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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 

「わかった！できた！」喜びを味わい，「学力がついた」 

実感のわく授業づくり 

  －言語活動を基盤とし，基礎学力の定着と思考力・表現力 

の育成を図る指導内容・方法の工夫－ 

② 研究のねらい 

全教科において言語活動を基盤とし，基礎学力の定着と

思考力・表現力を伸長させるための指導内容・方法につ

いて研究を進めていく。また，生徒の基礎的・基本的な

学力の習得を図るために，家庭学習を定着させる取組を

継続・発展させていく。 

（２）研究組織・体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度から全教職員が国語・数学・英語のいずれかの部会に 

所属し学習指導案等の検討を行う拡大教科部会を行い，言語 

活動を位置づけた授業改善の取組を全教科で行う体制づくり 

を進めている。今年度は特に，学習指導案検討会において， 

模擬授業を実施することで，授業改善の取組をより進めた。 

（３）研究内容 

① 「書く」活動を授業に取り入れて授業改善を進めること

で，基礎学力の定着と思考力・表現力の育成を図る。 

・“めあて”を「～ができる」などの形式で表記することで，

“めあて”の明確化を進めるとともに，自己評価カード等                    

で“めあて”に即した学習内容を記述させることで“めあ

て”と評価の一体化を図り，授業改善を進める。 

  ・生徒の基礎学力の向上を図るため，帰りのSHR時に５分間 

の夕学タイムを行う。取組内容は，国語・数学・英語の復 

習と生徒の書く力を向上させるための「視写」を１週間毎 

ローテーションで行わせる。 

② 学習意欲を向上させるとともに，家庭学習習慣の定着を

図る取組を進める。 

・校区内小学校と連携して行う「家庭学習ステップアップ週 

間」や週1回行う「宿題やりきりデー」を設定したり，「宿 

題チェックシート」を活用したりすることで，家庭学習習 

慣の定着を図る。 

  ・長期休業中には，各部活動単位での学習会を行わせる。 

  ・平時での１０分間授業参観を行い，教員相互の評価活動を 

活発化させ，授業者の指導内容・方法等の改善を進める。 

また同時に，生徒への肯定的評価を行う“ほっとカード” 

を活用することで，生徒の学習意欲も高める。 

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 学力の定着について 

  ・表１のとおり，「基礎・基本」定着状況調査において，３

教科とも平均通過率を大きく向上させ，県平均を10ポイン

ト以上上回った。 

  ・表２のとおり，「基礎・基本」定着状況調査において，無

解答率が３教科とも大きく下がった。 

  ・表３のとおり，全国学力・学習状況調査において，数学Ａ

を除き，昨年度より正答率が向上している。 

  以上のことから，基礎学力の定着が進みつつあるといえる。 

 

年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

教科 

国
語
 

数
学
 

英
語
 

国
語
 

数
学
 

英
語
 

国
語
 

数
学
 

英
語
 

本 校 73.4 61.6 64.7 74.7 69.2 73.3 84.384.384.384.3    86.886.886.886.8    87.687.687.687.6    

広島県 75.0 69.7 65.2 77.5 72.6 70.2 73.2 74.7 71.9 

差 
-1.6 -8.1 -0.5 -2.8 -3.4 +3.1 +11.1 +12.1 +15.7 

 

 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

国語 5.9 3.4 0.0.0.0.5555    

数学 10.9 4.1 0.90.90.90.9    

英語 3.1 2.6 0.50.50.50.5    

 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 

  

本 校 広島県 差 本 校 広島県 差 本 校 

国語Ａ 
73.6 77.6 －4.0 73.3 76.0 －2.7 83.483.483.483.4    

国語Ｂ 
69.6 74.8 －5.2 62.4 65.7 －3.3 70.270.270.270.2    

数学Ａ 
54.0 62.9 －8.9 57.8 64.9 －7.1 53.853.853.853.8    

数学Ｂ 
48.4 56.2 －7.8 34.7 43.3 －8.6 47.547.547.547.5    

 

 

