
事業名：中学校学力向上対策事業 

推進地域名：安芸高田市研究推進地域 

推進地域を構成する学校 

学校名 学級数 生徒数 

八千代中学校 ４ ７８ 

美土里中学校 ５ ７５ 

高宮中学校 ４ １０９ 

甲田中学校 ６ １４６ 

向原中学校 ３ ９８ 

（H２１.１１現在） 

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 

「論理的に思考し表現する力の育成」 

～しっかり教え，じっくり考え，はっきり表現させる授業展開の工夫～ 

  【国語】 

論理的に思考し表現する力の育成 

【数学】 

数学的活動を通して，数学的思考力・表現力を育てる

授業の創造 

【英語】 

「書くこと」の言語活動における指導方法の工夫・改善 

～ 一貫性のある文章を書く力の育成 ～ 

 

②研究のねらい 

   本地域では，「基礎・基本」定着状況調査，全国学力・

学習状況調査において，全教科・領域とも県や国の平均通

過率，平均正答率を上回っているものの，国語科では「大

要を把握する」，数学科では「関係を文字式で表す」，英語

科では「状況に応じて書く」こと等，平均を下回る設問が

あり，論理的に思考し，表現する力に課題があることが分

かった。また，各調査において，学習に主体的に臨む意欲，

家庭学習の習慣等の状況にも課題があることが分かった。

 そこで，地域の学力向上に関する課題をより具体的に明

らかにし，その克服をすることが，一人一人の生徒の学力

の向上につながるということを考え，研究テーマを設定し，

取り組んでいる。 

（２）研究組織・体制 

 

 

 

 

 

 

 

安芸高田市では小学校と中学校の教職員で構成する「安

芸高田教育推進会」という教育研究組織がある。この組織

は，戦後間もない昭和２６年に「高田教育推進会」として

発足し，生徒の学力向上や教員の指導力向上などを目指し

た実践研究を続けてきている。今回の「中学校学力向上対

策事業」とは目指す方向が同じであり，安芸高田市全体の

生徒の学力向上と効率的な研究推進体制を目指してこの組

織を生かして取り組むこととした。この組織を基盤としつ

つ，より具体的な実態分析に基づいた授業改善を進めるこ

とによって，さらなる教師の授業力向上と生徒の学力の向

上につなげていきたいと考える。 

（３）研究内容 

①「論理的思考力」「表現力」の育成のために言語活動を取

り入れた授業改善や指導方法の工夫についての研究を進め

る。 

②芸高田市中学校学力向上推進地域は市内中学校５校で構成

するが，指定されていない中学校１校も含め，安芸高田市

の６中学校の生徒全員にテーマにそった力を育成するため

に，「安芸高田教育推進会」を基盤とする効果的・機能的

な組織作りを進める。 

③安芸高田教育推進会「授業力向上週間」での１日～２日間

の研究会で，指導案の検討や模擬授業，板書計画の吟味な

どをすることを通して，安芸高田市の教師全員の指導力の

向上と授業改善を進める。 

 

