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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   「主体的に学ぶ生徒の育成」 

～学力向上のための指導方法の工夫～ 

②研究のねらい 

本校の生徒は，何事にもまじめに物事に取り組み，教

師が指示したことに対して素直に行動できる。しかし，

自分から積極的に進んで行動できる生徒は少ないという

実態がある。平成20年度の広島県｢基礎･基本｣定着状況

調査の数学，全国学力･学習状況調査の国語，数学にお

いて，平均通過率が広島県平均を下回っていた。そこで，

生徒が授業中，主体的に学ぶように授業改善することが

基礎的な学力の向上につながると考え，本テーマを設定

した。 

（２）研究組織・体制 

学校全体の取組とするため，国語・数学・英語の各部会以

外に，基礎研究部・調査分析部・広報部を置き，すべての教

職員がいずれかの部会に所属して取組を進めていく組織とし

た。 

（３）研究内容 

①授業改善 

・国語･数学･英語の３教科 

全国学力･学習状況調査，広島県｢基礎･基本｣定着状況

調査の誤答分析に基づく指導方法の改善，研究授業，単

元ごとの評価問題による検証，調査問題による１年間の

取組の検証。 

・国語･数学･英語の３教科以外の教科 

現状の分析（定期テスト等の誤答分析）から授業改善

に向けて協議を行う。そのため，同じ指導案を作成し，

一人１研究授業を行う。 

②生徒，教職員への意識調査 

・５月･９月･１月の３回，定期的に調査を行い，生徒の

状況把握と変容を確認し，取組に対する検証の指標の

ひとつとする。 

③基礎学力の定着 

・ＨＲ学習（朝５分，夕５分） 

・確認テスト（水曜日に実施） 

・ステップアップ教室（木曜日放課後学習） 

対象者：確認テストで基準に到達しなかった者 

④家庭学習 

・国語，数学，英語において，年間を通した家庭学習を設定

し，授業内容と関連を図った内容とする。（ひろしま学び

のサイクル） 

・学校で予習・復習の計画を立て，実施状況や生活の記録を

翌日，担任が確認をする。 

⑤少人数グループ（４人班）の活用 

・学習班の基本は４人とし，司会・発表・記録・世話の役割

を分担して，傍観者が出ないようにする。話し合いや教

え合い，共同作業などの活動に活用する。 

・男女２名ずつをクロス席に配置し，話し合いがより活発に

なるよう工夫する。 

⑥熊野東中学校授業モデル 

・熊野東中学校授業モデルを作成

し，全教科で統一したスタイル

の授業を行う。教室掲示をし，

常に意識をして授業を行う。 

⑦ｉカード（意思表示カード）の導入 

・生徒に「わかった，できた」と実感させるために，学

習の理解度の確認や，４人班による話し合い活動など

で活用させるカード(黄色・青の両面)を使用する。 

⑧言語活動の充実 

・各学年に応じた言葉の学習時間を設定し，与えられた課題

に対し，根拠を示しながら意見を述べる活動を行う。 

・各教科の特性を生かした言語活動を充実させる。 

全ての教科で，具体的な活動の場面と指導の手立てにつ

いて検討する。 

⑨学習意欲の向上 

・学習意欲を向上させるための理論的な研修（メタ認知・動

機付け）を行う。 

・学習オリエンテーションを年数回実施する。なぜ学ぶのか

（動機づけ），めざす生徒像（ゴール），意識調査の結果

（振り返り），成果などについて指導者が全校生徒対象に

対話形式で行い，教師と生徒の共通認識をはかる。 

・授業の振り返りをさせるため，自己評価等の工夫を行う。 

    