② 家庭での学習習慣の定着について 

   ５月に行った生徒質問紙での「復習する」の項目の肯定的 

な評価（60.5％）が，昨年度の同時期（52.0％）と比べ， 

8.5ポイントの向上がみられた。このことから，家庭学習習 

慣が身につきつつあるといえる。 

（２）課題 

① 学力の定着について 

  ・表３のように，全国学力・学習状況調査において，Ａ問題 

に比べＢ問題の正答率が低い。特に数学Ｂの正答率が低い。 

  ・９月に行った生徒質問紙での「説明の分かりやすさを考え 

る」（61.6％），「理由をつけて話す」（62.0％）と思考力・ 

表現力に関する質問に対する肯定的回答がやや低い。 

  以上のことから，思考力・表現力に課題があるといえる。 

② 家庭での学習習慣の定着について 

   運動会などで家庭学習習慣の定着を図る取組が停滞した９

月の生徒質問紙での「復習する」の項目の肯定的な評価

（50.9％）が，５月に比べ9.6ポイント下降した。このこと

から，継続した家庭学習習慣の定着を図る取組を行う必要が

ある。 

（３）今後の改善方策等 

中学校学力向上対策事業で培ったことを基盤とし，取組 

を継続・発展させていく。特に，評価規準の研究を進め 

る必要があると考えている。この研究を進めることによ 

り「“めあて”と評価の一体化」の取組がさらに進み，授 

業改善に繋がると考える。 

表１ 平成21～22年度「基礎・基本」定着状況調査結果（平均通過率％） 

※「差」は，「本校通過率」－「広島県通過率」を表す。 

表２ 平成21～23年度「基礎・基本」定着状況調査平均無解答率結果（％） 

表３ 平成21～23年度全国学力・学習定着状況調査（平均正答率％） 

※平成23年度の「本校正答率」は，自校採点による正答率を表す。 

※「差」は，「本校正答率」－「広島県正答率」を表す。 



３３３３    実践実践実践実践事例事例事例事例 

【国語】 

（１）調査結果からの課題 

  ・「聞くこと」において，メモを取りながら聞くことがで 

   きていない生徒が多い。 

・「書くこと」において，適切な理由を挙げて答えられな 

い生徒が多い。 

・「読むこと」において，登場人物の心情をつかんだり， 

段落相互のつながりを捉えたりすることが不十分な生 

徒が多い。 

（２）対象：２学年 

（３）学力向上に効果があった取組 

  ① 「書く」活動の充実 

  ○ア 視写の取組 

   ・巧みな叙述や名文をできるだけ早く丁寧に視写する 

練習を行った。初めは早く書き写すことを目標とし 

ていたが，次第に字形にも注意しながら視写するよ 

う意識させた。初めは３分間に100字程度しか書け 

なかったが，最近では 

150字くらい書けるよう 

になっている。 

  ○イ 自分の考えの記述 

   ・「自分の考えを持てない」 

「自分の考えに自信がな 

い」生徒が多かったため， 

発表の前には自分の考え 

をノートに書かせたり，書いたものを交流したりす 

る時間を設定し，自信を持たせるようにした。 

・意見を書くときに，その根拠となる表現を抜き出す 

だけでなく，その表現をどのように判断したのかを 

区別して記述させた。 

   ・他教科においても，自分の考えを記述させる際には 

同様の書き方をするよう統一した指導をした。 

  ○ウ めあてに即した自己評価 

   ・初めはＡＢＣで判定する自己評価を行ってきたが， 

めあてを明確にし，めあてに照らして，振り返りカ 

ードに自分の言葉で学習した内容を記入できるよう 

になってきている。 

② 多様な考え方を引き出す学習課題の設定 

  ○ア 定着させたい基礎的な内容については，しっかり

と教える。 

  ○イ 「登場人物の心情がどのような変化をしているの

か」「作者はなぜこのような人物を描こうとしてい

るのか」など，文章中の表現やそれまでに読み取っ

たことを根拠に挙げながら，自分の考えを書かせ交

流させる。 

  ○ウ 書かせた内容を丁寧に見取り，座席表に記入して

おくなど，多様な考えを引き出すために意図的に生

徒の発言順を考えた。 

  ③ 基礎的・基本的な内容の定着を目指した継続的な指導 

  ○ア 帯単元としての取組 

   ・「聞き取りテスト」を実施し，メモの取り方に習熟 

    させる。互いのメモの取り方を交流させ，自分のメ 

    モの取り方に役立たせる。 

・「歴史的仮名遣い」「文の成分」について，復習テス 

トを繰り返し行い，知識の剥離を防ぐ。 

  ○イ 宿題による習熟 

   ・授業での理解が不十分であった意見文の書き方や要 

約については，毎日の宿題で取り組ませ，慣れさせ 

る。また，評価を記入してフィードバックする。 

   ・毎日の宿題を，小学校３年生程度の漢字プリントか 

ら実施する。分からなかったものについては辞書を 

引かせるなど，自分で学ぶことを大切にさせる。 

（４）検証 

① 量的検証（数値） 

 

