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１１１１    研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 

（１）研究テーマ及び研究のねらい 

① 研究テーマ 

思考力・表現力を育成する教科における指導の在り方 

    ～考えたことを自分の言葉で表現させる授業を通して～ 

② 研究のねらい 

本研究推進地域では，平成21，22年度の取組から，

「各教科等で身に付けた知識・技能を，授業の中で活

用させて思考力・表現力を育成する」指導に課題があ

ると捉えた。そこで，本年度は，研究のねらいを，

「考えたことを自分の言葉で表現させる授業を通し

て」各教科に必要な思考力・表現力を育成することと

し，本研究テーマを設定した。 

（２）研究組織・体制（省略） 

（３）研究内容 

① 定期テスト・「基礎・基本」定着状況調査等における

「誤答分析」に基づいて，指導方法をチーム協議会等で

検討して研究授業を行い，授業改善に役立てた。（分析方

法については，兵庫教育大学教職大学院の加藤明教授の

指導・助言を基に取り組んだ） 

② 言語活動の充実を図る 

  各教科において，教科の目標を達成するために，考えた

ことを表現させる言語活動を充実することとし，共通理

解の下に取り組んだ。特に，国語科では「読む力」「書く

力」，数学科では「説明する力」，英語科では「書く力」

に重点を置いて，取り組んだ。また，「朝読書」の徹底に

より，基礎的な読解力の充実を図った。 

【国語科】 

   「読み比べ」と「スモールステップ」で意見を支える適

切な理由を書かせる。 

また，登場人物の心情をとらえるために，発問の工夫

や教材プリントの工夫を図る。 

【数学科】 

基礎的事項の定着の下，既習事項を想起させたり，操作

活動を行わせたりすることで，自分なりに考えたことを，

グループや全体で説明させる。 

【英語科】 

  運用度の高い語の用法のルールや文法表現のルール等を

用いて，具体的な場面で自分の考えを書かせる。 

③ 追試授業の実践 

一つの研究協議後に，改善された学習指導案を活用して，

他の教員が次の研究授業で追試授業を行う。 

（４）検証 

① 「評価問題」及び「調査問題」による検証 

② 広島県「基礎・基本」定着状況調査，大竹市学力調査に

よる検証 

③ 質問紙調査の比較による検証 

 

２２２２    研究研究研究研究のののの成果成果成果成果とととと課題等課題等課題等課題等 

（１）成果 

① 定期テスト等における「誤答分析」を行ったことにより，

指導の効果の有無がより明確になるとともに，授業者が

個に応じた指導をより工夫するようになった。また，国

語・数学・英語の３教科に限らず，他教科においても誤

答分析を行うなど，学力向上の取組を校内に広げること

ができた。 

  また，「やりなさいと言われるから勉強している」と答

える生徒が減少していることから，学習の意義や大切dさ

については理解してきていると思われる。 

② 表現させることを中心に言語活動を基盤とした授業づ

くりを意識的にするようになってきた。これに伴い，授

業目標の具体化及びそれに沿った学習展開，発問の吟味，

板書の工夫，ワークシートの工夫などが，より精度の高

いものとなってきた。生徒の思考する場面，表現する場

面も増え，「授業が分かる」という生徒が増加した。 

  また，「朝読書」等の徹底を図った結果，「本を読むの

が好き」な生徒が増加した。 

③ 同一教材を別展開で行い比較したり，改善した学習指

導案による追試授業の実施やその報告など，協議会の質

が高まった。協議会では，前回の反省を踏まえて連続性

を持たせることにより，互いの授業力向上につながった。 

④ 「基礎・基本」定着状況調査の結果が，向上した。 

【各教科の通過率】（県平均との差） 

 

 

 

 

 

【生徒質問紙より】 

 

 

 

 

 

