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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 

  

 

 

②研究のねらい 

○ 知識・技能の定着とそれらを活用する能力や，状

況に応じて表現する力をさらに付けていく。 

○ 生徒が主体的に学習できるようにする。 

（２）研究組織・体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 今年度も，全教科で研究協議会を立ち上げた。 

（３）研究内容 

本地域では，今年度，特に次の６点について重点的

に取り組んだ。 

① 言語活動の充実  

・ 各教科で効果的なペア・グループ活動について

話し合い，ねらいをはっきりさせる。 

・ 「書く活動」「交流する活動」「表現する活動」

と「『ひろしま』学びのサイクル」を意識した指

導を行う。 

② 小中一貫教育の推進  

小中合同授業研究や小学校への乗り入れ授業の他

に，蒲刈・豊地区小中合同研修会（８校）を開く。 

③ 授業カンファレンスの実施  

授業カンファレンスの手法を取り入れ，１回目

（１人目）の授業後に指導案や細案を見直し，２回

目（２人目）以降に工夫改善を加えた授業を行う。 

④ 個に応じた指導の充実  

各教科で個人カルテの共通様式を作成して，学力

調査の結果や学習記録等を記入し，授業改善や教育

相談等に活用し主体的に取り組む生徒を育成する。 

⑤ 学力向上対策事業の普及  

・ 地域内の全小中学校（８校）で研究テーマを統

一する。 

・ 取組を全教科に広げ，各教科チームリーダーを

中心に研究協議会を行う。授業研究は，国・数・

英は各校２回ずつ，他の教科は各校１回ずつ行う。 

・ 授業研究の案内を呉市立の全小・中・高等学校

に配布する。 

⑥ 読書，家庭学習の充実  

本地域の課題である読書，学習習慣について各校

で家庭・地域と連携して取り組む。４校共通の面接

シートを活用して生徒を支援する。 

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 

○ 学力調査の誤答分析等を行うことで，より改善の視

点がはっきりし，授業の工夫改善を図ることができた。

検証も行い，授業でのＰＤＣＡサイクルが確立した。 

○ 学識経験者，指導主事，他校の先生方からの指導・

助言や意見が授業力の向上につながった。 

なお，次の表は四段階評定尺度による「授業チェッ

クシート」（13項目）の得点の平均である。３教科と

も3.2点（80％），また昨年度の数値を上回っており，

授業参観者から高い評価を得ている。 

 

授業チェックシートの平均得点（４点満点） 

教 科 国 語 数 学 英 語 

平成２３年度 3.60点 3.50点 3.49点 

平成２２年度 3.46点 3.21点 3.38点 

平成２１年度 3.34点 3.20点 3.21点 

 

○ 各教科共通してグループ活動を取り入れ，交流し表

現する活動を通して言語活動の充実を図ることができ

た。そのことにより表現力が高まった。 
 

生徒質問紙において肯定的に回答した生徒の割合（％） 

領域 質問項目 H21 H22 H23 

自分と違う意見も受け入れ,考えを話している 68.5 72.7 76.1 

理由をあげて説明している 63.0 66.9 71.6 

表 

現 

力 具体例をあげ,順序に気を付けて話している 50.4 65.3 66.1 

 注）平成２１・２２・２３年度第２回生徒質問紙のデータ比較 

 