２ 研究の成果と課題等 

（１）成果 

 ①授業の中で，「思考力」「表現力」を育成させるための指導

に力を入れ，「『ひろしま』学びのサイクル」を取り入れ

た「個→小集団→全体」の流れが統一されたことにより，

「思考力」「表現力」が育成されつつある。 

 ②ＰＤＣＡサイクル（学力の分析から検証まで）を取り入れ

た指導により，生徒の実態を踏まえ，つけたい力を明確に

した授業に改善された。 

 ③安芸高田教育推進会を基盤とした組織作りをしたことによ

り，「先輩が後輩を育てる（人材育成）」，「チームの中で学

び合う（組織での研究）」など組織の機能化が図られた。 

④安芸高田教育推進会が夏季休業中に「授業力向上週間」を

設け，そこで各教科が模擬授業を実施し，それをもとに同

じ内容を各学校で指導することで，成果と改善点が共通認

識され，指導方法の改善のポイントが指導者全員のものと

なった。 

（２）課題 

①「個→小集団→全体」という流れを活用しているが，個人

の段階で十分に思考させることができておらず，小集団や

全体で思考を深めることにつながっていない。 

②ＰＤＣＡサイクルで指導をしているが，生徒の自己評価や

指導者の評価，生徒の理解度の把握する客観的な評価など

の検証が十分にできていない。 

③「生徒質問紙」で，「予習をする」「計画を立てて勉強す

る」が，６月と９月を比較すると１０ポイント近く下がっ

ている。また「指導法」では，予習・復習を含めた「家庭

学習への指導」のポイントが２ポイント下がっている。こ

のことは授業改善が家庭学習の充実につながっていないと

いうことである。 

 ④学力向上の取組みや成果を，他の教科や学校内に十分広げ

ることができていない。 

（３）今後の改善方策等 

①通過率３０％未満の生徒の思考を深める手立てとして，ね

らいをもった机間指導やスモールステップでの指導，ヒン

トカードの提示，小集団での教え合いなどを活用する。 

②各教科で「毎時間の検証問題」「評価シート」を作成し，

１時間単位の授業検証をする中で，生徒の理解度の把握に

努めるともに，学習内容の指導工夫に生かす。 

③家庭学習の充実へとつながるように，予習・復習のやり方，

計画的に勉強していく方法などを指導するとともに，家庭

で出来る課題の提示についても研究・実践していく。 

安芸高田市学力向上推進地域 

英語科チーム数学科チーム 国語科チーム 

中学校校長会推進委員会 安芸高田市教育委員会 



３ 実践事例  【国語】 

（１）教科の調査結果の分析 

①問題例 

・「基礎・基本」定着状況調査中学校国語 五 記述２ 

②誤答分析 

生徒のつまずきの原因として，相手を説得できる根

拠とはどういうものか理解できていない，文章の中か

ら必要な事項を読み取ることができない，文章を批判

的に読むことに慣れていない，意見を支えるための根

拠を適切に表現することができないということが考え

られる。 

（２）調査結果からの課題 

①課題となる力 

 ・意見文を書く際に必要な条件を理解する力 

 ・相手や目的に応じて条件を踏まえて書く力 

 ・文章を批評・評価する力 

 ・具体的な理由・根拠を明らかにして意見を書く力 

②指導上の課題 

・意見文を書く際に必要な条件を理解させる指導の工夫

が十分でない。 

・相手や目的に応じて条件を踏まえて書いたり，具体的

な理由・根拠を明らかにして書いたりする指導の工夫

が十分でない。 

（３）学年  第２学年 

（４）単元の紹介 

①単元名：「意見を書こう」 

②単元の目標 

・相手の意見文を意見と根拠の部分にわけて読み取る。 

・自分の意見の基となる根拠をもとに，論理の展開を工

夫して反論する意見文を書く。 

③単元の評価規準 

国語への 

関心･意欲･態度 
書く能力 

言語についての

知識･理解･技能

反対意見を述べ

る場合に大切な

点に気がつき，

それを踏まえて

反論文を書くこ

とに意欲的に取

り組もうとして

いる。 

反論の文章を書くためには，相

手の主張の根拠を正確に読み取

り検討することが大切であると

理解できている。 

反論の意見文を書くためのポイ

ントをおさえて構成を考え，メ

モを書いている。 

反論の根拠を明確にし，組み立

てメモをもとに論理の展開を工

夫して反論文を書いている。 

文章の形態

や論理の展

開について

工夫してい

る点に気付

くことがで

きる。 

④ 単元の展開（指導計画） 
評     価 

次 学習内容 
（時数） 関 書 言 評 価 規 準 評価方法 

一 

意見文とはどのよ
うなものかを考え
る。 
反論文の構成を確
認する。（１） 

○   

目的に応じて文章の形態や展開の違
いがあることについて理解し，反論
する際の大切な点に気付き，それを
ふまえて反論文を書くことに意欲的
に取り組もうとしている。 

観察

二 

Ｂさんの意見文を
図式化する。 
図式化したものか
ら反論のポイント
を探る。（１） 

 ◎  

「意見」「根拠」を正確に読み取
り，二つを結びつける理由付けにつ
いて検討し，反論のポイントを見付
けている。 

観察

ワー

クシ

ート

三 

他の意見文につ
いて図式化して
検討し，相手の
意見の論理構成
を理解して，反
論ポイントを考
える。 
（本時 １） 

 ◎  

相手の意見文の「意見」「根拠」
「理由づけ」を検証し，相手の意見
文の論理構成を正確に理解してい
る。 

ワー

クシ

ート

四 

反 論 文 を 書
く。(1) 

 ◎  
相手意識を持って，根拠の明確なわ
かりやすい意見文を書いている。 

意見

文 

四 

お互いに読み合い，説
得力のある意見文にな
っているか確かめる。
(１) 

◎ ○

「意見」「根拠」「理由付け」とい
うポイントを意識しながら説得力の
ある意見文になっているか確かめて
いる。 

観察 

評価シ

ート 

別の意見文に対
する意見文を書
く。(1) 