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 

・ 平成23年度広島県「基礎・基本」定着状況調査において，３

教科とも県平均を大きく上回る結果が出ている。（県平均との

差：国語＋7.9，数学＋10.7，英語＋12.4） 

・ 生徒質問紙の「学校の授業の予習をしている」の肯定的

回答が平成21年度42％から平成23年度69％になり27ポイン

ト増加，また，「学校の授業の復習をしている」では平成

21年度49％から平成23年度75％になり26ポイント増加した。

これは，家庭学習の取組や学習オリエンテーションなどの

取組により予習・復習の重要性を意識して家庭学習をする

生徒が増えてきているといえる。 

・ 生徒質問紙の「なぜそうなるのか理由を考える」の肯定

的回答が平成21年度64％から平成23年度71％になり７ポイ

ント増加した。また，「比較しながら聞いている」の項目

の肯定的回答を見ると，平成21年度64％から平成23年度72

％になり８ポイント増加した。この２点の項目以外にも思

考力に関する項目について増加傾向が見られる。これは，

授業の中で思考をさせる時間を意識してとり，ポイントを

絞った発問や根拠を求める発問をすることで，理由を考え，

他者の意見と比較しながら聞いている生徒が増加し，生徒

の思考力が育成されてきたと考えることができる。 

 



（２）課題 

・ 生徒質問紙の「順序に気をつかいながら話す」の肯定的回

答は，平成21年度48％，平成22年度56％，平成23年度59％で

あった。平成21年度に比べ平成22年度は増加傾向にある。こ

れは言語活動の充実の取組の結果，発言の際に，根拠を示し

て相手に分かりやすく伝えるようにしている生徒が増加して

いると考える。しかし，肯定的回答をしている生徒の割合は

６割程度であり，生徒の表現力について課題がある。 

・ 生徒質問紙の「やれと言われるので勉強をする」（逆転

項目）の否定的回答は，平成21年度，平成22年度，平成

23年度ともに54％であった。細かく見ると，平成21年度，

平成22年度と比べて平成23年度では「全くあてはまらな

い」と解答した生徒が増加しており，わずかではあるが

生徒の学習意欲が高まってきている。しかし，全体的に

見て否定的回答が６割を下回っており，依然として学習

意欲の面に課題がある。 

（３）今後の改善方策等 

・ 特に効果的であった取組や課題解決を図る取組を年度

末までに整理し，来年度以降に継続できるものにしてい

く。 

・ 更なる授業改善を行う。具体的には，課題意識がもて

るめあての提示、発問の精選、めあてに照らした振り返

り等指導法の改善，教材の選択，家庭学習の在り方など

を工夫することで，「わかった」と実感できる授業づくり

を進め，学習動機や意欲をつなげていく。  

    

３３３３    実践事例実践事例実践事例実践事例 

【国語】 

（１）教科の調査結果の分析 

〔平成23年広島県「基礎・基本」定着状況調査〕国語４の４ 

文章の展開をとらえ，根拠を明確にした上でそれぞれ

の段落の役割を理解しているかどうかを見分ける問題の

通過率が低い。正答（40.2%） 

［誤答］ 

・段落中にある「～のように」の表現を具体例だととら

え，「例をあげて」説明している段落だと判断したため

の誤答。→（30.7%） 

・段落中の「しかし」から反論の役割をしている段落だと判断し

たための誤答。 →（15.0%） 

・段落の内容を吟味しないまま解答したための誤答。 

→（12.6%） 

・問いを読んでおらず，選択肢にない記号を書き込んだ誤答。 

→（0.8%） 

以上のことから，生徒のつまずきの原因として，文章の展開

をとらえ，根拠を明確にして段落の役割を理解する力が身につ

いていないことが考えられる。 

（２）調査結果からの課題 

【課題となる力】 

・文章の展開をとらえ，根拠を明確にして段落の役割を理解する

力。 

【指導上の課題】 

・文章の展開をとらえ，段落の役割を考える指導が十分でない。 

・判断の根拠となる考えや内容が正しいかどうかを吟味する指導

が十分でない。 

（３）学年   第３学年 

（４）単元の紹介 

①単元名  テクノロジーと人間らしさ 

（東京書籍「新しい国語」P107～P109）  

 