通過率     無解答率 
 

全体 聞く 書く 読む 言語  

H22H22H22H22本校本校本校本校    74.774.774.774.7    73.973.973.973.9    65.165.165.165.1    68.868.868.868.8    83.783.783.783.7    3.43.43.43.4    

H22県 77.4 86.4 76.9 72.4 79.6  

県との差 -2.7 -12.5 -11.8 -3.6 +4.1  

H23H23H23H23本校本校本校本校    84.384.384.384.3    84.484.484.484.4    95.195.195.195.1    66.566.566.566.5    93.493.493.493.4    0.50.50.50.5    

H23県 73.2 75.7 79.5 59.1 80.9  

県との差 +11.1 +8.7 +15.6 +7.4 +12.5  

  中でも，本校では次の３つの項目の伸びが顕著であった。 

（Ｈ22本校→Ｈ23本校 伸び率） 

○ア 適切な理由を挙げて書く。(15.9→90.6  +74.7) 

○イ 要旨の把握（60.2→90.6  +30.4） 

○ウ 意見を支える理由を聞き取る。(50.0→74.0  +24.0) 

 ② 質的検証（生徒の変化の姿） 

○ア 書くことに対する抵抗感が減り，いろいろな場面で

自分の考えを書かせることが可能になった。１学年時

には，800字程度の作文しか書けない生徒がほとんど

であったが，1600字以上書ける生徒も80％を超える。 

内容的にも充実してきている。 

○イ 書くスピードが上がったことで，聞き取りメモをと

れるようになった生徒が増えた。 

○ウ 互いの意見を聞き合うことの面白さに気付き，発言

を聞きながら，根拠として挙げられた表現に注目し，

繰り返し文章を読もうとする生徒が増えてきた。 

  ○エ 生徒の読書量が増えている。朝の読書が充実してお

り，休憩時間に図書室で本を読んだり借りたりする生

徒が増えている。 

（５）「学力向上に効果があった取組」の今後 

 ① 「書く」活動の充実 

  ・内容をさらに充実させるために何が必要かを話し合っ 

たり，互いに評価し合ったりできるように指導のレベ 

ルを挙げていく。 

 ② 多様な考え方を引き出す学習課題の設定 

○ア ペアやグループで，自分の言葉で読み取ったことや 

考えたことを説明し合ったり，分かりにくい（あいま

いな）ところは互いに質問し合ったりして，自分の考

えを広げたり深めさせたりする場面を充実させる。 

○イ 日頃から，前の人の発言をとらえ，それに付け加え 

て自分の意見とその根拠を述べさせ，発言をつなげ， 

発展させていく。 

○ウ ノートやワークシートの記述を丁寧に見取り，生徒

の力を適切に把握する。ヒントカードを準備するなど，

個別指導への対応をしていく。 

 ③ 基礎的・基本的な内容の定着を目指した継続的な指導 

○ア 今後も帯単元で復習的な内容を扱い，知識の剥離を

防ぐ。 

○イ 十分に力が付いていないものについては，繰り返し

練習させる。 

 

表４ 平成22・23年度「基礎・基本」定着状況調査結果 国語科平均通過率（％） 

図１ 視写を行う生徒たち 



【数学】 

（１）調査結果からの課題 

「基礎・基本」定着状況調査 グラフの考察８(2) 