◎
前回の意見文の課題を意識しなが
ら，根拠の明確なわかりやすい意見
文を書いている。 

意見

文 

五 

お互いの文章を
読んで批評し合
う。(1) 

◎ ○

書いた文章を互いに読み合い，根拠
の選び方や文章の構成などについて
意見を述べたり助言をしたりして，
自分の考えを広げている。 

観察

（５）授業改善のポイント 

 ① 指導方法の工夫 

・ 指導の流れ 
 指導内容・指導方法 

１ 課題の把握 
中学１年での学習を振り返り，相手を説得するためには明

確な根拠が必要であることを確認する。 

２

課題の解決 

当該学年の

指導(本時）

相手の意見文の根拠を検討することで，説得力のある意見

文に必要な根拠を考える。また，それをもとに，わかりや

すい反論文にするための構成を考える。 

３ 定着の徹底①
構成をもとに意見文を書き，意見と根拠が適切に結び付

き，説得力のある意見文になっているか互いに読み合う。

４ 定着の徹底② 別の意見文に対して反論する意見文を書く。 

５ 定着の確認 お互いの文章を読んで批評をし合う。 

 ・工夫Ⅰ：意見文を正確に理解する手立てとして，「主

張」「根拠」「理由付け」を図式化する場面を

設定する。  

・工夫Ⅱ：「個→小集団→全体」の流れで，意見を出しやす

い雰囲気を作り，意見交流の活発化を図る。 

②教材の工夫 

・意見文でも反論文でも，なんらかの意見を相手に伝え

る場合，「主張」「根拠」「理由付け」をどのような順

序で並べるのか，どのような接続語を使って文章全体

を作り上げていくのかを考えるために，色違いの４枚

の紙に「（相手の主張の）根拠」「（相手の主張の）理

由付け」「根拠への反論」「理由付けへの反論」を記入

し，並べ替えながら構成を検討させた。 

 ③評価の工夫 

・授業の流れの全体像を示し，ねらい・めあてを明確にし，

自分の毎時間の評価をしやすいようにした。 

・生徒同士で相互評価を取り入れ，多角的な評価ができるよ

うにした。 

（６）授業の様子 

 ・色違いの4枚の紙を使用し，並べ替えることで，視覚的に

文章の構成を見ることができ，積極的な発言が見られた。 

 ・小集団での話合いが活発に進んだ。 

（７）検証 

 ・反論を考えることで，自分の根拠が客観的であるかどうか

を学び，事実と意見をしっかり区別して文章を書ける生徒

が増えた。 

 ・色違いの用紙を活用することで，書くことが苦手な生徒も

視覚的に文章を捉えられ，全員で取り組むことができた。 

（８）成果と課題 

 ①指導案を作成する際に，今までのＰＤＣＡの形式をさらに

進め，課題Ｃからスタートして，それを改善するいわゆる

ＣＡＰＤのスタイルを意識して作成できた。 

②「個人→小集団→全体」という学習活動の流れを意識する

ことで，一人一人が意見を述べる機会となり，授業への参

加意欲を高めることができた。 

③苦手としている生徒への手立て

をさらに準備する必要がある。 

④評価問題等を用いての検証が十

分でない。作成の仕方，内容の

妥当性も含め検討したい。 



【数学】 

（１）教科の調査結果の分析 

①全国学力・学習状況調査並びに広島県「基礎・基本」定着

状況調査の分析から，次の力が不足していると考えられ

る。 

・事象を数学的に解釈し，問題解決の方法を説明することが

できる力（平成20年度全国学力調査Ｂ問題 □5 (3)） 

・与えられた文字式を具体的な事象と関連付けその意味を読

み取る力（平成20年度全国学力調査Ａ問題 □2 (5)） 

・文章中の数量関係を読み取る力。具体的な事象における数

量関係をとらえ，一元一次方程式を立式する力（平成20年

度広島県「基礎・基本」定着状況調査 ３(2)） 

以上のことから，「数学的思考力」「数学的活用能力」「数 

学的表現力」が十分付いていないと考える。 

（２）調査結果からの課題 

①具体的な事象の中にある数量関係を読み取る力。 

②事象を理想化・単純化して，その特徴を的確にとらえる力。 

③数量の関係や法則などを文字式に表す力。 