②単元の目標 

③単元の展開（指導計画）（全３時間） 

（５）授業改善のポイント 

①指導方法の工夫 

・要点まとめを利用して段落の役割を考えさせる。 

・段落の役割の根拠を挙げさせる。 

・根拠が妥当であるか確認させる。 

・論理の展開から筆者の主張を読み取らせる。 

具体的には，論説文の段落の働きの種類を確認する。その

上で，要点まとめを参考に段落の役割（働き）を考えさせる。

また，段落ごとの内容を「段落プレゼン」の要領で説明させ，

内容の把握をさせる。三段式の文章であるところから，本論

の展開を全体に見通す形で検討し，筆者の論理の展開の工夫

を確認する。その上で，筆者の主張を正確にとらえていく。 

 ②評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

・全体の構成図を記号で考えさせる評価問題を作成した。 

・筆者が最も伝えたいことを条件をつけて，まとめることがで

きるかどうかをみる評価問題を作成した。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

   「段落の役割は何か。」「その段落の役割の根拠は何か。」

「この段落を簡単に言い換えるとどうなるか。」を段落プレ

ゼンと称して取り組んだ。生徒は発表活動に高い意欲を見せ

た。４人班の活動での「根拠探し」や辞書を使っての言葉の

変換作業は適度な難易度であり，お互いに協力し合ってレポ

ートを仕上げていた。 

（７）検証 

   評価問題を11月に実施した。課題となった問題の類似問題

も取り入れ通過率の変容を確認できた。構成を記号で答える

問題の正答が82.2％。記述式の問題の正答率は71.8％,  

条件①の「本文からの引用」を明記していない解答や条件②の

「字数」を満たしていない解答が18.3％。条件③の「根拠」が明

確でない解答が8.8％だった。時間が足らず途中で文章が途切れ

ている解答は0.8％，無解答の生徒はいなかった。事前に設定し

た予想通過率を越えることができた。 

関心・意欲 

・態度 

読むこと 

伝統的な言語文化と国

語の特質に関する事項 

・文章の論理の展開

をとらえようとす

る。 

・構成の工夫を考え

ようとする。 

・文章の論理の展開

仕方，場面や登場人

物の設定の仕方をと

らえ，内容の理解に

役立てることができ

る。〔（１）イ〕 

・慣用句・四字熟語

など二関する知識を

広げ，和語・漢語・

外来語などの使い分

けに注意し，五感を

磨き語彙を豊かにす

ることができる。

〔（１）イ（イ）〕 

評 価 

次 

学習内容 

（時数） 
関 読 言 主な評価規準 

一 ・文章構成の形

式を理解し，違

いを見分ける。

〔１時間〕 

 

 

 

○ 

◎  ◎文章の論理の展開の仕方をとら

え，内容の理解に役立てている。 

○文章構成の形式を理解し，文章

の論理の展開を捉えようとしてい

る。 

二 ・教材文を読

み，文章構成の

形式を見分け，

文章の大まかな

内容をとらえ

る。〔１時間〕 

 ◎  

 

 

○ 

◎文章の論理の展開の仕方をとら

え，内容の理解に役立てている。 

○和語・漢語・外来語などの使い

分けに注意し，語感を磨き語彙を

豊かにしている。 

三 ・筆者の論理の

展開の工夫をと

らえる。 

【【【【本時】】】】 

    

 ◎  ◎文章を読み比べるなどして，構

成や展開，表現の仕方について評

価している。 

◎文章の論理の展開の仕方をとら

え，内容の理解に役立てている。 



（８）成果と課題 

学習の結果，7・8割程度の生徒は段落の役割を理解し

た上で，正しい解答を選んでいる。また，条件付きの記

述式問題に対しても筆者の主張を的確にとらえた解答が多かっ

た。 

   今後の課題としては，段落の役割や構成，展開の仕方を意識

した読み取りの指導を繰り返すことと，文章から読み取ったこ

とを正しい文で「書くこと」を継続して取り組むことが挙げら

れる。また，生徒自身が自分の書いた文章を見直す習慣をつけ

る指導を，一層徹底していきたい。 

 

【数学】 

（１）教科の調査結果の分析 

平成22年度全国学力・学習状況調査における数学Ｂ問題□2

(2)の本校通過率は21.8％であった。これは２n＋１が自然数

であることや３(２n＋１)が３の倍数であることなどの記述が

不十分，あるいは誤っているなど，数学的に表現する力が不

十分であることや，６n＋３から３(２n＋１)への式変形がで

きていない，あるいは問題の把握が

できていないといったことが考えら

れる。 

（２）調査結果からの課題 

【課題となる力】 

 ・問題を正しく読み取る力 

 ・規則に従って求めた数について，予想された事柄が一般的に

成り立つ理由を文字式を用いて数学的に説明する力 

 【指導上の課題】 

予想される事柄や規則が一般的に成り立つ理由を数学的に表

現する学習における指導の手立てが不十分であった。 

（３）学年  第２学年 

（４）単元の紹介 

①単元名  「式の利用（文字式を使った説明）」 

②単元の目標  

③単元の展開（指導計画） 

評   価 学習内容 

（時数） 関 考 表 知 評 価 規 準 

○    

・具体的な場面で，目的に合うよう

に式を変形して考察することに関心

をもち，活用しようとする。 等式の変

形(1.5) 