○ 小中合同授業研究や乗り入れ授業を通して，小学校

教員のきめ細かい指導，子どもの発達段階や学習状況

等を学ぶことができた。 

また，蒲刈・豊地区小中合同の研修会を行い，言語

活動の充実や家庭学習について意見交換できた。 

○ ４校が集まることで，授業カンファレンスを実施す

ることができ，１回目の授業での課題を２回目の授業

に生かすことができた。 

○ 個人カルテに個の記録を記入して，個のつまずきを

克服する取組を行った。個人カルテは，授業改善や教

育相談等に活用できた。 

○ 国・数・英以外の教科でも授業研究を行い，各教科

の内容について協議を深めることができた。また，他

校の教員も交え広く意見交換ができた。 

○ ４校共通の面接シートを活用し，家庭学習や読書の

充実に向けて生徒を支援できた。 

（２）課題 

○ 思考力・表現力を付けるための言語活動の充実。 

○ 個人カルテの活用の充実。 

○ 読書，家庭学習のさらなる充実。 

（３）今後の改善方策等 

○ 思考力・表現力をどこの場面で，どう育成している

のか明確にし，検証していく。その際グループ活動を

手段とするとき，どういう目的でグループ活動を取り

入れるのか，明確にする。 

○ 小中一貫教育の推進として，個人カルテを中学校の

授業改善だけではなく，小学校の授業改善にもつなげ

ていく。 

○ 面接シートを活用した個人面接を継続して行い，生

徒を支援する。 

主体的に学び，表現できる生徒の育成 

 －言語活動の充実を通して－ 
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３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 

【国語】 

  第２学年「手がかり」にこだわらせて「心情を読む」取組  

（１）教科の調査結果の分析 

 調査：「平成22年度広島県『基礎・基本』定着状況調査」三３(3) 

 問題の概要 文章の展開に即して登場人物の心情を的確にと

らえる。(Ｃ読むこと[第一学年]イ文章の展開に即して

内容をとらえ，目的や必要に応じて要約すること。) 

 結果 平成22年６月 本地域２学年通過率 50.0% 広島県 51.4% 

   （平成23年３月 本地域１年生通過率 52.8%） 

 分析  

 小説の文章中から手がかりを求めたうえで，心情をとらえられ

ている生徒が半数であった。引用・要約をしていない生徒が多い。 

（２）調査結果からの課題 

①課題となる力 

・ 文章の展開に即して，人物の心情の変化をとらえる力 

・ 必要に応じて内容を取り出し，適切に引用・要約する力 

②指導上の課題 

・文章の展開に即して描写をたどり，登場人物の心情を読

み取ることを習慣付けること。 

・必要に応じて的確に引用したり要約したりさせること。 

（３）学年 第２学年 

（４）単元の紹介 （平成23年６月） 

①単元名 「父のようにはなりたくない」 

②単元の目標 

  文章の展開に即して，登場人物の心情の変化をとら

えている。 

 文章に表れているものの見方や考え方を理解し，自

分のものの見方や考え方を広くする。 

③ 単元の展開（指導計画）（全５時間） 

次 学習内容 時数 

一 文章を通読して，感想や疑問をもつ。 １ 

人物の心情を読む手がかりを学習する。 ２ 

二 学習した手がかりに着目して心情をとらえ，文脈

や文章の展開に即して心情の変化を説明する。 

１ 

(本時) 