④事象を数学的に解釈し，問題解決の方法を数学的に説明す

る力。 

 以上のことから，「数学的思考力」「数学的活用能力」「数

学的表現力」を育てる必要があると考える。 

（３）学年  第１学年 

（４）単元の紹介 

①単元名  「文字式」 

②単元の目標  

数学への関心
・意欲・態度 

数学的な見方
や考え方 

数学的な表現
・処理 

数量，図形な
どについての
知識・理解 

 文字や文字
式を用いて，
性質や関係を
見いだすな
ど，数学的活
動の楽しさや
数学的に考え
ることのよさ
に関心をも
ち，意欲的に
問題を解決し
ようとする。 

文字や文字
式についての
基礎的な知識
の習得や活用
を通して，数
学的な見方や
考え方を身に
付け，見通し
をもち筋道を
立てて考える
ことができ
る。 

文字を用い
た式での表現
とその意味の
読み取り，文
字を用いた式
における乗
法，除法，一
次式の加法，
減法ができ
る。 

一次式の意
味，文字を用
いることの意
義を理解す
る。 

 
③単元の展開（指導計画） 

 

（５）授業改善のポイント 

①指導方法の工夫 

小グループで考えた事象の正当性を判断させるとともに，

全体へ説明させることで，考えを共有させる。 

個人でしっかりと考え，小グループで考えを深め，全体に

説明していくような流れにする。 

②教材の工夫 

平成２１年度「基礎・基本」定着状況調査□3 (1)の問題で，

文字式が表す意味を考えさせることを通して，文字式の意

味を具体的な事象と関連付けて読み取らせる。 

また，具体的な日常の事象を課題に設定し，興味を持た

せる。 

③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

行動観察，発表およびノートで評価するとともに，「学習

の記録」で自己評価を実施させる。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

個人でしっかりと考えていたし，グループでの話合い 

ではそれをもとに様々 な意見 

が出ていて良かった。 

全体に説明するときもきち 

んとまとめて発表できていた 

が，分かりやすく説明できて 

いない生徒もいた。 

（７）検証 

授業で，「『基礎・基本』定着状況調査」の問題や思考を

深めるワークシートを活用したことにより，生徒が記入す

る「学習の記録」では，９３％の生徒が「理解できた」と

自己評価をしている。しかし，小集団で生徒の考えを共有

する時間が十分にとれなかったので，「あまり理解できなか

った」という生徒が７％いた。それらの生徒への指導の手

だてを考えていく必要がある。 

（８）成果と課題 

①模擬授業を実施し，それをもとに実際に授業をすることで，

指導力の向上につながっている。 

②授業の最初に，本時の「めあて」や「ねらい」をはっきり

とさせて授業をすることができてきた。また，授業の中

に「個人→小集団→全体」の流れが定着し，「『ひろし

ま』学びのサイクル」を授業の中に入れることができて

いる。 

③１時間の授業の検証を，生徒の自己評価や指導者の評価

とともに，検証問題を実施して課題を具体的にとらえる。 

④十分に理解ができていない生徒への手だてを授業の中で

どうするかを考えていく。（具体物の使用，ヒントカード

の作成，小集団の利用，机間指導の工夫など） 

⑤１時間１時間の授業内容をより定着させるために家庭学習

にどのようにつなげていくかを工夫する。 

評     価 
次 学習内容 

（時数） 関 考 表 知 評 価 規 準 評価
方法 

一 

文字を使
った式 
（２） 

◎  
 
 
 
 
○ 

  ・ 文字を用いて考える
ことの必要性やよさに
関心をもち，式で表し
たり，意味を読み取ろ
うとしたりしている。 

・ 事象の中にある数量
関係・法則を文字を用
いて表現し，一般的に
考えようとしている。 

ノート
行 動
観察
発表

二 

文字式の
表し方 
（４） 

  ◎  
 
 
 