（２）課題 

① 生徒個々のつまずきを「誤答分析」によって明らかに

したが，その改善に向けた指導の手立てが十分とは言え

ない。今後さらなる改善が求められる。 

② 言語活動を基盤とした授業づくりが進んだが，授業の目

標の達成につながる活動であったかを振り返り，生徒の

思考力・表現力を育成していかなければならない。 

  ③ 授業の目標をさらに具体化して，それに対応した評価を

確実に行う必要がある。 

  ④ 授業で獲得した基礎的・基本的な知識・技能やそれらを

活用して課題を解決する力をより確かにし，次への「学

び」につなげるために，家庭学習の進め方についてさら

に指導を工夫する必要がある。 

（３）今後の改善方策等 

① 指導の手立てを明らかにするとともに，肯定的評価や指

導的評価を行うことで，生徒の学ぶ意欲を喚起していく。 

② 「言語活動」を設定するだけでなく，その進め方の指導

を丁寧に行い，活動の充実を図る。 

③ 授業目標を，「何が分かればよいか。何ができればよい

か」の視点で明確化し，確実に評価場面を設定する。  

④ 予習と授業，授業と復習とがリンクするよう家庭学習

の内容や提示の仕方について工夫する。 

国語科（H21年 －5.2ﾎ゚ ｲﾝﾄ  →  H23年 ＋2.4ﾎ゚ ｲﾝﾄ ） 

数学科（H21年 －1.9ﾎ゚ ｲﾝﾄ  →  H23年 ＋3.1ﾎ゚ ｲﾝﾄ ） 

英語科（H21年 －5.3ﾎ゚ ｲﾝﾄ  →  H23年 －3.6ﾎ゚ ｲﾝﾄ ） 

（数字は，「各教科平均通過率」 － 「県平均通過率」） 

「本を読むのが好き」    （H21年 67% → H23年 83%） 

「やりなさいと言われるから勉強している」 

（H21年 57% → H23年 38%） 

（数字は，それぞれの年度の平均％） 



３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 

【国語】 

（１）調査結果から明らかになった課題 

〔平成23年度「基礎・基本」定着状況調査〕 

  「意見を支える適切な理由を書くこと」の通過率が低い。 

（２）学年：第２学年及び第３学年 

（３）学力向上に効果があった取組 

①「読み比べ」を取り入れた授業 

  ・意見に一貫性があり，根拠に説得力があるものとそうでな

いものを読み比べさせるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・意見文を読み比べる観点を提示し，どちらの意見文が適切

かをしっかり考えられるようにする。 

 

 

 

・ヒントカードを提示し，生徒が自分で書けたという達成感

を感じられるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「スモールステップ」で書く力を伸ばす取組 

    ＜一文作文から始める作文＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）検証 

①量的検証 

意見を支える適切な理由を書くことの通過率の推移 

 H21 H22 H23 

３校平均通過率 40.9% 64.4% 88.4% 

無答率 6.1% 2.5% 0.0% 

②質的検証（生徒の変化の姿） 

○ 平成21年度と平成23年度の生徒質問紙の「国語科」

に関わる項目において，国語科に対する生徒の肯定的

評価が上がった。 

 

 

 

