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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 

基礎的な知識・技能の確実な定着及び思考力・判断力・

表現力等の育成 

～授業改善サイクルに基づく指導をとおして～ 

② 研究のねらい 

 平成22年度全国学力・学習状況調査における本市の結

果は，国語Ａ85.8％（県差+0.5国差+2.5），国語Ｂ80.0％

（県差-1.1国差+2.2），算数Ａ75.9％（県差-1.4国差+1.7），

算数Ｂ51.0％（県差-0.9国差+1.7）であった。 

 平成23年度広島県「基礎・基本」定着状況調査におけ

る本市の結果は，国語75.7％（県差-2.8）算数75.2％（県

差-2.6）であった。設問ごとにみると，県平均を5ポイン

ト以上下回る問題が，国語は5問，算数は3問あり，固定

化した課題となっている。児童質問紙調査では，「予習を

する」52.0％（県差+1.0）「復習をする」60.4％（県差-1.4）

「できるようになりたいから勉強する」79.6％（県差-1.9）

「役に立つから勉強する」80.8％（県差-2.0）であり，

家庭での学習内容，学ぶ意欲を喚起することも課題とな

っている。 

そこで，基礎的な知識・技能の確実な定着及び思考力

・判断力・表現力等の育成を目指し，推進校を中心とし

て国語・算数の授業改善に向けた実践研究を実施し，各

小中学校は，推進校で行われる実践研究に１回以上参加

し，自校の授業改善に生かしていくことで学力向上を図

ることとした。 

 

（２）研究組織・体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）研究内容 

①中学校学力向上対策事業との連携による取組 

②授業改善サイクルの確実な実施 

③推進校の連携及び成果の普及 

    

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中学校学力向上対策事業との連携による取組 

・中学校学力向上対策事業 10 校との連携による推進委員

会を年３回計画し，指定校以外の小中学校から128名（２

回実施：小92名，中36名）の参加があった。 

・双方の課題及び取組の進捗状況を交流するとともに，小

中連携の視点で，家庭学習の取組や算数科のつまずきの

状況と改善の方向性を提案した。 

②授業改善サイクルの確実な実施 

・｢つまずき状況把握｣｢改善ポイントの明確化｣｢研究授業｣

｢視点を明確にした研究協議｣｢評価問題による検証と分

析｣という授業改善サイクルに基づいた授業を実施した。 

・知識・技能の確実な定着とそれらを活用する力を育成す

るために，９回実施した研究授業では，単元目標と評価

規準をより明確にし，言語活動をとおして｢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｣こと

で内容の定着を図る単元計画を作成した。 

・｢学習の手引き｣を活用して家庭学習の内容や方法を提示

するとともに，中学校の試験週間に合わせて家庭学習強

化週間を設定し，小中学校が連携して家庭への啓発を行

った。 

③推進校の連携及び成果の普及 

・研究授業（各校３回，計９回）を福山市教職員研修講座

として指定し，３校以外の小中学校から１名以上が参加

した。 

・小学校からの参加者は，提案授業内容の定着を検証する

評価問題を作成して持参し，｢付ける力が明確であるか｣

｢検証問題として適切であるか｣という視点での協議を行

った。 

  ・３校の公開研究会で取組の進捗状況を提案した。 

（２）課題 

①中学校学力向上対策事業との連携による取組 

・小中学校の連携という視点をより明確にして，「何のた

めに」「何を」「いつまでに」「どうする」かを具体的に

示す必要がある。 

②授業改善サイクルの確実な実施 

・固定化した課題に対する焦点化した取組が不十分であっ

た。 

・評価問題による検証及び分析を次の授業改善につなげて

いく必要がある。 

③推進校の連携及び成果の普及 

・推進校間で研究授業及び協議会へ参加して得た成果と改

善策を自校の研究内容へ反映させる必要がある。 

（３）今後の改善方策等 

①中学校学力向上対策事業との連携による取組 

・小中連携による研究体制をつくり，日常的な実践研究を

行っていく。 

②授業改善サイクルの確実な実施 

  ・知識・技能の確実な定着とそれらを活用する力を育成す

るために，「言語活動の充実に関する指導事例集」等を

活用しながら単元計画を作成する。 

・繰り返し練習の工夫及び定期的な評価を実施するとともに，

授業内容とつながる家庭学習内容を工夫する。 

・評価問題による検証及び分析を確実に実施するとともに

検証問題を各学年が３学期に実施する。 

③推進校の連携及び成果の普及 

 ・推進校が提案した研究授業及び協議内容を推進校間で追

試していく。 

    