 
○

・ 事象の中にある数量
関係・法則を文字を用
いて式に表したり，意
味を読み取ろうとした
りしている。 

・ 文字を用いて数量や
その関係・法則を一般
的に表現したり，式か
らその意味を読み取っ
たりすることができる
ことを理解している。 

・ 文字式の乗法，除法
の表し方を理解してい
る。 

ノート
行 動
観察
発表

三 

式の値
（２）

◎ ・ 文字に値を代入
して，式の値を求め
ようとしている。 

ノート 
行動観察
発表 

四 

１次式
（２）

◎ ・ 項，係数，１次式
などの意味や同類項
のまとめ方を理解し
ている。 

ノート 
行動観察
発表 

五 

１次式の
計算
（４）

◎

◎

・ 文字を用いた式の
計算の方法を考えよ
うとしている。 

・ １次式と数の乗法
・除法，１次式の加
法・減法の計算をし
ている。 

ノート 
行動観察
発表 

六 

３章のま
とめと問
題（２）

 ワークシー
ト 
発表 



【英語】 

（１）教科の調査結果の分析 

「基礎・基本」定着状況調査において，４領域のうち

「書く」領域の通過率が他領域よりも低い。 

（２）教科調査結果からの課題 

・読み手に正しく伝わるように書く力。 

・対話の流れを理解し場面に適する英語を正しく書く力。 

・つながりのある文を書く力。 

 具体的到達目標 として  

１年 ３文（２０語） 

   ２年 ５文（４０語） 

   ３年 ８文（６５語） を決め，取り組んだ。 

（３）第３学年 

（４）単元の紹介 

 ①単元名 Unit6 20th Century Greats 20世紀の偉人 

 ②単元の目標 

  ２０世紀の偉人の一人レイチェル・カーソンの生涯の 

業績についての情報を読み取るとともに，その情報をも 

とにレポートを書く。接触節，関係代名詞を用いて自己 

表現をする。 

③単元の展開 

 ④本時の目標 

接触節を用いて，つながりのある文（８文）を書くこ

とができる。 

 ⑤本時の展開（第３時／全１５時間のうち） 

（５）授業改善のポイント 

 ①指導方法の工夫 

・既習事項である接続詞や副詞のうち，特に文の連結

にかかわるものを用いて，つながりのある英文を２

文書かせる。また，代名詞にも注意させ，指示され

た英文と意味がつながる英文を書かせる。 

・ペアでのＱ＆Ａ活動では，相手の答えに対して内容的

に関連のある質問を返し，話題をふくらませて話すこ

とを課題にして練習させる。 

・テーマに沿った英文を書かせる場面を，授業時間の中

に位置付けることによって，学んだポイントを生かし

て一貫性のある文章を書く練習をさせる。 

②教材の工夫 

接触節を使って「尊敬する人や好きな人」を紹介する

際つながりのある文とは具体的にどんな文か例示した。 

(６）授業の様子 

・The person I like very much is…./The person I  

respect deeply is…という書 

き出しの文に続けて，辞書を 

活用して積極的に自己表現を 

行っていた。 

・自己表現をした後，班内で交 

流し，代表者が全体で発表す 

ることができた。 

（７）検証（授業後の分析） 

 1学期末 本時 

接続詞，副詞,代名詞に

注意して５文以上書い

ていた生徒の割合 

３８．１% ８３．３% 

本時の目標は「つながりのある文を８文書くこと」

であった。実際に８文という目標に達成した生徒は２２．

２％であった。また，文章中に，too, but, then, 

because, soなどの接続詞・副詞を用いた生徒は８８．

９％おり，２つ以上の接続詞等を用いた生徒は６６．７

％であった。このことから，生徒がつながりのある英文

を書くために，接続詞や副詞を意識して英文を書くよう

になっていることがわかる。 

（８）成果と課題 

①「書く力」を高めるために，テーマ作文における具体 

的到達目標（８文を書く）を示したことで，既習事項

を振り返ったり，積極的に辞書で調べたり，できるだ

け相手に正しく伝わるように，説明や理由を加えた文

を書こうと意欲的に取り組むようになっている。 

②今後は，聞く,話す活動とのバランスをとるとともに,

目標の語数や文の数をふやすだけでなく,一文一文を

正しく書くことや，接続詞や副詞を使って，文と文の

関係を意識して一貫性のある文章を書く指導の工夫を

する。 

次 学習内容（時数） 

○Starting Out 
・接触節の形と意味と用法を理解し，正しく英文を作
る練習をする。                  

２

・学んだ表現を生かして，自己表現をする 
【本時】 

１一 

・新出単語，語句，表現の理解をする。 
・本文の内容理解と音読練習をする。    

１

○Dialog 
・関係代名詞whoを用いた文の形と意味と用法
を理解し，正しく英文を作る練習をする。  

３

二 

・新出単語，語句，表現の理解をする。 
・本文の内容理解と音読練習をする。    

１

 

○Reading for Communication 
・関係代名詞that，which（主格）を用いた文
の形と意味・用法を理解し，正しく英文を作
る。     

２

三 

・新出単語，語句，表現の理解をする。 
・本文の内容理解と音読練習をする。     

１

 

○Reading for Communication 
・関係代名詞that(目的格)の形・意味・用法を
理解し，正しく英文を作る        

２

・学んだ表現を生かして，自己表現をする。    １四 

・新出単語，語句，表現の理解をする。 
・本文の内容理解をし，レイチェル・カーソン
についてのレポートを完成させる。     

１