三 文章に描かれた生き方・考え方について考える。 １ 

（５）授業改善のポイント 

 ①指導方法の工夫 

 課題を解決するため，次のようなステップで指導をする。 

 ステップ 内  容 

1 

手がかりに着

目することを

習得 

・会話文・心のつぶやき・行動・表情な

どの心情が表れた描写を手がかりに

し，適切な引用や要約をしながら心情

をとらえる指導を反復し，慣れさせる。 

2 

学習した手法

を活用 

・傍線を引かせ，根拠を明確にさせる。 

・文章の展開にそって「なぜ心情が変化

したのか」を追究することで，人物の

関わり合いに気付かせる。 

3 

表現して定着 ・ペアやグループ活動, 全体学習の場で

自分の考えを伝える学習を通して，手

かがりに着目する力を定着させる。 

 ②教材の工夫 

・単元を通してワークシートの構造を工夫し，文章の展開や人

物の関わりに即して心情をとらえやすくする。（右上図） 

・「お助けカード」（表現モデル）を使い，適切な引用・要

約の力を身に付けさせる。 

 ③評価の工夫 

・事前の学力調査の結果を座席表に記入しておく。また，事

後の調査結果を個人カルテに記録して継続的に指導する。 

（６）検証 

 事後に，前述の事前調査問題に準拠した評価問題及び「平

成23年度広島県『基礎・基本』定着状況調査」を用い，「文章の

展開に即して，人物の心情の変化をとらえる力」の変容を見た。 

①量的検証（数値） 

ア 評価問題による通過人数比較（授業研究校２校） 

 通過 誤答 無答 

事前:H22「基礎・基本」平成23年３月対象１年17名 ７ ７ ３ 

事後:同準拠評価問題  平成23年６月対象２年16名 ８ ７ １ 

イ 「基礎・基本」通過率比較（県全体と本地域35名） 

 本地域 広島県 差 

事前:H22「基礎・基本」平成23年３月対象１年生35名 52.8% 51.4% +1.4 

事後:H23「基礎・基本」平成23年６月対象２年生35名 40.0% 27.5% +12.5 

②質的検証（生徒の変容） 

 事前:Ａ＝H22「基礎・基本」平成23年3月実施 

 事後:Ｂ＝H22「基礎・基本」準拠問題平成23年6月実施 

 事後:Ｃ＝H23「基礎・基本」平成23年6月実施 

ア 手がかりを使って説明できるようになった。 

Ａ（無答） → 

Ｂ「二人と天神橋に行くと，

明日舞に会えなくなってしま

う」（△） 

Ａ「今逃げたとしてもあとあ

とつかまってしまう」（×） 

→ 

Ｃ「だんだんと不安」（△） 

イ 手がかりを複数使い，展開にそった説明ができるよ

うになった。 

Ａ「船から飛び降りて泳いで

逃げたかった」（×） 

→ 

Ｂ「明日は絶対にあの池に行

って舞に会いたい」（○） 

Ａ「自分が悪いことをした」

（△） 

→ 

Ｃ「自分の居場所じゃないと

不安」（○） 

ウ 手がかりをとらえてはいるが，説明が不十分である。 

Ａ「自分が最初に言いだした

から怒られてもしかたがな

い」（△） 

→ 

Ｂ「明日はどうしてもあの池

で釣りをしたい」（△） 

Ａ（無答） → 

Ｃ「家族や友達とはなれたか

なしみ」（×） 

 全体的に手がかりにこだわろうとする姿勢が見られた。

しかし，依然として一箇所だけに注目したり，会話文や

心のつぶやきだけに着目したりする傾向が見られる。 

（７）成果と課題 

○ 単元を通して繰り返し「手がかり」にこだわらせて，

表現させることで，描写を意識した表現ができた。 

○ ワークシートを構造化することで，人物の関わりや文章の

展開に注目して心情の変化を追うことができる生徒が増えた。 

● 複数の多様な手がかりから読み取れるように，教材や

課題を工夫して，単元を通した指導を継続していく。 



【数学】 

（１）教科の調査結果の分析 

  ①平成22年度「基礎・基本」定着状況調査３（２） 

（内容） 一次方程式の作成  （県通過率53.9％） 

   この設問における本地域の平均通過率は68.2％であり，

方程式をつくって問題を解決するために，数量の関係をとら

え，簡潔かつ適切に表現することに課題がある。特に，7.7

パーセントの生徒が７xと解答し，「7人多い」ことを乗法として

とらえており，数量の関係を方程式で表すことに課題がある。 

（２）調査結果からの課題 

  ①課題となる力 

  ・方程式をつくって問題を解決するために，数量の関係を

とらえ，方程式で表す力 

  ②指導上の課題 

  ・具体的な事象を取り上げて，事象の中の数量の間の関係や

法則を，文字を用いて表現させる指導はしていたが，他の表

現様式を用いて生徒に表現させる指導が不十分であった。 

（３）学年 第1学年 

（４）単元の紹介 

① 単元名 「一元一次方程式」 

② 単元の目標  

・方程式について理解し，一元一次方程式を用いて考察す

ることができるようにする。 

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 

・個人カルテを作成して学力調査の結果や学習記録等を記

入し，授業改善に活用 

＜個人カルテ 様式一＞…課題の把握 

 