市 内 小 中 学 校 

推進校 

（３校） 

地域推進会議 

中学校 

（10校） 

福 山 市 教 育 委 員 会 

新学習指導要領の趣旨を踏まえた学力

向上等の方策に関する調査研究 

推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会    

（（（（年年年年４４４４回回回回））））    

＜＜＜授 業 研 究＞＞＞ 

※福山市教職員研修 授業改善講座Ⅰとし，全小中学校が受講 

中学校学力向上対策事業 



３３３３    実践実践実践実践事例事例事例事例    

【福山市立手城小学校 －国語－】 

（１）教科の調査結果の分析及び課題 

平成21年度標準学力検査CRT‐Ⅱ３学期実施版  

第５学年国語 ８４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学年 第６学年 

（３）単元の紹介 

①  単元名  

文章と対話しながら読み，自分の考えをもとう 

【生き物はつながりの中に】 

～あなたは他も大切だという気持ちになれますか？～ 

② 単元の目標 

 

③ 単元の展開（指導計画） 

「自分の課題を解決するために，意見を述べた

文章や解説の文章などを利用する言語活動」を

通した指導【具体的な言語活動：筆者の主張に

対する自分の考えをまとめ，交流する。】 

０次 自分にはどのようなつながりがあるのか考える。 

一次 学習計画を立て，学習の見通しをもつ。 

二次   教材「感情」を事実と意見との関係をつかむために，結 

論にある言葉がどの具体を抽象化しているのか読む。 

三次 教材「生き物はつながりの中に」を事実と意見との関係

をつかむために，結論にある言葉がどの具体を抽象化して

いるのか読む。 

四次 教材の文章構成や事実と意見との関係を意識しなが

ら筆者の主張に対する自分の考えを書く。 

五次 書いた意見文を発表し，交流する。 

 

（４）授業の様子      

 課題を解決する場面  

Ｔ：３つの主張は，それぞれどの具体例のことを言っている

のか，また，その具体例が書かれているどこの文章を指

しているのでしょうか。 

Ｃ：筆者の主張にある「たったひとつのかけがえのない存在」

は，「あなたは，今日もあなたであり，明日もあなたであ

り続ける」ということは，あなたはあなたというように

一生を通じてつながっているということだから，具体例

Ⅱの「一つの個体として時間をこえてつながっている」

の文章を指しているのだと思います。 

Ｃ：筆者の主張の「過去のすべてとつながり，未来へもつな

がっていく存在」とは，キーワードである「過去」「未来」

の内容が具体例Ⅲの中に書かれているから，具体例Ⅲの

「過去や未来の生き物たちとつながっている」の文章を

指しているのだと思います。 

Ｃ：筆者の主張にある「地球上の他の生き物ともつながって

いる」は，具体例Ⅰの「外から取り入れたもの」を「他

の生き物」という言葉と同じ意味で使っていると思うの

で，具体例Ⅰの「外から取り入れたものが自分の一部に

なる」の文章を指しているのだと思います。 

 

（５）成果と課題及び改善点 

① 成果 

・単元終了後の評価テストの結果は以下のとおりである。 

   評価規準：結論にある言葉が，どの具体を抽象化して 

いるのかを読んでいる。 

 

 

 

 

