた数量関係を理解し,文字を利用して説明する  

力」の変容を見る。 

 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

基本事項を確認した後，具体物を見て課題に取り組むこと

により，課題の内容を的確に理解することができ，積極的な

問題解決につながった。自分と他者の意見を比較して共通点

や相違点を考え，発表（表現）することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

（７）評価問題からの分析 

   資料①  評価問題 

 

 

 

 

 

 

 

授業前の正答率と授業後の評価問題での正答率との比較（％）
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○全国学力・学習状況調査終了時よりも，授業後の正答率が

約２倍以上に上昇した。自分で問題の内容を図に表し，

それを，文字を利用して数式化し，理由を説明していこ

うという工夫が見られる。 

○課題の事象の把握と問われている内容（問題の意図）が十

分理解できていない生徒もいる。 

（８）成果と課題 

①成果（資料①） 

○本授業によって，正答率が約４５％上昇したことから，

文字式を利用して事象を説明する力や考えを整理するた

めに図や表を活用する力の向上が見られた。 

②課題  

●誤答のほぼ半数（８％）が白紙の解答であることから，

問題の内容を全くイメージできない生徒がいると考えら

れる。問題文にアンダーラインを引くことや，線分図の

書き方など問題の内容を読みとり整理する指導を丁寧に

していく必要がある。 

③改善策 

◎個の実態に応じた具体的な支援を行い，学習内容の定着

を図る。 

◎既習学習を活用して問題解決する数学的な活動を積極的

に取り入れていく。 

◎文字式を利用した表現方法を学ばせることで，数字によ

る計算方法をより身近なものとしてとらえさせ，数学の

よさを感じ取らせる。 

地球を球形として、地球の赤道の長さよりも８ｍ長いロープを用

意し，赤道上空に一定の高さで円形に巻いたときロープの長さが

赤道とロープのすき間を通りぬけることができるのは，次の動物

のうちどれでしょうか。また，その理由を説明しなさい。  

ネズミ（高さ およそ５ｃｍ）ウシ（高さ およそ１ｍ50ｃｍ）

ゾウ（高さ およそ３ｍ） 



【英 語】 

（１）教科の調査結果の分析 

  平成21年度「基礎・基本」定着状況調査□6 １「適切な語を

用いた会話文の組み立て－疑問文」に関する問題の誤答分析 

○be動詞(is,are)を選んだ生徒・・・68.9% 

○doesを選んだ生徒・・・20.0% 

（２）調査結果からの課題 

【誤答分析】 

○be動詞の文と一般動詞の文とで，疑問文の作り方の違い

が区別できていない。 

○主語の人称・数で，be動詞や助動詞(do,does)を適切に

使い分けることができていない。 

【課題となる力】 

○be動詞，一般動詞のある文で，疑問文を作る力。 

○応答文に応じて文脈を捉え，適切な語を用いた疑問文を

作る力。 

【指導上の課題】 

○ペアワークなどで，疑問文の主語が二人称である場面で

の指導は多いが，三人称（複数）を扱った言語活動が十

分に取り入れられていない。 

○主語と動詞（be動詞，一般動詞）の関係に注意し，文の

きまりを考えて疑問文を作る力を付けるための指導が十

分でない。 

（３）学年  第３学年 

（４）単元の紹介  

 ① 単元名  「Unit5 Cell phones 」間接疑問文 

 ② 単元の目標  

    本単元では，文構造については過去分詞と～ing形の後

置修飾と間接疑問文についての学習する。間接疑問文の

理解を高めていくために，前段階として一般動詞の文

（現在）の疑問文の文構造を総復習する。課題である第

１学年での学習内容，特にbe動詞と一般動詞の疑問文の

差異に焦点を当てて指導することにより，本単元の目標

である間接疑問文の理解へとつなげていく。   

（５）授業改善のポイント 

 ①指導方法の工夫 

【「ひろしま」学びのサイクルとの関連について】 

   《しっかり教える》 

・既習事項であるbe動詞，一般動詞の文でのyes-no疑問文，

wh-疑問文の作り方を振り返らせる。 

《じっくり考えさせる》 

・演習問題で，主語の人称・数，be動詞，一般動詞の違い

を考えながら，疑問文を作らせる。 

・文法上誤りのある文を提示し，どこが間違っているのか

根拠を明確にして考えさせる。 

《はっきり表現させる》。 

・ペアで疑問文使って応答を行い，相手に自分の思いや考

え，事実等を伝える。 

【「ことばの教育」との関連について】 

□与えられた状況から，文の意味を考え正しい疑問文を作

る場面・・・・■主語が何かを考えて，正しく話す力 

□誤文訂正を発表する場面・・・・■ 具体的な理由・根

拠を明らかにして意見を述べる力 

□ペアの会話をもとにクラスメイトが放課後何をするか問答

する場面・・・・■ 相手や目的に応じて必要な情報を分

析・整理する力 

   ②教材の工夫 

be動詞の疑問文の作り方，一般動詞の疑問文の作り方を

systematicに指導するため特別のワークシートを作成し，集

中的に指導を行った。 

視覚的・構造的に疑問文の作り方を理解させるため，板書

はカードを使い，色や位置で分かりやすくなるよう工夫した。 

  ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

【評価問題】「基礎・基本」定着状況調査の類似問題を作成し，

「適切な語を用いた会話文を組み立てる」力の変容を見る。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

  ワークシートを使い，be動詞，一般動詞(do, doesを使っ

た疑問)，誤文訂正，yes-no疑問文，wh-疑問文など，疑問文

の作り方に特化した指導を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）検証                   

（資料②） 

    
○評価問題では，ほぼ全員の生徒が正しい答えを選ぶことがで

きた。             

○「基礎・基本」定着状況調査の実施結果から大きな伸びがみ

られた。 

（８）成果と課題 

  ①成果 

○今回の授業によって，「適切な語を用いて会話文を組み立

てる」力の定着は概ね図られ，本単元のねらいである間

接疑問文の理解につなげていくことができた。（資料①） 

②課題  

  ●条件作文では，正確な単語を書くことや，文を書くルール

ができていなかった。（資料②）                 

③改善策 

◎日々の授業で，「適切な語を用いて会話ができる」よう，

英語をできるだけ多く用い，使わせていく。 

◎文法についてはコミュニケーションを支えるものととらえ，

コミュニケーションを実際に行う言語活動と効果的に関

連付け，既習事項を繰り返しスパイラルに指導していく。 

評価問題   問１ A: What (is) Akiko like? 

（誤答例）   問３ What do you do after school. 

            What do you do ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ? 
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問１(doesを選ぶ） 問２（doを選ぶ） 問３（条件作文）

解決の見通しをもたせる

ために，知識・技能を明

らかにしたワークシート

の工夫 

（資料①） 