 

 

 

・数量の関係や法則を， 

観察，操作，実験など 

の体験的な活動を通して， 

スモールステップで丁寧 

な指導を実施 

 

 

 

・ペア・グループ活動を取り入れ，自分の考えを数学用語を

用いて説明させ考えを交流し，理解を深め広げる。 

 

 

 

 

 

 ・授業カンファレンスの実施 

 

 

文字を用いて方程式をつくることが課題であったが，生徒は

＝（等号）を計算の結果を表すものととらえ，逆算の方法で

問題解決し，本時の授業の目標の達成にはならなかった。そ

の後の研究協議会で，その原因を明らかにし，２回目の授業

研究では相当関係を「しっかり教える」ことに重点を置いて

指導し，課題を解決するための改善授業ができた。 

②教材の工夫 

・操作をさせるために，生徒全員に具体物を配布する。操作

活動の中で，予想させ，その理由を考えさせる。 

 ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

・個人カルテを活用し，予想される生徒の反応をあらかじめ

想定して，個に応じた指導を充実させる。 

 ・ワークシートの記載内容から，数学的な表現を使っている

か，筋道を立てた説明になっているかを見取る。 

・「水準判定問題」を事前・事後に実施し，個の変容を見る。 

・単元終了後に評価問題を行い，検証する。そして，個人カ

ルテに記録し，次の指導に役立てる。 

・調査問題を作成し，12月に実施して取組を検証する。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

 ・図を提示し考えさせることで問題を理解し，解決の計画を

立てるときに線分図や表，言葉の式などを活用することで数

量の関係をとらえることができた。そして，求める数量を文

字xを用いて方程式で表すことができた。 

（７）検証 

・量的検証（数値） 

  平成22年度「基礎・基本」定着状況調査３（２）の結果

から，課題を改善するために「関係を文字式で表す」授業後

に検証問題として同調査問題３（２）を実施した。 

方程式をつくって問題を解決するために，数量の関係をと

らえ，方程式で表すことができる生徒の割合が，53.9％から

92.3％に上昇している。 

・質的検証（生徒の変容） 

＜個人カルテ 様式二＞…改善の取組 

生徒一人一人の課題を把握し，改善のための個別指導

や授業前段の既習事項の復習や自力解決時のヒントカー

ドの準備等に括用した。生徒の変容を系統的に記録した。 

    

    

 

 