・０次の活動を仕組むことにより，本単元の言語活動に向

けての課題意識や興味・関心が形成され，活動目標自体

に必然性が生じ，児童に読むことの目的を意識させなが

ら教材を学ばせることができた。 

・抽象化した筆者の考えを具体的な言葉に置き換える「具

体化」という観点を設定することにより，具体と抽象と

の関係から逆思考の読みをさせ，事実と意見との関係を

読ませるのに有効であった。 

② 課題 

・抽象化された筆者の考えにつながるキーワードと具体例

に共通するキーワードが入っているというだけで，筆者

の考えと事例とがつながっていると読み取る児童がいた。

そのため，筆者の考えの根拠になる具体例の叙述を基に

解釈させることが不十分であった。 

③  改善点 

・３つの筆者の考え全てを取り上げるのではなく，その中

でも本時のねらいにせまることのできる筆者の考えを１

つのみ取り上げ，それにつながる具体例を解釈させなが

ら読み取る。 

国語への関心

・意欲・態度 

・筆者の主張に対する自分の考えを持つ

ために，文章を読もうとしている。 

読むこと 

・事実と意見との関係について，自分の

考えを明確にしながら読むことができ

る。 

伝統的な言語文

化と国語の特質

に関する事項 

・文や文章にはいろいろな構成があるこ 

とについて理解することができる。 

【誤答分析】 

・段落ごとに要点をまとめながら読み，段落相互の関係を

考えながら内容を捉えることができていない。 

【指導上の課題】 

・筆者がどのような判断や主張をしようとし，どのような

事実を挙げて理由や根拠としているのかなどを区別して

押さえる指導に課題がある。 

・結論にある言葉が，どの具体を抽象化しているのかを考

えながら読み取る指導に課題がある。 

【指導改善のポイント】 

・事実（具体）と意見（抽象）を手がかりとして文章全体

の構成をつかませる。 

・結論にある言葉が，どの具体を抽象化しているのかを読

み取らせる。 

【指導方法の工夫】 

・筆者自身が一番主張したかった内容が，これまでの具 

体的な内容とは違う抽象的な言葉によって述べられて 

いることを読み取らせる。  

・事実と意見との関係を読み取らせるために，筆者の考え

にある抽象化された言葉が，どの段落の具体例の言葉を

置き換えたものかを読み取らせる。 

【課題となる力】 

・事実と意見との関係を考えながら内容を捉える力 

 正答率 誤答率 無解答率 

評価問題 71.1％ 28.9％ 0％ 



 低学年 中学年 高学年 全体 

６月 69.7 66.8 57.8 65.0 

11月 72.9 75.9 72.5 70.2 

【福山市立御幸小学校 －算数－】 

（１）「活用力」の考え方 

本校では「活用力」を，児童が数学的な見方・考え方を生活 

場面で用い，課題を解決する力であるととらえ，活用する場の

設定や活用を意識した授業に取り組んでいる。活用力を身に付

けた児童の姿とは，「既習事項を生かそうと常に考え，積極的に

課題解決に取り組むことができる子」と考えている。 

 

（２）習得のための手立て 

①授業モデルの作成 

  一時間の授業の流れをモデルにより提示することで，児童に

学習方法を定着させるとともに，見通しをもたせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②話し方のパターン掲示 

教室に掲示することで，話すことの苦手な児童が，自信をも

って自分の考えを相手に伝えることができるようにした。 

               

（３）指導方法の工夫 

 ①板書の構造化 

  本時のめあては赤，振り返

りは青で囲むなどチョーク 

の色を統一した。また，授業

モデルに沿って，学習の流れ

をカードで示しながら左から

右へ一時間の学習の流れが分

かるような板書にした。 

 

 ②ノート指導 

  算数ノートの書き方を全校で統一するとともに，表・図・式

・言葉などの数学的表現で自分の考えを表したり，友達の考え

と比べながら思考を深めたりすることができるようにした。 

また，振り返りのポイントを示すことにより，めあてに照応

する自己評価をさせた。 

 

（４）活用場面と家庭学習の工夫 

 ①活用場面の設定 

数学的な見方や考え方を育成するための活用場面を次の３点

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔各活用場面における適用問題の例〕 

活用ア 

 

 

 

 

 

活用イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用③ウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

②家庭学習の工夫 

  「家庭学習ナビゲーション」を活用して，低・中・高学年の

系統，学校と家庭の両輪，当該学年の学習内容定着をポイント

にして家庭学習習慣の定着を図っている。 

 