  ◎  

・移行や等式の性質を使って，等式

を目的に合うように変形することが

できる。 

文字式を利

用した説明

(3.5) 

  ◎  

・数量および数量の関係を文字式を

使って一般的に表現し，数や図形の

性質を説明することができる。 

１章のまとめ

と問題(1) 

 ○ ○ ○ 

 

深めよう(1) 

(本時) 

 ◎   

・図形の性質を，文字式を使って説

明することができる。 

（５）授業改善のポイント 

 ①指導方法の工夫 

問題を正しく読み取り，どんな問題かを把握させ，予想さ

れる事柄や規則が一般的に成り立つ理由を数学的に表現する

学習の指導を行う。文字式による説明については，次の手順

で指導し，説明の仕方を理解させる。 

・分かっていること，求めることを問題文や図から読みとらせ

る。 

・具体的な数を用いて，問題の意味を理解させる。 

・文字式を使って表し，どのように計算をするか，導くべき式

の形はどんな形かを確認させる。 

・類似問題による反復練習を行う。 

・発表では根拠を明らかにし，わかりやすく説明させる。 

②教材の工夫 

・根拠が示せないグループに対してのヒントカードの配布。 

・具体的な数や具体物を用いての確認。 

 ③評価の工夫（評価問題，調査問題も含む） 

【評価問題】 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

数量関係を見いだすために，図や表を用いたり，問題に線

を引いたりする生徒が少しずつ増えてきている。問題のポイ

ントを押さえることができ，式をつくることなどの問題が以

前に比べて，抵抗感無く取り組めるようになってきた。また，

自分の考えや，問題の解き方を説明するときに，根拠を明確

にさせることで，数学用語を正しく用いて説明することがで

きるようになってきた。また，ヒントカードを配布すること

で自分たちで問題に取り組むことができていた。 

（７）検証 

(1)では誤答例として，問題をよく読まず，百の位と

一の位を入れかえた自然数の式を答えているものがいた。

また，無解答も多く，改善されつつあるが，式をつくる

ことに依然として課題がある。 

(2)では完全に説明できた解答は，31.5％である。条

件を文字を用いて表す，表した式を計算する，計算した

ものを99×整数の形に直す，それが99の倍数であると

いった流れの説明であるが，文字を用いて式で表す説明

が書けていない，計算はしたが99×整数の形になおせ

ていない，99×整数の形で終わってしまい99の倍数で

あることをまとめていないなどの減点があり，完答する

ものが少なかった。 

（８）成果と課題 

ヒントカードを配布したり，４人班やiカードを活用する

ことで，数学が苦手な生徒も意欲的に課題に取り組むことが

できた。昨年度の全国学力・学習状況調査との通過率を比べ

ても21.8％から31.5％と上昇したのは一定の成果があったと

考える。しかし，上昇したとはいえ，まだまだ通過率は低い。

また昨年度の評価問題や調査問題と比較すると，正答率が上

昇しておらず，今後も継続して，数学的な表現等を意識して

指導していく必要がある。 

 