授業前には，無解答の生徒が15.4％いたが，授業後には，

すべての生徒が，数量の関係を線分図，表などを活用しその

関係をとらえようとしていた。そして，言葉の式で表し，求

める数量に着目させ，数量の関係を文字でをいて等式に表す

ことができた生徒が92.3％に上昇した。一方，事象の中の数

量の関係を正しくとらえ，文字を用いて表現することができ

なかった生徒が7.7％おり，継続した取組が必要である。 

（８）成果と課題 

○ 授業カンファレンスの実施で，生徒の状態や行動をより細

かくとらえた授業が行え，課題の改善につながった。 

○ 推進地域内で個人カルテの共通の様式を作成し，授業交

流においても視点が明確になり，その活用が充実したものと

なった。 

● カルテを活用し，個のつまずきを予想し，それに対応する

授業づくりについて研究を進め，学力の向上を図っていく。 

次 学習内容 時数 

等式と方程式，不等式 ４ 

等式の性質 １ 方程式 

一次方程式の解き方 ４ 

一次方程式の利用 ４（本時３／４） 一次方程

式の利用 比例式 １ 

３（２）の設問の通過率 正答 誤答 無解答 

広島県通過率（％） 56.9％ 30.8％ 9.2％ 

本校の通過率（％） 53.9％ 30.7％ 15.4％ 

授業後の通過率（％） 92.3％ 7.7％ 0％ 

授業カンファレンス（本地域内で同一単元の授業研究）

を行った際の協議内容を踏まえ，授業改善 

(3) 正負の数の活用 ×
負の数の理解

○

(1) 文字式をよむ ×
文字式の表し方

×
説明の仕方

○

(2) 一次方程式の作成 ×
空欄

×
文字と数を掛ける

×
数量の関係のとらえ

(1) 数量関係を見つける ×
具体的な数で考える

○

(2) 関係を文字式で表す ×
規則性について

×
文字式の表し方

○

数と式

2

3
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ステップステップステップステップ１１１１::::    図や表で関係性を表す。ステップステップステップステップ２２２２:::: 言葉の式で表す。 

ステップステップステップステップ３３３３:::: 文字を用いた式で表す。ステップステップステップステップ４４４４::::値を代入して確かめる。 

ステップステップステップステップ５５５５：：：：友だちが作った文字を用いた式から具体的な事象を読み取る。 

数数数数とととと式式式式 数量の関係を，図や表などを活用して理解させる。 基の数を基準として文字式で表すことができた。
領域領域領域領域 課題課題課題課題 取組取組取組取組 変容変容変容変容分数の除法 分数で割ることの意味理解 逆数を掛け，課題の解決１次方程式の作成 問題の中の数量を整理する活動 分かっている数量，求める数量がはっきりと理解でき，求める数量をxを使って表せた。”ステップステップステップステップ    ３３３３    ステップステップステップステップ    ２２２２    