（５）成果と課題 

①成果 

 ・学校全体の取組により，どの児童にも算数科の流れが分かり，

見通しをもって意欲的に学習に取り組むことができた。 

・活用場面を３つに分け整理したことで，活用の場を意識した 

授業の流れを考えることができ，児童も既習事項を生かした 

課題解決に取り組むことができた。 

・評価問題や家庭学習問題を作成したことにより，本時や単元 

のめあてがどの程度達成できているか，また分析によりどこ 

につまずいているのかという理解度を知ることができた。 

 

②課題 

・正答率が70％台であり，概ね定着しているが，約30％の児童

への手立てが必要である。    

・思考力を深める切り返し発問や構造的な板書，肯定的評価な

ど必要に応じた教師の適切な対応力を高める必要がある。 

③改善点 

・児童が算数的用語を使いながら，筋道立てた説明ができるよ

うな場を増やす。 

・単元目標を実現する手立てとして，｢何のために｣｢どのような

活動をさせるか｣という視点で言語活動の充実を図る。 

・児童に付けたい力がどの程度定着したかがわかる評価問題や

家庭学習，またその評価方法の工夫が必要である。 

 

カードで流れを提示 

活用ア 既習事項を活用して新しく課題を自力解決した

り，学習した内容が身に付いたりしているかど

うかをみる。 

活用イ 学習した内容を深めるために必要な情報を取捨

選択しながら適用問題に取り組み，思考力や判

断力を身に付ける。 

活用ウ 単元のまとめとして日常生活とのつながりを意

識した適用問題を仕組むなど，生活場面に生か

す力を付ける。 

「数学的な考え方」単元末テスト結果  （％） 

つかむ 

問題把握 

既習事項 

問題解決に必要な情報を選択・整理し，既習内容と

の類似点・相違点を結びつけて考える。 

みとおす 

課題提示 

見通し 

既習内容や解決方法を選択して，見通しを立てる。 

さぐる 

自力解決 式と図・表・グラフなどを言葉で関連付けながら思

考・表現する。 

ねりあう 集団思考 理由や根拠を明確にし，筋道を立てて説明する。 

まとめる 

定着 

振り返り 

学習内容を身に付けるために適用問題をする。 

既習事項を活用する。（活用①） 

思考過程を振り返り，次の学習や生活に生かす。 

 

たしかめ 学習内容を深める適用問題をする。 

必要な情報を取捨選択して解決する。（活用②） 

生活とのつながりを意識した適用問題をする。 

生活場面に生かす。（活用③） 

 



【福山市立神辺小学校 －算数－】 

（１）教科の調査結果の分析及び課題 

平成23年度広島県「基礎・基本」定着状況調査 

 

 

 

 

 

（２）言語活動の位置付けを明らかにした授業づくり 

 本校の学校教育目標を具現化した目指す子ども像の一つが「自分の

考えをもち 伝え合う子」であり，本校の教職員と児童が共有してい

る目標イメージである。このことを踏まえ，言語活動を通じて教科

及び単元の目標を達成するために，児童にどんな力を付けようと

しているのか，いつ，どの場面で，どのような言語活動を取り入

れるのかを明確にして，指導計画を作成した。 

 作成に際しては，「言語活動の充実に関する指導事例集」（文部

科学省）「言語活動の充実に関する指導資料」（広島県教育委

員会）を参考にするとともに，実践記録を同様の様式でまと

めて，全職員が成果と課題を共有した。 

 【事例】 

 

 

 

 

① 学 年  第４学年 

② 単元名  折れ線グラフ 

③ 指導の工夫  

  ・考えを説明し合う活動を通して，それぞれの考え方の共通

点や相違点を明らかにして，筋道を立てて考えさせる。 

  ・グラフに記や○を付けさせ，根拠を明らかにして説明し合

う活動を取り入れる。 

④ 授業の様子 

  Ｔ：二つのグラフを比べると○いのグラフが分かりやすいのは

なぜだろう。 

Ｃ：○あのグラフは傾きがほとんど無く直線みたいだけど，○いの

グラフは山みたいなので，○いの方は変化が分かりやすい

です。 

Ｃ：付け加えて説明します。グラフの１目盛りを見ると，○あは

２度だけど，○いは0.2度だから，細かい温度まで表せるか

らです。だから，○いの方が分かりやすいです。 

 