         通過率：59.1％，無答率：12.5％ 

グラフから読み取れることを表現していく指導が十分で

はなかった。 

（２）対象：第２学年（数量関係） 

（３）学力向上に効果があった取組 

① 指導計画に位置付けた「学び直し」の実施 

既習の関数を意図的に取り上げ比較することで理解

を深めさせるように，指導計画に位置付けて実施した。 

▶  第２学年「一次関数」指導計画より 

次 
学習内容 学び直し 

１ 

レディネステス

ト 

比例の復習 

２ 

一次関数の意味 比例の事象と比較し，相違点を確認す

る。 

３ 

一次関数の値の

変化 

比例の増え方との共通点を整理する。 

４ 

一次関数のグラ

フ 

比例のグラフとの相違点から切片の意味

の理解を深める。 

② 視点を明確にした振り返りの実施 

 

 

    

 

 

 

 

振り返りを確実に行うとともに，振り返りに視点を与え

ることで，学習内容の確実な定着を図ったり，次への学び

につなげたりする。 

 

 

 

 

③ 段階的な思考を促す発問の工夫 

  「一次関数の利用」において，思考が深まるように，

段階的な指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 音声トレーニングによる基礎的事項の定着 

授業始めに設定する。ペア活動で，表に問題のみ，裏

に解答まで書いたシートをもち，一人が表を見て答えを

声に出し，もう一人が裏でその正誤を確認する。一人１

分間交替で，できるだけ多く答えられるようにする。問

題はある期間同じものを用いる。計算練習だけでなく，

文字式を作る問題や，基本的な知識を問う問題なども取

り入れる。 

▶  音声トレーニングの問題例（１シート２０問） 

①ｙはｘの３倍よ

り２大きい 

②ｘ円の本７冊と

５０円の鉛筆１本

でｙ円 

③１辺がｘｃｍの

正方形の周りの長

さｙｃｍ 

（４）検証 

 ① 量的検証（数値） 

 

 

 

Ｈ２２ 

「基礎・基本」 

Ｈ２２ 

調査問題 

Ｈ２３ 

「基礎・基本」 

通過率 59.1 71.4 72.9 

無解答率 12.5 11.0 1.0 

② 質的検証（生徒の姿の変容） 

・記述問題の無回答率が減少した。また，振り返りの内 

容の質が向上した。 

▶ Ａさんの記述の変化 

 

 

           

 

 

 

 

・質問紙調査では「学んだことを表やグラフにして活用

しているか」の肯定的評価が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）「学力向上に効果があった取組」の今後 

 ① 「学び直し」の実施時期及び内容を，全領域において，

３年間の指導計画の中に位置付ける。 

 ② 授業のねらいに沿い，生徒がより実感できる視点を示

すことで「振り返り」を充実させる。 

③ 発問について，生徒の実態に応じて，さらに吟味する。 

④ 音声トレーニングの機能を充実させるように，実施内

容や評価等を工夫していく。 

 