【英語】 

（１）教科の調査結果の分析 

平成23年度広島県「基礎・基本」定着状況調査 

＜会話文の組み立てに関する問題＞  割合（％） 

正答 誤答イ 誤答ウ 誤答エ 無解答 

48.8 22.0 7.9 21.3 0.0 

主語や動詞が何か正しく理解していない。一般動詞と

関心・意

欲・態度 

・数や図形の性質に関心を持ち,文字式を利用してそ

のわけを説明しようとする。 

見方・考

え方 

・文字式を利用して,数や図形の性質を一般的に説明

したり,数量の関係を考察したりすることができる。 

表現・

処理 

・数量および数量の関係を文字式を使って一般的に表

現し,数や図形の性質を説明することができる。 

知識・

理解 

・文字式を用いると,数や図形の性質が一般的に説明

できることを理解している。 

３けたの自然数と，その百の位と一の位の数を入れかえてできる自

然数の差は99の倍数になるという。このとき次の問に答えなさい。 

（１）百の位をa，十の位をb，一の位をcとして３桁の自然数を表

す式をつくりなさい。 

（２）99の倍数になることが，３けたの自然数すべてにいえること

を，百の位をa，十の位をb，一の位をcとして説明しなさい。 



be動詞の区別ができていない。三人称単数現在形のルー

ルを正しく理解していないなどが考えられる。 

＜話の流れの理解に関する問題＞  割合（％） 

正答 誤答ア 誤答イ 誤答エ 無解答 

67.7 1.6 3.9 26.0 0.0 

代名詞itやweの指す事柄が何かを理解していない,代

名詞が何を指しているか考えながら文を読んでいない。 

＜英文のつながりを考えて書く力に関する問題＞ （％） 

正答 類型２ 類型３ 類型４ 無解答 

37.8 0.8 47.2 3.9 0.0 

通過率のうち，類型３の解答が最も多いことから，つな

がりは考えているが，綴り・複数形・冠詞・前置詞や動

詞の３人称単数形の誤りなどの文法的な誤りが見られる

ため，正答にならないものが多い。 

（２）調査結果からの課題 

【課題となる力】 

・基本的な文のきまりやbe動詞と一般動詞の区別に注意

して，正しく文を書く力。 

・テーマに基づいて，文のきまりに注意を払いながら，

まとまった文を書く力。 

・主語や動詞,代名詞の指す事柄などに注意して,会話や

文章の流れを的確に読みとる力。 

【指導上の課題】 

・文のきまりなどを意識して文を書かせる指導を定期的

に繰り返し行う必要がある。 

・代名詞，接続詞，副詞を効果的に用いて話の内容や流

れを考えながら文を書かせる指導が不十分である。 

・まとまった文章を読む際は,主語，動詞や代名詞が指す

事柄を意識して読ませる指導を行う。 

（３）学年 第２学年 

（４）単元の紹介 

①単元名  Unit２ Emi Goes Abroad 

②単元の目標 

③単元の展開（指導計画） 

 学習内容 関 表 理 知 評価規準 

１
 

・be going toを用いた文の

形・意味・用法を理解す

る。 

・教科書(p.12 Starting 

Out)の内容を理解する。 

   

 

 

○ 

◎ エ①be going to を用いた文の形・意味

・用法を理解している。 

ウ①be going to の文を含む文を読み，

内容を正しく理解することができる。 

２
 

・be going toの文を用いて

表現する。 

 

○  

 

 

◎ 

  ア①新しく学んだ表現を用いて，意欲的

に話そうとしている。 

イ①be going toの文を用いて，予定に

ついて尋ねたり，答えたりすることがで

きる。 

３
 

・showを用いた文の形・意

味・用法を理解する。 

・教科書(p.13Dialog )の内

容を理解する。 

 

  

 

○ 

 

◎ エ②showを用いた文の形・意味・用法を

理解している。 

ウ①showを含む英文を聞いて，内容を正

しく理解することができる。 

４
 

・教科書(p.13Dialog)を参

考に，対話をする。 

○  

 

 