○ 根拠を明確にして自分の考えを書くことが定着してきた。 

○ スモールステップの学習で，まとまった量の文章を書く

ことに抵抗がなくなり，無答率が０％になった。 

・「作文学習」についての生徒の感想 

「私がこの作文教室で学んだことは，作文は字数が多く

ても大丈夫ということである。夏休みに一文を短く書

くことや，文の書き方などを学んだ。冬休みでは，夏

休みのことを生かして，二百字，三百字，六百字と少

しずつ字を増やして練習した。初めは，たった二百字

でも見た時から疲れてしまっていたが，今は六百字を

見ても慣れて書きやすくなった。」 

（５）今後の取組について 

  ○ 「具体例を挙げる」「読み手の反論を想定して述べる」な

ど，更に根拠を明確にして書けるようにする。 

  ○ 主張文の書き方を学習する際に，同じテーマについて異

なる立場から述べた文章を読み比べる活動を行う。 

○ 推敲のポイントに沿って，文章を読み返す習慣をつけさ

せる。 

【Ａ】 

私は，方言を使って会話をした方がいいと思う。な

ぜなら，共通語で話すと会話が楽しくないからだ。 

例えば，方言で言うと・・・方言の方が楽しい気持

ちになる。 

 先日，方言について討論を行った。・・・難しい方言

を使うと意味が分からなくなってしまうので，それは

あまり使わない方がいいと思う。 

 討論会をして違う意見の人からも，いろいろな意見

が聞けて良かった。方言は使いすぎるといけないの

で，難しい場合は共通語を使えばよい。これからもい

ろいろな人の意見を聞き，方言について考えていきた

いと思う。 

○ 観点１―自分の意見が明確に述べられている。 

○ 観点２―意見の根拠が明確に述べられている。 

私は，Ｂの方が適切な意見文だと思う。その理由は二つ

ある。 

一つ目は，意見が・・・だからだ。（ということだ。）Ａ

は・・・だが，Ｂは・・・である。 

 二つ目は，意見の根拠が・・・だからだ。（ということ

だ。）Ａは・・・だが，Ｂは・・・だ。 

 以上の理由で，私はＢの方が適切な意見文だと思う。 

生徒の作品等 （身近な書きやすいテーマから始める） 

① 私は昨日牛丼を食べた。（まず一文だけ書く。） 

② 昨日の夕食は９時ころ食べた。家で食べた。父と母 

と私とで食べた。牛丼を食べた。（一文を並べる。一

文に一つの事柄だけを書く。） 

③ 昨日，私と父と母とで，すきやの持ち帰り牛丼を買

いました。父と母は並盛りで，私は特盛りを頼みま

した。家に帰り，９時ころ牛丼にショウガと七味を

かけて食べました。（②の文章をもとに，書く内容を

選び，順序を考え，具体的な記述を多くしていく。） 

【Ｂ】 

私は，会話をするときは方言を使った方がよいと思

う。 

 なぜなら，方言でしか言い表せない場面があるから

だ。例えば，するめなど，弾力があってかみきりにく

く大変な時に東北地方では「しない」という方言を使

う。 

標準語の「かたい」ではうまくいいあらわせないの

だ。方言だけでは，確かに別の地方の人にはわかりに

くい場合もあるだろう。そういう時には，ことばの意

味を説明してあげたらよい。相手にその地方のことば

をわかってもらえるよいチャンスだ。 

以上のことから，自分の気持ちや微妙なニュアンス

の違いを伝えるため，方言を使って会話をするのがよ

いと考える。 

① 意見が明確で，一貫性がある。 

Ａは初めに述べた意見と最後に述べた意見が食い違って

いる。 

 Ｂは初めに述べた意見を最後に繰り返している。 

② 根拠が明確である。（根拠に説得力がある。） 

 Ａは自分の意見を述べているだけである。 

Ｂは具体例を挙げているので説得力がある。 

「国語の勉強は好き」     （H21年 55% → H23年 68%） 

「国語の授業はよく分かる」（H21年 80% → H23年 85%） 

（数字は，それぞれの年度の平均％） 



【数学】 

（１）調査結果から明らかになった課題 

〔平成23年度「基礎・基本」定着状況調査〕 

○ 辺（直線）や平面の平行や垂直の関係についての理

解が十分でない。 

（4(2)通過率44.4%） 

○ 与えられた図形の特徴を読み取り，点対称移動した

図形を作図する力が付いていない。 

（5(4)通過率56.0%） 

（２）学年：第１学年 

（３）学力向上に効果があった取組 

 ①繰り返し学習の徹底 

・ドリル学習，個に応 

じた補充プリント， 

毎日ノート，スキル 

アップタイム等を繰 

り返し実施し，基礎 

・基本の確実な定着 

着を図った。 

②模型を操作させる活動を重視 

・空間図形では，模型を操作する活動を通して，図形

の基本的な性質や構成について理解を深めさせた。 

 

 

 

 

 

 

 

③ＩＣＴ機器の活用 

・液晶プロジェクタ

ーを活用し，電子

教科書「デジマ

ス」で作図の基本

的な手順を確認し

た。作図の手順を

アニメーションで

繰り返し確認でき 

るため，生徒の理解を深めさせることができた。 

・パワーポイントで

作成した問題を，

液晶プロジェクタ

ーで投影して全員

で考えることで，

生徒の興味・関心

を高めることがで

きた。 

（４）検証 

①量的検証 

・「基礎・基本」定着状況調査 数学通過率の向上 

72.6％（H22年度）→77.8％（H23年度） 

・課題となった設問の推移 

②質的検証（生徒の変化の姿） 

○ 平成21年度と平成23年度の生徒質問紙の「数学科」

に関わる項目において，「数学の勉強は好き」「数学の

授業で学んだことが役に立つ」という生徒の肯定的評

価が増えた。 

 

 

 

 

 

○ ICT機器を使った授業に関する生徒アンケートの記

述から，生徒は肯定的に捉えていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）今後の取組について 

○ 「繰り返し学習」を組織的，計画的に行い，基礎学

力の確実な定着を図る。特に，単に実施するだけでは

なく，生徒同士の関わりを仕組むなど，より効果を高

める方法を検討していく。 

○ 具体物の操作可能な環境づくりと，具体物を通して

説明し合う活動場面を設定するように努める。 

○ ICT機器を活用することが目的にならないように，

継続的に検証していく。 

 