ステップステップステップステップ    ２２２２    ステップステップステップステップ    １１１１    



【英語】 

（１）昨年度の成果と課題 

①成果 

指導上の課題として挙げた力の向上について 

 ・ 「文のきまりに基づいてつながりのある英文を書く 

  力」「主語と動詞群の適切な関係を踏まえて英文を書 

  く力」は調査問題において力の向上が見られた。 

 ・ 平成21年度「基礎・基本」定着状況調査時の解答と 

  比較すると，使用語数が増加（正答平均4.25語→4.8 

  語）し，内容も自然なつながりのある会話であった。 

  相手を想定して分かりやすい情報伝達を心がけること 

  と，会話を継続させることを意識して解答することを 

  指導した成果である。 

 ・ 評価問題において，３人称単数現在形のｓに関わる 

  誤答やbe動詞と一般動詞とを混在させる誤答が減少し 

  た。英文を書く前の日本文の段階で，主語と動詞を明 

  示させたり時制を確認させたりする指導が効果的であ 

  ったと考えられる。 

通過率等（中学校２年生対象）の比較について 

平成22年12月に実施した調査問題と平成22年度「基

礎・基本」定着状況調査の通過率等の比較は次の通り

である。 

   平成22年度「基礎・基本」定着状況調査の通過率等と調査問題の通過率等 

 H22年６月 

基礎･基本（％） 

H22年12月 

基礎・基本（％） 

差 

地 域 全 体 80.2   81.6 ＋1.4 

通過率60％未満 13.6 13.0 －0.6 

通過率30％未満   0.0  0.0 ― 

②課題 

  ・ 主語と動詞群の適切な関係を踏まえて英文を書く 

   力に係る設問の通過率は29.5％（県30.4％）で，本 

   地域調査結果では「読む」力と「書く」力を問う全 

   問題の中で唯一50％に達しなかった。 

  ・ 文と文を適切につなぐために必要な「代名詞を正 

   しく使う力」の向上が図られていない。また６月に 

   は正しく運用できていた言語事項（単語の綴り，主 

   語が三人称単数現在時の一般動詞のsや否定文での 

   doesn’t ）の誤答が散見される。 

（２）今年度の取組内容について 

①今年度末の達成目標 

Ａ 調査問題において，つながりのある英文を書く設問の正

答率が全校で７割以上である。 

Ｂ 調査問題において，主語と動詞群の適切な関係を踏まえ

た英作文の正答率が全校で６割以上である。 

  ②取組のポイント 

ア 「個人カルテの活用の充実」   

  ・様式を４校で統一して，共通の課題で定着度を記録す 

    る。客観的な数値の積み上げと必要に応じて答案を複写 

    して個人の誤答の傾向の把握，個別指導の活用に努める。 

イ 「効果的な反復練習の工夫改善」  

・ 学習直後のみではなく，定期的に既習内容を復

習させるとともに，各言語事項間につながりをもた

せた系統的な指導を行う。 

③現時点における成果と課題 

Ａに係る成果と課題 

ア 成果 「文のきまりに基づいてつながりのある英

文を書く力」 

    

つながりのある英文を書く設問について解答類型別にみる生徒の割合（％） 

 正答 準正答 無解答 

３月 地域調査問題 
10.8 48.6 10.8 

６月 「基礎・基本」 
54.3 37.2  0.0 

  平成23年３月に実施した調査問題と比較すると 

  ・ 通過率が32.0ポイント上昇した。 

  ・ 正しく解答した生徒の割合が，43.5ポイント上昇した。 

  ・ 全員が３文以上の英文を書くことができた。 

  ・ 無解答の生徒が0.0％になった。 

  （解答の変容例） 

（平成23年３月実施 地域調査問題時） 

He is thirteen years old. He likes music very much. 
He play the guitar every day. 

↓ 

（平成23年６月実施 「基礎・基本」定着状況調査時） 

He is thirteen years old. He doesn’t like sports. 
But he likes music. He plays guitar every day. 
イ 課題 「語彙力」「文のきまり」 

・ ３人称単数現在形のsに関わる誤答が依然として

見られる。 

Ｂに関わる成果と課題 

 

 

 

 

 

ア 成果 「主語と動詞群の適切な関係」 

  主語と動詞群の適切な関係を踏まえた英作文の設問について解答類型別にみる 

  生徒の割合（％） 

 正答 does is are 無答 

３月 地域調査問題 32.4 16.2 32.4 13.5 2.7 

６月 「基礎・基本」 74.3 8.6 5.7 11.4 0.0 

  平成23年３月に実施した調査問題と比較すると 

  ・ 通過率が41.9ポイント上昇した。 

  ・ 主語が複数形であることを認識し，それに対応する動 

   詞を選択する類型が 34.3ポイント上昇した。 

  ・ 無解答の生徒が0.0％になった。 

イ 課題 「主語と動詞群の適切な関係」 

・ 一般動詞とbe動詞を混在する誤答が見られる。助 

 動詞doと一般動詞の関係を理解できていない。 

（３）今後の取組 

 ・ Ｄ層の分布が変化していないことを，その層に対す 

  る有効な手だてを講じることができていないととらえ， 

  Ｃ層からＤ層へ推移した生徒への対応を含めて個別支 

  援の重点課題として取組を進める。 

 ・ 個人カルテのデータの共有化を推進する。個人の誤答の 

  傾向とともに，全体に共通するつまずきを把握し，指

  導の工夫・改善につなげる。 

 ・ ピア・フィードバックの手法を取り入れる。指導者から 

  の一方通行的な添削や指導ばかりではなく，生徒同士の相 

  互添削により力を高めあう場面を設ける。 

 ・ つながりのある英文を書かせる指導が調査問題のパター 

  ン練習に収斂しないよう，生徒の実生活に関わるトピック 

  を提示し，表現の幅を広げる取組を進める。 

 

平成23年度「基礎・基本」定着状況調査 ６－４ （平成23年６月実施） 

A What (    ) Takuya and Masaru play on Saturday? 

B They play soccer. 

ア do   イ does   ウ is    エ are 