◎ 

  ア①間違いを恐れず，意欲的に英語で話

そうとしている。 

イ②showを使った文を用いて，簡単な対

話ができる。 

５
 

・callを用いた文の形・意

味・用法を理解する。 

   ◎ 

エ①call を用いた文の形・意味・用法

を理解している。 

（５）授業改善のポイント 

○指導方法の工夫 

・モデル文で文章の構成や内容を整理させる。 

・英作文を自己点検，または，相互点検できるようなワ

ークシートを作成する。 

・主語と動詞や代名詞が指す事柄を意識して読めるよう

な発問をしたり，ワークシートの工夫をして作成する。 

・語と語のつながりや動詞の変化，代名詞の使い方など

の文法事項を繰り返し指導し，定着を図る。 

○４人班の活用 

４人で文の構成について話し合い，意見をまとめる。 

○言語活動の充実 

  質問内容を理解し，適切な語を用いて答えさせる。 

（６）授業の様子（生徒の変化） 

・ 定期的にまとまった文を書く活動を取り入れてきた結果，

「書くこと」に対する抵抗感を持つ生徒が少なくなってきた。

また，自分の考えや気持ちなどが相手に正しく伝わるように,

話の流れを考えたり，接続詞を用いてより分かりやすく書こ

うとする姿も見られるようになってきた。代名詞の用法を意

識する生徒も増えてきている。テーマに基づいて自分自身の

ことや，考えを英語で表現することを「楽しい」と感じる生

徒も少しずつ増えてきたよう思われる。 

・ まとまった文章を読む際には主語と動詞や代名詞が指す事

柄は何かを考えながら内容を理解するようになってきた 

（７）検証 

【評価問題】 

ALTのデイビット先生(Mr. David)にあなたの友だちのヒロシ

(Hiroshi)を紹介することになりました。下のメモを参考に，ヒロ

シを紹介する文を４文以上の英文で書きなさい。ただし，①必ず

ニックネームを紹介する一文の入れて，②相手に分かりやすく伝

えるために，文のつながりを考えて書きなさい。 

通過率が８割を超えており,つながりを考えて文を書く力はおお

むね定着していると言える。 しかしながら，綴り，大文字・小文字等

の誤りにより正答とならない解答が多く見られた。このことから,一定

量のまとまった文を書くことについては力が定着してきているが，

一文一文を正しく書くことに課題があるということがわかった。 

（８）成果と課題 

取り組みの成果として,「つながりを考えながら文を書く力」は

大きく改善されたと言える。しかしながら，動詞の変化や冠詞，

単語，など，「文のきまりにしたがって正しく一文を書く力」につ

いてはまだ不十分である。このことから，まとまった文を書く際

には，自己または相互に点検できるシートを作成し，書く視点を

意識させながら正しく文章を書かせる取組を行う必要がある。ま

た，今後は聞いたり，読んだりした内容について，自分の意見を

述べたり，感想を書かせたりするなど，４領域との関連を深めな

がら，今後も書く力を育成する活動を続けていく。 

ア．コミュニ

ケーションへ

の関心・意欲

・態度 

①間違いを恐れず，意欲的に英語を書いたり話したり

しようしている。 

②理解できないところがあってもの推測して読むな

ど，積極的に読む活動に取り組んでいる。 

イ．表現の能

力 

①be going toの文を用いて，未来の行動について尋ね

たり，答えたりすることができる。 

②showを使った文を用いて，簡単な対話ができる。 

③callを用いて自分の身近な人などについて紹介する

文を書くことができる。 

ウ．理解の能

力 

①新出基本文を含む英文を聞いたり，読んだりして内

容を正しく理解することができる。 

エ．言語や文

化についての

知識・理解 

①be going toの文の形・意味・用法を理解している。 

②showを用いた文の形・意味・用法を理解している。 

③callを用いた文の形・意味・用法を理解している。 

④世界遺産の基本情報について理解している。 

５
 

・教科書(p.14Readingfor 

Communication)の内容を理

解する。 

○   

 

 

 ア②理解できないところがあっても推

測して読むなど，積極的に読む活動に

取り組んでいる。 

６
 

・教科書 

(p.15 Reading for 

Communication)の内容を理

解する。 

 

 

 

 

○ 

 ◎ 

 

ウ①新出基本文を含む英文を読んで内

容を正しく理解することができる。 

ア②理解できないところがあっても推

測して読むなど，積極的に読む活動に

取り組んでいる。 

７
 

・callを用いた文を使って表

現する。 

[本時]〕 

 

 

 

◎  

 

 

 

イ③文のつながりに注意しながら，

callを用いて自分の身近な人などにつ

いて紹介する文を書くことができる。 

８
 

・名所を紹介する文を読み，

理解する。 

・まとめの問題をする。 

  ◎  

 

 

○ 

ウ①新出基本文を含む英文を読んで内

容を正しく理解することができる。 

エ④世界遺産の基本情報について理解

している。 

名前：ヒロシ  出身地：東京  毎日すること：英語の勉強 

  得意なこと：英語を話す  ニックネーム：ヒロ 