 

 

 

 

 

 

スキルアップタイムの様子 

液晶プロジェクターの活用 

授業で使った模型の一部 

提示した問題例 

・ 「教科書と同じ内容が映し出されるので分かり

やすい」 

・ 「アニメーションで問題把握をすることができ

た」 

・ 「図形を動かしながら説明を聞いたり，確認し

たりすることができた」 

生徒の代表的な記載例 

「数学の勉強は好き」      （H21年 50% → H23年 58%） 

「数学の授業で学んだことが，他の教科や生活で役にたつ」 

（H21年 64% → H23年 73%） 

「数学の授業はよく分かる」 （H21年 69% → H23年 69%） 

（数字は，それぞれの年度の平均％） 

 



【英語】 

（１）調査結果から明らかになった課題 

○ 記述の問題で，無解答が多い。 

（10 11 12の平均無解答率は，14.3%） 

○ 理由として，生徒の聞き取りでは「単語が書けな

い。」「文章の作り方がわからない。」「英語を書く気が

しない。」があげられた。 

（２）学年：第２学年 

（３）学力向上に効果があった取組 

Ｓ(Subject 主語)，Ｖ（Verb動詞）の語順の定着 

①教科書 

主語は青色，動詞は赤色で本文にアンダーラインを引

き，位置を確認する。 

 

 

 

 

 

 

②ワークシート 

基本文型の学習プリントで，主語・動詞を明記したド

リルを行い，語順を常に意識付ける。 

③板書とノート 

・主語・動詞を明記する。 

・板書のアンダーラインも，主語は青色，動詞は赤色

とし，色を統一して，一目で分かる工夫をする。生

徒のノートも板書と揃える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④教師のスキルアップのために（教師の振り返り） 

・授業チェックシートで，「主語・動詞を明記したか」

という項目を入れ，取組を意識付ける。 

・平均３以下の場合は，次の授業につながるよう具体的

な対策を考える。 

 

 

（４）検証 

 ①量的検証 

 

 

 

 

 

 

②質的検証（生徒の変化の姿） 

○ 平成21年度と平成23年度の生徒質問紙の「英語

科」に関わる項目において，生徒の肯定的評価が上

がった。 

 

 

 

○ 英作文をする際，「主語」「動詞」の語順の間違いが

減少した。 

 

 

 

 

（５）今後の取組について 

○ 「主語」「動詞」を理解するために，全ページに同

一色でアンダーラインを入れ，文構造を意識づける。 

○ 板書で文構造を視覚的に理解させる。その際，「主

語」「動詞」だけでなく，「目的語（補語）」「場所」

「時」などの語順も継続的に学習できるよう，専用の

黒板，または，模造紙等で既習の事項が確認できるよ

う掲示等を工夫する。 

○ 「クリエイティブノート」（自己表現ノート）で自

己表現活動の記録を残すことで，自分自身の成長が実

感できるように工夫する。 

【左ページ】 

写真の添付 

 

 

 

 

 

 

【右ページ】 

Hello, everyone. I’m Taniguchi. 

This is a picture of Tokyo sky tree 

in 

Tokyo. 

The tower is 600 meters high. 

It’s the highest tower in the world. 

It’s one of the most famous towers 

in the world. 

The view from the observatory is 

wonderful. 

Thank you. 

T) Wow! I couldn’t believe you could 

write so well!  

        図 クリエイティブ・ノート 

例１）Every day I seven thirty get up. 

→I get up at seven thirty every day. 

例２）He sport don’t play. 

    →He doesn’t play any sports. 

5 5 10 10 11 11 12

1 2 1 2 1 2

平成23年度 68.3 60.0 69.1 72.3 61.7 41.5 60.6 60.6 54.3

平成22年度 65.2 48.1 41.3 44.6 57.0 47.9 51.2 56.2 38.8

平成21年度 59.8 45.9 32.9 41.9 52.7 39.7 55.9 43.6 54.4

「基礎・基本」

定着状況調査

教

科

全

体

書くこと

領

域

全

体

基本的な文のきま

りを理解

自分の考え気持ち

を正しく伝える

会話の場面に応じ

た適切な英文

つながり

のある文

「英語の勉強は好き」     （H21年 58% → H23年 67%） 

「英語の授業はよく分かる」（H21年 69% → H23年 78%） 

（数字は，それぞれの年度の平均％） 

 