（３）思考の過程が分かるノート指導 

  筋道を立てて思考したり，表現したりする力を付けるために，

書くことを通して，「じっくり考え」「はっきり表現」さ

せるノート指導に取り組んだ。 

① 具体的な見通しや取組計画をもつ 

  ⅰ思考の過程が分かるとはどういうことか３段階（月毎）

の目標で示した。 

ⅱどんなノートが書けるようになるとよいのか，全指導 

者が共通イメージをもつための基準や具体例を示した。 

 

    

 

 

 

 

 

 

② 板書を充実させる 

板書自体が，思考の過程が分かるように構造化されていなければ，

児童の思考も深まらない。そこで，日々 の板書計画に加え，特に各

月２回（上旬と下旬それ ぞれ１時間分）具体的な板書計画を作成

して授業を行った。事後には，計画が，本時のねらいを達成したか，

児童の思考過程がノートに反映されているかという視点で研修を行

い，教師の板書計画と児童のノートを資料として考察し，成果と改

善策を共有した。 

③ 互いに学び合う 

  週１回以上児童のノートを集め，教師の評価コメントを入れ，個

別指導や意欲付けを行った。学級では，手本となるノートを随時印

刷し，児童に示した。全校では，各学年の手本になるノートを廊下

等に掲示し，児童が思考過程の分かるノートの具体的イメージをも

って質を向上させることができるように取り組んだ。 

 

 

                        

 

（４）検証 

①ノート指導の充実に対する評価指標 

・学年に応じた分かりやすいノート整理ができる児童80％以上 

・自分の考えや感想が書ける児童80％以上 

②ノート指導の充実が思考力・判断力・表現力等の育成に有効であ

ったかをみる検証指標 

・評価問題の正答率80％以上 

 

（５）成果と課題 

①成果 

・ノート指導充実による思考力・判断力・表現力等の定着状況 

〈1学期平均に対する2学期（11月まで）の平均の向上率〉 

正答率80％以上のクラス数（数学的な考え方）＋29％ 

正答率80％以上のクラス数（技能）     ＋18％ 

・言語活動の充実を図ることで，ねらいを明確にした授業づくり

に取り組むことができた。 

・自分の考えの根拠を挙げて説明する児童が増えてきた。友達の

考えと自分の考えを比べた発言ができるようになってきた。 

②課題 

・ノート指導の充実に関する意識調査の結果「分かりやすいノー

ト整理ができる」68％，「自分の考えを書くことができる」71

％であった。 

③改善点 

・思考及び表現方法は，個に応じた指導の充実を図る必要が

ある。 

・評価問題（付けたい力）をより明確にして，焦点化した授業展

開を行う必要がある。 

算数科の教科全体通過率は，県平均－4.7％である。領域別では｢数

と計算｣－6.5％「数量関係」－5.4％であり，既習事項を活用した

り，筋道を立てて思考・表現したりする力の定着に大きな課題が

ある。 

 低学年 中学年 高学年 

１段階 

ノート形式に従って

書く。 

課題に対する自分の

考えを書く。 

根拠をあげて自分の

考えを書く。 

２段階 

主述関係を整えて，

一文以上で書く。 

根拠をあげて自分の

考えを書く。 

自分の考えを筋道を

立てて書く。 

３段階 

根拠をあげて自分の

考えを書く。 

友達の考えのよいと

ころを書き加える。 

自分と友達の考えを

比べ，加筆修正をす

る。 

 

【設定した言語活動を通して育てたい力】 

○目的に応じたグラフを選ぶために，根拠を明らかに

した話し合い活動を通して，折れ線グラフの特性を

考えることができる。 

思考力，表現力

の育成 

思考のあとを残す 

・活用した既習事項 

・考えの根拠 

・友達からの学び 

肯定的評価 

・指導者の声かけ， 

赤ペン 

・相互評価(モデル) 

考える力の向上 

学ぶ意欲の高まり 