・・グラフをかくとき，１分あたり何ℓ 入っているかを表から読

み取るとそれが傾きになっている。切片が何かを読み取るにはｘ

が０のときいくらになるかをみつけたらいい。 

今日は一次関数を習った。比例と似ているけど式はｙ＝ａｘ＋ｂ

という形だった。 

◇「分かったことを，キーワードを用いて書こう」 

◇「間違いやすいところを整理して書こう」 

◇「類似問題を作ってみよう」 

◇「伴って変化するのは何と何か？」 

◇「グラフの横軸・縦軸は何を示しているか？」 

◇「このグラフは一次関数のグラフと言えるか？」 

◇「（グラフ上の）この点は何を表しているか？」 

◇「（グラフの）どこを見ればよいか？」 

◇「（グラフの変化が）どのようになっているか？」 

◇「交点は何を表しているか？」 

（％） 

表５ 平成22～23年度「基礎・基本」定着状況調査結果  

数学科グラフの考察８(2)に係る平均通過率と無解答率（％） 

図２ 平成21～23年度生徒質問紙調査結果 学んだことを表やグラフにして 

活用している」という項目に対する肯定的回答の割合（％） 



【英語】 

（１）調査結果からの課題 

「つながりのある英文」を書く設問において次の３点の課

題がある。 

・無答率の割合が高い。 

・１文を正しく書くことができる生徒の割合が低い。 

・文と文のつながりを意識して，まとまりのある英文を書くこ

とができる生徒の割合が低い。 

（２）対象：２学年 

（３）学力向上に効果があった取組 

① 「３分間視写」 

【ねらい】モデル文を正しく速く書き写すことができる。 

【実施時間】帯学習としてほぼ毎授業warm-up時に行う。 

【実施手順】 

 ○ア モデル文の内容を理解させたうえで，視写させる。 

○イ 書き写す際は，１単語ずつ書き写すことから始ま

り，次第に意味のまとまり毎に書き写すよう促す。 

 ○ウ 視写後，自分が視写した英文を音読させる。 

○エ 音読後，班内で視写プリントを交換し，１単語，

１符号毎に○つけをさせる。プリントは提出させ，

指導者が正確さについて確認する。 

○オ 書けた分量をモデル文の書かれたシート等に記録

する。 

【配慮事項】 

○ア モデル文は，付けたい力によって随時変えて使用

する。 

例：語順の定着→文型ドリルを活用 

接続詞や副詞に着目させる→教科書の本文を活用 

題材特有の表現に触れさせる→指導者が作成した英文

を活用 

○イ 習熟度別クラスの実態に配慮し，意欲の喚起につなが

るようモデル文の空所補充欄を段階的に増やしてレ

ベルを設定し，生徒自身が視写のレベルを選択して

取り組むことができるようにした。 

② 「ピア・フィードバック」 

【ねらい】 

・気付きや質問を日本語で書き込み，活動に主体的に参加で

きる。 

・フィードバックを通して，自分の英文に不足している情報

に気付き，相手に分かりやすい英文を書くことができる。 

【実施時間】 

・必修英語と選択英語の時間を活用する。 

【実施手順】 

○ア 家庭学習（毎週末にテーマを設定し，ライティング

ノート：※１に英作文させる） 

○イ 授業（ピア・フィードバック：※２） 

○ウ 家庭学習（同じテーマで書き直し） 

○エ 提出（指導者によるフィードバック） 

【注】 

※１：このノートは，毎週末，教科書の題材や学校行事

等についてまとまりのある英文を書くという課題

であり，１学年から３学年まで共通に取り組んで

いる。読む対象はALT, JTE，生徒であり，主なフ

ィードバックはALTが行う。 

※２：学習者同士の少人数グループでお互いの作文につ

いて書き手と 読み手の立場を交換しながら検討し

合う作文学習活動。 

（４）検証 

① 量的検証（数値） 

 

 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

正答率 11.5  6.8 27.1 

準正答率 42.7 50.0 54.2 

無解答率 16.8  9.1 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 質的検証（生徒の変化の姿） 

○ア 視写の取組 

  ・８割以上の生徒が視写をする毎に語数を更新している。 

・視写で書く速度，正確さ，集中力，題材に適した表現の 

  理解が深まったと実感している生徒が増えた。 

○イ ピア・フィードバックの取組 

・７割の生徒がピア・フィードバック後の英文が増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・９割の生徒が相手に分かりやすい英文を書くために，ピア

・フィードバックは効果があると回答をした。 

 

 

 

 

 

 

（５）「学力向上に効果があった取組」の今後 

① ３分間視写 

・視写と英語科年間指導計画をリンクさせ，教科学力との関 

連を明確にするとともに計画的な実施を充実させる。 

② ピア・フィードバック 

・生徒同士のフィードバックには限界がある。（例：内

容が拡散し，自力での自己表現に支障をきたす。適切

さの確認が不十分である。など）そのため，自己表現

途中の教師の効果的なフィードバックの手立ての充実

を図る必要がある。 

生徒の感想 

先生の指摘には間違いを正しく直してくれるよさがある

が，仲間とのやりとりの方が質問してみようとか質問に対

して答えになる文を書いてみようという気持ちになる。 

ピア・フィードバック後の生徒の文章 

I want to be a baseball player. 

I like Mr. Maeda Yomonori. 

I want to be like Mr. Maeda Yomonori. 

I like to play baseball. 

I can play baseball.  

I play baseball with my brother. 

I like the Carp. 

And I want to work at “Saiki Sports Park” during 

summer vacation. 

ピア・フィードバック前の文章 

① I want to be a baseball player. 

② I like to play baseball. 

③ And I want to work at Saiki Sports Park  

during summer vacation. 

表６ 平成21～23年度「基礎・基本」定着状況調査結果  

英語科「つながりのある英文」平均通過率と無解答率（％） 

図３ ライティング・ノートの活用 


